新連携認定企業

未来の
「いきる」
「くらす」
「つくる」
を創造する共創マッチングイベント

地域資源認定企業
農商工認定企業
300

がんばる 300社認定企業
ジェグテック登録企業

SBIR（中小企業技術革新制度）企業活用

M
支援機関コーナー

創業15年以内企業
中小企業需要創成法関連
ものづくり補助事業採択企業

M

支援機関コーナー

M-001 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
共創パートナー

東京都
対応・体制

ニーズとシーズのマッチング
製品名

JST が提供するマッチングプランナープログラムの内容説明とマッチングプランナーの紹介

展示品 PR

マッチングプランナープログラムは、企業の開発ニーズを戦略的に把握し、全国の大学等の研究成果、
知的財産の中からその解決に資するものを結びつける専門人材「マッチングプランナー」を配置して企
業の開発ニーズを解決し、高付加価値・競争力のある地域科学技術イノベーションを創出することを目
的としています。

企業 PR

JST は科学技術イノベーションの創出に貢献し① 創造的な研究開発による科学技術イノベーションの
実現② ネットワーク型研究経営による成果の最大化③ 科学技術イノベーションの加速に向けた我が国
の科学技術基盤の整備によって国民の幸福で豊かな生活の実現に向けて、新しい価値の創造に貢献し科
学技術の振興を進めます。

住所 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
TEL 03-5214-8401

氏名（役職） 中村 道治（理事長）

URL http://www.jst.go.jp/

M-002 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
共創パートナー

茨城県
対応・体制

装置とエキスパートの全国ネットワーク
製品名

ナノテクノロジープラットフォーム

展示品 PR 「ナノテクノロジープラットフォーム」は最先端の研究設備を広く一般の研究者・技術者の方々へ利用

していただく事業です。全国25 ヶ所の大学・研究機関が一体となって、中小企業の皆様のイノベーショ
ンに寄与すべく、最先端設備と高度な技術支援を提供します。これらの概要と事例をご説明し、利用相
談にも応じます。

企業 PR 「ナノテクノロジープラットフォーム」は、全国25 ヶ所の大学・研究機関から構成され、三つの技術領

域（微細構造解析、微細加工、分子・物質合成）に於いて、最先端設備と高度な技術支援を提供します。

住所 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 国立研究開発法人物質 ･ 材料研究機構 氏名（役職） 野田 哲二（センター長）
TEL 029-859-2777

URL http://nanonet.mext.go.jp/
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M-003 （公財）ふくい産業支援センター

福井県

共創パートナー

対応・体制

チャレンジする意欲的な福井県企業をご紹介します。
製品名

福井県の製造業に関する企業情報の提供と取引あっせん事業

展示品 PR

福井県には、繊維や眼鏡、機械をはじめとする福井県産業の発展の原動力となった「ものづくり技術」が
あり、当センターでは、こうした技術を活用した商品開発から販路開拓までをサポートしています。福
井県内の製造業等に関する企業情報をご提供し、首都圏等県外企業との取引マッチングをお手伝いしま
す。

企業 PR

公益財団法人ふくい産業支援センターは、福井県の「やる気ある」元気な企業づくりのため、組織力を結
集し、創業、人材育成、技術開発、販路開拓、事業承継などあらゆる角度から福井県企業をサポートして
います。

M
支援機関コーナー

住所 〒910-0296 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16
TEL 0776-67-7400

