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事務局だより                             

７月 28 日、名古屋地方気象台は東海地方の梅雨明けを発表しました。昨年同様に

遅い梅雨明けとなりました、今年の梅雨は降雨量が異常に多く、九州はじめ多くの地区

で被害が出ております。 

JNB でも被災地への募金を検討しておりますので、詳細が決まり次第御案内いたし

ますのでご協力をお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、未だ感染拡大を続けておりマスクが手

放せない日々が続きますが、猛暑野中どうか皆様体調管理にはご留意ください。さて、７

月の行事報告です。 
 

□ 15 日(水)18：30～ 東部サロン 三島本町タワービル 4 階 

NB フォーラム開催準備について意見交換が行われました。 

・テーマについては、「ウィズコロナ時代のニュービジネス」に変更 

 ※サブタイトルを設け、対象を絞る 

・コロナ渦の中、交流会に関しては飲食の提供は難しいため、新たな方法を検討す

る。 

など活発な意見交換が行われました。 

 

□ 17 日(金)14：00～16:00  オンライン開催 

JNB 全国事務局代表者会議 

   
 

    (1)全国フォーラムについて 

      ・新型コロナウイルス感染の収束がみえず、参加者への感染のリスクを払拭できないた

め本年度の開催を見送る。（来年の神奈川開催が決定しているため、2022 年に

実施する） 

      ・代替のオンラインによる全国フォーラムを検討している。現在の案としては、参加費

1,000 円で 2,000 名程度の参加者を見込んでいる。 

       10 月 8 日（木）の 10 時～17 時の開催を予定し、基調講演やプレゼンの他、50 社程

度のブース展示をオンラインで展開し、マッチング等も行える仕組みを見当して

いる。 

      ・参加者募集は 9 月初旬からの開始を予定しており、詳細は決定次第お知らせする。 

 (2)地域 NBC からの報告 

   ・「にいがた BIZ EXPO」を 10 月 15・16 日の 2 日間で開催する旨、新潟県 NBC か

ら案内があった。 

    コロナ渦であるが、リアルで実施する。 

   ・高知県 NBC より 10 月３日「土佐の日」の開催案内があった。こちらもリアルで実施

する。大懇親会は参加費 1 万円である。うまい日本酒が堪能で来るため例年人

気の催事であるため、コロナ渦ではあるが今年は参加者を絞って開催する。 

mailto:office-nb@snbc.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「しずおかコスメマルシェ in 新静岡セノバ」 出展

社募集について  

産業振興財団 

からのお知らせ 

お知らせ                            

（3）分科会の開催 

「①会員獲得・退会防止対策」と「②NBC 活動活性化策」の 2 つの分科会を実施。 

当県は①に参加。 

・各県の意見とも、会員の獲得はご苦労されており特効薬はなく、会員の伝で勧誘した 

 り、活動状況を発信するなどの地道な活動を行っている。 

・NB 対象受賞者等を期間を区切って入会させる（本県も今年から実施）など、お試し的に 

体験してもらうなどの工夫をしている県も多い。 

※紹介者の無理強いで入会してもらっても、数年で止めてしまう例はどの県でも多い。 

 

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、静岡県産化粧品の PR を

目的に、静岡市中心地である新静岡セノバにて展示＆販売会を行います。この度、こ

のイベントに参加される企業を募集します。 

 

 詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/cosmemarche02/ 

 

1.会期   ：令和 2 年 9月 26 日(土)～9月 27日(日) 各日 10時～20時 

2.会場   ：新静岡セノバ１階エスカレーター前自由通路（静岡市葵区鷹匠 1-1-

1） 

3.出展対象 ：県内に主たる事務所又は事業所を持つ中小企業者で、既に販売実績の

あるＢtoＣ向け商品を持つ化粧品メーカー 

       ※農林水産品・県内天然素材を活用した化粧品を持つメーカーを優先

的採択します。 

4.募集企業数：5社 

       （これを超える応募があった場合は、出展申込書の内容に基づき選考

を行います。） 

5.注意事項 ：・販売に必要な機材等（レジ・電卓等)は、すべて、各社様でご準備

ください。 

       ・領収書等を求められた場合等も、各社様にてご対応ください。 

       ・既に新静岡セノバにて販売している商品につきましては、展示はで

きますが、販売はできません。 

       ・２日間とも人員を配置してください。 

       （財団のスタッフが一部フォローを行うことは可能です。） 

6.出展料金 ：無料 

7.申込期限 ：令和 2 年 8 月 14 日(金)17 時 ※8 月下旬ごろに出展の採否をご連絡

します。 

 

