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港区立産業振興センター

港区オープン
イノベーションフェア

港区立産業振興センター
札の辻スクエア10～11階
ホール大 ・ ホール小 ・ 研修室2 ・ 会議室3・4（連結）

申込方法 二次元コード、または港区立産業振興センターHPの
イベントページからお申込みいただけます。

東京都港区芝5-36-4
〇JR田町駅三田口（西口）から徒歩4分
〇都営三田線三田駅A3出口から徒歩4分またはA4出口から徒歩3分

10
2022

13:00-17:00
26 水

第一回

入場：無料
（原則事前申込制）

■主催
港区立産業振興センター指定管理者
みなと・キャンパス・リログループ
■事業担当
株式会社キャンパスクリエイト
協力：一般財団法人デジタルコンテンツ協会

■問い合わせ先
港区立産業振興センター９階　総合受付
TEL： 03-6435-0601
URL： https://minato-sansin.com/

港区発の新しい産業の創出

展示
ブース

ミニ
セミナー
開催

基調
講演

https://minato-sansin.com/openinnovation_fair2022

中小企業の支援、人材の育成及び
新たな事業の創出を図るための交流と連携の場

〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号　札の辻スクエア ９F・１０F・１１F

https://minato-sansin.com/

● JR田町駅西口から  徒歩4分
● 都営三田線三田駅A3出口から  徒歩4分 またはA４出口から  徒歩3分

�F　ビジネスサポートファクトリー
クリエイター、デザイナーなど様々な方が利用可能な先端機
器類を設置・貸出しています。3Dデザイン、ファッションテッ
ク、DX等への取り組みを支援するほか、プロトタイピングも
可能です。

�F　コワーキングスペース
ゆったりとした空間と心地良い音響、電源、無料WiFi、
ブース、貸会議室（無料・予約制）、ホワイトボードなど
を設置しています。登記も可能であり、登記する場合は
ロッカーをご利用いただきます。

�F　ビジネス支援ライブラリ
ビジネスに役立つ最新情報を収集可能。様々な雑誌、新聞
類等を定期購読するとともに、スタートアップや起業家、中
小企業、フリーランス、エンジニア、オープンイノベーション
担当者に役立つ書籍を厳選して設置し、いつでも読める環
境を提供しています。

��F　大ホール
貸出可能（有料、別途申込）でセミナー・発表会・展示会・
式典・ワークショップ 等、幅広い用途に対応可能な大ホール
があります。

��F　会議室・研修室・ワークルーム
貸出可能（有料、別途申込）な会議室や研修室、ワーク
ルーム等があります。

��F　小ホール
貸出可能（有料、別途申込）でセミナー・発表会・展示会・
式典・ワークショップ 等、幅広い用途に対応可能な小ホー
ルがあります。

三田口［西口］
港区立産業振興センター
（札の辻スクエア）

国道 15 号

桜田通り

東京方面田町駅
品川方面

慶應義塾大学

グランパーク 芝浦公園

地下鉄三田駅［A4出口］

地下鉄三田駅［A3出口］

月～土曜日（祝日も開館） 9：00 ～ 21：30
日曜日　　　  9：00 ～ 17：00
０３－６４３５－０６０１ （9階総合受付）T E L

営業時間

※ミニセミナー終了 17:10
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港区発の新しい産業の創出
概要詳細

「港区オープンイノベーションフェア」は、港区内事業者を中心に多様な業種の
スタートアップ企業や大学・研究機関が集う「港区初の事業者間交流イベント」
です。港区の産業特性である「多様性」や「グローバル」に関するポテンシャルを
活かし、最先端の技術・サービスをお持ちの出展者や参加者との新しい価値創
造やビジネス連携につながるきっかけの機会を提供いたします。

10F 11F

13:30-14:05

サイバー文明の到来とビジネスチャンス

慶應義塾大学　総合政策学部 
教授　國領 二郎
����年東京大学経済学部卒。日本電信電話公社入社。����年ハーバー
ド・ビジネス・スクール経営学博士。����年慶應義塾大学大学院経営管理
研究科助教授。����年同教授。����年同大学環境情報学部教授、����
年同大学総合政策学部教授（現在に至る）などを経て、����年より����
年総合政策学部長、����年より����年�月慶應義塾常任理事を務める。  
主な著書に「オープン・アーキテ クチャ戦略」（ダイヤモンド社、����）、 「ソー
シャルな資本主義」（日本経済新聞社、����年）、「サイバー文明論 持ち寄り
経済圏のガバナンス」（日経BP　日本経済新聞出版社、����年）がある。 

