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事務局だより
先月の SNBC NEWS の冒頭のご挨拶で、今年の梅雨は雨量も多く異常であった旨
記載しましたが、７月 28 日に梅雨が明けた以降猛暑が連日続き、浜松市では 8 月 17
日に過去に埼玉県熊谷で記録した全国最高記録に並ぶ 41.1 度を観測し、前日の 16
日にも観測史上最高の 40.9 度を記録しており、2 日続けての 40 度超えとなり、梅雨に
続き今年の夏は異常でありました。
予報では、9 月も厳しい残暑 1 が続くとのことですので、どうか皆様体調管理にはご
留意ください。さて、8 月の行事報告です。
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□ 5 日(水)18：00～ 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い、コロナ感染対策に十分に配慮し
つつ、下記のとおり開催概要を決定しました。
・開催日 11 月 26 日（木）
・会場 三嶋大社・三島プラザホテル
・テーマ「ウィズコロナ時代のニュービジネス」
・日程 ◆午前の部 9：00～12：00 ニュービジネス大賞 二次審査
（公開プレゼンテーション）
◆午後の部 12：30～受付
第1部 13：00～13：40
○ 式典
○ ニュービジネス大賞表彰式
第2部 14：00～15：00
○ 基調講演 「ウィズコロナ時代のニュービジネス」
国利遺伝研究所名誉教授 五條堀 孝 氏
第3部 15：00～15：30
○ 事例発表
第4部 15：40～17：00
○ パネルディスカッション
パネリスト ・橘川 幸夫 氏（㈱デジタルメディア研究所 代表）
・高橋 義一 氏（Doreming ホールディングス CEO）
・後藤 健市 氏（スノーピーク地方創生コンサルティング、野遊
びリーグ取締役）
・岸本 吉生 氏（経済産業省中小企業政策国際調整官）
コーディネーター 未定
第5部 17：30～19：30
○ 交流会 参加費 7,000 円

産業振興財団
からのお知らせ

お知らせ

「第５回ロボテックス 静岡県ブース共同出展」出
展社募集のご案内
静岡県および（公財）静岡県産業振興財団では、ロボット関連技術を保有する県内中
小企業の販路開拓を支援するため、「第５回ロボデックス」へ静岡県ブースを設置
し、共同出展を行います。
ロボット・機械メーカーやロボットユーザーとのビジネスマッチングの機会として、
ご利用ください。
詳しくはこちら：http://www.shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/290
1.会期
2.会場
3.出展対象

：令和 3 年 1 月 27 日(水)～29 日(金)までの 3 日間
：東京ビッグサイト 青海展示棟
：静岡県内に本社または主たる事業所を有する中小企業であり、
優れたロボット関連技術※を出展できる企業
※ロボット関連技術とはＳＩ(システムインテグレーション技術)、
駆動技術、センシング技術、知能化・制御技術
4.募集企業数：6 社 （申込多数の場合は選考により決定）
5.出展料
：150,000 円/１スペース(税込)
6.スペース ：2.0m×2.5m 程度を想定
7.出展方式 ：静岡県ブース（5.4m×9m） に 6 社の共同出展
ブース内レイアウトは出展社説明会にて決定予定
8.基本装飾 ：社名板、パネル掲示用壁面、展示台、電源、照明 等
9.申込期限 ：令和 2 年 9 月 8 日(火)
【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

「コスメティックフォーラム静岡」
聴講者・企業紹介展示募集について
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では、県内
化粧品関連産業の更なる振興を図るため、国内外で活躍する専門家を招いて、最新の
化粧品産業の動向を紹介します。
詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/cosmeticforum20201009/
1.日時
2.会場
3.参加費

：令和 2 年 10 月 9 日(金) 13：30～17：00
：ホテルグランヒルズ静岡(旧ホテルセンチュリー静岡)
5 階センチュリールーム（静岡市駿河区南町 18-1）
：無料

4.内容

：(1)フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターの取組につ
いて
(2)「肌と海にやさしい」日焼け止めの海外戦略
SDGs 視点の製品開発とプロモーションについて
(株)シャンソン化粧品 マーケティング部
執行役員 石上 一葉 氏
(3)「化粧品業界の現状とリポソーム美容液の開発
～２７年間売れ続けている超ロングセラー商品開発の秘密～」
元(株)コーセー顧問、日本化粧品工業連合会化粧品 GMP 委員会委
員長内藤 昇 氏
(4)企業紹介展示コーナー（10 社程度）
※企業紹介展示コーナーへ出展を希望する企業を同時募集します
（出展無料）
5.申込締切日：令和 2 年 9 月 30 日(水)
【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
TEL：054-254-4513
FAX：054-253-0019
E-mail :newfoods@ric-shizuoka.or.jp

「10/28 食品バイヤーとの個別商談会 in 焼津」
開催のご案内（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、静岡県内の食品関係事業
者が生産する付加価値の高い魅力ある食品の販路拡大を目指すため、県内外の食品の
卸売・小売業等を展開するバイヤーとの個別商談会を開催します。自慢の逸品の販路
拡大を図る機会として是非ご参加ください。
詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/20200807foodscenter/
1.日
2.会
3.内