【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 

      TEL： 054-254-4513 FAX：054-253-0019 

      E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp 

 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/cosmemarche02/
mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 「2020 大阪ガスグループ 技術ニーズ説明会」 

開催のご案内 
 

 

 静岡県産業振興財団では、大企業の技術ニーズと県内中小企業の技術シーズとのマ

ッチングを支援する技術ニーズ説明会を開催します。中小企業の皆様が保有する「技

術」や「製品」が大企業にイノベーションをもたらします。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_653.html 

 

1.日 時：令和 2年 9 月 16 日(水) 14:00～156:00 

2.会 場：静岡県産業経済会館 3階 大会議室（静岡市葵区追手町 44-1） 

3.内 容：大阪ガスグループの取組 及び 技術ニーズ紹介 

4.対 象：県内中小企業（1 社 2 名まで） 及び 支援機関職員  40 名程度 

5.参加費：無料 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から、政府等によるイベント自粛要請がなされ

た場合はオンライン開催に変更、または延期・中止とさせていただく場合がございま

す。 

 

＜2020版 技術ニーズ・・・60件以上＞ 

 探索事業領域      技術キーワード 

1.業務用／家庭用ガス機器…排熱利用・エネファーム補機類・銅害防止・ 

高精度流量計 

             ３D プリンティング熱交換器・バイオガス・水質 IoT セ

ンサー 

2.化学・材料・装置   …チタニアのペースト、塗料化・熱伝導樹脂・放熱塗装・

紫外線反応装置・エポキシ自己修復材・アクリルエマル

ジョン・集塵対策・中圧ガスメーター 

3.パイプライン     …管防護材・ガス分離・すみ肉溶接機・堀削工具・ネジ検

査機 

             自動締込装置・管清掃工具・路面カッター・ 

             熱中症対策グッズ 

4.コラボ・共創     …フィットネス・クッキングスクール・あまから手帖・イ

ノベーション人材育成・ハグミュージアム・セールスフ

ォース・ワークショップ支援 

5.エンジニアリング   …コンクリート構造物調査・コンクリート中性化非破壊検

査・耐火／耐冷被覆材 

6.開発パートナー    …生分解フィルム樹脂・グラフィン・チタニア・ドライア

イス洗浄・乳酸菌パウダー・マイクロバブル・超乾燥/

極低温超微粉砕・高純度ガス精製 

7.サービス・システム  …空調制御・プロトコル変換・画像検針・ホームセキュリ

ティー・見守り・介護スキル・運転診断・音声解析・フ

ィットネス 

8.潜在ニーズ      …学校・病院・ホテル向け新サービス・健康計測データサ

ービス・ICT・IoTサービス・ITお助けサービス 

 

技術ニーズの内容は大阪ガスグループの下記アドレスをご確認ください 

https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/rd/innovation/index.html 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団取引支援チーム 担当：石山 

      TEL：054-273-4433 FAX：054-251-3024 

 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_653.html
https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/rd/innovation/index.html


                                   

  

 静岡県産業振興財団では、県内中小企業の広域的な受注機会の確保と、新規取引先

の開拓を推進するため、『静岡県受発注企業合同商談会』を開催します。 

なお、今回の商談会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小規模での開催と

なります。 

 

 詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_650.html 

 

1.日時・会場：令和 2 年 10 月 23日(金)13:00～16：30 

       富士商工会議所（富士市瓜島町 82）4Ｆ「大会議室」 

2.募集企業数：50社程度 

3.参加費  ：無料 

4.参加条件 ：県内に主たる事業所・工場を有していること 

5.実施方法 ：個別面談方式（25分/社） 

       ・参加申込をいただいた企業の「受注企業概要」情報は、全て発注企

業に提供します。 

       ・発注企業から事前に指名を受けた企業のみの面談となります。 

        (自由面談は実施しません) 

       ・発注企業から指名を受けた企業は、商談会に参加いただきます。 

       ・受注企業から発注企業の指名は出来ません。 

       ・申込書に面談希望は記載できますが、発注企業から指名されない場

合があります。 

       ・発注企業の指名結果については、事前にご連絡します。 

6.発注企業 ：厚板プレス工業(株)、岸本工業(株)、(株)クメタ製作所、靜甲(株)、 

       パーカー加工(株) 静岡工場、富士根産業(株)、 

       (株)ベルクシー 東京営業所、大和樹脂(株)、(株)理工電気 東京営業

部、リンナイテクニカ(株)   以上 10社（予定） 

       ※受注企業に面談希望先が無い場合は、不参加となります。 

       ※「発注企業が求める技術・加工内容等」は、当財団 HP から 

        「発注企業一覧」参照 

7.申込締切日：令和 2 年 8月 31 日(月) 

