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謹んで新年のお慶びを申し上げます。年末には本県でも オミクロン株の感染者が見つか
り、今後の感染者の広がりに予断を許さない状況が続いておりますが、2022 年が皆様に
とって素晴らしい一年になることを心よりお祈り申し上げます。
さて、12 月の活動報告です。

住所
〒420-0034
静岡市葵区常磐町 2-6-8
TOKAI ビル 7F

□12 月 6 日（月）18:00～19:30 中部サロン TOKAI ビル 1F 特別会議室
・富士通 Japan㈱ 民需ビジネス部長 鈴木高師様の講演「DX が切り開く未来の世界」
･ 当日は本年度初めてのリアル開催でした。鴇田会長のほか当年度新会員になられた、
神戸の㈱トーアコーポレーションの乙守様、都築電気㈱静岡営業所の平賀様、同じく浜松
営業所の鈴木様の参加があり、総勢 23 名が参加する盛会となりました。
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□12 月 10 日（金）17:00～19:30 東部サロン みしまプラザホテル
・忘年会の開催
□12 月 20 日（月）14:00～16：00 第 2 回 魅力付け委員会 グランディエールブケトー
カイ 4F「シンフォニー」
・より魅力ある会にするべく、会の活性化について検討する委員会を 11／17 に続き第 2 回
目を開催しました。当日の結果を取り纏め、1 月 24 日の賀詞交換会にて発表いたします。

１月行事予定
□JNB 新春賀詞交換会（名刺交換会）
日時：令和４年１月 12 日（水） 16：00～17：30
場所：THE Okura Tokyo プレステージタワー2F オーチャード
【中部部会】
□新春サロン（賀詞交換会）
講師：清水銀行㈱ 代表取締役頭取 岩山 靖宏 氏
日時：令和 4 年 1 月 24 日（月） 18：00～19：30
場所：グランディエールブケトーカイ 4F
参加料：3,000 円
※中部部会の催事ですが、東部、西部の各部会の会員様も参加可能ですので、奮ってご
参加下さい。

産業振興財団
からのお知らせ

◆「ふじのくに総合食品開発展 2022」出展者募集のご案内
今回で 13 回目の開催となる「ふじのくに総合食品開発展」は、対面でのリアル商談会と
オンラインでの商談会を同時開催します。
県内農林水産業者、食品加工業者、食品機械製造業者など、広く食品関連事業者の募集を
しています。
新規顧客の開拓、新製品の発表などの機会に是非ご活用ください。
1.開 催 日

：リ ア ル商談会:令和 4 年 2 月 1 日(火)
オンライン商談会:令和 4 年 2 月 1 日(火)～2 月 28 日(月)
2.会
場
：リ ア ル商談会:グランシップ 大ホール「海」
オンライン商談会:バイ・シズオカオンラインカタログ上
3.主 催 者
：ふじのくに総合食品開発展実行委員会
4.募 集 数
：100 ブース
5.出 展 料
：2 万円
6.申込期限
：令和 4 年 1 月 12 日(水)
7.申込方法
：バイ・シズオカオンラインカタログ開発展
TOP ページよりお申し込みください。
【 URL：https://buyshizuoka-catalog.com/exhibition/ 】
8.問い合わせ先：ふじのくに総合食品開発展 2022 運営事務局((株)JTB 静岡支店)
E-mail：fujinokuni-fpd@amuse-fuk.com TEL：0570-200-802
(受付時間：月～金 10：00～17：00(土日祝日及び 12/29～1/3 を除く)）
詳細はこちら
http://www.fsc-shizuoka.com/info/fujinokunisyokuhinnkaihatutenn2022/

◆ 静岡県の製造業検索サイト『ものナビ』公開のお知らせ
産業財団では、コロナ禍での営業方法の変化に伴い、県内中小製造業の
情報発信ならびに新規受注機会の創出を支援する目的で、県内中小製造業に特化した
企業検索サイト『静岡県ものづくり企業ナビ（ものナビ）』を立上げました。
協力企業を探す全国の調達担当者が、静岡県内の企業情報を効率よく収集できる
ようにすることを主目的とし、県内中小企業間の連携構築のきっかけとしても
期待するものです。
サイト内では、地域・業種・加工分野・取り扱い材料等の条件を指定し検索。
企業概要が表示され、詳細情報はリンク先の各社ホームページでの確認を促すことで、
掲載企業ホームページへの集客増加を見込みます。
■サイト URL
：https://siz-sangyo.secure.force.com/companysearch
■サイト利用料：無料 ※利用規約をご確認の上ご利用ください。
■掲載条件
：静岡県内に製造拠点を有する中小企業
申込は随時受付(掲載無料)
掲載の申込はこちら
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_745.html
■本件に関するお問合せ：公益財団法人静岡県産業振興財団

取引支援チーム

TEL：054-273-4433 E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp

◆「健康に配慮した健康食メニュー・商品の開発事業」
広報業務 公募型プロポーザルを実施します
「健康に配慮した健康食メニュー・商品の開発事業」広報業務について、
公募型プロポーザルを行います。
1.目

