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東京国際フォーラム  ホールE

中小企業のための総合ビジネスフェア

開催日

会　場

※詳細は後日、当協会ホームページ、メールマガジンにて発表いたします。
　ぜひ、ご覧ください。

開催第12回

技とテクノの融合展2018
次回開催のご案内
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東京都

東京商工会議所

東京都商工会連合会

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都中小企業団体中央会

東京都商店街振興組合連合会

北星鉛筆株式会社（出展者代表）

産業労働局長

理事・事務局長

会長

理事長

会長

副理事長

代表取締役社長

機関・企業・団体名 役　職 氏　名（敬称略）

藤田　裕司
間部　彰成
村越　政雄
福田　良行
大村　功作
山田　　昇
杉谷　和俊

ごあいさつごあいさつ 開催式典／講演会開催式典／講演会

来　賓

開催式典　式次第

講演会

開催概要

　当協会は平成２９年９月２８日（木）東京国際フォーラムにおいて、中小企業総合ビジネスフェア「江戸・ＴＯＫＹＯ 
技とテクノの融合展２０１７」を開催し、盛況のうちに終了することができました。
　これもひとえにご出展者、ご来場者、後援機関、関係機関の皆さまの一方ならぬご支援・ご協力の賜物と、深く感
謝申し上げます。
　開催１１回目を迎えた今回は２８１社・団体にご出展を賜り、全国から１０，７１９名もの方々にご来場いただき、業種
の垣根を越えて活発な交流や商談が行われました。また、特別企画として中小企業の優れた技術力を間近で体感
できる、世界品質のスポーツ用品の展示・実演・体験コーナーを設置した他、「マッチング予約サービス」をはじめ、
ビジネスチャンスを創出するための様々なマッチングの取り組みを実施いたしました。本融合展での出会いが、事
業の更なる発展・拡大につながりますことを切に願っております。
　今回、アンケート等により、皆さまから頂戴いたしました貴重なご意見を真摯に受け止め、開催結果の報告をさ
せていただきます。

平成２９年１２月
東京信用保証協会

ビジネスフェア実行委員会事務局

　名　　称 江戸・ＴＯＫＹＯ　技とテクノの融合展２０１７
　日　　時 平成２９年９月２８日（木）１０：００～１７：００
　会　　場 東京国際フォーラム　ホールＥ
 東京都千代田区丸の内３－５－１
　主　　催 東京信用保証協会
　後　　援 中小企業庁、経済産業省関東経済産業局、関東財務局東京財務事務所、東京都、
 独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、
 公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京商工会議所、東京都商工会連合会、
 東京都中小企業団体中央会、東京都商店街振興組合連合会、
 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
 東京中小企業投資育成株式会社、一般社団法人全国銀行協会、
 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会、
 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、
 公立大学法人首都大学東京、産業技術大学院大学、専修大学、日本経済新聞社、
 東京新聞、日刊工業新聞社、一般社団法人東京都中小企業診断士協会、
 一般社団法人東京工業団体連合会、一般社団法人全国信用保証協会連合会
 （順不同）
　入 場 料  無料
　出展者数 中小企業２６８社
 支援機関１３機関・団体
　エリア数 １１エリア
　出展小間数 ３０７小間
　来場者数 １０,７１９人

一、開式の辞
一、主催者挨拶
　　東京信用保証協会　理事長　村山 寛司
一、来賓紹介
一、来賓祝辞
　　東京都　産業労働局長　藤田 裕司 様
一、テープカット
一、閉式の辞　

東京信用保証協会
村山寛司 理事長

東京都
藤田裕司 産業労働局長

第1部（11：00～12：30）

米国・欧州をはじめとする世界経済の現状と今後の動向、また、
国内においては経済政策のみならず、政治・社会問題などタイ
ムリーな話題についてもご説明いただきました。豊富な知識
と、ご自身のこれまでの経験に基づいた講義内容に、真剣にメ
モを取る聴講者の姿が印象的でした。

