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―活動のご案内―

南北協⼒
（North to South）

WKX インターネット動画EXPOは
東京 赤坂に本社を置くATTOが運営する

BtoBイノベーションプラットフォームです

ATTOはWKXサイト上で850種類以上の
ハイテク型インターネット動画EXPOを開催する

世界最大級のEXPOプロバイダーです!!

会長 星野 克美 多摩大学 名誉教授
顧問 野々内 隆 元通商産業省資源エネルギー庁 長官

元一般財団法人経済産業調査会理事長
顧問 斎藤 信男 慶應義塾大学 名誉教授 工学博士
顧問 松井 一秋 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 研究顧問
理事 井戸田 勲 一般社団法人日本技術者連盟 専務理事
理事 梶原 豊 高千穂大学 名誉教授 経営学博士
理事 浮舟 邦彦 学校法人滋慶学園 総長 Ph.D.
理事 内藤 香 元公益財団法人核物質管理センター 理事長
理事 林道 寛 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 / 原子力工学センター 特任参事
監事 當間 立美 當間化学薬品株式会社 代表取締役

一般社団法人日本技術者連盟役員構成

代表取締役社長 井戸田 勲 イノベーション事業本部長 兼 事業戦略担当
取締役 井上 圭子 業務開発本部
取締役 星野 克美 多摩大学 名誉教授

一般社団法人日本技術者連盟 会長
技術顧問 斎藤 信男 慶應義塾大学名誉教授 工学博士
顧問 内藤 香 一般社団法人日本技術者連盟 理事
顧問 森田 裕之 技術士協同組合 理事長 技術士
顧問 大塚 政尚 株式会社Greenway 代表取締役 技術士

※株式会社スノーヴァ（現アドバックス）を創業、2000年東証マザースに上場。

監査役 當間 立美 當間化学薬品株式会社 代表取締役

株式会社アジア技術移転機構 役員構成

WKX 世界主要利用企業/団体機関分布図

・産業界
民間機関研究開発部門（食品/飲料製造、無機/有機、医
薬　品製造、電気/電子機器、非鉄金属など（合計　約2,100

社）
・研究開発型部門
　化学製品、情報サービス、金属/ 非鉄、電子/電気など
　（合計　約410社）
・大学発ベンチャー企業（約250社）

・全国試験研究機関
　国立試験研究機関、特殊法人、研究助成団体、学会/協
会　/研究室など（合計　約1,120団体）
・国立/公立/私立大学研究機関、全国共同教育施設、独立
/　連合大学院研究科、大学共同利用機　　
関など（合計　約1,500機関）

