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中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構 所在地：東京都港区 理事長：豊永厚志）は、全国

の中小企業が持つ優れた製品・技術・サービスを展示し、ビジネスマッチングを行う「新価値創造展 2019

（第 15 回 中小企業総合展 東京）」を 11 月 27 日（水曜）から 11 月 29 日（金曜）までの 3 日間にわたり、

東京ビッグサイト（南１・２ホール）にて開催します。 

 

■世界的に重要な課題となっている「生産性向上」、「ＳＤＧｓ」を開催テーマとしたステージプログラム 

新価値創造展 2019 は、「産業・技

術」、「健康・福祉」、「環境・社会」の 3分

野 29 カテゴリーの出展企業が、自らの

製品・技術・サービスの強みや魅力を展

示し、新たな価値を提案いたします。 

今回は、国内のみならず世界的に重

要な課題となっている「生産性向上」と、

2015 年 9 月の国連総会で採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」にて記載された 2016 年から 2030

年までの国際目標である「ＳＤＧｓ」

（Sustainable Development Goals）のテーマを新たに設定し、ステージプログラムや先進的な取組事例を体

感できる特別展示ゾーンを展開します。ＡＩ・ビッグデータ、ＩＣＴ、ＩｏＴを活用したアプローチ例、大企業・中

小企業を問わず喫緊の課題であるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）や５Ｇ対応、データヘルス、生産

工程の見える化など、昨今注目される様々な分野の魅力あるセミナーや事例紹介があります。 

展示会の見どころ、出展企業の製品概要、ステージプログラムの予約は、新価値創造展 2019 ウェブサ

イト（https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/）をご参照ください。 

 

未来社会を拓く約 380 社の中小企業の力が集結！ 

新たなアイデアとビジネスを創出する「新価値創造展 2019」を開催 

～事前来場登録、セミナー聴講予約を受付中～ 

https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/


■新価値創造展（中小企業総合展東京）について 

中小機構が主催する、優れた製品・技術・サービスを持

つ全国の中小企業が一堂に会するビジネスマッチングイベ

ントです。来場者や出展者同士の出会いによる異業種連携

や、ユニークな発想による新商品の開発などを通じた“新価

値”を見出すことで、中小企業の販路開拓や市場創出を支

援することを目的としています。異業種が集まる総合展示会

ですので、従来の発想とは異なる製品・技術・サービスの組み合わせや斬新なアイデアが生まれやすく、

新たな事業展開へと繋がります。また会期終了後も、24 時間 365 日開催するウェブ展示会「新価値創造

NAVI」で製品等情報を画像、動画、記事でご紹介しています。 

（※「新価値創造展 2019」紹介動画 URL：https://youtu.be/ZRV4Ygh8YWQ） 

 

 

■開催概要 

名 称：新価値創造展 2019（第 15 回 中小企業総合展 東京） 

会 期：2019 年 11 月 27 日（水曜）～29 日（金曜）10 時 00 分～17 時 00 分 

会 場：東京ビッグサイト南 1・2 ホール（東京都江東区有明 3-11-1） 

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、経済産業省特許庁、関東経済産業局、東京都、国立研究開発法人産

業技術総合研究所、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人国際協力機構、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、中小企業家同友会全国協議

会 

https://youtu.be/ZRV4Ygh8YWQ


入場料：無料 

出展数：約 380 社（11 月 5 日現在） 

来場数：35,653 人（前回実績） 

同 時：海外ＣＥＯ商談会 in 新価値創造展 2019（東京ビッグサイト南展示棟２階会議室） 

備 考：東京ビッグサイト西展示棟全館で開催する「 IIFES 2019（アイアイフェス、旧：SCF／計測展

TOKYO）」と相互入場を行います。新価値創造展 2019 の会場内（東京ビッグサイト南１ホール

内）から直接行き来が可能です。 

 

※開会式のご案内 

 2019 年 11 月 27 日（水曜）9 時 30 分より「新価値創造展 2019」入場ゲート前（東京ビッグサイト南１ホー

ル）で開会式を開催いたします。 

 

※新価値創造賞表彰式のご案内 

 2019 年 11 月 29 日（金曜）13 時 10 分より「新価値創造展 2019」会場内メインステージにて、新価値創造

賞表彰式を開催いたします。新価値創造賞は、新価値創造展 2019 出展者の中から、優れた製品技術や、

他社との連携、新分野への進出に積極的に取り組む姿勢により、新価値の創造に大きく寄与することが

期待される企業、及び新価値創造を実践している企業を表彰するものです。 

 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業・小規模事業者へ

の支援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継など様々な課題を抱える

中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、その他経営面での助言、情報提供、及

び震災復興支援や共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援を実施しています。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課（担当者：松原、秋山、梨本） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

電話：03－5470-1525 （ダイヤルイン） 

 