世界経済の潮流と日本の景気を読む

株式会社大和総研 常務執行役員 
調査本部 副本部長 チーフエコノミスト

熊谷 亮丸 氏

第2部（14：30～16：00）

日本には素晴らしい文化や伝統技術がたくさんあり、人々はそれら
を発展・融合させながら、次の世代に引き継いできた。これからも日
本の良き伝統を受け継ぎながら、新しいものづくりに挑戦していっ
てほしい、とお話しいただきました。ご自身の考えや体験談を交えた
臨場感のあるお話しぶりに、聴講者は熱心に耳を傾けていました。

日本人が気づかないニッポンのものづくり

日本文学研究者 
国文学研究資料館長

ロバート キャンベル 氏
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ウエイトリフティング・パワーリフティング用バーベル
【株式会社ウエサカティー・イー】

競技用車いす
【株式会社オーエックスエンジニアリング】

会 場 図 面 ／ 各  コ ー ナ ー 紹 介会 場 図 面 ／ 各  コ ー ナ ー 紹 介

講演会
※詳細は2頁「講演会」をご覧ください。

特別企画
『スポーツを支える中小企業の力』

「融合展２０１７」では、出展企業の魅
力を体感することができる特別企
画や実演スペース併設ブース、著名
講師による講演会やご出展・ご来場
の皆さまの交流・商談機会を創出す
るマッチング企画など、ビジネスに
役立つ盛りだくさんの内容を実施し
ました。

スポーツ用品の分野で世界を舞台に躍進中の２社による展示・実演・体験
企画を実施しました。世界水準の高い品質を間近で見て、触れて、“もの
づくりの”魅力を体感していただきました。

中小企業世界発信プロジェクト推進協議会が実施
する「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」のＰＲブースで
は、ビジネスチャンス獲得のための情報提供を行
い、また、「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」の登録カ
ウンターでは、多くの事業者の方々にご登録をい
ただきました。

当協会創業アシストプラザが、事業計画
の作成・保証の利用方法など、創業に関
する無料相談を実施しました。

特別企画

アンケートコーナー

出展者プレゼンテーション

当協会創業アシストプラザ
による無料相談

ビジネスチャンス・ナビ２０２０
当協会８０年の軌跡を一覧にまとめたパネル（年表、写真）を展示しました。

「当協会 ８０年の歩み」パネル

実演スペース併設ブース
（会場内５箇所）

生活・サービス関連エリア
B-28

株式会社くるま屋
人力車の試乗体験

その他製造関連エリア
F-58

株式会社ヨコモ
競技用ラジコンカーの
実演走行

その他製造関連エリア
F-51

株式会社Doog
追従運搬ロボットの
動作デモ

先端技術エリア
J-06

株式会社クレッセント
VR（ヴァーチャルリアリティ）
の体験

先端技術エリア
J-01

株式会社弦奏JAPAN
弦楽器への加振装置
「弦奏」の実演

商談専用コーナー

伝統工芸品
『特設展示コーナー』

伝統工芸産地パネル
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出展者一覧　（50音順）出展者一覧　（50音順）

あ
株式会社アーク・システムマネジメント G-04
株式会社アートランド E-04
株式会社ア－ル・アンド・デイ F-08
株式会社 ICON G-07
IDJ 株式会社 G-26
青木金属工業株式会社 E-23
株式会社青木染色研究所 A-08
有限会社暁商事 H-11
アクトシール株式会社 F-44
株式会社浅川製作所 E-31
株式会社 ASQUA B-15
アットマーク・インタラクティブ株式会社 G-38
株式会社アトリエひろこベーシック F-22
株式会社アポロ C-07
アポロ印刷株式会社 F-25

い
株式会社イーアンドエム G-12
有限会社飯田スプリング E-28
有限会社イーディオ G-23
株式会社イシモク C-02
株式会社井上海苔店 H-10
株式会社インテック D-12
株式会社インフォラボ G-16

う
ヴァイタル・インフォメーション株式会社 G-19
株式会社ウチダ F-46
宇宙システム開発株式会社 G-17
株式会社宇都宮電機製作所 E-08
株式会社ウルトラヴェローチェ F-11