 

【問合せ先】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 

 

「静岡県受発注企業合同商談会」受注企業募集

について(再掲) 

「ビジネスマッチング in トヨタ自動車(株) 東富士研

究所」開催について(再掲)  

静岡県産業振興財団では、トヨタ自動車(株) 東富士研究所を対象に県内企業が保有

する新技術・新製品を提案し、同社との新規取引や共同研究開発の機会の創出を目指

すビジネスマッチングを開催します。 

 

詳しくはこちら：http://shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/289 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_650.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/289


                                   

 

【締切間近】 

「令和２年度 総合食品学講座」受講生募集につい

て(8/7 締切) (再掲) 

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、消費者の安全・安心の求め 

に対応した食品の製造と、国際競争力のある食品を開発・商品化するための人材育成を

目的とした国内有数の講座として、総合食品学講座を開講します。本年度も、食品製造

業の基礎知識や皆様からのご要望が高い旬の話題などを盛り込み、今の時代に対応した

内容となっています。 

 

 詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2-shokuhingaku/ 

 

1.期 間：令和 2年 9 月 3日(木)～11月 5 日(木) (全 10 日間・毎週木曜日・29 講座) 

2.会 場：静岡県立大学、静岡県工業技術研究所 

3.対 象：県内に主たる事業所を有する食品関連企業で、商品開発・品質管理・生産     

管理などの業務に従事している方 

4.受講料：一括受講：35,000 円(税込)、個別受講：１講座 3,000 円(税込) 

     ※個別受講で、12 講座以上お申込みいただく場合は一律 35,000 円(税込)で

す。 

 

【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 

      TEL： 054-254-4513 FAX：054-253-0019 

      E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp 

1.会  期：【第１期】 ９月 

      【第２期】 11 月 

      【第３期】 ２月 

      ※詳細な日程は選考後相談。 

2.対象企業：・静岡県内に生産拠点または研究拠点を有する企業等 

      ・自社の固有技術を活用して、次世代自動車に資する技術・製品を有

する 

       企業 

3.募集期間：【第１期】 7 月 9 日(木)～ 8月 31日(月)17 時まで 

      【第２期】 9 月１日(火)～10月 30日(金)17 時まで 

      【第３期】 11 月 2 日(月）～1月 29日(金)17 時まで 

4.申込費用：無料 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 研究開発支援チーム 

      TEL : 054-254-4512  FAX：054-251-3024 

      E-mail : sangyou@ric-shizuoka.or.jp 

 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2-shokuhingaku/
mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp
mailto:sangyou@ric-shizuoka.or.jp


                                   

第 25 回機械要素技術展 静岡県ブース共同出

展」出展者募集について(再掲)    │ 
 
静岡県産業振興財団では、新たな販路開拓を積極的に行う中小企業を支援するため、

大規模な集客が見込まれる日本最大級の機械要素・加工技術を集めた専門技術展「機

械要素技術展」で共同出展を行います。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_645.html 

 

1.会期・会場：令和 3 年 2 月 3 日(水)～5 日(金)・幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中

瀬 2-1） 

2.募集企業数：16社（応募多数の場合は選考にて決定） 

3.対象企業 ：静岡県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業で、独自性・新規

性・特殊性に富んだ機械要素・加工技術等を出展できる企業 

4.出展料  ：200,000 円／1スペース(税込み) ※1 社 1 スペースのみ 

5.募集締切日：令和 2 年 8月 31 日(月) 

 

【問合せ先】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  FAX：054-251-3024 

      E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp 

 

「地域経済牽引事業計画」作成のご案内(再掲) 

静岡県産業振興財団では、地域未来投資促進法に係る「地域経済牽引事業計画」の作

成をご検討されている企業の方々に対し、作成支援を行っています。同計画に承認さ

れた場合は、 (1)設備投資に係る減税措置、(2)国補助事業の優遇などのメリットを享

受できます。制度の詳しい説明や計画作成方法についてご関心等ございましたら、お

気軽にお問い合わせください。 

 

〇地域未来投資促進法に係る制度の仕組み、支援措置については、 

 経済産業省の Webページにてご確認ください。 

 ⇒ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html 

〇地域牽引計画については、静岡県の Web ページにてご確認ください 

 ⇒ https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html  

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団  革新企業支援チーム 

      TEL：054-273-4434 

      E-mail：joho@ric-shizuoka.or.jp 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_645.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 