氏名（役職） 伊藤 惠造（理事長）

URL http://www.ﬁsc.jp/

M-004 （一社）アジアビジネスマッチング支援協会
共創パートナー

東京都
対応・体制

MADE IN JAPANでアジア・ASEAN 市場を席巻！！
製品名

アジア・ASEAN 各国の市場への販路開拓支援並びに業務提携支援

展示品 PR

中堅・中小企業が保有する国際競争力のある ｢商品・技術・サービス｣ をアジア・ASEAN 各国の市場
への販路開拓支援並びに業務提携支援を行っています。

企業 PR

アジア・ASEAN 市場への販売進出・現地企業との業務提携に必要なワンストップソリューションサー
ビスを提供することが出来る専門家が集まった協会です。

住所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8-3F
TEL 050-5891-7949

氏名（役職） 小瀬戸 健一（代表理事）

URL http://absa-jp.com

M-005 （公財）三菱 UFJ 技術育成財団

東京都

共創パートナー

対応・体制

起業家の夢と技術を長期的な視野で応援します。
製品名

助成企業の紹介及び研究開発助成金・株式保有（出資）による支援

展示品 PR

三菱 UFJ 技術育成財団では、ものづくり日本を支える技術系ベンチャー企業を支援しています。支援内
容は、企業の成長ステージに合わせ助成金交付、株式保有（出資）などを行っており、最近の助成企業を
紹介します。

企業 PR

三菱 UFJ 技術育成財団は、1983年に設立された、わが国における民間ベンチャー支援財団の草分け的
存在です。技術指向型ベンチャー企業支援のための助成金交付、株式保有（出資）など幅広い活動を行っ
ています。

住所 〒105-0014 東京都港区芝2丁目4番3号 三菱東京 UFJ 銀行芝ビル 2階 氏名（役職） 玉越 良介（理事長）
TEL 03-5730-0338

URL http://www.mutech.or.jp/

M-006 東京中小企業投資育成（株）

東京都

共創パートナー

対応・体制

長期安定株主として、企業の成長発展を支援します。
製品名

中堅・中小企業への出資および経営コンサルティング

展示品 PR

中小企業はどんな会社でも必ず悩みを抱えていると言われます。それは、資本政策の話であったり、後
継者教育の話であったり、多岐に亘ります。中小企業投資育成は、それらの悩みを、株主という身内の
立場から親身になって解決してまいります。

企業 PR

中小企業投資育成をご存知でしょうか。中小企業投資育成は、1963年に国の中小企業施策の一つとし
て設立された、中小企業に出資を行う政策実施機関です。経営に干渉しない長期安定株主という身内の
立場で、経営権の安定化や、経営承継など、一社一社の要望に沿った手作りの支援を行っています。

住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-22 投資育成ビル
TEL 03-5469-1811
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URL http://www.sbic.co.jp/

氏名（役職） 望月 晴文（代表取締役）

M-007 東京税関

東京都

共創パートナー

対応・体制

知って得する税関に関する知識のご紹介
製品名

東京税関の役割や取組み、輸出入に関する制度のご紹介

展示品 PR

ミニセミナーでは、中小企業、小規模事業者の方を対象に知的財産の保護、EPA（経済連携協定）を利用
することのメリットなどについて分かり易く解説します。展示ブースでは、東京税関の役割や取組み、
輸出入に関する制度を紹介します。

企業 PR

全ての人が日本と世界との輸出入により、様々なものを手に入れたり、海外に売ったりしています。ヒ
ト、モノ、カネ、文化、情報の流れが加速・グローバル化する中で、東京税関の役割や取組みについてご
案内するとともに、輸出入手続に関する制度や経済連携協定などの身近な事例を用いて、知って得する
知識をご紹介致します。

TEL 03-3599-6328

氏名（役職） 郡山 清武（業務部 業務部長）

支援機関コーナー

住所 〒135-8615 東京都江東区青海2丁目7番11号

M

URL http://www.customs.go.jp/tokyo/

M-008 東京中小企業家同友会

東京都

共創パートナー

対応・体制

中小企業の知恵と人脈が集まる！ 学びと異業種交流、新市場創造
製品名

中小企業家同友会の活動（経営体験交流・経営指針成文化セミナー・共同求人・社員教育）ビジネスマッチング

展示品 PR

中小企業4万社のネットワーク活かしたマッチング、経営よろず相談 。
経営体験に学ぶ支部例会を毎月60回以上開催、経営指針成文化セミナー、ビジネス交流会、共同求人採
用活動から社員教育研修 。

