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新価値創造展
個々の企業の持つ価値を再認識
中小企業の新たな一歩をバックアップ
2014年11月19日
（水）〜21日
（金）
に東京ビッグサイトで開催された
「新価値創造展」
。
今までの展示会にはないコンセプトで臨んだ第一回目。
新価値創造とは何か？他の展示会との違いは何か？について紹介する。

より広い
販路開拓へ

開始から10年を経過した中小企業総合展を、既存商品の販路開拓のみで
なく、新市場・新事業創出をも支援するものとして大胆に見直した。その
中で注目したのが、企業価値や強みを再認識し、その先にある新しいチャレ
ンジ、新サービスを生み出す取り組みに対し積極的に支援していくこと。チ
ャレンジ精神旺盛な企業の強みを発信することで技術・サービスが新たに
組み合わさり、新しい魅力の発見に繋がる。それらの新価値創造活動をサ
ポートしていくという視点から、今までにない展示会「新価値創造展」が
生まれた。

3つの
テーマを設定

新価値創造展の特徴は、大きく3つのテーマを設定したこと。一つ目は、
健康長寿社会×ITビジネスと題し、医療・介護・健康IT関連の企業を募り、
新ビジネスを創ることを目指した「ウェルネス」
。二つ目は、地域コミュニ
ティの再生に貢献するビジネスを創ることを掲げ住宅・福祉・環境・エネ
ルギー関連の企業を募った「グリーン」
。三つ目は、ひとの感性・技能を活
かした技術ネットワーキングを進めると題し部品・素材・加工・機械・機器・
IT関連企業など多様な業界から参加可能なテーマを設けた「スマート」
。
3つのテーマをもとに、幅広い裾野をベースとして新たなチャレンジに積
極的な中小企業と新しいアイディアや技術を求める大企業などが刺激し合
い、これまでにない事業創出の一助をになうのが「新価値創造展」だ。

専門家の
サポート体制

運営における大きな特徴は、テーマごとに専門家をおいて出展者の「新
価値創造」を積極的にサポートする体制を整えたことだ。専門家の役割は
大きく分けて2つある。ひとつは、新価値創造を加速させる手助けをするこ
と。もうひとつは、新価値創造に向け先行的な取り組みを行っている企業
を集め、
「特別展示」として監修したことだ。さらに特別展示では、具現化
ソンと称して、アイディアを有する者が出展者との会話のなかで、ビジネ
スに昇華するヒントを得ることを狙ったワークショップ、ショートセミナー
などを行うことにより、取り組みの普及を目指した。
次のページでは、ウェルネス、グリーン、スマートの監修者、中小機構
の担当者にそれぞれの立場から「新価値創造展」について話してもらった。
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新価値創造展

ウェルネス監修

と教育を支援するツールを提供してい

ボレーションが実現し新たな価値が生

くは「勘」や「感性」
「洞察力」を必

柴崎 哲也

る企業の方に特別出展としてご参加い

み出されることを願っています。

要とし、数値化したりデジタル化する

未来志向の中小企業が
ウェルネスの明日を創る

ただきました。高度な医療技術を支え

のが難しい部分です。しかも、これら

る匠の技や医療器具開発の前線をお見

は個人に由来し伝承が非常に困難。し

せすることができたのではないかと思

スマート監修

かし、この部分があるからこそ世界が

います。

河内 英司

認める高品質な部品や製品を供給でき

ウェルネス社会を、
「予防・未病」
「
、治

最後は、
超高齢化社会をみすえた
「介

療」
、
「介護」の3つに整理してから考

護」
。相互扶助の「見守り」をITで補

えをスタートさせました。初めに「予

完し再構築していくことを念頭に※ス

防・未病」
。ここでは、自分の身体と

マートプラチナ社会の実現に向けた仮

向き合う環境づくりを目指し、正確な

想モデル、
介護支援ロボット、
「見守り」

生体情報の収集と解析システム、ユビ

テレビなどを紹介しました。

キタスネットワークの概念を掲示しフ

全体を通して忘れずに考えたのは経

ィットする企業の皆さんにご参加いた

済合理性です。理由は、技術モデルが

だきました。

成り立たないと継続していくことは難

次の「治療」では、医師の医療技術

るのも事実です。大企業の合理主義で
はこの部分が削ぎ落されるのではない

数値化、デジタル化
できない部分にヒントがある
小山 聡氏 1964年生まれ。1989年、日本福祉
大学を卒業後、大和ハウス工業株式会社に入社。
シルバーエイジ研究所に所属し医療・福祉施設の
コンサル営業を担当。2011年に経営企画部に異動
後、新規事業開発を担当。社会福祉学会会員、専
門は福祉産業論。

