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イノベーション・ジャパン 2017
〜 大学見本市＆ビジネスマッチング〜
イノベーションが創出する未来の新産業！
国内最大規模！産学マッチングのチャンス

入場
無料

日本全国から500を超える大学、ベンチャー・中小・中堅企業等が研究開発の成果を展示・発表します。

来場事前登録・セミナー申し込みはこちらから
お問い合わせ

イノベーション・ジャパン2017運営事務局

FRI
10:00
17:00

–

8.31 9.1
–

2017

THU
9:30
17:30

東京ビッグサイト
東1・4ホール

（東京都江東区有明3-11-1）

https://www.ij2017.com

info@ij2017.com

03-5649-6722（平日10:00〜17:00／土日祝日を除く）
共催：文部科学省、経済産業省

大学発ベンチャー表彰 2017表彰式
〜Award for Academic Startups〜

開催
日時

2017. 8 . 31 [THU]

14：30〜16：15

開催
場所

東 京ビッグサイト

東1ホールセミナー会場

主催：国立研究開発法人科学技術振興機構／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

日本全国から500を超える大学等、ベンチャー・中小・中堅企業等が研究開発の成果を展示・発表します。
ビジネスマッチング（NEDOゾーン）

大学見本市（JSTゾーン）

NEDO が支援する注目の研究開発型ベンチャーや、有望な中小・中堅企業等
から、オープンイノベーションのカギとなる最新テクノロジーが多数出展。課題
解決に向けたヒントや革新的なビジネスの創出に向け、マッチングエリアを設
け、出展者との情報交換や商談環境を提供します。

JST事業に関わる大学等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を促進
すると共に産学連携を支援するための研究開発成果の見本市です。本見本市を
きっかけとして、
これまで出展者の約４割が企業との共同研究等の実施に結びつ
くなど、具体的な産学連携のマッチングにつながっています。今年はさらに大学に
よる
『大学組織展示』
を開催します。

● NEDOセミナー

●『大学等シーズ展示』ブース

ベンチャー・中小・中堅企業等の海外展開に焦点をあてたセミナーを9月1日(金)
に開催します。セミナープログラム詳細は、ホームページをご参照ください。

国内大学等の研究成果400件を展示します。各展示ブースには研究開発に携
わった研究者や、産学連携の橋渡しを専門とするコーディネータ等も常駐してい
るため、共同研究開発や委託研究開発等のご相談も可能です。

● NEDO支援事業者展示ブース

●『大学組織展示』ブース

NEDOが支援するベンチャー・中小・中堅企業等から約110者が出展し、様々
な分野の有望な開発技術・製品等を紹介します。出展者は、出資機関等の支
援先との接触や、販売先・取引先の開拓、共同研究・共同開発を含む提携先
の探索等を希望しています。是非、お気軽にブースにお立ち寄りいただき、新
たな出会いを通じてイノベーションの創出にお役立てください。

大学組織としての展示・発表を通じて、昨今の産学連携を取り巻く変化に対応し、特に
産業界からのアカデミアに対する本気の産学連携に向けた要望に応える大型の共同
研究開発を提案いただくことにより、大学と産業界との間での新たなパートナーシップ
を創造するとともに、
これまでにない新たな価値の創出を目指します。会場内に大学と
の打合せが可能な半個室型の面談ルームをご用意しております。

● NEDOプレゼンテーション

● JSTショートプレゼン

各出展者が開発成果や事業展開についてプレゼンテーションを特設会場で行
います。今年度は、分野別のピッチ形式でのショートプレゼンテーションの後
に、名刺交換の場を設ける、出展者とのマッチングの機会を創出します。ま
た、産学連携による研究開発事業の成果発表会も併催します。

２日間で合計約240件のショートプレゼンを大学見本市出展者が技術内容につ
いて、分野別に５分程度で紹介します（聴講予約不要）。出展者とのコミュニケー
ションのきっかけとしてご活用ください。

● 超スマート社会による新技術説明会

● NEDOブース

8月31日
（木）12:00〜14:00 東4ホールのセミナー会場にて、超スマート社会分野の
シーズ展示より12件について、新技術説明会としてプレゼンテーションを実施しま
す。事前申込制ですので公式ホームページよりお申込ください。

シーズ発掘から事業化までをシームレスに支援を行うベンチャー・中小・中堅
企業向けのNEDO支援制度について、その活用等をお気軽にご相談いただけ
るコーナーを設け、NEDO職員等が対応いたします。また、NEDO公募事業メ
ニュー等もご紹介します。

●『大学組織展示』プレゼンテーション
出展大学46校より、
プレゼンテーションを行ないます。8月31日
（木）、9月1日
（金）
東4ホールの大学組織展示エリア内のプレゼンテーション会場にて行ないます。
事前申込制ですので公式ホームページよりお申込ください。