え
株式会社エイケン I-02
エイブル株式会社 G-36
株式会社栄朋 F-26
株式会社 Agx G-09
エクセルトレイディング株式会社 F-56
株式会社エコテクノロジーズ B-12
有限会社 SPG G-21
株式会社エナ D-16
株式会社 NA ロット F-32
株式会社 FTM テクニカルサービス E-03
株式会社エムズシステムズ F-37
株式会社エルサンク・ジャポン H-08
エンビックフォーラム株式会社 I-06

お
欧文印刷株式会社 D-04
株式会社大久保商会（ジュエリーオオクボ） B-06
株式会社オージ H-04
株式会社大野技術研究所 F-12
株式会社オーベル D-06
オールグッド株式会社 J-14
株式会社オフィスサニー F-43
オフィス六・7 B-02
株式会社オムコ東日本 B-09

株式会社オリエント F-03
株式会社織部 F-36

か
株式会社柿沼人形 A-12
カザト株式会社 F-41
ガナシス株式会社 G-11
株式会社叶屋食品 H-07
株式会社川崎精機製作所 F-23
有限会社川人 H-05
株式会社カワベ工業 E-14
関東注染工業協同組合 A-07

き
株式会社ギークフィード G-27
株式会社企画印刷 F-39
北星鉛筆株式会社 C-01
合資会社木と字の神林 B-38
株式会社 CHIMERA F-60
株式会社キャライノベイト B-21
株式会社 KIYOSHI KURAHARA STUDIO G-30

く
株式会社グランツ B-18
株式会社クリテム I-09
株式会社クリュートメディカルシステムズ D-18
株式会社くるま屋 B-28
株式会社クレッセント J-06
グローバル・エコロジー株式会社 C-12
有限会社黒川プラスチック工業 F-21
株式会社クロスハーツ B-08
株式会社クロスワン J-07

け
株式会社ケイアンドエフ・オフィス B-04
有限会社ケイエスレーザ加工 E-12
ケイレックス・テクノロジー株式会社 G-29
株式会社 KPI ソリューションズ G-24
株式会社弦奏 JAPAN J-01

こ
株式会社コイワイ J-10
光学研磨 OTG 株式会社 J-03
株式会社興建社 I-11
株式会社光和インターナショナル F-20
株式会社コスモテック F-49
コスモピア株式会社 B-19
寿堂紙製品工業株式会社 F-18
有限会社小林製作所 E-15
有限会社小堀加工所 B-34
株式会社小松製作所 C-06
株式会社近藤染工 A-19
有限会社コンフォート・ゴトウ D-11

さ
株式会社サイドランチ G-06
株式会社サイニクス F-06
株式会社坂谷工業所 E-32
株式会社サトーゴーセー F-57
サンエービルドシステム株式会社 C-03

公立大学産業技術大学院大学 K-11
産研科学株式会社 F-28
株式会社三興製作所 F-19
三宝株式会社 B-23
株式会社サンレイ G-10

し
シーフォース株式会社 E-21
株式会社シールド F-01
JNS 株式会社 G-25
有限会社ジェットストローク（RubberDip.jp) F-48
株式会社塩入製作所 E-07
株式会社シグマクレスト G-18
株式会社システムクラフト J-09
株式会社システム情報企画 G-20
株式会社システム・ワン D-13
シナノ産業株式会社 F-29
シナプテック株式会社 C-14
有限会社篠原風鈴本舗 A-15
清水ネーム株式会社 B-25
株式会社ジャストプランニング・システム G-22
Shannon Lab 株式会社 G-37
株式会社ジャパン三陽 F-27
株式会社ジャムハウス G-34
有限会社十庵 H-02
株式会社松菊 A-09
株式会社商工組合中央金庫 K-04
株式会社城南村田 F-33
株式会社シリウス B-24
株式会社新京清堂 F-62
株式会社真精工 J-12