・国内技術開発系展示会
・

・Korea Yellow Page  企業
・Korea 海外進出企業の

Directory

・Korea 会社情報
・

・ベトナムBPO企業一覧
・ベトナム成長産業一覧
・ベトナム日系企業

・ベトナム対日輸出・輸入企
業
・ベトナム四季報企業

・

・Industrial &

Commerci al  Source book

・Industrial Source  book 

Pak istan

・

・Food Industry Directory

・Myanmar Industry  

Directory

・UMFCCI（ミャンマー商工
会議所）

・Myanmar Eng ineering 

Society

・Laos Nationa l Cha mber Of 

Commerce  And  Industry

・Laos Business D irec to ry

・

・Cambodia Chamber  o f 

Commerce

・Directo ry Of Japan NGO 

・
・タイ製造企業
・タイ企業四季報掲載企業
・タイ商工会議所会員企業

・

・Bangladesh  Business  

Directo ry

・Bangladesh  Chamber of 

Commerce

・Bangladesh  Tex t il es Mi lls  

・

・Outsourcing 

　Ma laysi a Dir ecto ry

・Malays ia 電気電子協会会
員企業
・

・Singapore Biotech

Guide 企業
・Singapore Industrial 

Sourcing  Guide 企業
・Certif ied Companies in 

Singapore

・

・製造業Yel low Page企業

・台湾Import＆Export

・台湾四季報系企業
・台湾商工会議所

・
・Philipp ine Industrial  

Companies Dir ecto ry

・TOP 7000  Companies

・Philipp ine Cha mber of 

Commerce  

・

・Indonesia Chamber o f 

Commerce

・Yellow Indonesia 工場 /企
業年鑑
Directory  ・ Indonesia 

Exporter

・

・ Ind ian Pharmacy Referenc e 

Guide

・インド日系企業年鑑
・インド貿易業者総覧
・

・中国中小企業情報網
・中国生産力中心

・中国科学技術交流中心
・China Chamber of 

Commerce  for 

Import&Export Of Mechan ic 

&Ele ctron ics Products

・

　　　　　　―　国際機関ネットワーク　―
・世界工学会　99カ国　（各国内40～50団体）
・AOTS海外OBネットワーク

・世界商工会議所ネットワーク（青年商工会議所）
・世界工業系大学/附属研究機関

・世界中小企業団体ネットワーク
・国際特許事務所
・世界シンクタンク連合会
・国際コンサルタントエンジニア連合会（Ph）

・各国銀行取引企業
・世界展示会主催団体連合会及び出席者
・世界公立/私立図書館連合会

・

・Foreign  Companies in  

Mac edon ia

・

・TRENDS Top  30,000

（ベルギートップ
30,000)

・ブリッセル企業リスト
Who's who

・

・Foreign 

Companies in  

Porland Years 

Book

・ポーランド業
種別企業ランキ

ング 2012 Book  

o f List

・

・ロシア日系企業年鑑2009

・Foreign  Companies Russi a 

Years Book

・
・Association Canada

・FP Servey Mines & 

Energy

・Natural Health Products 

Canada

・Pharma & Bio Pharma

Industry Guide

・

・Directo ry o f US pharmaceu t ica l m achinery

・Directo ry o f US Exported

・Directo ry o f US Importing

・Directo ry o f Americ an  firm of operat ing in  

Foreign coun tries

・Directo ry o f Foreign  firm of operat ing in  US　

American uholcsbl e and  Dis tribution  Dir ectory

・Sport Market pl ace  Dire ctory

・World Business Direc to ry

・MERGENT  Industry Rev iew

・Venture cepit al & Priva te  Equ ity

・Consultant & consu lting organiza tion  Dire ctory

・

・コスタリカサービス 業
・Membersh ip  

Directo ry and  Business  

Guide

・

・Foreign Companies 

in Mexico Years 

Book 2009

・ブラジル日系企業
年鑑

・Foreign Companies 

in Braz il  Year's 

Book

・The Braz il ian  on 

chemic al & Industry 

Directo ry

・

・アルゼンチン外
資系企業

・アルゼンチン企
業ランキング1000

・

・The Handbook of Australia Top500 

Republic Companies

・オーストラリア自動車関連データ2012 

Bla ck and Whit e Da ta Book

・Directo ry of Australi an  Associe tion

・在オーストラリア日系企業
・

一般社団法人日本技術者連盟　作成資料 作成中

・ベネズエラ米国系
企業商工会議所
・化粧品/衛生用品

関連工業団体会員
・

・Directo ry of 

Brit ishAssocia tion

・Trade Associa tion 

and  Professcinal 

Bodeis o f the  United 

Kingudam and  EIRE

・Key Brit ish 

En terp rise 2010

・

・TRENDS Top  30,000

（ベルギートップ
30,000)

・

・Foreign  

Companies in 

SLOVAKIA 

Years Book

・スロバキア自
動車部品メーカー
80社

・

・ハンガリー金
融業者リスト

・Foreign  

Companies in 

Hungary  Years 

Book

・

・フランス流通業者リ
スト（PANORAM)　