デジタル技術の発達によって、いま世界は新しい文明の到来とい
っていい局面にはいっている。工業文明時代に発達していた所
有権を販売するモデルから、さまざまなものがサービスとして提
供されるモデルへの転換などはその変化の一端だ。底流にある
ネットワーク外部性や複雑系、トレーサビリティなどの変化の動
因を解説しつつ、生まれうる新しいビジネスチャンスについて議
論をさせていただく。

14:20-14:55

日本のイノベーションエコシステムの
国際 化

EDGEof INNOVATION CEO、
nfinite 日本代表など
小田嶋 Alex 太輔
ビジネスインキュベーションの専門家として、数々のスタートアップ設立や、
大企業の事業部立ち上げに携わる。現在は、EDGEof INNOVATIONの代表
として、日本と海外のイノベーションエコシステムを繋ぐ様々な活動を展開。
２０ヶ国以上の大使館やスタートアップ支援機関と連携し、各国のイノベー
ション関連施策に関わりながら、カナダ、ドイツ、シンガポールなど、数多く
のスタートアップ育成プログラムにメンターとして携わる。日本国内でも、
企業とスタートアップのコラボレーション支援を行う他、J-Startupや
JETRO、渋谷区役所などといった行政機関とも連携し、スタートアップ支
援の環境構築に注力している。Shibuya Startup Supportグローバルアン
バサダー、J-Startup推薦委員、French Tech Tokyoボードメンバーなど。

イノベーションの最前線が、大企業の巨大資本から小回りの利く
スタートアップへと移り変わり、オープンな連携こそが価値を生
み出す現代。国内に留まらず、グローバルなネットワークを構築
することが、あらゆるスケールのビジネスにおいて重要となって
きています。少しずつ世界から取り残され始めている日本のイノ
ベーションエコシステムをいかに国際化するか、海外の事例を交
えながら解説します。

※事前申込制となります 場  所 ：【会 場�】研 修 室 �

ロビーホール小 ホール大研修室 1研修室 2
会議室 3・4

交流会 会場基調講演
セミナー 会場1

セミナー 会場2

グローバル・オープンイノベーション・産学連携
起業家およびスタートアップ支援機関
デジタルコンテンツ・次世代IT・AI
ファッションテック・EC
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EVENT

SEMINAR

MEETUP 

お申し込 みフォーム▶

特別企画

セミナー

交流会

セミナー　【会場1】　研修室2

基調講演　【会場1】　研修室2

15:05-15:25

北 欧のスタートアップエコシステム：
最 新 動 向と日本市 場との親 和性

出展 者・来場 者同士のネットワークづくりにお役 立てください。
軽食をご用意します。

ノルディックイノベーションハウス東京
コミュニティディレクター　ニコラス・カルヴォネン

15:30-15:50

イスラエルスタートアップ最前 線

Aniwo株式会社　代表取 締役　松山 英嗣

15:55-16:15

芝浦工 業 大学 「共 同 研 究とベンチャー創出の
拠 点BOICE　誕 生！」
芝浦工業大学　特任教授　
ベイエリア・オープンイノベーションセンター長　古瀬  利博

16:30-16:40

実 践 から始まるオープンイノベーション
～「AUB A 」活用による事 業 成長 ～
eiicon company　Enterprise事業本部　事業本部長　村田  宗一郎