 
開 催 概 要 

■  名  称：新価値創造展 2019（第 15 回  中小企業総合展  東京）  
■  主  催：独立行政法人  中小企業基盤整備機構  
■  日  時：2019 年 11 月 27 日(水)〜11 月 29 日(金)  10：00〜17：00  
■  会  場：東京ビッグサイト  南  1・2 ホール（東京都江東区有明 3-11-1）  
■ 入 場：無料（事前来場者登録受付中） 
■  出展者数：約３８０社・団体      
■  公式サイト：https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/ 
  
■ 展示分野  
今、注目されている 3 つの分野を設定し、29 のカテゴリーに分類して会場をゾーニングすること
で、効率よくマッチングを行えるレイアウトとなっています。 

 
■ 海外 CEO 商談会（東京ビッグサイト南展示棟 2 階会議室） 
新価値創造展の開催に合わせて「海外 CEO 商談会 in 新価値創造展 2019」を隣接会場で開催し
ます。インドネシア、ミャンマー、台湾、タイ、ベトナムより、製造業から販売業まで多岐にわた
る企業 40 社の CEO 等を招聘。参加無料で、日本語での商談も可能です。 

 
 
■  注目の特別展示 
開催テーマと連動した先進的な技術、サービスを紹介。最新技術の体験展示もご用意。 

 

 

https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/


 

 
世界的に重要なテーマである持続可能な開発目標（SDGs）に向け、実用化が進む画期的な事例
をご紹介します。 

 
＜参加企業・団体＞ 
WOTA 株式会社、株式会社オーシャンアイズ、株式会社オリィ研究所、株式会社環境経営総合研究所、 
Green Earth Institute 株式会社、株式会社 Xenoma、東京大学工学系研究科電気系工学専攻染谷研究室、 
バイオエナジー株式会社、ヘルスグリッド株式会社、株式会社ミエルカ防災、株式会社モッタイナイ・エナジー 
 
 

 
AI、IoT、自動化センサー、ロボット、生産管理スケジューラーなど、生産性向上の課題に光明
をもたらす、先端的事例をご紹介します。 

 
＜参加企業・団体＞ 
i Smart Technologies 株式会社、株式会社エイシング、株式会社クロスコンパス、TIS 株式会社、４Ｄセンサー株式会社、 
ものレボ株式会社、株式会社ロビット、パナソニック株式会社（株式会社エー･アンド･デイ/キング通信工業株式会社/ 
株式会社幸和製作所/ジーコム株式会社/ノーリツプレシジョン株式会社/株式会社富士データシステム/芙蓉開発株式会社） 



■ 新価値創造賞について
他社との連携や新分野への進出に積極的に取り組み、新価値の創造に大きく寄与することが期待
される企業や新価値創造を実践している企業へ「新価値創造賞」が贈られ表彰されます。
本年の新価値創造賞 表彰式は、11 月 29 日(金)、13 時 10 分より会場内メインステージにて行
う予定です。

＜新価値創造賞 2018 受賞企業（抜粋）＞ 

エムバイオテック株式会社（東京都） 
出展製品：マイコプラズマ感染症に対する最先端予防未病医療 
神経免疫難病などの有効な治療法が確立されていない
疾患に悩む患者様のアンメット・メディカル・ニーズ
にも合致する創薬シーズや創薬関連技術を提案。製品/
技術/ライセンスの導出、共同研究/開発のための Win-
Win な事業提携を目指しています。 

受賞理由： 
さまざまな疾患の原因となる「マイコプラズマ感染症」の未病対策に関する高い技術力と明確な
事業戦略を評価。ワクチンの開発やアレルギー対応治療など幅広い医療分野への応用の可能性が
高く、感染症予防という社会的な問題に対して画期的かつ統合的なアプローチに取り組む同社の
姿勢が評価されました。 

株式会社小松精機工作所（⻑野県） 
出展製品：三次元構造部品のマイクロ精度製造技術(金属 MEMS) 
板厚 0.01mm のステンレス金属箔に、複数異形穴を 1 回
のプレス加工で打ち抜く技術です。打ち抜いた金属箔を
低温で複数枚拡散接合し、マイクロポンプ用部品とする
製造技術を確立しました。これにより、従来半導体プロ
セスでしか製造ができなかった MEMS 部品を金属で実現
することが可能となりました。

受賞理由： 
ピコ秒レーザを使った金属への微細加工技術。⻑期的な視点をもった研究開発により、継続的に
新規技術を発表している点を評価。自由曲面へのレーザ加工技術のほか、血管治療用治具など医
療分野の技術にも注力しており、絶え間ない新しい分野と技術への挑戦が評価されました。 



■  ステージプログラム 
テーマにそった注目の講演を連日開催します。（聴講無料） 事前申込が必要です。 
※都合により講師、プログラムの内容が予告なく変更となる場合があります。 
――――――――――――――――― メインステージ ――――――――――――――――― 

 

 



 
 
■出展者プレゼンテーションステージ 
毎日 11 時〜16 時の間、20 分間隔で 3 日間、合計 36 の出展者がプレゼンテーションステージを
展開いたします。 

 


