
出展分野

アバターと未来社会
台湾は ITでコロナを
いかに克服したか

ヴァーチャル産業交流展2020
開催挨拶

1月20日から1ヶ月間
ヴァーチャル会場に
ご入場いただけます！ ▼ 公式ホームページからお申し込みください。▼

https://vsangyo-koryuten.tokyo/

ヴァーチャル会場の歩き方

コロナ禍を経て、今後、
実世界と仮想世界の双
方において、ロボット
やCGのアバター利用
が加速し、人々が何時
でも何処でも自由に活
動できるアバター共生
社会が訪れる。

台湾 I T 担当大臣

オードリー・タン 氏

新型コロナウィルス感
染対策で世界的ロール
モデルとなった台湾。
今後の社会や経済、中
小企業においても経営
革新の駆動力となるデ
ジタルの効果と役割に
ついて展望する。

小池百合子東京都知事
より、ウィズコロナ時
代における新たな 展
示会の形であるヴァー
チャル産業交流展開催
について、来場者の皆
様にご挨拶いたします。

東京都知事

小池 百合子

大阪大学基礎工学研究科教授
（栄誉教授）

ATR石黒浩特別研究所客員所長
（ATRフェロー）

石黒 浩 氏

https://vsangyo-koryuten.tokyo/

TEL：03-3263-8885　FAX：03-3263-8886　E-mail：ofc@sangyo-koryuten.tokyo
【事務局住所】　〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2F

ヴァーチャル産業交流展2020運営事務局お問い合わせ先

ホームページ上における
マッチングサービスを

ご利用できます。

出展者の基本的な企業情報をはじめ、製品・サービス詳細やPRコ
メントを閲覧する事が可能。また展示パネルやパンフレットなどは
全てダウンロードすることができます。さらに、ヴァーチャル産業
交流展では出展者が製品・サービスのPR映像を掲載しているため、
文字情報だけでなく映像も合わせて閲覧することができ、リアル展
示会さながらの企業情報を得ることができます。

● 充実した企業情報

出展者とリアルタイムでコミュニケーションがとれるテキストチャット
機能を搭載。出展者にお気軽に問い合わせや、商談を行うことができます。

● リアルタイムチャット機能

商談を希望される際は、出展者への商談予約を申請することが
可能。商談は、出展者が設定しているweb会議ツール（Microsoft 
Teams、Meet、zoom）をご活用いただけます。

● 商談予約機能

オンライン上で名刺交換ができる「Eight（名刺アプリ）」
自分の気になる出展者を登録できる「お気に入り登録機能」
SNS（Facebook、Twitter）上で情報発信できる「SNSシェア機能」
等、様々な機能をご用意しております。

● 名刺交換他、様々な機能

基調講演 海外スペシャル講演
1月21日（木）13：00〜

都知事挨拶
1月20日（水）13：00〜

リアルな展示会さながらの、充実した情報とコミュニケーションツール
ヴァーチャル産業交流展では、出展企業と効果的に商談を行っていただくために

様々なコミュニケ―ションツールをご用意しております。

ヴァーチャル産業交流展2020では、最新のVR技術を駆
使したヴァーチャル空間を用いてリアル展示会さながらの、
オンライン展示会を再現いたしました。
会場内をパソコンや、タブレット等を使って自由に移動す
ることができます。

ヴァーチャル会場へ直接アクセス

事前にアプリのインストールなどの必要はなく、Web
ブラウザから直接ご来場いただけます。

アプリ不要

ヴァーチャル空間や検索機能から気になる出展者のブース
を訪問したり、メインステージで豪華な登壇者による講演
を視聴することができます。

多彩なコンテンツ

※画像は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

※画像は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

※画像は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。
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医療・福祉 機械・金属

環　境

新型コロナ感染症などの感染
症対策や、健康長寿社会を支
える福祉・介護などで注目を
集める分野です。

脱炭素社会や、ESG（環境：
Environment、社会：Social、
ガバナンス：Governance）
でも注目を集める分野です。

素形材、加工（金属・樹脂）、
機器・装置、電子部品・デバ
イスといった技術力や、開発
力の高さで注目の分野です。

DX（デジタルトランスフォー
メーション）や５Gなど、今
後も大きな成長が期待される
分野です。

ご招待状

産業交流展2020 実行委員会
【主　　催】　　　　　　東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（株）東京ビッグサイト、（公財）東京都中小企業振興公社、（地独）東京都立産業技術研究センター
【後　　援】（一社）東京工業団体連合会、（独）中小企業基盤整備機構、東京信用保証協会、東京中小企業投資育成（株）　　【連携都市】埼玉県、千葉県、神奈川県、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市



特別企画オンライン講演

スポーツ推進ゾーン
スポーツ推進ゾーンでは、スポーツに関心のある企業様向けの取組やお役立ち
情報等を３つのブースで紹介しています。是非、お気軽にお立ち寄りください！