16:45-17:05

S TA RTUP DBENTERPRISE 
～事 業 創 造をスタートアップ企業と共に～
フォースタートアップス株式会社　執行役 員　中村  優 太

13:30-14:05

サイバー文明の到 来とビジネスチャンス

慶應義塾大学　総合政策学部 教授　國領 二郎

14:20-14:55

日本のイノベーションエコシステムの国 際 化

EDGEof INNOVATION CEO、nfinite 日本代表など　
小田嶋 Alex 太輔

セミナー　【会場2】　会議室3・4

13:00-13:20

13:25-13:45

成 約 率 �倍 短 尺 接 客 動 画の活用事例

株式会社ファナティック　瀬 戸 航

13:50-14:10

EC運営戦略における購入体験の重要性とLTV向上施策

Recustomer株式会社　セールス　星野 恭平

14:15-14:35

アパレルECのサイズ課題を、
オンラインフィッティングを導入し購入率���%改善

株式会社メイキップ　梶田 佳秀

14:40-15:00

アプリを活用したマーケティングと顧客体験向上の施策とは

メグリ株式会社　マーケティング部　部長　鯨岡 務

15:10-15:30

アパレルDX　はじめの 一 歩

株式会社DeepValley　代表取 締役 社長　深谷 玲人

15:35-15:55

ファッション業 界 の展示 会とデジタル化

ターミナル株式会社　代表取 締役　伊奈 亮輔

16:00-16:20

ウェブ/デジタルでも多様性への対応を考えませんか？

ファシリティジャポン株式会社　長井 早和子

16:25-16:45

位置情報活用の現在～様々な分野で活用が進む
位置情報活用の事例と今後の展望についてお話しします～

レイ・フロンティア株式会社　事業開発 部　山寺 里奈

16:50-17:10

実務で活躍するデータサイエンティストの育成・採用が
可能なデータ分析コミュニティNishikaのご紹介

Nishika株式会社　代表取 締役　CTO　松田 裕之

"未 来発展型の産業 振 興拠 点"を
体感できるツアーを同 時開催

港区立産業振興センター�Fにはオープンイノベーションに取組まれる方の活
動拠点「コワーキングスペース」と最新クリエイティブ機器を使い試作が一
気通貫で行える「ビジネスサポートファクトリー」がございます。この�施設を
クリエイティブコーディネーターが案内いたします。

最新 XRゴーグル体 験

ビジネスサポートファクトリーで利用できるXRゴーグル
「 Varjo XR-�」を装着し、最新のVR/AR技術を体感す
ることができます。※Varjo Aeroの体験もできます。

EVENT1

EVENT2

集合 場 所：� Fビジネスサポートファクトリー 事 務 室 前
時　間   ：� �: � � ～ / ��: � � ～
定　員   ：各 回 � � 名

場　所   ：��Fロビー
受 付 時 間：� �: � � ～��: � �
（協 力：株 式 会 社エルザジャパン）

※ビジネスサポートファクトリーでは、XRコンテンツクリエイターがレビュー・
開発するための環境や、ファッションテック機器類を揃えております。
（設置機 器 例：ht tps://minato -sansin.com/facilit y/xr-google/）

※XRゴーグルは、人間の眼レベルの解像度を有しており、VR端末だけでなく高速処理が可能なワーク
ステーションと�D-CADが付帯しています。�Dデザインレビューや�Dモデル設計、VRの研究開発などに
活用可能です。

参加費： � � � 円（当日現 金 払い）
場  所 ： 研 修 室�
時  間 ： ��：� � ～

※事前申込制となります

※事前申込制となります

「ファッション×テクノロジー」に�年 、
取り組 んで見えてきた、できること、できないこと

株式会社ニューロープ　代表取 締役　酒井 聡
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業界No�！
～いいオフィス～

シェアオフィス全国���箇所以上
に展開！
オフィスや自宅以外の新しいインフラ施設として
ニーズが高まっているコワーキングスペース（い
いオフィス）を全国に展開！利用は「いいアプリ」
�つで簡単にご利用いただくことが可能です。

BIRTH LAB

事業成長に伴走するワークスペース

みなさまの事業に寄り添う、多目的スペース。コ
ワーキング（個室も有）、レンタルスペースとして
ご活用頂く他、不動産を活用したコラボ案件のご
相談もお待ちしています。

株式会社メイキップ

アパレルECのサイズ課題解決に
特化
最短１分の「カンタン操作」でECサイトで欲しい
洋服の最適サイズを推奨。
膨大なフィッティングデータを用いて、分析やデ
ータ連携までサポートするサイズマーケティング
プラットフォームです。

MGRe（メグリ）

理想の顧客体験を実現するアプリ
プラットフォーム
MGReはアプリ導入から運用、分析まで支援する
アプリマーケティングプラットフォームです。小売
業に特化した機能を持ち合わせ、「すべてのデー
タをよろこびの体験に」というビジョンのもと、ア
プリ上で取得したデータを活用した� to �マーケ
ティングの支援を提供しています。

TERMINAL

ファッションBtoB ECプラットフォ
ーム
展示会開催、受発注管理など、ブランド・バイヤ
ー双方のオペレーションをデジタル化。
洗練されたシステムと業界を熟知したパートナ
ーが、業務効率化はもちろん、蓄積されたデータ
の活用を支援し、あなたのビジネスに新たな競
争力をもたらします。

青山アラマンダ
ワークコート

港区最大規模のプレミアムな会員
制シェアオフィス
外苑前駅からわずか徒歩１分という好立地の会
員制高級シェアオフィスです。１～４名向けの個
室、２フロアに渡って広々と設置されたフリーデ
スクエリア、会議室や会員専用ラウンジ、ライブラ
リーなどを完備しており、働き方やビジネスに合
せてプランやシーンをお選びいただけます。

