報道関係者各位
2015年10月吉日
TOKYOイノベーションリーダーズサミット実行委員会
運営事務局：株式会社プロジェクトニッポン

～ １日で１,８００件以上の提携商談会を実現 ～
アジア最大規模・急接近する「大手企業×ベンチャー」の最前線

第3回 TOKYOイノベーションリーダーズサミット
【ご取材のお願い：10月26日（月）･27日（火） / 虎ノ門ヒルズ4F・5F】
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
TOKYOイノベーションリーダーズサミット実行委員会（運営事務局：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省）は、
大手企業とベンチャー企業によるオープンイノベーションの祭典「第3回 TOKYOイノベーションリーダーズサミット(略称
ILS)」を、10月26日（月）27日（火）に、虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催いたします。
本サミットは大手企業のアセットとベンチャー企業のアイデアやテクノロジをマッチングし、日本からグローバルイノベー
ションを生み出すことを目的に発足。著名経営者や第一線のキャピタリストによるセッション、200社以上のベンチャー
ショーや5つのベンチャーピッチ（プレゼンテーション）を開催、新事業創出のための提携商談会であるパワーマッチング
は、大手企業111社、次世代ベンチャー企業約500社が参加し1日で1,800件以上の商談が行われます。
前回のパワーマッチングは、1日で1,500件を超える商談を実現、大手企業が再度面会希望したベンチャー企業は807件
に至る等、ILSはアジア最大のオープンイノベーションサミットとして大手企業とベンチャー企業が急接近する最前線と
なっています。
敬具

－記－
■日 時 ：

2015年10月26日（月） 10:00～21:00（プレス受付開始：9:30～ ）
2015年10月27日（火） 9:30～21:00（プレス受付開始：9:00～ ）

■会 場 ：

虎ノ門ヒルズ4F・5F・26F （東京都港区虎ノ門1丁目23番）
※プレス受付は5Fとなります。

■主 催 ：

TOKYOイノベーションリーダーズサミット実行委員会
（SEOU会/DREAM GATE・プロジェクトニッポン）

■後 援 ：

経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、
独立行政法人中小企業基盤整備機構

■イベントサマリー ：
・参加登録者3,000名突破、当日4,000名以上を予定
（現在マッチング参加約2,300名、一般参加者約800名が参加登録済）
・大手企業111社×ベンチャー500社の提携商談会を１日で1,800件以上実施（既に商談アレンジ済み）
・有望ベンチャー企業約240社が最先端の製品・技術を披露するベンチャーショー
・次世代の有望ベンチャー企業70社による5つのベンチャーピッチ（プレゼンテーション）
・大手企業からベンチャーに対して逆提案、求めるベンチャー企業像が分かる大手企業ピッチ
・日米の第一線で活躍するベンチャーキャピタリストセッション
・ビッグトレンドセミナーやキープレイヤーセッション
※内容および登壇者等詳細に関しましては、次ページ以降および公式サイトをご覧ください。
https://www.dreamgate.gr.jp/InnovationLeadersSummit/bc.php
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＜見どころ＞
１．三菱重工業、キリン、資生堂、ニコン、TDK、日立製作所、出光興産、パナソニック、アイシン精機など主要大企業111社と
次世代ベンチャー企業約500社が１日で1,800件以上の提携商談会を実施する「パワーマッチング」
2日目／10月27日（火） 9:30～18:45
IoT、ビッグデータ、クラウド、デジタルヘルス、ウェラブルデバイスなどで従来の秩序を破壊するテクノロジが現れる中、
日本の大手企業は、ベンチャー企業が得意なアプリケーションやセンシング、データ解析、人工知能などのテクノロジを
共同開発やM&A で取り込み、激変するグローバル市場で他社にない製品を生み出そうとしております。
本プログラムは、ベンチャーとの協業によりイノベーション創出を考える大手企業111社が、日本の有力ベンチャーキャピタル
やベンチャー支援機関の推薦する次世代ベンチャー約５００社と提携商談会を実施します。（参加大手は最終頁参照）
大手企業とベンチャー企業は、専用サイトを通じ双方の興味関心先に事前にリクエストを行っており、その受入れ結果に応じ
て当日は1,800件以上の商談が行われます。