Trade Dim ention

・

・Foreign Companies 

in Bosna i  

Hercegov ina

・

・Swiss Stock  

Exchange リスト
・

・スペイン企業リスト

EQUIFOR DICODI 

50,Au

・

・イタリア企業リスト　
La GUIDA MONACI / 

del SISTE MA 

ITALIA

・

・NIGERIA's Top500 

Companies

・NIGERIA's Bussiness

Directory  Nigeri a 

Economic Guide 2011

・

・Foreign  Companies 

in  Sou th  Africa Ye ar 

Book

・自動車部品関連産
業
・

・Rotterdam Transport 

Handbook

・オランダ／ベルギー

　食品関連業者
・

・ドイツ大企業リス ト

・The Gueman  

Elec to ric al and  

Elec tronics Industry

・

・Foreign Companies 

in S.A. Ye ars Book 

・German Industry  in 

Sou th  Arab ic

・

・カタール外資企業
（Foreign Companies 

in QATAR)

・State  o f QATAR 

Products Finder

・

・オマーン商工会議所　会
員名簿　Trade D irec tory

・

・World  Stock 

Exchange Direc tory

・ Israel's Aguriculture

・

・Foreign  Companies in  

Egpt

・

・Foreign  

Companies in 

Turkey  Years 

Book

・Trading  

Highlight Trade  

Inquiers

・

・Foreign  

Companies in 

BAHRAIN 

Years Book

・BAHRAIN 

Business 

Directory

・

・The New Ze aland Business Who's who

・New Zeal and  Business H andbook

・The New Ze aland  NU RSERY /R egine

・

・産業界
民間機関研究開発部門（食品/飲料製造、無機/有機、医
薬　品製造、電気/電子機器、非鉄金属など（合計　約2,100

社）
・研究開発型部門
　化学製品、情報サービス、金属/ 非鉄、電子/電気など
　（合計　約410社）
・大学発ベンチャー企業（約250社）

・全国試験研究機関
　国立試験研究機関、特殊法人、研究助成団体、学会/協
会　/研究室など（合計　約1,120団体）
・国立/公立/私立大学研究機関、全国共同教育施設、独立
/　連合大学院研究科、大学共同利用機　　
関など（合計　約1,500機関）