2.概

的：「健康に配慮した健康食メニュー・商品開発事業」にて開発された
メニューについて、広く県民に周知することにより、健康食産業の
ビジネス化を進め、県民が健康食へアプローチしやすい環境づくりを
広めることを本業務の目的とする。
要：(1)業務名
「健康に配慮した健康食メニュー・商品の開発事業」広報業務
(2)業務内容
「健康に配慮した健康食メニュー・商品の開発事業」広報業務仕様書
(以下、「仕様書」という。)のとおり
(3)業務期間
委託契約締結日から令和 4 年 2 月 17 日(木)まで
(4)見積上限額
金 3,000,000 円(消費税額及び地方消費税額を含む)を見積金額の上限とす

る。
※仕様書記載の業務を実施するために必要な一切の経費を含む。
※この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。
※上限額を超えた者は失格とする。
3.応募制限：次のいずれかに該当する事業者は応募できません。
(1)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始に申立てが
なされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)
(2)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
4.提出書類：「実施要領」参照
5.選
定：(1)選定方法
提出書類をもとに、書面審査をする。
(2)審査基準
「実施要領」参照
(3)結果通知
審査結果を決定次第、採用の可否のみを応募者全員に文書で通知する。
(4)審査員
「実施要領」参照
6.契約方法：提案内容に沿って、契約についての協議・調整を行った上で、
(公財)静岡県産業振興財団と選定された者の双方が合意に至った場合に
業務委託契約を締結する。
なお、提案内容の具体的仕様については、契約時までにすべてを
確定させることが困難な場合は、確定できる部分を除き、企画案ベースの
仕様で契約を締結することとし、当該部分については、両者の協議により
確定させることがある。
7.そ の 他：(1)提案書類は返却しない。
(2)企画提案に係る一切の費用は、申請者の負担とする。
8.申込方法：提出書類を提出先へメールまたは郵送すること。
9.提出・
問合せ先：公益財団法人静岡県産業振興財団
フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター
プロジェクト推進部 土谷
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44－1 静岡県産業経済会館 2 階
TEL：054-254-4513 FAX：054-253-0019
E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp
詳細（仕様書・実施要領等）はこちら

詳細（仕様書・実施要領等）はこちら
http://www.fsc-shizuoka.com/info/20211228/

◆「第 3 回 静岡のテレワークを考えるセミナー」
(12/9 開催) 見逃し配信開始！
静岡県・(公財)静岡県産業振興財団では、県内の人事労務管理者・経営者等の皆様を
対象にして、今年度、県内企業のテレワークの導入を支援するためのセミナーを開催して
おります。
今回は最終回として、去る 12 月 9 日に「どうやってテレワークを実現？ 実践企業が
おすすめする IT ツール」をテーマにオンラインで開催し、実際にテレワーク等を
実践されている事業者様や、テレワーク等の導入を支援頂いている事業者様からの発表を
いただいた上で「テレワーク関連の IT 機器・ツール整備時の課題や対応、
セキュリティ上の留意点、人事評価やマネジメントの視点も踏まえたツールの選び方や
使い方など」を切り口に、パネルディスカッション形式でお話しいただきました。
お時間の都合等でご参加できなかった方向けに同セミナーの「パネルディスカッション」
パートの見逃し配信を公開致しましたので、お仕事のお手すきの時間や年末年始のお休み
の際に是非ご覧ください。
視聴はこちらからどうぞ(YouTube での配信になります）。
https://www.youtube.com/watch?v=U3cFgmyOoKM
■問合せ先
公益財団法人静岡県産業振興財団
診断設備チーム 仲田(なかだ)
TEL：054-273-4431 E-mail：nakada@ric-shizuoka.or.jp

◆【出展企業募集】「人とくるまのテクノロジー展 2022 横浜」(再掲)
静岡県と静岡県産業振興財団では、国内最大の自動車技術展
「人とくるまのテクノロジー展 2022 横浜」へ静岡県ブースとして県内中小企業の共同出展
支援事業を行います。
製品技術をアピールし、自動車関連の技術者との交流を深める場、
新たなビジネスチャンスを創出する場として本展示会の活用をご検討下さい。
展示会概要
(同展示会の公式 HP( https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/ )も併せてご覧下さい)
【会
期】
【会
場】
【主
催】
【出展対象】

令和 4 年 5 月 25 日(水)～27 日(金)(併設のオンライン展示は 5/25～31)
パシフィコ横浜
公益社団法人自動車技術会
以下の内容に関する技術・製品を提案できる県内中小企業
・EV・FCV 等によるゼロ・エミッション、軽量化による燃費向上などの
低環境負荷
・自動運転システムをはじめとする安全運転支援
【募集企業数】 6 社程度 ※出展申込書の提案内容に基づき選考を行います
【展示スペース】1 社当たり W2.0m×D1.5ｍ程度(基礎装飾:展示台、社名板、背面ボード等)
※展示台サイズではありません。
静岡県ブースの出展場所、出展企業数によって変更になる
場合があります。