河内 英司氏 京都市生まれ。京都教育大学特修
美術科卒業。卒業後、株式会社堀場製作所に入社
し広報宣伝業務に従事しながら製品デザイン・新
商品企画・マーケティング業務も兼務。同社コー
ポレートコミュニケーション室室長を経て、現在は、
広告・展示会・マーケティング・メディアプラニ
ング会社「カットス・クリエイティブ ラボ」代表
を務める。

しいからです。その辺を検証しつつ、

かと危惧しています。
今後は中小企業同士を全国でネット

スマートと聞くと莫大な資本力が必

ワーク化しコミュニティを形成するこ

要な大企業向けの生産システムだと思

とで国全体がひとつの工場として機能

われがちですが、新価値創造展では、

するものづくりシステムを構築できれ

まったく異なった提案をしました。

ば素晴らしいと思います。

すなわち、IT化やデジタル化のプロ
セスの中にひとの「勘」や「感性」を

次回の展示会に繋げることが大切だと

度広い分野・あらゆる業種に集まって

考えています。

いただくことで、企業や人が経済的・

値」と言えます。
今後も新価値創造展を通じて、コラ

潜り込ませ提示するということです。
本来日本人が得意とする職人技の多

※シルバー世代を越えてすべての世代がイノベー
ションの恩恵を受け、いきいきと活動できる超高
齢社会のこと

精神的に自立できる単位を考え、企業
と企業、企業と人、人と人との結びつ

グリーン監修

きを掘り下げ、新たな価値を作りヒン

小山 聡

トを持って帰っていただくのが「グリ

新たな社会やまちづくり
結びつきの深化がヒントになる
柴崎 哲也氏 1979年三菱商事株式会社入社、
主として合樹製品・医療機器の輸出取引、病院開
設プロジェクト及び病院PFI等の事業開発に従事。
海外関連 子会 社の監査業務を経て、2008年T.
M.Associates社設立。米国企業の再生医療事業に
従事した後、中小企業の事業再生、海外進出・医
工連携支援に取組む。中小企業診断士 認定事業
再生士

2015年度
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5年後、10年後を見据えた形で新た
な社会やまちづくりを考えるのが「グ