「令和元年度静岡県工業技術研究所 研究発表

会」のウェブ開催のご案内 

令和２年３月から延期していた令和元年度静岡県工業技術研究所 研究発表会をウェ

ブで開催します。当日は、研究成果の概要を説明したプレゼンテーション動画を、

ウェブ会議システム（Cisco Webex Meetings）を用いて配信します。参加には事前

のお申込みが必要になります。参加を希望される方は、下記の「4.申込方法」内の

リンクからお申込みをお願いします。 

 

1.日  時：令和 2年 8月 21 日(金) 9時 10 分～16時 50 分 

2.参 加 費：無料 

3.実施方法：・新型コロナウイルス感染予防の観点から、ウェブのみでの開催とな

ります。 

      ・当日の公演プログラムは「当日の公演プログラム」からダウンロー

ドしてください。 

       

https://www.iri.pref.shizuoka.jp/news/upfiles/20200721111459_725919.pdf 

・希望する発表のみ御視聴いただくことが可能です。その場合は、当日の公 

 演プログラムで配信時間を御確認のうえ、予定の時間になりましたら参加 

 してください。 

・発表内容に対する問合せや相談などは、メールで受け付け、後日メールや 

 ウェブ会議などで個別に対応します。 

       

       

      

「静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業個

別相談会」のお知らせ(再掲)  

静岡県産業振興財団・静岡商工会議所は、県内中小企業の事業承継支援を目的とした 

「静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業（中小企業庁受託事業）」を実施してお

ります。 

 本事業では、商工会議所・商工会と連携して親族内承継・従業員承継等に関する個

別相談会を開催しておりますので、相談希望の方は、本ホームページからお申込みく

ださい。 

 

 詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/ 

 

【個別相談会】1.日時・会場：ホームページ「相談会スケジュール」をご覧くださ

い。 

       2.相  談  員：プッシュ型事業承継支援高度化事業 

              ブロックコーディネータ－（中小企業診断士・税理

士） 

       3.対      象：県内中小企業の経営者、後継（予定）者など 

       4.費      用：無料 

       5.そ の 他：相談内容の秘密は厳守します 

 

【問合せ先】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：yamazaki@ric-shizuoka.or.jp 

 

https://www.iri.pref.shizuoka.jp/news/upfiles/20200721111459_725919.pdf
http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 

4.申込方法：以下のリンク先からお申込みください。 

※電話、メール、ファクシミリではお申込いただけませんので、御注意ください。 

  https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3091 

   「静岡県ふじのくに電子申請サービス（外部サイト）へ移動します。」 

 

【問合せ先】静岡県工業技術研究所 企画調整部 

      TEL：054-278-3028 

      E-mail：sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 

 

「ファルマバレー/バイオデザインセミナー（オンラ

イン開催）」参加者募集のご案内     

ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンターでは、バイオデザインセミナ

ーをオンライン開催いたします。 

 

 バイオデザインプログラムとは 

 2001 年にスタンフォード大学の Dr Paul Yock（ポール ヨック 博士）らが、デザイ

ン思考をもとにした医療機器イノベーションを牽引する人材育成プログラムとして開

始しました。開発の初期段階から事業化の視点も検証しながら、医療現場のニーズを

出発点として問題の解決策を開発し、イノベーションを実現するアプローチを特徴と

するプログラムです。 

 

 詳しくはこちら：https://sites.google.com/view/pvc-biodesign2020 

 

1.開催日時 ：令和 2 年 9月 4日(金) 13:00～15:30 

2.受講対象者：医療機器等の開発に関心・興味がある研究者、医療従事者、開発従事

者、経営者、支援機関の方 

3.定員   ：100 名 先着順（参加無料） 

  

【問合せ先】公益財団法人 ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンター 

      TEL：055-980-6333 

      E-mail：jigyo@fuji-pvc.jp 

 

「第 19 回しずおかビジネスプランコンテスト」参加

者募集のご案内 

静岡市産学交流センターでは、静岡の産業活性化、起業家精神の高揚、次代の産業

を担う人材の発掘を目的として、第 19 回しずおかビジネスプランコンテストへの参

加者を募集しています。 

 

 詳しくはこちら：https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html 

 

              

 

https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3091
https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3091
mailto:sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
https://sites.google.com/view/pvc-biodesign2020
mailto:jigyo@fuji-pvc.jp
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html


                                   

 

1.応募資格 ：国内外問わず 

       【一般部門】創業準備中の方、新たな事業(ベンチャーを含む)に 

挑戦中の方 

       【学生部門】ビジネス的な視野を広げたい、また、将来起業を考

えている学生 

2.応募締切日：令和 2 年 10 月 21日(水) 