併設開催のオンライン展示(5/25～31)につきましては、
産業財団出展ページ内での掲載となります。
【出展料金】
1 小間：200,000 円(消費税込)
※出展料金には基礎装飾費用を含みます。
展示品の搬入・搬出に伴う料金、人件費等は出展社様の
ご負担となります。
【申込方法】
下記 URL より共同出展申込書をダウンロードいただき、
必要事項をご記入の上、電子メールにてご提出ください。
【申込期限】
令和 4 年 1 月 21 日(金) ※2 月上旬には出展の採否についてご連絡しま
す。
【問合・申込先】(公財)静岡県産業振興財団 取引支援チーム
詳細はこちら
https://www.shizuoka-shinseicho.jp/2021/12/07/hitotech/

◆ 食品バイヤーとの個別商談会 in 静岡 参加者募集(再掲)
静岡県内事業者の商品販路拡大を目指し、食品卸売・小売等のバイヤーとの個別商談会
を
開催します。
バイヤーとのマッチングが適った事業者が参加可能となりますので、効率的な商談を
することができます。
【日
【会
【内

時】令和 4 年 2 月 25 日(金) 10 時 30 分～16 時 30 分(予定)
場】ツインメッセ静岡 北館 3 階 第 3 小展示場
容】商談会：1 商談につき 20 分間。各ブースに飛沫防止パネル設置、
試飲・試食およびサンプル提供可
相談会：フーズセンターの職員が相談スペースにて随時受付
【バイヤー】株式会社渥美フーズ
株式会社大黒屋
小倉屋株式会社
株式会社オーナー商会
加藤産業株式会社 静岡支店
株式会社杏林堂薬局
株式会社静鉄ストア
株式会社スーパー富士屋
高瀬物産株式会社
株式会社タカラ・エムシー
東海キヨスク株式会社 静岡支社
株式会社濱村屋
PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)株式会社
株式会社ビッグ富士
株式会社平喜
株式会社フィールコーポレーション
株式会社ヒバリヤ
マックスバリュ東海株式会社
三井食品株式会社 中部支社・静岡支店
株式会社メイカングループ
ヤマキ株式会社
ヤマタカ商事株式会社
47CLUB((株)静岡新聞社)
シェアシマ(ICS-net(株))

※参加は予定(マッチングの成否や感染症状況によるため)
【対 象 者】静岡県内の食品製造や販売等の事業者(農林漁業者を含む)
【選
考】令和 4 年 2 月中旬までに結果通知予定
【申
込】様式「商品情報シート」を E-mail で送付
【締
切】令和 4 年 1 月 14 日(金)『必着』
【参 加 費】無料
【問い合せ・申し込み先】(公財)静岡県産業振興財団
フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター
TEL：054-254-4513 E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp
詳細はこちら

http://www.fsc-shizuoka.com/info/shi211209syodan/

◆ オンラインセミナー
『中小製造業のホームページの有効活用』の参加者募集について
(再掲)
静岡県産業振興財団では「下請振興事業」の一環として、対面営業の機会が減少する
昨今における県内中小製造業向けに、認知度向上に向けホームページや SNS の活用方法に
ついてセミナーを開催します。
＜開催概要＞

日
時：令和 4 年 1 月 20 日(木) 15:00～16:30(締切 1/14)
開催方法：オンラインセミナー(Zoom)
申込方法：産業財団 Web サイトよりお申込みください
対
象：県内中小製造業
・ホームページ作成を検討されている方
・見直しを検討されている方
参 加 費：無料
＜セミナー内容＞1.今までの製造業のホームページ
2.これから求められる製造業のホームページ
3.SNS との連携
4.ホームページの分析
5.静岡県ものづくりナビの紹介
＜講
師＞
セブンセンスマーケティング(株) 取締役社長 伊豆 雅宏
詳細はこちら
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_755.html

◇ 静岡県「しずおか産業創造プラットフォーム」が公開されました
県内で新たな事業に取り組む企業等の皆様に対し、国、県等の支援情報を一元的に
提供するとともに、様々なメンバー(県内企業、県経済産業部担当者、支援機関職員、
民間支援者等々)との交流の場をオンラインで提供する「しずおか産業創造
プラットフォーム」が、12 月 22 日に公開されました。
ポータルサイトでは、国、県、公的支援機関等の企業向け支援情報を収集し、新着情報
と
して提供するとともに、補助金、融資などの各種支援制度を利用目的等から検索するこ
と
が可能となっています。
また、コミュニティサイト(会員制：登録無料)に御参加いただくことにより、
自社の困りごとや協業の相談等、テーマ別にメンバー間の相互交流などを行う
トークルームへの参加や各種支援情報のプッシュ型配信などのサービスが受けられま
す。
(トークルームは、今後、コミュニティメンバーの希望等に応じて、随時立ち上げてい
く
予定です。)
県内企業の皆様、企業支援業務に従事する皆様には、しずおか産業創造プラットフォー
ム
のポータルサイトを御活用いただくとともに、コミュニティサイトにも積極的に
御参加いただきますようお願いいたします。
URL：https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/
【お問合せ】静岡県経済産業部 政策管理局 産業政策課 産業成長戦略推進班
TEL：054-221-2650 E-mail：sangyo-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム

TEL：054-254-4511 E-mail：sougyou@ric-shizuoka.or.jp