＜ビジネスマッチング予約＞
ご来場登録いただくと、皆様のニーズに合った出展者情報（ベンチャー・中小・中堅
企業等）を自動的にご案内いたします。その中でご関心のある出展者との面談・商談
をご 希 望される場 合 は、公 式Web「ビジネスマッチング 予 約」から、ご 来 場スケ
ジュールにあわせて事前予約いただけます。展示会場での効率的なシーズ発掘にご活
用ください。
（事前来場登録のうえご利用ください。）

JSTセミナー
JSTの産学連携事業等に係わる各種セミナーを実施します。事前申込制ですので
公式ホームページ（JSTフェア2017）
よりお申込ください。

セミナー会場・共通展示ゾーン
● 大学発ベンチャー表彰『表彰式』および『受賞者展示』

● 国立研究開発法人等の展示

「大学発ベンチャー表彰 〜Award for Academic Startups〜」は、今年4年目を迎えます。
大学等の成果を活用して起業したベンチャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰すると
ともに、特にその成長に寄与した大学や企業などを表彰します。その表彰式を東1ホールセミナー会場にて行ないま
す。同時に受賞者による成果展示を実施します。表彰式は、事前申込制ですので公式ホームページよりお申込ください。

NEDO・JSTと関わりのある国立研究開発法人等
約20機関の関連機関展示を実施します。

私 た ち が 出 展しま す

このチラシをイノベーション・ジャパン2017の会場へご持 参ください
● 以下の登録用紙に名刺を添付し、登録情報をご記入のうえ、会場受付へお持ちください。

小間番号

● 本展公式サイトでは来場事前登録も受け付けております。

イノベーション・ジャパン2017

登録情報記入欄

名 刺 貼 付 欄 ︵名刺のない方は右にご記入ください︒︶

性別

フリガナ

①□男性
②□女性

団体名・会社名

下記のフォームにお答えください。ご協力ありがとうございます。

◆あなたの該当項目に□印を記入してください。
年齢

役職

①□20歳未満
④□40代

②□20代
⑤□50代

③□30代
⑥□60歳以上

所属先の業種
①□製造業（機械・設備関連）
②□製造業（電気・電子・情報・通信関連）
③□製造業（材料・化学関連）
④□製造業（医療・医薬・バイオ関連）
⑤□製造業（その他）
⑥□商社
⑦□サービス業
⑧□金融 / 証券 / 保険
⑨□建設 / 不動産
⑩□病院 / 医療機関
⑪□印刷 / 出版 / 放送 / 広告 ⑫□農林 / 水産 / 鉱業
⑬□官公庁 / 公的機関
⑭□技術移転機関（TLO）
⑮□学校・教育・研究機関 ⑯□その他

フリガナ

所属・役職名
フリガナ

氏名
フリガナ

所在地 〒

職種

所属先の従業員数
ー

TEL

FAX

E-mail

①□1〜9人
②□10〜49人
③□50〜99人
④□100〜299人
⑤□300〜499人
⑥□500〜999人
⑦□1,000〜4,999人
⑧□5,000〜9,999人
⑨□10,000人以上

会場アクセス

電車でご来場の方

お問い合わせ

イノベーション・ジャパン2017運営事務局

info@ij2017.com

①□研究開発
②□企画・マーケティング
③□営業・販売
④□広告・宣伝
⑤□生産技術
⑥□エンジニアリング・設計
⑦□経営・管理
⑧□学生
⑨□その他

●りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分

03-5649-6722 （平日10:00〜17:00／土日祝日を除く）

①□経営者 / 役員クラス ②□部長クラス
③□課長クラス
④□係長 / 主任クラス
⑤□一般社員 / 職員
⑥□学生
⑦□その他
来 場 目 的（複数回答可）
①□新技術の情報収集
②□共同研究開発の探索
③□技術導入を想定
④□新製品の情報収集
⑤□産学連携に関する情報収集
⑥□各種施策紹介等の視聴
⑦□融資・投資先企業の発掘
⑧□その他
関 心 分 野（複数回答可）
①□情報通信
④□装置・デバイス
⑦□浄化
⑩□マテリアル
⑬□防災
⑯□福祉

②□ライフサイエンス
⑤□ナノテクノロジー
⑧□低炭素
⑪□リサイクル
⑭□ロボット・AI
⑰□その他

③□医療
⑥□環境
⑨□エネルギー
⑫□シニアライフ
⑮□ものづくり

お願い
●ご記入の入場カード記載情報をもとに、主催者よりイ
ベント・セミナー情報などをDM・E-mail等でご案内
させていただく場合がございます。ご案内が不要の場
合は□にチェックしてください。
□案内不要

●ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分

公式サイト

https://www.ij2017.com

2017