3.最終選考 ：令和 3 年 2月 16 日(火) 13:00～18:00 

 

【問合せ先】静岡市産学交流センター 創業者育成室 伊藤 

      TEL：054-653-8800 

      E-mail：bizcon@b-nest.jp 

 

 

 「第２回「本当にあった怖い話」から学ぶトラブル

対策座談会」開催のご案内 

静岡県国際経済振興会（SIBA）では、中国/ベトナム/インド ビジネス強化編 （各編× 

３回シリーズ×10 名限定）として、海外ビジネスのトラブル実例から解決策を学ぶ全

員参加型の勉強会を開催します。普段のセミナーではお話できない「現場の話」を座談

会形式で展開します。 

 

 詳しくはこちら：http://www.siba.or.jp/news/events/post_192.html 

 

1.開催日程：令和 2年 8月 25 日(火)～令和 2年 10月 9 日(金) 

2.会場  ：オンライン×2 回、対面（会場集合）×1 回 

 

【問合せ先】公益社団法人 静岡県国際経済振興会（SIBA）水野 

      TEL：054-254-5161 

 

「バイ・シズオカ」通販サイト(EC)を活用した販路

拡大について(再掲) 

 「バイ・シズオカ」は、県内の生産者や事業者が直面する厳しい現状を県民の共

助で乗り越えていくため、県民の皆様に県産品の購入や県内施設の利用を呼び掛け

る取組で、静岡ショップへの出品者を募集しています。買って(BUY)、寄り添う(BY)

ことにより、静岡県が元気になる「バイ・シズオカ」運動にご参加ください。 

 

 詳しくはこちら：https://buyshizuoka.com/ 

 

1.販売サイト：(1) 地場産品専門サイト（47CLUB） 

         …7/15（水）開設 

       (2) 日本最大級のショッピングモールサイト（楽天おいしず） 

         …7/15（水）開設 

       (3) こだわり食品のセレクトショップ（うまいもんドットコム） 

         …8/1（土）開設 

2.募集開始 ：「バイ・シズオカ」ポータルサイト上にて、6/30（火）から 

募集開始 

       ※出品商品は継続的に募集し、随時サイトへ掲載 

 

       

 

mailto:bizcon@b-nest.jp
http://www.siba.or.jp/news/events/post_192.html
https://buyshizuoka.com/


                                   

 【問合せ先】がんばろう！静岡 運営事務局 

      TEL：054-288-8151 

 E-mail：buyshizuokaoffice@sbs-promotion.co.jp 

 

 

 

「工業用水を利用しませんか！ 静岡県企業局」

(再掲) 

工業用水は、高度経済成長期に、地下水の過剰利用に伴う地盤沈下が起こり、工業

の健全な発達と地盤沈下の━止を目的に「工業用水法」が公布施行されたことが発

祥です。 

 静岡県企業局では、川から取水した工業用水を県下７地域に供給しています。 

現在、６つの工業用水について、新規利用される皆さまに営業活動をしています。 

 

詳しくはこちら：https://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikanri/annai.html） 

 

1.供給地域と供給方法：富 士 川（富士市）：芝川表流水（原水） 

           東駿河湾（富士市、静岡市静清庵地区）：富士川表流水

（浄水） 

           静  清（静岡市）：安倍川伏流水（原水） 

           中  遠（袋井市、磐田市）：天竜川表流水（浄水） 

           西  遠（浜松市）：天竜川表流水（浄水） 

           湖  西（湖西市）：豊川及び天竜川表流水（浄水） 

2.利用用途 ：・製造業、電気ガス熱供給業での、ボイラー水、機械設備冷却水 

など 

       ・学校、ビル、ホテル、公園、建設現場などでの空調冷却水、トイ

レ用水、散水など 

3.３つの特長：・良質な水・・・定められた水質標準値に適合しています！ 

       ・安価な水・・・殺菌処理工程が少なく、水道水に比べて低廉な料

金です！ 

       ・エコな水・・・公共財である地下水を涵養します！ 

 

各地域に進出をお考えの皆さま、既に上水や地下水を利用しているが見直したい皆

さま、工業用水は使えないものと思い込んでいた皆さま、是非一度お気軽にお問合

せください。 

 

【問合せ先】静岡県企業局 経営課 経営管理班 

      TEL：054-221-2329 

      E-mail：kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp 

mailto:buyshizuokaoffice@sbs-promotion.co.jp
https://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikanri/annai.html
mailto:kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