す
株式会社スイミージャパン H-06
株式会社スガヌマ E-02
株式会社ストライド D-15
墨田螺子産業株式会社 E-18
スリーピース株式会社 F-54

せ
有限会社精工パッキング F-66
株式会社清和光学製作所 C-09
関工芸株式会社 A-10
有限会社セットバック D-10
株式会社セブンホーム I-10

そ
株式会社素材工房 I-07

た
株式会社ダイアン・サービス B-13
大成ネット株式会社 G-05
株式会社大創 B-35
ダイヤツール株式会社 E-10
株式会社高橋工房 A-13
株式会社高橋製作所 F-34
株式会社タカヒロ B-05
タカラ樹脂工業株式会社 E-24
株式会社竹内製作所 E-11

会社名 小間番号 会社名 小間番号 会社名 小間番号
株式会社竹内ハガネ商行 E-29
株式会社田中製簾所 A-17
玉川食品株式会社 H-01
株式会社ダンク B-17

ち
ComPower Inc/ 地域エネルギー株式会社 C-04
株式会社中央歯科補綴研究所 D-14
株式会社中興社製作所 E-30
独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 K-03

つ
株式会社ツチヤ F-35

て
株式会社ティーエス F-17
株式会社デー・エス・サプライ D-07
テクノブレイブ株式会社 G-03
デジタルファクトリー株式会社 F-10
株式会社テック高橋 C-08
株式会社展示構成 B-10

と
株式会社トイ F-59
東京アイデアル株式会社 F-15
東京額縁工業協同組合 A-03
東京金属工業株式会社 F-16
一般社団法人東京工業団体連合会 K-09
東京工業彫刻協同組合 E-33
東京光電子工業株式会社 F-31
東京商工会議所 K-12
東京信用保証協会 K-13
東京信用保証協会（創業アシストプラザ） K-14
東京中小企業投資育成株式会社 K-08
東京都商工会連合会 K-05
一般社団法人東京都中小企業診断士協会 K-01
公益財団法人東京都中小企業振興公社 K-07
東京都中小企業団体中央会 K-06
東京都伝統工芸品産業団体青年会 A-18
東京都雛人形工業協同組合 A-11
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター K-10
一般社団法人東京表具経師内装文化協会 A-01
株式会社東京ベル製作所 F-24
東京邦楽器商工業協同組合 A-05
籐事業協同組合 ( 株式会社ワイ・エム・ケー長岡 ) A-06
一般社団法人東部硝子工業会 A-02
株式会社 Doog F-51
株式会社トーダイ B-36
トーテク株式会社 I-05
株式会社トミテック E-09
トレンドマスター株式会社 D-08

な
ナーブ株式会社 J-13
株式会社ナウケミカル F-30
株式会社中野製作所 J-04
有限会社中村印刷所 B-14
株式会社中村商会 E-01
有限会社中村製作所 E-20

株式会社ナチュレル（フィンコンフォート銀座） D-17
有限会社南信化工 B-27

に
株式会社にしかわ製作 B-11
ニシ工芸株式会社 F-53
株式会社日興エボナイト製造所 F-50
有限会社日伸貴金属 A-04
株式会社日精ピーアール C-10
株式会社ニットク F-09
日本アルミット株式会社 J-02
株式会社日本生工技研 G-14
株式会社日本政策金融公庫 K-02
日本彫金会 A-14
日本プロロング株式会社 I-08
株式会社日本マイクロリンク G-08
株式会社ニューマチック C-05

の
株式会社ノヴィータ G-01
株式会社ノボリ E-22

は
株式会社バーネット F-40
有限会社箱義桐箱店 F-64
株式会社バスライン E-19
株式会社ハッピー商会 B-20
株式会社花智 B-07
株式会社バルキー・インフォ・テック G-31
株式会社 BAN–ZI F-14