Moon Creative Lab

三井物産グループのベンチャース
タジオ
Moon Creative Labは、三井物産から新たなビ
ジネスを「つくる」ベンチャースタジオです。今回
はBaby Techの「Lullaby」ほか、Moon発のベン
チャーのご紹介をいたします。

株式会社
READY TO FASHION

ファッションは人で加速する

ファッション・アパレル業界特化の採用支援を行
っております。

『READY TO FASHION』という求人サイトを運営
しており約���社のアパレル関連企業にご利用頂
いております。

AYATORI

ブランド運営を効率化するクラウド
PLM
MDマップの作成や商品管理、生産進捗管理、各
種データ集計／抽出など、アパレルブランドの企
画生産に必要な業務をAYATORIで効率化でき、
大手アパレルからD�Cブランドまで、幅広くご利
用いただけます。

Recustomer

あなたのブランドに、特別な購入
体験を
ワンクリック決済、商品追跡、返品・交換・キャン
セルの自動化を実現することで、ユーザーの購入
体験向上を実現し、EC事業者の売上向上を支援
します。

株式会社ニューロープ

ファッションAIでの接客＆トレンド
分析
トレンド分析によるMDや販促の最適化から、通
販サイトへのAI接客サービス導入まで。既に��社
以上のブランド、小売、商社、OEM、メディアなど
の企業様にご利用いただいています。

コンシェルジュブース

マッチングのご相談をお待ちして
います
来場者様のニーズ・ご関心に応じて親和性の高
い出展者様の情報をご紹介します。ぜひお気軽に
ご相談ください。

株式会社Too

クリエイティブになれる環境を
クリエイト
クリエイティブのことならお任せください。時代
の流れでどんどん変化していくクリエイティブの
世界においても、最適な環境で作りたいものに
取り組めるよう、あらゆる角度から支援いたしま
す。

株式会社エルザジャパン

最先端テクノロジーで日本を豊か
に
現実世界とVR空間を融合する最新のXRヘッドセ
ットとDXデジタルツインを実現する企業向けメタ
バースソフトウェアをご紹介。

ザッピング

店頭の接客をデジタル化する動画
接客ツール
画像より効果の高いショート動画を用いて、店頭
の接客をサイト上に再現いたします。また投稿し
ていただく販売員の方、それぞれの個人評価まで
ワンストップで提供できる動画接客ツールです。

Axross Recipe

企業のDXを加速させる、DX人材
の底上げ
Axross Recipeは、現役エンジニアによる実践的
なプログラミング教材を提供する、ソフトバンク
のAI・DX人材開発サービスで、個人、法人両方に
向けた事業を行っています。

ノルディック
イノベーションハウス東京
北欧のベストを世界へ

北欧�カ国のスタートアップや成長企業の日本
進出を支援する、政府系コミュニティプラットフ
ォームです。�カ国の駐日大使館商務部や貿易振
興機構と連携して活動しています。

芝浦工業大学

社会に学び、社会に貢献する技術
者の育成
創立以来、実学主義の教育により、優れた技術者
の育成に力を入れる理工系総合大学。本年秋、イ
ノベーションの協創拠点「ベイエリア・オープンイ
ノベーションセンター（BOICE)」が誕生。

eiicon company

「価値ある出会いが未来を創る」

日本最大級のオープンイノベーションプラットフ
ォーム「AUBA」、自社メディア「TOMORUBA」を
運営し、累計共創実績����社以上の実績を持つ
オープンイノベーションのプロフェッショナル集
団です。

STARTUP DB

事業創造をスタートアップと共に

国内最大級のスタートアップ情報プラットフォー
ム。スタートアップの情報提供のみならず、スター
トアップとオープンイノベーションに精通する専
門家が伴走支援し、プロの手で事業創造を実現
します。

グローバルDX

グローバルスタートアップとの共
創を促進
日本企業の新規事業開発を海外企業との共創
により実施。
海外テクノロジー企業と連携にあたり、企画、マ
ッチング、PoC検証、共同開発、事業化までのフェ
ーズにおいて一気通貫の支援。