ーン」です。

拠点を置く企業の方にとって東京の大規模展示会で認知

新価値創造展は
社会の中のムーブメント

の向上をはかれること。二つ目は、営業活動。お取引のあ
る既存のお客様に新製品を見ていただくことや新しいお

中小機構 柿沼 文彦

客さんとの出会いがあること。最後に、外部の方々からの

新価値というと最先端技術がパッと

「中小企業総合展」も第10回を迎え、それを機に新たに

目、さまざまな意見を聞くことで客観的に自分の会社を見

頭に浮かぶと思いますが、既存技術と

「新価値創造展」と改称しました。中小企業総合展から新

ることができ価値を再認識することができるのではないか

既存技術を組み合わせても新たな価値

価値創造展への変化で一番大きいのは、3つのテーマ（ウ

は生まれると思っています。共創の先

ェルネス・グリーン・スマート）を設定し展開したことです。

にあるのが「新価値」です。

リーン」
。都市開発、室内内装、情報

また、誰でも知っている技術が異業

通信技術・サービス、エネルギー関連、

種・他業界に移行した際に新技術とし

嗜好品のような小さな商品などある程

て受け入れられる場合、これも「新価

と思います。
新価値創造展は新たなチャレンジです。新価値創造と

専門技術の展示会を3つ同時開催するということではなく

いう題目に、今回掲げた3つのテーマを社会の中のひとつ

社会的なテーマとして新しい分野に取り組む際の指針とし

のムーブメントとして捉え、出展者の方々には自社が向か

て捉えていただければと思います。

っていく方向を見出し、新しいチャレンジに繋がっていく

出展者の方にとって、新価値創造展へご出展いただく
メリットとして3つあると考えてます。一つ目は、地方に

ことを願っています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 審議役

展示会開催予定

新価値創造展2015 in Kansai

新価値創造展 東京 2015

お問合わせ先 販路支援部 販路支援課

2015年5月27日
（水）
〜 29日
（金）
インテックス大阪

2015年11月18日
（水）
〜 20日
（金）
東京ビッグサイト

Tel：03-5470-1525 http://shinkachi.smrj.go.jp/

事前来場者募集中！

4月下旬出展者募集開始予定
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出展者&来場者の声

新価値創造展

来場者

この展示会は、新価値が生まれる気づきの場であり、
さまざまな人々が交じりあう出会いの場となった新価値創造展。

独立系ベンチャー企業の将来は
中小企業の技術が必要になってくる。
その技術を知るため来場している。

新しいビジネスチャンスを求め訪れた出展者と来場者。
展示会で感じたこと、展示会に求めたことなど、交じり合った人々の声を紹介する。

静岡県／コンサルティング業／代表取締役

出展者

来場者

新価値創造展では、
新しいものを吸収して
事業に生かしたいと思っています。

成長する可能性のある会社と出会いたい。
自分が思っていないことも含めて
発展を期待している。
大阪府／家電メーカー／研究開発室

埼玉県／製造業（部品）／代表取締役

来場者

見たことない技術や
アイディアが
もっとほしいと思った。

出展者

来場者

新価値創造展は社員教育に最適。
社員に人のココロが感じられる設計者に
なって欲しいと思い出展した。

具現化ソンがすごい良かった。
学生のアイディアと企業が繋がるのは
素晴らしいと思う。

埼玉県／製造業（クリエイティブ関連）／代表取締役

埼玉県／サービス業／代表取締役

東京都／電子機器メーカー／ビジネスソリューション事業本部

出展者
来場者

来場者にとって、社長など責任ある人がブースにいる
貴重な空間だと思います。
「日本発」
「世界初」などのコピーを
企業や技術に付けると、人はもっと吸い寄せられると思う。
静岡県／製造業（健康・環境）／代表取締役

出展者

ウェルネスに出展したので医療分野の方との
出会いが多いと思っていたが、建築関係など
毛色の違う人達と出会える面白さを感じた。
東京都／製造業（システム関連）／営業部長
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ニッチな製品や技術が集まるので
捉えており、面白いものに
出会う可能性が高いと思いました。
静岡県／卸売業／営業部

出展者
出展者、来場者を含めいろいろな企業と
付き合いができて勉強になる。
山形の田舎に引っ込んでいたって何も起きない。
行動しなければ何も起こらない。
山形県／製造業（健康・環境）／代表取締役
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新価値創造展2014

新価値創造展

第10回中小企業総合展 東京

開催実績概要

1

中小企業等の展示

一般企業

308社

パブリック出展

ウェルネス 69社 グリーン 92社 スマート 147社

開催主旨

連携体

地域中小企業を支援する支援機関と
地域中小企業の共同出展

11社

インキュベーション

60社

支援機関

新価値創造を目指す企業間または産学間の連携体

新市場・新産業の創出へ向けたグローバルニッチな技術の異分野融合や、大企業を含むオープンイノベーションによる新
商品開発などを"新価値創造"として重視し、
この動きを中小企業を中心に力強く推進すべく、
これまでの
「中小企業総合展

特別展示

東京」
が
「新価値創造展」
としてさらに進化しました。

ウェルネス 23社 グリーン 15社 スマート 22社

出展者・来場者を問わず、
共創の意思やビジョンを持った参加者と共に新価値創造展を創り上げました。

合計

168社

中小機構インキュベーション施設入居者

金融機関・証券相談

18社
18社

583社

開催概要
会期

2014年11月19日
（水）
〜21日
（金）

2

10：00〜18：00
（最終日は17：00まで）
会場

メインステージ
3日間を通し延べ10回の講演や具現化ソン
（ワークショップ）

東京ビッグサイト 東2・3ホール

の発表会、
ベストHiNT賞の授賞式が開催されました。
開催テーマ

健康長寿社会

ITでビジネスを創る

ウェルネス

11月19日
（水）

●医療・介護・健康・IT関連

地域コミュニティの再生に貢献するビジネスを創る

●基調講演「日本企業と新価値創造展」
赤池 学氏 ユニバーサルデザイン総合研究所 所長
●
「人の心に働きかける“情報薬TM”による健康づくり」
辰巳 治之氏 札幌医科大学 教授
●
「超高齢社会の健康科学」
木村 穣氏 関西医科大学枚方病院 健康科学科 教授
●
「超高齢社会を支えるロボット技術」
小林 宏氏 東京理科大学 工業部第一部 機械工学科 教授
●
「共同開発パートナー！大企業 中小企業 〜 J-GoodTech始動〜」
長岡 浩氏 パラマウントベッド株式会社、
前嶋 文明氏 ソフトプレン工業株式会社、
［コーディネーター］
小菅 昭子氏 フリーアナウンサー