時：令和 2 年 10 月 28 日(水)10:30～17：00 (受付 10：15～)
場：和田公民館（焼津市田尻 1992-2）会場駐車場利用可
容：(1) 商談会[午前の部] 10：30～11：40（受付 10：15～）
[午後の部] 13：30～17：00（受付 13：15～）
※各商談ブースには飛沫感染防止のパネルを設置いたします。
(2) PR タイム 12:40～13:20
・会場内に試食等、商品 PR、チラシ・サンプルの配布、名刺交
換等を行うテーブルを用意します（要申込）
・PR タイムのみの参加も可能（申込多数の場合、先着順）
(3) 相談会（商品相談スペース設置）
フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターの
CD・AD が対応します。

4.参加バイヤー：予定（COVID-19 の情勢を鑑みて変更の可能性あり）
【スーパー・小売】
伊藤忠食品(株)、(株)静鉄ストア、東海キヨスク(株)、(株)バロ
ー、
(株)フィールコーポレーション、(株)ビッグ富士、(株)あおき、
(株)タカラ・エムシー
【卸・商社】
小倉屋(株)、(株)静岡メイカン、三井食品(株)、
(株)物産フードサービス、(株)濱村屋、(株)平喜、ヤマキ(株)、
ヤマタカ商事(株)、(株)オーナー商会
5.参加対象者：・静岡県内の食品製造や販売等に関わる事業者（農林漁業者を含む）
・申込までにフーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェク
ト新規機能性食品等開発研究会(メール会員:登録及び会費無料)に
入会されていることが必要です。
・商談参加の可否は、申し込み後、商談を希望する企業からの商品情
報を事前にバイヤーに提示し、バイヤーが商談商品を選定後、決定
します。
その結果、商談に応じられない場合があることを予めご了承くださ
い。
6.商談時間 ：1 商談につき 20 分
7.参加費
：無料
8.申込締切 ：令和 2 年 9 月 15 日(火)必着
9.その他
：「手洗い」や「マスクの着用」などの感染症予防対策にご協力くださ
い。
【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
TEL：054-254-4513
E-mail :newfoods@ric-shizuoka.or.jp

Web 説明会「2020 大阪ガスグループ 技術ニー
ズ説明会」開催のご案内（再掲）
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オンラインにて開催します。
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.開催方法：Web 説明会（Zoom）参加または静岡県産業経済会館での聴講
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 及び 支援機関職員
5.参加費 ：無料
6.申込締切：令和 2 年 9 月 10 日(木)
※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延期・中止とさせていただく場合がございま
す。
◆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

＜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
【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

担当：石山

「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）
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

「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
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

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

「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

「令和 2 年度静岡県ロボットシステムインテ
グレータ(SIer)基礎研修」開催のご案内
静岡県では、産業用ロボットの導入を通じた中小企業等の労働環境改善及び生産性
の向上を図るため、SIer 事業への新規参入、事業拡大の促進とともに、ロボットを
導入する企業側のレベルアップを目的にした基礎研修を実施します。
詳しくはこちら：

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-130/documents/sierkensyuu.pdf
1.期間

：レベル１→令和 2 年 10 月 14 日(水)～21 日(水)のうち 6 日間
レベル２→令和 3 年１月 13 日(水)～22 日(金)のうち 4 日間
2.開催場所
：オンライン
※レベル２の実技のみ、以下２箇所のいずれかとなります。
三明機工(株)(静岡市清水区)または
(株)ヤナギハラメカックス(榛原郡吉田町)
3.受講料
：レベル１→ 8,000 円(税込)
レベル２→ 10,000 円(税込)
4.カリキュラム：生産技術概論、品質管理、機械設計、電気設計、ロボット制御、
ワークショップ等
5.募集人数
：各 20 名(先着順)
6.申込締切日 ：レベル１→ 9 月 30 日(水)
レベル２→12 月 18 日(金)
【問合せ先】静岡県 産業イノベーション推進課 産業イノベーション推進班
TEL：054-221-2676
FAX：054-221-2698

「静岡県インキュベートセンター入居者募集」のご
案内（再掲）
静岡県では、今後創業しようとする方や創業間もない方を対象として、研究開発・事業
活動の場として、ご利用いただける「インキュベートセンター」を県内 3 箇所（沼津・
富
士・浜松都田）に設置しており、入居者を募集しています。
詳しくはこちら：http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html
1.入居対象者：次のすべての条件を満たす個人又は法人
(1) これから創業しようとする方又は創業して 5 年未満の方
(2) 製造業・印刷業・ソフトウェア業・情報処理サービス業、
その他知事が認める業種の方
(3) (2)の事業について優れた技術開発力を持つと認められる方
（事業計画書や資格審査の面談にて判断します）
2.申請方法 ：随時、相談・見学を受け付けています。事前相談後、申請書類を提出
【問合せ先】静岡県 経済産業部 商工業局 商工振興課
TEL：054-221-2990 FAX：054-221-3216
E-mail：ssr@pref.shizuoka.lg.jp