■前回のパワーマッチング実績（第2回ILS：2014年9月、虎ノ門ヒルズ）
・参加企業数：大手企業97 社 ／ ベンチャー企業447 社
・総商談数1480 件／ 有効商談数807 件（※） ／有効商談率 55％ ／次回参加意向率 100％
※大手企業が再度商談したいと回答したベンチャー企業数
■本プログラムからの提携実績（抜粋）
・日本航空株式会社×株式会社みんなのごはん
ベジタリアン向けのスペシャルミールを共同開発。2015年6月1日より国際線機内食として提供を開始
・帝人株式会社×株式会社メディシンク、ウンログ株式会社、株式会社プラクテックス
ベンチャー3社と業務提携し、2015年3月18日より、「眠り」をサポートする睡眠総合サービス「Sleep Styles」を提供開始
・株式会社ロフト×オーマイグラス株式会社
2014年11月に業務提携し、「Oh My Glasses TOKYO 渋谷ロフト店」をオープン
・全日空商事株式会社×株式会社メディアブレスト
2015年2月に業務提携し、ANA国際線の機内放映番組を共同で制作、提供を開始
・トランスコスモス株式会社×株式会社Leonis & Co.
2014年6月30日に資本・業務提携し、レオニスはトランスコスモスの子会社となりオムニチャネルマーケティングを推進
<提携事例ページ>
https://www.dreamgate.gr.jp/InnovationLeadersSummit/performance/case_list-bc.php

<前回商談風景>
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２．次世代有望ベンチャー240社による「ベンチャーショー」
次世代の有望ベンチャーによる「次世代ベンチャーショー」とNEDO（国立研究
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）厳選ハイテクベンチャー
による「NEDOベンチャーショー」を開催します。
計240社が出展、最先端ベンチャーと直接商談可能な場です。
■次世代ベンチャーショー 1日目／10月26日（月）10:00～18:30
ヘルスケア、クリーンテック、ウェアラブル、ロボット、モビリティなど
分野別にベンチャー企業215社の技術や製品を一挙披露いたします。
■NEDOベンチャーショー 両日開催 10:00～18:30
NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の推薦する
次世代テクノロジーを有するハイテクベンチャー企業による一大展示ショーです。
最先端のベンチャー企業と直接コンタクトが可能な場です。
下記より分野別に出展しているベンチャー企業の情報をご覧いただけます。
https://www.dreamgate.gr.jp/InnovationLeadersSummit/exhibition.php

<前回出展企業一例>

３．第一線で活躍するキーパーソンが語る「新事業創造カンファレンス」
新事業の創造、オープンイノベーションの推進を図るべく、ベンチャー、大企業、
海外企業等の連携を促進するカンファレンス。経済産業省と民間企業による
共同プロジェクト「ベンチャー創造協議会」と、オープンイノベーションの取り組み
を推進する「オープンイノベーション協議会」（事務局：ＮＥＤＯ）の共同開催
・シリコンバレーを活用したイノベーション創出
・ベンチャーエコシステムの形成
・大企業のオープンイノベーションの促進
をテーマに、国内外の第一線で活躍する方々によるパネルディスカッションや
小松製作所の野路会長によるキーノートスピーチを行います。

<前回実績>小渕経済産業大臣による
「ベンチャー創造協議会設立宣言」

■「新事業創造カンファレンス」プログラム
2日目／10月27日(火)10：00～17：00
10：00～10：10 開会あいさつ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
10：10～11：15 シリコンバレーから見た日本、日本から見たシリコンバレー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
パネリスト：久保田 雅也（WiL パートナー）
佐々木 高行氏（Intel Capital シニアインベストメントディレクター）
中垣 徹二郎氏（DRAPER NEXUS VENTURE PARTNERS マネージング
ディレクター）
モデレーター：池田 将氏（THE BRIDGE）
11:20～12:30 シリコンバレーと日本の潜在力を繋げる！
<前回実績>東大発ロボットベンチャー「SHAFT」元
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
社長加藤氏や著名キャピタリストによるセッション
パネリスト：アニス・ウッザマン氏（Fenox Venture Capital CEO）
大出 整氏（リンカーズ 海外事業統括本部長）
堀江 愛利氏（Women's Startup lab CEO）
モデレーター：岩坪 文子氏（株式会社アトミックスメディア Forbes JAPAN エディター）
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13:30～15:00 日本のベンチャーエコシステムの形成に向けて
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
パネリスト：伊地知 天氏（creww 代表取締役）
今野 穣氏（グロービス・キャピタル パートナー）
榊原 健太郎氏（サムライインキュベート CEO）
モデレーター：孫 泰藏氏（Mistletoe 代表）
15:10～15:50 コマツのモノづくり ～自社コア技術とオープンイノベーション～
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
キーノートスピーチ：野路 國夫氏（株式会社小松製作所 代表取締役会長）