・国内技術開発系展示会
・

・Korea Yellow Page  企業
・Korea 海外進出企業の

Directory

・Korea 会社情報
・

・ベトナムBPO企業一覧
・ベトナム成長産業一覧
・ベトナム日系企業

・ベトナム対日輸出・輸入企
業
・ベトナム四季報企業

・

・Industrial &

Commerci al  Source book

・Industrial Source  book 

Pak istan

・

・Food Industry Directory

・Myanmar Industry  

Directory

・UMFCCI（ミャンマー商工
会議所）

・Myanmar Eng ineering 

Society

・Laos Nationa l Cha mber Of 

Commerce  And  Industry

・Laos Business D irec to ry

・

・Cambodia Chamber  o f 

Commerce

・Directo ry Of Japan NGO 

・
・タイ製造企業
・タイ企業四季報掲載企業
・タイ商工会議所会員企業

・

・Bangladesh  Business  

Directo ry

・Bangladesh  Chamber of 

Commerce

・Bangladesh  Tex t il es Mi lls  

・

・Outsourcing 

　Ma laysi a Dir ecto ry

・Malays ia 電気電子協会会
員企業
・

・Singapore Biotech

Guide 企業
・Singapore Industrial 

Sourcing  Guide 企業
・Certif ied Companies in 

Singapore

・

・製造業Yel low Page企業

・台湾Import＆Export

・台湾四季報系企業
・台湾商工会議所

・
・Philipp ine Industrial  

Companies Dir ecto ry

・TOP 7000  Companies

・Philipp ine Cha mber of 

Commerce  

・

・Indonesia Chamber o f 

Commerce

・Yellow Indonesia 工場 /企
業年鑑
Directory  ・ Indonesia 

Exporter

・

・ Ind ian Pharmacy Referenc e 

Guide

・インド日系企業年鑑
・インド貿易業者総覧
・

・中国中小企業情報網
・中国生産力中心

・中国科学技術交流中心
・China Chamber of 

Commerce  for 

Import&Export Of Mechan ic 

&Ele ctron ics Products

・

　　　　　　―　国際機関ネットワーク　―
・世界工学会　99カ国　（各国内40～50団体）
・AOTS海外OBネットワーク

・世界商工会議所ネットワーク（青年商工会議所）
・世界工業系大学/附属研究機関

・世界中小企業団体ネットワーク
・国際特許事務所
・世界シンクタンク連合会
・国際コンサルタントエンジニア連合会（Ph）

・各国銀行取引企業
・世界展示会主催団体連合会及び出席者
・世界公立/私立図書館連合会

・

・Foreign  Companies in  

Mac edon ia

・

・TRENDS Top  30,000

（ベルギートップ
30,000)

・ブリッセル企業リスト
Who's who

・

・Foreign 

Companies in  

Porland Years 

Book

・ポーランド業
種別企業ランキ

ング 2012 Book  

o f List

・

・ロシア日系企業年鑑2009

・Foreign  Companies Russi a 

Years Book

・
・Association Canada

・FP Servey Mines & 

Energy

・Natural Health Products 

Canada

・Pharma & Bio Pharma

Industry Guide

・

・Directo ry o f US pharmaceu t ica l m achinery

・Directo ry o f US Exported

・Directo ry o f US Importing

・Directo ry o f Americ an  firm of operat ing in  

Foreign coun tries

・Directo ry o f Foreign  firm of operat ing in  US　

American uholcsbl e and  Dis tribution  Dir ectory

・Sport Market pl ace  Dire ctory

・World Business Direc to ry

・MERGENT  Industry Rev iew

・Venture cepit al & Priva te  Equ ity

・Consultant & consu lting organiza tion  Dire ctory

・

・コスタリカサービス 業
・Membersh ip  

Directo ry and  Business  

Guide

・

・Foreign Companies 

in Mexico Years 

Book 2009

・ブラジル日系企業
年鑑

・Foreign Companies 

in Braz il  Year's 

Book

・The Braz il ian  on 

chemic al & Industry 

Directo ry

・

・アルゼンチン外
資系企業

・アルゼンチン企
業ランキング1000

・

・The Handbook of Australia Top500 

Republic Companies

・オーストラリア自動車関連データ2012 

Bla ck and Whit e Da ta Book

・Directo ry of Australi an  Associe tion

・在オーストラリア日系企業
・

一般社団法人日本技術者連盟　作成資料 作成中

・ベネズエラ米国系
企業商工会議所
・化粧品/衛生用品

関連工業団体会員
・

・Directo ry of 

Brit ishAssocia tion

・Trade Associa tion 

and  Professcinal 

Bodeis o f the  United 

Kingudam and  EIRE

・Key Brit ish 

En terp rise 2010

・

・TRENDS Top  30,000

（ベルギートップ
30,000)

・

・Foreign  

Companies in 

SLOVAKIA 

Years Book

・スロバキア自
動車部品メーカー
80社

・

・ハンガリー金
融業者リスト

・Foreign  

Companies in 

Hungary  Years 

Book

・

・フランス流通業者リ
スト（PANORAM)　

Trade Dim ention

・

・Foreign Companies 
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Hercegov ina

・

・Swiss Stock  

Exchange リスト
・

・スペイン企業リスト

EQUIFOR DICODI 

50,Au

・

・イタリア企業リスト　
La GUIDA MONACI / 

del SISTE MA 

ITALIA

・
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・NIGERIA's Bussiness

Directory  Nigeri a 

Economic Guide 2011

・

・Foreign  Companies 

in  Sou th  Africa Ye ar 

Book

・自動車部品関連産
業
・

・Rotterdam Transport 

Handbook

・オランダ／ベルギー

　食品関連業者
・

・ドイツ大企業リス ト

・The Gueman  

Elec to ric al and  

Elec tronics Industry

・

・Foreign Companies 

in S.A. Ye ars Book 

・German Industry  in 

Sou th  Arab ic

・

・カタール外資企業
（Foreign Companies 

in QATAR)