企業 PR

中小企業家同友会は全国で 43,000社、東京2200社の異業種の中小企業家が加盟 。
オンリーワン企業・優良企業・老舗からベンチャーまで様々な経営者が知り合い、学び合い、援けあい、
よい会社を目指す経営者の会です。 毎月60回以上の例会を開催 。経営指針成文化、ビジネス交流会、
採用から教育 。 本音で語り合える経営者仲間

住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-16市ヶ谷 KTビル
TEL 03-3261-7201

氏名（役職） 浜野慶一・河原八洋・三宅一男（代表理事）

URL http://www.tokyo.doyu.jp/

M-009 （株）日本政策金融公庫

東京都

共創パートナー

対応・体制

政府系金融機関の職員が融資制度の紹介等を行います！
製品名

日本政策金融公庫の融資制度説明を中心とした融資相談 。

展示品 PR

専門の相談スタッフが、創業・新事業展開や海外進出にかかる長期事業資金の相談等にお応えします。
お気軽にお越しください。

企業 PR

日本政策金融公庫は、国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、社会のニーズに対応して、種々
の手法により、政策金融を機動的に実施する政策金融機関です。

住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティノースタワー 氏名（役職） 細川 興一（総裁）
TEL 0120-154-505

URL http://www.jfc.go.jp/

M-010 （株）商工組合中央金庫

東京都

共創パートナー

対応・体制

お客様の成長こそが私たちの成長です
製品名
展示品 PR

企業 PR

商工中金の業務のご案内
商工中金が取扱う商品及びソリューション業務についてご案内致します

私たちは、お客様の立場になって長期的な視点で企業を見つめ、創業以来培ってきた中小企業経営への
深い理解力と先進的な金融手法をはじめとする総合金融サービス、そして全国に展開するネットワーク
力を最大限に活かし、企業のライフステージに応じたソリューションでお客様の持続的成長を支援して
まいります。

住所 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-10-17
TEL 03-3272-6111

氏名（役職） 杉山 秀二（代表取締役社長）

URL http://www.shokochukin.co.jp/
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M-012 証券会員制法人

札幌証券取引所

北海道

共創パートナー

対応・体制

北の大地からチャレンジ！ ＝BE
製品名

AMBITIOUS＝

アンビシャス・本則市場（既存市場）

展示品 PR

札証のアンビシャスは、近い将来における本則市場へのステップアップを視野に入れた中小・中堅企業
向けの育成市場です。新ビジネスに挑戦する成長企業や、既に安定した経営をしている企業など、北海
道とつながりを持ちたい企業を対象にしています。 可能性を求め、高い志を持ち、素材豊かな北の大
地からチャレンジ！

企業 PR

大自然のもと、安心・安全な食や環境問題などについて、圧倒的な Potential を秘めた北の大地、北海
道！ 世界的視野で見るとアメリカ、ヨーロッパの主要都市とほぼ同緯度にある、札幌！ 世界の主要
都市と最も近く、日本国内では東京から北で唯一の証券取引所、それが札幌証券取引所です！

M
支援機関コーナー

住所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5-14-1
TEL 011-241-6171

氏名（役職） 小池 善明（理事長）

URL http://www.sse.or.jp/

M-013 （株）名古屋証券取引所

愛知県

共創パートナー これからIPOをお考えの方や最近の IPO 動向が気になる方

CHOICE ！！名証
製品名

対応・体制 IPO 相談受付中！

“IPO のファーストステージ ”

セントレックス

展示品 PR

名古屋証券取引所では中部地区のみならず、関東・関西地区からも企業を迎え入れ、業種業態を問わず
様々な企業の皆様に門戸を開いております。タイムリーな時期での株式上場をお考えの方は、是非お気
軽にお立ち寄りください。