ひ
有限会社ピィースブリッヂ B-37
光写真印刷株式会社 F-42
日川電機株式会社 F-04
bit capsule B-03

ふ
株式会社ファースト・デザイン・システム J-15
ファースト・ランニング株式会社 D-03
ファインソリューション株式会社 G-33
ファミリーレンタリース株式会社 B-26
深田パーカライジング株式会社 F-05
有限会社フジセイ D-01
株式会社藤村工業 B-29
株式会社扶桑 F-02
株式会社プラネックス（下町ロボット推進室） J-16
株式会社ブリクセン I-04
株式会社フルーツ B-16
株式会社文優社 F-13

へ
ヘルスポイント有限会社 D-09

ほ
星工業株式会社 E-16
ホットマン株式会社 B-22

ま
有限会社マイクロキャスト F-38
マイクロシステム株式会社 E-13
株式会社マイクロテック G-02

株式会社マクロス F-47
株式会社町田ひろ子アカデミー I-03
松下徽章株式会社 E-06
マッシュコーポレーション株式会社 G-32
松田金型工業株式会社 J-08
株式会社マルイテクノ F-45
株式会社マルホー sp B-33

み
型小紋 三橋工房 A-16
株式会社美松製菓 H-03
株式会社三山精工 E-26
ミヤミ工業株式会社（m–JOINT） C-13
株式会社 MIYOSHI I-01

め
有限会社メニサイド C-11

も
有限会社木工房シン F-61
有限会社森谷製作所 E-25

や
株式会社ヤマト製作所 E-27
八楽株式会社 G-13

ゆ
株式会社祐馬工芸 F-63
株式会社ユニーク総合防災 F-65
ユニインフォーメーション株式会社 G-15
ユニテックシステム株式会社 G-28
株式会社ユニフォームプラザ東京 D-05

よ
株式会社ヨコモ F-58
株式会社ヨシオ F-52
株式会社吉本製作所 E-05

ら
ライト・サービス株式会社 B-30
株式会社ライフリング B-32
株式会社楽楽食品 H-09
ラック工芸株式会社 F-07
ラディウス株式会社 G-35
株式会社ラディクス F-68
株式会社ラモーダヨシダ F-55

り
株式会社リ・プリゼント D-02
株式会社凌雲物流 B-31
リンヤ株式会社 J-05

ろ
株式会社ロケット（Robycam Japan） J-11

わ
株式会社ワタナベ tette 企画 B-01
ワックデータサービス株式会社 E-17
株式会社ワンダーマーク F-67

特別展示コーナー
株式会社ウエサカティー・イー 特別企画
株式会社オーエックスエンジニアリング 特別企画

会社名 小間番号 会社名 小間番号 会社名 小間番号

★

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★

★

★

★

★は出展者プレゼンテーションの参加企業

※「株式会社」等の法人格やブランド名等を除いた読み仮名順で掲載しています。
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　今後の取組みに役立てるため、「融合展２０１７」にご来場いただいた方々を対象としてアンケートを実施し、貴重なご
意見・ご要望を頂戴いたしました（アンケートは無記名方式）。

　「融合展２０１７」にご出展いただいた皆さまのご意見やご要望を把握し、「融合展」の更なる充実を図る目的で、出展
者アンケートを実施しました。尚、ビジネスマッチングに関する項目の回答結果並びに出展者の声は、別途「ビジネス
マッチングの取組み」（Ｐ９～１０）に掲載しております。