グリーン

●住宅・福祉・環境・エネルギー関連

ひとの感性・技能を活かした技術ネットワーキングを進める

スマート

●部品・素材・加工・機械・機器・IT関連

内容

1

中小企業等の展示

2

メインステージ

3

特別展示 3テーマ

4

ウェルネス

グリーン

11月20日
（木）

スマート

●
「製造業から創造業へ」
熊本浩志氏 amadana株式会社 代表取締役社長
●
「設計品質の向上と技術伝承の種類と解決」
國井良昌氏 國井技術士設計事務所 技術士
（機械部門：機械設計／設計工学）
●
「ドイツによる第4次産業革命インダストリー 4.0への取組」
尾木蔵人氏 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 国際営業部副部長 ドイ
ツ連邦共和国 ザクセン州経済振興公社 日本代表部 代表
●
「科学技術の観点から見たインダストリー 4.0 〜インダストリー 4.0研究開発ロー
ドマップと初期R&Dプロジェクト成果」
Mr.Joachim Seidelmann フラウンホーファー IPA（生産技術・オートメー
ション研究所）
「ITソリューション企業から見た第4次産業革命 インダストリー 4.0」
Dr. Michael Arnold ピアー グループ社 （ドレスデン）
社長
●
「孤独問題を解消する分身ロボットコミュニケーション」
吉藤健太朗氏 オリィ研究所 所長

ワンポイントH!NTコーナー

主催

独立行政法人中小企業基盤整備機構

後援

経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、

来場者数

来場者内訳

東京都、都道府県等中小企業支援センター、
日本商工会議所、全国商工会連合会、全国
中小企業団体中央会、株式会社日本政策金
融公庫、株式会社商工組合中央金庫、東京
中小企業投資育成株式会社
協賛

一般社団法人日本科学機器協会、一般社団
法人全国異業種連携協議会、中小企業家同
友会全国協議会

同時開催
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第17回 産業交流展2014

11月19日
（水）14,592名
11月20日
（木）16,321名

学生
1.8%
自営
2.7%

11月21日
（金）17,637名

総務・人事・
経理 2.2%

48,550名

広報・宣伝
1.2%

合計

その他
7.5%

経営管理
11.4%

販売・営業
29.1%

11月21日
（金）

業種
（職種）別

企画・マーケティング・
研究・開発
39.4%

生産・技術
4.7%

●
「森ビルが取り組む地方創生」
山本 和彦氏 森ビル都市企画 代表取締役社長
●
「地域資源を活かした共創」
渡邊 さやか氏 東北グリーン復興事業者 パートナーシップ
●
「出展企業・来場者・若者による3日間の共創が産んだ新価値とは？
〜共感工学ラボ・具現化ソン成果発表会」
宇治原 徹氏 名古屋大学 教授
●ベストH!NT賞 授賞式
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新価値創造展

特集

3

4

特別展示

ワンポイントH ! NTコーナー

ウェルネス、
グリーン、
スマートそれぞれの監修者のもと、
「新価値創造Labo」
と

会場内にコーナーを設置。
客席も設けられ、
数多くのセミナーや出展者プレゼンテーション、

題したブースを設けワークショップやショートセミナーなどが行われた。

体験参加イベントが行われた。
2日目には、
元陸上選手の為末大選手も登場し賑わいをみせた。

ウェルネス

23社

ウェルネス

体験

15社
合計 60社

グリーン

スマート

22社

11月19日
（水）
2つのセミナーと4つの出展者プレゼン、事業紹介などを行った。

講演・特別展示内ショートセミナー
健康づくりに関する
「予防・未病」
「治療」
「介護・リハビリ」
の3つのゾーンに分
けて展示。
またウェルネス社会の実現に向けた先駆的な取り組みに関するショー
トセミナーや体験デモを実施。 ※3日間で7つのショートセミナーが行われた。