企業 PR

名古屋証券取引所は、金融商品取引法に基づく金融商品取引所としての認可を受け、株式市場（市場第
一部、市場第二部、セントレックス市場）、債券市場及び ETF 市場を開設しており、市場を公正かつ円滑
に運営し、投資家保護を行う公共的な使命を持って市場運営を行っています。

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-8-20
TEL 052-262-3173

氏名（役職） 竹田 正樹（代表取締役社長）

URL http:// www.nse.or.jp/

M-014 証券会員制法人

福岡証券取引所

共創パートナー 上場をお考えの企業様、九州地域で事業展開をお考えの企業様 。

福岡県
対応・体制 IPO に関するご相談対応 。

九州 IPO 挑戦隊からQ-Board、そして世界へ！
製品名

九州 IPO 挑戦隊・福岡証券取引所市場のご紹介

展示品 PR

地域の支援機関と連携して、地域企業の IPO へのチャレンジをサポートする「九州 IPO 挑戦隊」プログ
ラムや、実際に Q-Board 上場を活用し、成長を遂げられている企業の事例等をご紹介しております。是
非お気軽にブースにお立ち寄りください。

企業 PR

西日本地区唯一の証券取引所である福岡証券取引所では、九州周辺地域における IPO のプラットフォー
ムとして、これから上場を目指す国内・国外の企業に対し、地域の取引所ならではの強みを活かした顔
の見えるお付き合いをモットーに、きめ細かなサポートや相談に応じております。

住所 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2
TEL 092-741-8231

氏名（役職） 奥井 洋輝（理事長）

URL http://www.fse.or.jp/

M-015 （公財）りそな中小企業振興財団

東京都

共創パートナー

対応・体制

中小企業の皆様の新技術・新製品を表彰し応援します！
製品名

第27回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞作品をパネル展示

展示品 PR

中小企業の皆様の優れた新技術・新製品・ソフトウェアについて専門家の先生方による客観的な技術
評価をもとに表彰を行い、結果は日刊工業新聞全国版に掲載 。中小企業庁長官賞1件、優秀賞10数件（副
賞各100万円）、優良賞10数件（同30万円）、奨励賞10数件（同10万円）の他に、本賞の併賞として産
学連携特別賞（賞状・楯）・環境貢献特別賞（賞状）を贈呈します。

企業 PR

中小企業の皆様が開発された優れた技術や製品・ソフトウェアを広く世の中にご紹介する「新技術・新
製品表彰事業」と、企業と大学の産学連携の架け橋として技術懇親会や経営講演会を開催する「人材育
成事業」を通じて中小企業の皆様の技術振興に貢献することを目指す支援機間です。

住所 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 4F
TEL 03-3444-9541
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URL http://www.resona-fdn.or.jp

氏名（役職） 上條 正仁（理事長）

M-016 （公財）神戸市産業振興財団

兵庫県

共創パートナー

対応・体制

BE KOBE
製品名

創業・起業、ものづくり、販路開拓

「神戸発・優れた技術」
「KOBEドリームキャッチプロジェクト」他

展示品 PR

神戸市内の中小・ベンチャー企業のビジネスを総合的に支援する公益財団法人神戸市産業振興財団で
す。経営全般、創業、開業、ものづくり、販路開拓、商業などの 支援メニュー、会議室・展示場・ホール
などを提供する神戸市産業振興センターがあります。

企業 PR

神戸市内の中小・ベンチャー企業のビジネスを総合的に支援する公益財団法人神戸市産業振興財団で
す。経営全般、創業、開業、ものづくり、販路開拓、商業などの支援メニュー、会議室・展示場・ホール
などを提供する神戸市産業振興センターを運営しております。

TEL 078-360-3199

氏名（役職） 森脇 俊道（理事長）

支援機関コーナー

住所 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4

M

URL http://www.kobe-ipc.or.jp
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