東京都 地域間
経済交流事業＆E-World

 ����出展支援事業
東京都による海外展開支援施策
のご案内

【地域間経済交流事業】ドイツ・NRW州およびアメ
リカ・テキサス州への都内中小企業の進出を支援

【E-world事業】ドイツで開催される、環境・エネ
ルギー分野の展示会への出展者を募集。

咲耶-SAKUYA-
（株式会社Herbs）

日本初のご当地体験ミールキット

日本各地をテーマに、その地の郷土料理や各地
の厳選した食材が愉しめる一汁三菜の献立がセ
ットになった和食御膳のミールキットを販売。ま
るで旅に出たような特別なグルメ体験をお届け
します。

株式会社ユーグレナ

いきる、たのしむ、サステナブる

私達は、サステナビリティが当たり前となる社会
を実現するため、「Sustainability First」をユー
グレナ・フィロソフィーに掲げ、多くの仲間と協力
しながら走り続けています。

レイ・フロンティア
株式会社

人間の無意識を、行動データで見
える化する
AIを活用し、行動情報の収集・管理からソリュー
ション開発を行なっています。
個人単位の細かな人流データだけではなく、ユ
ーザーの属性を推測することでより具体的なペ
ルソナを可視化します。

Nishika株式会社

貴社にぴったりなAI導入・データ
活用をご支援します
NishikaはAI・データサイエンスの力により企業
の課題を解決します。
AIの予測精度を競うデータ分析コンペティション
を通じた最高精度でのAI開発、�万人のトップク
ラスAI・データ人材の採用支援、コンペティション
を活用した実践型AI研修を提供しています。

株式会社天地人

宇宙ビッグデータで土地のポテン
シャル評価
天地人コンパスは、世界でもっとも簡単に宇宙ビ
ッグデータを分析できるオンラインGISプラットフ
ォームです。顧客のデータを組み合わせて分析し
たり、可視化し、チームで共有できます。

株式会社Lupinus

データ利活用でビジネス変革を実
現します
データ利活用による顧客起点のビジネス変革を
得意とするDXコンサルティングファームです。徹
底したコンサルティング力で、クライアント様に合
ったテーラーメイド型の改革を立案・実現します。

国立大学法人
東京工業大学

世界を変える大学発スタートアッ
プを育てる
東京工業大学は「世界を変える大学発スタート
アップを育てる」を目標に、ベンチャー創出のシ
ーズ探索、事業の将来価値も視野に入れた知財
戦略、他企業との事業共創等を推進しています。

株式会社SandBox

感情分析・視線推定AIソリューシ
ョン
ブレインテック（脳科学）企業です。脳波によるヒ
トの感情分析と、視線推定AI「カシカク」を展開。
企業の新製品やパッケージデザイン等の効果測
定・改善を脳科学観点でサポートしています。

Aniwo株式会社

イスラエル発イノベーションプラット
フォーム
イスラエルと日本を拠点に、日本企業向けオープ
ンイノベーションアドバイザリーサービスや次世
代の採用を実現するAxelnodeの運営、イスラエ
ル発技術・サービスのインキュベーション事業を
展開する。

nifinite

インスタ時代のEC用商品画像管理
ツール
消費者が写真だけで購入判断をする現代、ECの
売上は商品画像のクオリティと数に大きく左右さ
れます。nfiniteは、高品質のビジュアルをCG技術
で安く量産できるプラットフォームです。

ファシリティジャポン
株式会社

デジタル/ウェブもダイバーシティ
を推進
昨今話題となっている多様性への対応は、デジタ
ル/ウェブでも同じです。
私たちは、そんなウェブでの多様性への対応が実
現する、ウェブ利用時に感じているちょっとした不
便解消のサポートができるソリューションを提供
するフランス発のスタートアップ企業です。

Agorize

日本と世界をつなげるプラット
フォーム
オープンイノベーションコンテストに特化した
SaaSプラットフォームを通じて、国内外の様々な
コンテスト施策をノーコードで実施可能。応募ユ
ーザーにもシームレスな応募とコラボ機能も提
供。

※ブース番号順に配列しています。　※出展者の状況は予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

出展者

グローバル・オープンイノベーション・産学連携
起業家およびスタートアップ支援機関
デジタルコンテンツ・次世代IT・AI
ファッションテック・EC

グローバル・オープンイノベーション・産学連携
起業家およびスタートアップ支援機関
デジタルコンテンツ・次世代IT・AI
ファッションテック・EC

・会場に来る際はマスクの着用をお願いいたします。
・発熱や体調不良の際はご参加をお控えください。
・当日は主催者側で写真や動画撮影を行う可能性があります。また、写真・動画についてはイベント終了後、メディアなどに
掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・新型コロナウィルスの感染拡大及び、緊急事態宣言の発令に応じて開催概要が変更になる可能性がございます。

ご来場の注意