<前回実績>樋口武男 大和ハウス工業株式会社
代表取締役会長による「キーノートスピーチ」

15:55～17:00 事業の成功に向けたオープンイノベーションのあり方
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
パネリスト：高原 勇氏（トヨタ自動車株式会社 技術統括部 主査）
山田 仁氏（経済産業省 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課課長）
吉野 巌氏（マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長 CEO）
モデレーター：各務 茂夫氏（東京大学 教授 産学連携本部イノベーション推進部長）
※プログラム内容、登壇者は予定であり、変更となる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
※最新情報に関しては、下記公式サイトよりご確認いただけます。
https://www.dreamgate.gr.jp/InnovationLeadersSummit/bc.php

４.ピッチ／デモコンテスト

<前回実績>KDDI高橋専務や、WiL伊佐山氏らに
よるパネルディスカッション

■TOP10ベンチャーピッチ 1日目／10月26日（月） 10:00-14:00
大手企業とベンチャー企業の提携マッチング商談会「パワーマッチング」において、大手企
業からの事前リクエストで人気上位10位ベンチャー企業によるプレゼンテーション。
■グローバルイノベーションチャレンジデモ 1日目／10月26日（月） 11:00-13:30
今後著しく成長が見込める「ホットトレンド分野」で独自のテクノロジーを駆使した新しいプ
ロダクトにより、グローバルイノベーションを起こそうとするチームや個人、企業によるデモ
ストレーション。ベンチャーキャピタルや事業会社からの出資を受けていない企業が対象。
■アライアンスピッチ 1日目／10月26日（月） 14:30-18:30
大手企業へ資本業務提携を求めるピッチ。提携先に求める期待や条件及び今回のラウン
ドでの資金調達予定金額を提示しプレゼンテーションを行います。
■NEDOドリームピッチ 1日目／10月26日（月） 10:00-16:30
NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が厳選した、次世代の
テクノロジーを有するハイテクベンチャー19社プレゼンテーションを行います。
■中小機構JVAピッチ 1日目／10月26日（月） 14:00-18:00
2000年から始まり15回目を迎える歴史あるベンチャー経営者の表彰事業・JVA（Japan
Venture Awards）の過去受賞者11名の経営者によるプレゼンテーションを展開。JVAの表
彰総数は241名にのぼり、ユーグレナ・出雲社長をはじ
め、受賞後数年後には、時代を象徴するビジネスに拡大していく方も多く輩出しています。
■大手企業ピッチ 1日目／10月26日（月） 15:00-16:00
ベンチャーとの提携に積極的な大手企業からベンチャー企業に求める提案内容、提供で
きるアセットなどベンチャー提携におけるオープンイノベーション戦略をプレゼンテーション。
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５.セミナー／セッション／ラウンドテーブル
■NOMURAラウンジ 1日目／10月26日（月）10:00-17:00
2日目／10月27日（火）10:00-15:40
≪ビッグトレンド調査報告会≫
野村リサーチ・アンド・アドバイザリーの担当アナリストより、今後大きな変革が起こる
14のビッグトレンドの市場展望と分析、グローバルでのキープレイヤー動向、市場参入
のポイントと脅威についてレポートするセミナーを開催。
【実施テーマ】
ロボティックス／ドローン／コト消費時代へ／スマホ決済／動画ビジネス／EdTech／
FinTech／クラウドファンディング／鮮度保存技術／労働市場活性化／再生可能エネ
ルギー／バイオリファイナリー／デジタルヘルス／ウェアラブル産業の動向
≪実践的資本政策セミナー≫
野村證券公開引受部から、昨今のIPO環境から今後のベンチャー企業の資本政策の
考え方など、これからIPOを目指すベンチャー経営者が最低限知っておくべき実践ノウ
ハウを事例を交え解説するセミナーを開催。
■EYホットトレンド・メガトレンドセッション 1日目／10月26日（月） 10:00-18:50
EY Japan（新日本有 限責任監査法人グループ）のリードにより、今後数年で 大きな変
革が起こるビッグトレンドに影響を与えるキープレイヤーが５つのセッションを開催。
<実施テーマ>
FinTech／ロボット／ビッグデータ／ヘルスケア／メディア・エンターテイメント
■EYラウンドテーブル 2日目／10月27日（火）10:00-18:30
EY Japan（新日本有限責任監査法人グループ）のセクター専門家がファシリテータと
なり、次世代をリードする最新トレンドをテーマに、大手企業とベンチャー企業の参加者
がテーブルを囲みディスカッションとカジュアルなネットワーキングを実施。
<実施テーマ>
ＩｏＴ、ものづくり／Ｗｅｂマーケティング／デジタルヘルス／電力自由化に伴う新ビジネ
ス、新技術／テレマティクスサービス×車両情報／スマートシティ