①企業×スポーツ分野の DX（スポーツ産業見本市）
スポーツ産業における ICT等の技術・製品を紹介しています。
②企業×アスリート（アスリート・キャリアサポート事業）
現役アスリートの採用メリット等を紹介しています。
③企業×障害者スポーツ

（コンシェルジュ相談コーナー）
障害者スポーツの支援に関心のある企業・団体の
専用相談窓口の紹介です。

次世代ロボットゾーン
都産技研が 2015 年から 5年間かけて実施したロボット産業活性化事業
のサービスロボットを紹介するゾーンです。安全規格対応の案内ロボット
Libra や、都産技研本部で実証を進める運搬ロボット、そして、案内・産業・
点検・介護の 4分野に渡って製造業やユーザ企業と共同開発したロボット
をご紹介します。こんなロボットを導入したい、こんなロボットを開発した
いといったご要望がございましたら、ご相談ください。

首都圏テクノネットワークゾーン
産業技術に関する優れた研究成果や技術ニーズを豊富に有する公設試験研究
機関や企業が集結し、それぞれの研究成果や活動を紹介するゾーンです。技
術開発や製品化のヒントとなる展示が多数紹介されておりますので、情報収
集の場としてご活用ください。

全国食品産業フェア
「食品」をテーマに日本各地の企業・団体が出展し、各地の素材を使った魅力
ある商品を紹介するゾーンです。日本各地のグルメ情報が満載です。
一部店舗では、商品のお取り寄せも可能です。
▶︎https://vsangyo-koryuten.tokyo/NationalFoods

国際ゾーン
日本でのビジネス展開に積極的なアメリカや台湾、ベトナム等を始めとした、
海外企業が、製造技術・製品の紹介を行うゾーンです。
海外企業とのビジネスチャンス発掘や情報収集をお考えの方は是非ご覧くだ
さい。

テーマゾーン
コロナ禍克服に向け、新規事業領域への挑戦や自社事業の改革を試行して成
果を挙げる中小企業や、コロナ克服支援のための革新的製品やサービスの提
供を通じて業績向上を実現する優良中小企業を「ロールモデル企業」「ニュー
ノーマル企業」「DX推進企業」の 3つのカテゴリーに分け、ピックアップし、
テーマゾーンを展開いたします。
①ロールモデル企業：新規事業領域への挑戦や事業改革を試行して成果を挙げる企業
②�ニューノーマル企業：コロナ禍克服支援のための革新的製品やニューノー
マルな時代に合わせたサービスを提供する企業
③DX推進企業：DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進している中小企業。

特別出展ゾーン
ビジネスシーンにて注目度の高い事業を展開している企業にフォーカスし、
特別出展ゾーンとして、「SDGs」「感染症対策ゾーン」の 2�つを新設。
SDGs ゾーン：SDGs�に積極的に取り組む都内中小企業をピックアップし展
示ゾーンを公開します。SDGs�の内容や各社の取り組みを紹介する他、オン
ライン相談コーナーの設置や、SDGs�に関するセミナー映像の配信を行い、
来場者へ SDGs�の普及・啓発を目指します。
感染症対策ゾーン：新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止に取り組む製品やサービ
スを展開している企業をピックアップして
ご紹介します。

メインステージ

デイリーセミナー

小池百合子東京都知事より、ヴァーチャル産業交流展開催
について来場者の皆様にご挨拶いたします。

◦都知事挨拶
ヴァーチャル産業交流展2020
開催挨拶
東京都知事　小池 百合子 氏

コロナ禍を経て、今後、実世界と仮想世界の双方において、
ロボットやCGのアバター利用が加速し、人々が何時でも何
処でも自由に活動できるアバター共生社会が訪れる。

◦1月20日（水）13：00～ 基調講演
アバターと未来社会
大阪大学基礎工学研究科教授（栄誉教授） 
ATR 石黒浩特別研究所客員所長（ATR フェロー）　石黒 浩 氏

『ワークマン式「しない経営」』（ダイヤモンド社）の著者は期限
とストレスなしに4000億円の空白市場を切り拓いた。1つだ
けの目標達成に向けてやりきる「しない経営」の極意を紹介。

◦1月20日（水）15：00～ ニューノーマルセミナー
ワークマン式 「しない経営」   
4000億円の空白市場を切り拓いた秘密
株式会社ワークマン 専務取締役　土屋 哲雄 氏

新型コロナウィルス感染対策で世界的ロールモデルと
なった台湾。今後の社会や経済、中小企業においても経営
革新の駆動力となるデジタルの効果と役割について展望
する。