来場者アンケート結果来場者アンケート結果

●来場目的 ＜複数回答可＞

講演会・出展者プレゼン
テーションを聴講するため

次回の出展を検討するため

支援機関ブースで
経営相談をするため

その他

出展者から来場依頼が
あったため

ビジネスマッチング（取引先の
開拓、自社のPR等)のため

情報収集・
業界動向調査のため

本イベントの企画内容に
興味があったため

1163

556

308

261

169

53

50

112

●今後、本展示会に期待すること
来場者の増加

来場者とのビジネスマッチング
出展者とのビジネスマッチング

大手企業の参加
異業種交流

主催者による広報活動
支援機関との交流

来場者からの情報発信
同業他社の出展者数増加

出展者の増加
就職活動中の学生の来場

都外中小企業の出展企業数増加
出展者プレゼンテーションの充実

ポスター・リーフレットなどの広報ツールの充実
商談コーナーの充実

その他

145
83

56
42

38
36

25
23
23

21
12
12
11
10

8
6

●ビジネスに発展する可能性のある
　商談件数

●全体の評価
やや不満 0.8% 不満 0.1%

大変満足
18.0%

満足
58.9%

普通
22.2%

1～5件
55.1%

6件～10件 3.1%11件～20件 0.6%
それ以上 1.1%

なし
40.1%

●来場者属性

無回答
6.1%

男性
79.1% 

女性
14.8% 製造業

37.5%

　一般・その他
14.3%

商社・
卸売業
10.7%

サービス
業

8.9%

官公庁・団体
9.7%

金融機関
14.9%

小売業 3.3%

学生 0.7%10代 0.2%

50代
24.9%

30代
12.1%

60代
22.4%

70代以上
10.0%

40代
20.9%

20代
8.3%

無回答 1.2%性 別 年 齢 業 種

  出展者アンケート結果出展者アンケート結果

●来年も開催するとしたら出展したいか●全体の評価

●当日ブースに訪れた来場者数

大変満足
14.5%

満足
47.7%

普通
30.9%

やや不満

 
 

5.0%

 

無回答 1.4%
不満 0.5%

無回答 1.8%

ぜひ
出展したい

41.4%

前向きに
検討したい
29.1%

未定である
26.4%

出展しない 1.3%

１１～５０人
52.7%５１人～

１００人
28.2%

１０１人～
５００人

15.5%

10人以下
無回答

501人以上

2.2%
0.5% 0.9%
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ビジネスマッチングの取組みビジネスマッチングの取組み

　「融合展２０１７」では、出展者・来場者の皆さまに、業種や地域を越え、多くの商談・交流の機会を掴んでいただける
よう、「マッチング予約サービス」をはじめ、様々なビジネスマッチングの企画を実施いたしました。

0 20 40 60 80 100 120

「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」・
「ビジネスナビゲータ」との連携

サポートデスク（総合案内）

マッチング予約サービス

マッチングガイドブック

「出展企業一覧」
（当協会ホームページ内）

出展者プレゼンテーション

96

59

41

34

17

25

　「融合展２０１７」出展者アンケートでは、７０．９％の方々がビジネスに発展する可能性のある商談があったと回答して
います。その具体的な件数としては、１件～４件が７９．６％を占め、５件以上と回答した出展者は１９．０％となりました。
ビジネスマッチングで、“有益であった・企業探しに役立った企画”については、「出展企業一覧」（当協会ホームページ
内）が最も多く、続いて「マッチングガイドブック」、「マッチング予約サービス」、「出展者プレゼンテーション」の順となり
ました。また、「ビジネスチャンス・ナビ２０２０・ビジネスナビゲータとの連携」や「サポートデスク（総合案内）」についても、
ビジネスマッチングの有益なツールとして、引き続きご活用いただきました。

７月 8月 9月 10月

商談件数 610件 422件

合計 一般商談

25件

マッチング
予約サービス

163件

ビジネスナビゲータを
通じた商談

●本展示会での商談件数

●出展者の声

■当社製品のノベルティ―グッズを採用したいとの依頼を受け
ました。今後、ロットや価格等、詳細を詰めていきます。

■以前、他の交流会で知り合った方が、当社製品を紹介するた
めに、業者様を連れて来訪されました。

■私たちが具体的なターゲットとして求めていた販売店に取引
実績のある複数の卸売業者と名刺交換する事ができ、商談化
への発展を期待しています。また、即売では商品に対するお客
様の反応を得ることができ、非常に良かったです。

7/21 出展者説明会 会期後当日会期前

◎会期前
・出展企業一覧WEBページ、
ガイドブック
・マッチング予約サービス
※事前予約制
・「ビジネスチャンス・ナビ 2020」、
「ビジネスナビゲータ」との連携