●商談・展示会
ジョグテック商談会・スゴ技ニッチ
トップ企業展示コーナー
優れた技術・製品を有する中小企業
と大手企業や海外企業につなぐウェブ
サイト

●中小機構
ベンチャープラザ ファンド in TOKYO
中小・ベンチャー企業と投資家等との
資金調達マッチングイベント

11月20日
（木）
2つのセミナーと11の出展者プレゼンを行った。

11月19日
（水）
講演
●札幌医科大学 教授 辰巳治
「情報薬を活用したスマートプラチナ
社会の実現を目指す」

グリーン

アイディア
ワーク
ショップ

11月20日
（木）
ショートセミナー
●菊池製作所
マッスルスーツの実演が行われ、参
加者がその性能を体感しました。

11月19日（水）〜21日（金）
ワークショップ
●Health Grid
バイタル情報の高度解析とデータの
活用方法を実際に体験してもらいま
した。

●セミナー
「松竹芸能」
が取り組む"異業種交流"「ＵＲ都市機構 松竹芸能」
による
スマートウェルネス住宅の実現 に向けた健康増進プログラムの実証実験
井上貴弘氏（松竹芸能株式会社代表取締役社長）
、山本雄士氏（株式
会社ミナケア代表取締役）
、福亭純瓶 氏(落語家）
、為末大氏（アスリート
ソサエティ代表理事）
、曽我武史氏（TKC BODY DESIGN代表/日本体
育協会公認アスレティックトレーナー）

11月21日
（金）

3日間にわたり、名古屋大学の学生を中心に
「地域コミュニティの再生に貢献するビジネスを創る」
というテー
マのもと、
コミュニティ形成のための共感課題を解決するコミュニケーションツールを出展企業と共に創造した。

為末大氏

会場一体となって
体操を行った

11月19日
（水）
〜21日
（金）

2つのセミナー
（5講演）
と5つの

3日間を通して体験・参加イベント

出展者プレゼンを行った。

具現化ソン

笑福亭純瓶氏

（ウェルネス）
を行った。

●セミナー
燃料電池セミナー in 東京
主催：経済産業省資源エネルギー庁
（実施運営：大阪科学技術センター）

●
「体の歪み検知からの運動指導」
株式会社CYBER CROSS JAPAN

ベストH ! NT賞
同賞は、出展者のなかから新事業の取り組みの際に参考となる9社を「新価値部門」の受賞者として選定。更に、

11月19日
（水）
チームごとに取り組み課題を決め、
出展
企業へ技術のヒアリングを行った。

11月20日
（木）
新価値創造に繋がるコンセプトとを整
理し、
パートナー企業を検索。

11月21日
（金）
メインステージにおいて各チームごとに
成果をプレゼンテーション形式で発表。

音楽データと地図情報クラウドのコラボ製品を企画・プレゼンしたチームが最優秀賞を獲得しました。

スマート

プレゼンテーション

女性の視点を活かした商品開発などに実績を挙げた企業を
「女子力部門」
として2社選定し表彰を行った。
新価値部門
株式会社魁半導体（京都府）
株式会社キンセイ産業（群馬県）
平井工業株式会社（兵庫県）
株式会社クリスタルプロセス
（広島県）
マツバラ金網株式会社（大阪府）

株式会社シンフォディア・フィル
（山形県）
奈良精工株式会社（奈良県）
倉敷レーザー株式会社
（岡山県）
大成技研株式会社（東京都）

女子力部門
ユウアイ電子工業株式会社（山梨県） リーフ株式会社（福岡県）

ライブ

実演プレゼンステージでは、
工場内の映像も含め各社の取り組みをリアルに感じられるプレゼンを実施した。

11月19日
（水）
ガウス株式会社ほか9社がプレゼンを
行った。
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11月20日
（木）
株式会社山本金属製作所ほか7社が
プレゼンを行った。

11月21日
（金）
株式会社丸山製作所ほか8社がプレ
ゼンを行った。

講評
柿沼文彦 中小企業基盤整備機構 販路支援部審議役

橘田 佳音利氏 株式会社フラジュテリー 代表取締役

ベストH!NT賞の新価値部門の選考にあたっては、
①挑戦しているベン
チャー企業に活躍の機会を提供する、
②伝承技能や伝統的技術を新し
い考えや大企業との連携によって革新 し、世界にアピールできる、③医
療分野や航空機産業など最先端の分野を下支えしているものづくり企
業にさらなる飛躍を期す――の3つの視点から、専門家よる選考委員会
と議論しながら9社を選んだ。
これからも新しいテーマでチャレンジする企
業を応援していきたい。世界に向けて発信できる企業となっていただくこ
とを願っている。

ベストH!NT賞の女子力部門の選考を務めさせていただいた。女性が能
力を認められ企業で活躍できるようにと支援してきた立場からみて、最近
は女性の活躍の場が広がり、
それが企業の実績につながるようになって
きたことを実感する。今回受賞が決まった2社は男性の経営者が女性に
活躍する場を提供し、
それが実績につながるように協力してきた企業であ
り、
そのことが女性の力を引き出したといえる。
これからも企業の経営者の
皆さんが女性が頑張り、
男性も頑張るような場をどんどんつくっていってく
れたら、
うれしく思う。
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