<前回実績>EYセッション。ユーグレナ出雲社長ら
著名経営者によるパネルディスカッション

【パワーマッチング参加企業一覧（順不同）】
リコー/帝人/コニカミノルタ/東洋鋼鈑/石原産業/三菱電機/住友ベークライト/アクセンチュア/三井不動産/日立製作所/
キーエンス /ＤＩＣ/シャルレ/ジャパンディスプレイ/オープンハウス/日本ユニシス/エア・リキード・ラボラトリーズ/セイコー
ホールディングス/シスコシステムズ/三菱重工業/イーウェル/インボイス/日本写真印刷コミュニケーションズ/シグマクシス/
富士通/ローソン/東京エレクトロン/ＴＨＫ/大和ハウス工業/
ＮＴＴデータ/住友林業/パーク２４/東日本電信電話/クレディセゾン/キリン/大和証券/ＡＮＡホールディングス/Ｔ-ＭＥＤＩＡ
ホールディングス/ＴＤＫ/三菱ケミカルホールディングス/トランスコスモス/テンプホールディングス/出光興産/森ビル/日本
エア・リキード/シーイーシー/三井物産/LIXIL/日立ハイテクノロジーズ/インテリックス/キッコーマン/アナログ・デバイセズ/
ニコン/日本航空/富士ゼロックス/アイシン精機/綜合警備保障/パナソニック/東光高岳/メドピア/ＫＤＤＩ/フルキャストホー
ルディングス/日立化成/東京応化工業/ダイキン工業/ヨコオ/
三菱ガス化学/ツネイシホールディングス/ＡＯＩ Ｐｒｏ./信越化学工業/豊田自動織機/アスカネット/ＮＥＣ /
ＩＨＩ/ＴＩＳ/三井住友ファイナンス＆リース/三菱ＵＦＪ信託銀行/東京ガス/三菱ＵＦＪリース/資生堂/
横河電機/日本信号/第一工業製薬/豊田通商/ベネッセホールディングス/NTTドコモベンチャーズ/東朋テクノロジー/日本
ガイシ/豆蔵ホールディングス/そごう・西武/キタムラ/YKK AP/大阪ガス/日本アイ・ビー・エム/三井化学/日立物流 /サカタ
インクス/リョービ/キヤノンマーケティングジャパン/ 日本ゼオン/SBSホールディングス/
ＪＳＲ/日本特殊陶業/ウィルグループ/大日本印刷/鈴与/ミネベア/ドウシシャ/イマジカ・ロボット ホールディングス/
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ＦＡＸ返信用紙

第3回 TOKYOイノベーションリーダーズサミット
TOKYOイノベーションリーダーズサミット PR事務局（㈱アンティル内）
担当 ：芝田、中根

FAX： 03-6674-2730
【日時】

2015年10月26日（月） 10:00～18:30（プレス受付開始：9:30～ ）
2015年10月27日（火） 9:30～18:30（プレス受付開始：9:00～ ）

【場所】

虎ノ門ヒルズ4F・5F・26F虎ノ門ヒルズ4F・5F・26F （東京都港区虎ノ門1丁目23番）
※プレス受付は5Fとなります。

□ご出席

□ご欠席

※ご出席の場合の参加予定
□両日
□ 1日目：10月26日（月）

□2日目：10月27日（火）

媒体名 ：

媒体社名 ：

所属 ：

お名前 ：

□ムービー

□スチール

人数：

当日連絡可能な携帯番号 ：
TEL ：

ＦＡＸ ：

メールアドレス ：
※ご出席につきましては、お手数ですがこちらのFAX返信用紙に必要事項ご記入の上、
10月23日（金）17:00までにご返信いただきますようお願い申し上げます。
個人情報のご記入にあたって
ご記入頂きました個人情報は、今回のイベント関連の出席者管理・ご連絡のみに利用させて頂きます。
イベント関係者以外の第三者への提供・預託はおこないません。本ご返信状に個人情報を記入頂く場合には、下記内容を御確認・ご同意
の上、同意欄にチェックの上ご返信をお願い致します。

□ 個人情報の送信に同意する
当社の個人情報保護方針、並びに個人情報の取り扱いに関するお問い合わせはprivacy@vectorinc.co.jpまでお願い致します。

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
TOKYOイノベーションリーダーズサミット PR事務局 （㈱アンティル）
担当：芝田、中根 （当日のお問い合わせ先 中根：080-3081-1800）
TEL： 03-5572-7375 FAX： 03-6674-2730 Mail： ils@vectorinc.co.jp
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