◎当日
・出展企業一覧ＷＥＢページ、
ガイドブック
・社名板へ「ひと言ＰＲ」等の掲載
・サポートデスク（総合案内）
・出展者プレゼンテーション
・「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」、
「ビジネスナビゲータ」との連携

◎会期後
・出展企業一覧WEBページ、
ガイドブック

・マッチング予約サービス
※事前予約制

■幅広い業種の出展で、異業種の方々との出会いがあり、思っ
てもみなかった業種の方々からの商談がある事が、この展示
会の良いところだと思います。出展の合間の見学では、新しい
発見があり、有意義と考えています。

■弊社の金属線曲加工技術に興味がある企業様がたくさんお
られ、後々のコラボレーションについての商談もあったことか
ら、発展の可能性があると思われます。

出展者アンケート 出展者アンケート

出展者アンケート

６件 2.1%

無回答 0.9%

■ビジネスに発展する可能性のある商談 ■具体的な商談件数

■有益だと思うビジネスマッチングの取組み ＜複数回答可＞

スケジュール

ビジネスマッチングに関するアンケート結果

商談実績

なし
28.2%

あり
70.9%

無回答 1.4%１０件以上 3.5%
8件 0.7%

１件
18.3%

２件
34.5%

３件
22.6%

４件 4.2%

５件
12.7%
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　より多くの来場者をお迎えするために、東京新聞・日本経済新聞・日刊工業新聞・読売新聞・東商新聞・都政新報への
開催告知広告を掲載したほか、後援機関、関係機関、自治体の皆さまのご協力により、多くの広報誌等に「融合展２０１７ 」
の開催告知をいたしました。
　また、来場促進のためダイレクトメールを発送したほか、ラジオの生ＣＭ、当協会のホームページ・メールマガジン・
広報誌への掲載やポスター・リーフレットの制作・掲示など、あらゆる機会を通じて広報活動を行いました。

■東京新聞（9月25日付） ■東商新聞（9月10日付）

■日本経済新聞・日刊工業新聞（3月1日付）

■都政新報（9月15日付） 

■読売新聞（9月14日付） 

■三鷹商工会　商工NEWS三鷹
　9・10月号（9月10日付）

■文京区　文京産業ニュースビガー
　（8月15日付）

■大田区　テクノプラザ（9月15日付）

■品川区しながわ産業ニュース
　（8月3日付）

■世田谷区　せたがやエコノミックス（9月15日付）

■日刊工業新聞（9月29日付）

■東京新聞（9月29日付） 

■ニッキン（10月20日付） 

■東京新聞（9月22日付） ■日刊工業新聞（9月26日付）

■東京新聞
　　（9月21日付） 

広報活動広報活動

新聞広告

自治体情報誌等、掲載記事紹介

新聞掲載記事紹介
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2月10日（広告） 東商新聞 出展者募集
2月27日（広告） 東京新聞 出展者募集
3月1日（広告） 日本経済新聞 出展者募集
3月1日（広告） 日刊工業新聞 出展者募集
3月6日（広告） 東京新聞 出展者募集
4月3日（広告） 東京新聞 出展者募集
4月5日（広告） 日刊工業新聞 出展者募集
4月6日（広告） 東京新聞 出展者募集
4月7日（広告） 日本経済新聞 出展者募集
4月10日（広告） 東商新聞 出展者募集
9月10日（広告） 東商新聞 開催のお知らせ（全面カラー）
9月12日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月14日（広告） 読売新聞 開催のお知らせ
9月14日（広告） 日刊工業新聞 開催のお知らせ
9月15日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月15日（広告） 都政新報 開催のお知らせ
9月19日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月21日（広告） 日刊工業新聞 開催のお知らせ
9月21日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月22日（記事） 東京新聞 記事（出展企業紹介）
9月22日（広告） 日本経済新聞 開催のお知らせ
9月22日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月22日（広告） 読売新聞 開催のお知らせ
9月22日（広告） 都政新報 開催のお知らせ
9月25日（広告+特集記事） 東京新聞 開催のお知らせ（全面カラー）
9月26日（記事） 日刊工業新聞 記事（開催のお知らせ）
9月27日（広告） 東京新聞 開催のお知らせ
9月29日（記事） 日刊工業新聞 事後記事（開催報告）
9月29日（記事） 東京新聞 事後記事（開催報告）
10月3日（記事） 都政新報 事後記事（開催報告）
10月20日（記事） ニッキン 事後記事（開催報告）