・State  o f QATAR 

Products Finder

・

・オマーン商工会議所　会
員名簿　Trade D irec tory

・

・World  Stock 

Exchange Direc tory

・ Israel's Aguriculture

・

・Foreign  Companies in  

Egpt

・

・Foreign  

Companies in 

Turkey  Years 

Book

・Trading  

Highlight Trade  

Inquiers

・

・Foreign  

Companies in 

BAHRAIN 

Years Book

・BAHRAIN 

Business 

Directory

・

・The New Ze aland Business Who's who

・New Zeal and  Business H andbook

・The New Ze aland  NU RSERY /R egine

・

南南協⼒
（South to South）

株式会社アジア技術移転機構
Asia Technology Transfer Organization, Inc.（略称︓ATTO）



―Welcome to International Techno Expo―
WKXサイト上で850種類以上のインターネット動画EXPO開催中 https︓//wkx21c.org

ATTOの基本バックグラウンド

■Vision
ものづくり技術は世界共有の財産であり「ものづくり技術の世界はひとつ」
を達成

■Mission
インターネット動画EXPOの開催により、企業間/国家間のものづくり情
報の格差を是正する

■Value
いつでもどこでも、ものづくり動画情報を世界市場に向けて発信するととも
に、⾃社のイノベーションの発⾒を併せ持つ、スケールフリーネットワークの
構築

エレベータ・ピッチ

A）株式会社アジア技術移転機構は何をする会社か︕
ASEAN経済共同体（AEC）及びTPP、RCEPを⾒据えて、日本の中堅・
中小企業の“ものづくり文化”を、テクノ動画共有サイトWeb Knowledge
Xpo®（ウェブ ナレッジ エキスポ）経由で国内市場および、アジア諸国並び
に発展途上国市場の企業・団体に配信することにより、日本式ものづくりの製
品・サービス情報を発信する。

B）どのような問題を解決しようとしているのか︕
21世紀はアジアが世界経済の成⻑エンジンであり、あらゆる“ものづくり”技術
開発や、日本の中堅・中小企業からの“ものづくり”製品・サービスの情報が求
められている。

C）他企業とはどう違うのか︕
当社は日本の“ものづくり” 製品・サービス及び人財コンテンツを動画化し、
ネットワーク化により、アジア諸国及び発展途上国市場に紹介することにより、
各国のものづくり産業に貢献できる組織で、イノベーション動画EXPOサイトを
運営する唯一の組織である。

D）なぜ気にかける必要があるのか︕
日本の中堅・中小企業の専門性の高い製品・サービス及び人財コンテンツを、
企業/団体が開催する“インターネット動画EXPO”を通じて発信することで、ア
ジア諸国並びに発展途上国市場の工業化とSDGsに貢献することができる。

事業概要 1 WKX事業
Web Knowledge Xpo（WKX)

イノベーションプラットフォームの強さ イノベーション動画プラットフォーム「Web
Knowledge Xpo」(WKX）上で展開
する“インターネット動画EXPO”を経由し、
日本の中堅･中小企業の“ものづくり文
化”を、国内市場及び世界市場に向けて
動画で配信することにより、技術・製品・
サービスの販路開拓を⾏うと共に、新興
国･発展途上国との技術移転の活発化と
迅速化を支援する

日本/イラン合同技術フォーラム
“最新の鉄道技術と環境配慮”

日本/カンボジア
情報通信技術フォーラム

事業概要 2 テクニカルインバウンド/アウトバウンド事業

北欧とエストニアの原⼦⼒発電所の
サイバー及び核セキュリティ実態調査団

中国蘇州工業園区訪日交流団
ミーティング

日本/UAE 
高温ガス炉研究協⼒技術フォーラム

原⼦⼒発電設備・部品の中国国内及び
海外の供給チェーン確⽴に向けた、日中
協⼒のための中国核工業集団公司及び

海塩県人⺠政府との協議会

⽶国の原⼦⼒発電所の廃⽌措置と
ニュービジネス開発調査団

日本/イラン ガスタービン コンバインド
サイクル発電・リパワリング技術フォーラム