◦1月21日（木）13：00～ 海外スペシャル講演
台湾はITでコロナをいかに克服したか
台湾 IT 担当大臣　オードリー・タン 氏

デジタル化が進む中、企業には何が求められていて何を取り組
むべきか。DXを手段として顧客体験を改善、変化させる思考
について解説します。

◦1月21日（木）15：00～ DXセミナー
DXとハサミは使いよう
株式会社 Kaizen Platform 代表取締役　須藤 憲司 氏

移動型店舗ショップ・モビリティの停留所「 SHOP STOP」。
Mellowの目指す「ショップ・モビリティを通じて街そのもの
がアップデートされ続ける世界」についてお話しします。 

◦1月22日（金）15：00～ ロールモデルセミナー
街×モビリティ×ソフトウェア SHOP STOP
株式会社 Mellow 共同代表　森口 拓也 氏

コロナ禍においてますます必要とされるダイバーシティ経営。
その意味と可能性は？ポーラの取り組みとこれから目指す社会
についてお話しします。

◦1月29日（金）13：00～ 女性活躍セミナー
多様性は柔軟性     
ダイバーシティが広げる可能性
株式会社ポーラ 代表取締役社長　及川 美紀 氏

事故により車椅子生活となったが、退院後も変わらずアイドル
としての活動を継続する猪狩氏。車椅子ユーザーだからこそ感
じた普段の生活での不便さや、ユニバーサルデザインの在り方
について、共生社会をワードにひも解く。

◦2月5日（金）13：00～ アクセシブル・ツーリズムセミナー
今まで感じた不便から、伝えたいこと。
仮面女子　猪狩 ともか 氏

「ウィズコロナ」時代と言われる中、人々の働き方や価値観は
急激に変わりつつある。コロナ禍で業態変更を迫られる中、成
功するビジネスとは。コンピュータ研究者、起業家、そしてアー
ティストの側面から社会を観察し続ける落合陽一氏が、これか
らの価値観や社会の変化について語る。

◦1月22日（金）13：00～ 特別講演
ポストコロナのイノベーションの形とは
メディアアーティスト　落合 陽一 氏

Photo : 蜷川実花Photo : 蜷川実花

東京ビジネスフロンティア
東京ビジネスフロンティアは、展示会出展を通じて中小企業の販路拡大を推
進しています。2019 年度の産業交流展では 20社の出展をサポートし、合
計 656 件の商談機会を創出しました。今年度はヴァーチャル空間に 60社
を超える中小企業が、魅力ある製品・サービスを出展します。
来場者との新しいビジネスを生み出す場としてご活用ください。

「職場の活性化」「企業のイメージアップ」などのアスリート雇
用のメリット等を、採用企業担当者や著名アスリートを交え、
ディスカッション形式でお伝えします。

アスリートの雇用について考える   
～世界を目指すアスリートを応援しませんか？～
元卓球選手 / オリンピックメダリスト　平野 早矢香 氏 他

◦1月22日（金）11：00～
   アスリート・キャリアサポートシンポジウム

スポーツ分野のICTは、トップアスリートだけのものでなく、一般の子
どもたちや高齢者にまで、活用の可能性が広がってきている。GPSや
データ分析活用の事例を紹介し、今後のICTビジネスの可能性を考える。

スポーツでのデジタルトランスフォーメーション
とビジネスの創出
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授　神武 直彦 氏

◦1月21日（木）11：00～ スポーツ産業見本市セミナー

ヴァーチャル産業交流展だから実現した講演をぜひ視聴ください。
一部講演はアーカイブ期間に制限がございます。
※�講演内容の録画録音、動画URLの無断共有、チャットでの誹謗中傷、参加者の情報公開は固く
禁止させていただきます。

各種テーマに合わせて来場者に向けたビジネスセミナーを開講。
※�講演内容の録画録音、動画URLの無断共有、チャットでの誹謗中傷、参加者の情報公開は固く
禁止させていただきます。

豪華登壇者による基調講演や
特別講演が目白押し！

毎日1講演公開！ ※平日のみ
◦講演
①不況またよし	 ～松下幸之助の経営観～
②日に新た		 ～松下幸之助のイノベーション観～
③中小企業は強い	～松下幸之助の組織観～
PHP 理念経営研究センター 代表　渡邊 祐介 氏

◦講演
働きやすさ・生きやすさを実現するメンタルヘルス対策
～孤独とストレスに負けない自分とチームの作り方～
アンドマイ　代表　組織活性化コンサルタント /MC　前川 由希子 氏

◦講演
接触自粛でも新規顧客を獲得する会社の魅せ方と営業戦術
～費用ゼロでできる自前オンライン展示会とは？～
株式会社展示会営業マーケティング　代表取締役社長
　　　展示会営業 ® コンサルタント　中小企業診断士　清永 健一 氏

※写真は産業交流展2019開催時のものです。