掲載日 内容掲載媒体
●新聞掲載記事一覧

7月30日 中野区（メールマガジン） 開催のお知らせ
8月1日 北区（情報誌・メールマガジン） 開催のお知らせ
8月3日 品川区（情報誌） 開催のお知らせ
8月15日 文京区（情報誌） 開催のお知らせ
8月15日 中野区（メールマガジン） 開催のお知らせ
9月1日 豊島区（情報誌） 開催のお知らせ
9月1日 北区（メールマガジン） 開催のお知らせ
9月5日 台東区（区報） 開催のお知らせ
9月5日 調布市（市報） 開催のお知らせ
9月5日 多摩市（市報） 開催のお知らせ
9月10日 三鷹商工会（情報誌） 開催のお知らせ
9月11日 府中市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 大田区（情報誌） 開催のお知らせ
9月15日 世田谷区（情報誌） 開催のお知らせ
9月15日 中野区（メールマガジン） 開催のお知らせ
9月15日 武蔵野市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 青梅市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 日野市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 狛江市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 清瀬市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 東久留米市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 武蔵村山市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 稲城市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 羽村市（市報） 開催のお知らせ
9月15日 あきる野市（市報） 開催のお知らせ
9月20日 千代田区（区報） 開催のお知らせ
9月20日 国立市（市報） 開催のお知らせ

掲載日 内容掲載媒体
●区市報・自治体情報誌掲載記事一覧

内容掲載媒体 内容掲載媒体 内容掲載媒体
●ホームページ掲載記事一覧

掲載日 内容掲載媒体
●支援機関等、掲載記事一覧

会場風景会場風景

荒川区 開催のお知らせ
足立区 開催のお知らせ
江戸川区 開催のお知らせ
三鷹市 開催のお知らせ
小金井市 開催のお知らせ
東村山市 開催のお知らせ
福生市 開催のお知らせ

西東京市 開催のお知らせ
東久留米市商工会 開催のお知らせ
小金井市商工会 開催のお知らせ
昭島市商工会 開催のお知らせ
小平商工会 開催のお知らせ
日野市商工会 開催のお知らせ
国分寺市商工会 開催のお知らせ

福生市商工会 開催のお知らせ
清瀬商工会 開催のお知らせ
武蔵村山市商工会 開催のお知らせ
あきる野商工会 開催のお知らせ
西東京商工会 開催のお知らせ
瑞穂町商工会 開催のお知らせ
八王子商工会議所 開催のお知らせ

3月1日 一般社団法人東京工業団体連合会「工団連」 出展者募集
7月15日 東京都中小企業団体中央会　中小企業だより 開催のお知らせ
11月1日 一般社団法人東京工業団体連合会「工団連」 事後記事（開催報告）
11月1日 独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業ＮＥＷＳ」 事後記事（開催報告）

掲載日 内容放送局・番組名
●ラジオＣＭ

9月26日 
9月27日  

ＴＢＳラジオ「伊集院光とらじおと」
※６０秒生ＣＭ　各１回 開催のお知らせ

新聞・広報誌等への広告・記事一覧
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開催結果報告書

ビジネスフェア実行委員会事務局

ビジネスフェア実行委員会事務局
〒104‒8470　東京都中央区八重洲2‒6‒17

TEL 03（3272）2070　FAX 03（3272）3999
ホームページ　http://www.cgc-tokyo.or.jp

平成30年10月2日（火）

東京国際フォーラム  ホールE

中小企業のための総合ビジネスフェア

開催日

会　場

※詳細は後日、当協会ホームページ、メールマガジンにて発表いたします。
　ぜひ、ご覧ください。

開催第12回

技とテクノの融合展2018
次回開催のご案内


