出展者一覧（出展区分別／五十音順）

ソフトバンク株式会社

法人事業統括 プロセスマネジメント本部
副本部長 兼 RPA推進室長 上永吉 聡志 氏

講演１ 10：30~
12：30

テーマ

※予告なく内容を追加・変更する場合がございます。
最新情報は公式ＨＰにてご確認ください。

副編集長

内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士

15：00~
16：30

テーマ

しのぎを削る
『自動運転技術の全貌』
-Hondaのビジョンと取り組み-

株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター 統合制御開発室

鮫島 正洋 氏

上席研究員

小説「下町ロケット」、「陸王」の作者であ
る池井戸 潤 氏との親交が深く、「下町ロ
ケット」に登場する神谷弁護士（テレビ放
映では、恵 俊彰氏）のモデルとなる。
小説を俯瞰しながら、中小企業の知財で
会社経営を伸ばす戦略を解説。
内田・鮫島法律事務所の代表パートナーと
して、弁護士、弁理士業務を行うとともに、
特許庁などの外部委員として活躍。著作も
多数。

1986年㈱本田技術研究所入社。車体技術研究部門に配
属され、ABS等のブレーキ制御技術の研究開発に従事、
電子制御制動力配分システム（EBD）等を実用化。その
後、予防安全／運転支援技術の研究に従事、世界初の追
突軽減ブレーキ（CMBS）の実用化に携わる。2012年、
Honda R＆D Americasに赴任、ITS領域の先行研究を
担当。2015年10月四輪R&Dセンターに帰任後、予防安
全／運転支援／自動運転領域の技術戦略を担当。2016
年4月より、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）自動走行システムサブPD（Program Director）。

杉本 洋一 氏

平成29年度 第3回 埼玉県プロフェッショナル人材戦略セミナー
テーマ

改めて考える本来あるべきリーダー人材

門田 隆将 氏

2010年9月、『この命、義に捧ぐ』（角川文庫）が第19回「山本
七平賞」を受賞、2016年6月、リーダーの本来あるべき姿を実
録で描いたビジネス書『リーダーの本義』（日経ＢＰ社）を出版。

社員が笑顔の会社は成功する
16:15〜16:55
テーマ

片野 温 氏

株式会社manma 代表取締役

埼玉県よろず支援拠点特別講演

11：00~
12：30

社員が成長すれば会社も成長する

テーマ

神田 正 氏

1941年、埼玉県日高市生まれ。20代半ばでラーメン店に
就職し、31歳で独立。「来来軒」「ラーメン館」などの業
態を生み出し、「日高屋」で業績を上げる。2005年4月に
東証二部、2006年8月に第一部に上場。2017年2月末
現在、売上高は385億円、400店舗以上を構える企業と
なった。今後も継続的な出店を進め、「首都圏での600店
舗達成」を通過点として更なる成長を目指している。

埼玉県先端産業創造プロジェクト

講演１
11：00~
12：00

テーマ

我が子の故郷を「埼玉」に
〜埼玉を働き方の先進県にしよう！〜

ＮＰＯ法人グリーンパパプロジェクト 代表理事
内閣府「地域少子化対策重点推進交付金」 審査員
吉田 大樹 氏

新居 日南恵 氏

慶應義塾大学４年生で「manma」を設立。現役女
子大生の本気の行動力＆イノベーション力は、明日
からの働き方に活かせるヒント満載。現在、大学院
システムデザインマネジメント研究科在学中。内閣
府の「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・
団体等の取り組みに関する検討会」メンバー。日本
国政府主催WAW!（ 国際女性会議）2016アドバイ
ザー。

講演１

株式会社ハイデイ日高 代表取締役会長

17:00〜17:30

いまどきの若者が会社を選ぶ基準とは

講演会場Ｂ

講演会場Ａ

木

下町ロケットから学ぶ
中小企業の知財戦略のススメ

1958年、高知県安芸市生まれ。中央大学法学部卒業後、新潮
社に入社。週刊新潮編集部に配属され、記者、デスク、次長、副
部長を経て2008年4月に独立。

「チームがうまく回りだす！ダイバーシティマネジ
メントイクボスの教科書」編集担当。企業の働き
方改革の最新情報やノウハウに詳しく、共働きの
子育て世代を対象とした様々な調査などから、企
業の目線と働く側の目線で「働き方改革」の極意
を伝授する。
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テーマ

13：00~
14：30

ノンフィクション作家

戦略的ダイバーシティ
マネジメントのススメ

日経DUAL

講演3

知財総合支援窓口特別講演

：00~
講演2 13
15：00

価格交渉サポートセミナー

下請け等中小企業の方が取引先との価格交渉を行う際に、あ
らかじめ知っておくべき基本的な法律の知識、トラブル発生の
おそれのある取引や交渉のヒントになる事項等について、分か
りやすく説明します。

テーマ

先端産業ゾーン

同時開催イベント

2017年11月24日現在

ソフトバンク流 働き方改革 with RPA
〜RPAを活用した社内取組事例紹介〜

15:30〜16:10

︵出展企業︵予定含む︶
・順不同︶

主催・共催
【主催
・共催】
青木信用金庫
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
川口信用金庫
公益財団法人群馬県産業支援機構
公益財団法人埼玉県産業振興公社
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
埼玉縣信用金庫
埼玉県信用保証協会
株式会社埼玉りそな銀行
公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団
公益財団法人全国中小企業取引振興協会
公益財団法人千葉県産業振興センター
公益財団法人東京都中小企業振興公社
公益財団法人栃木県産業振興センター
公益財団法人長野県中小企業振興センター
株式会社日本政策金融公庫
飯能信用金庫
株式会社武蔵野銀行

11：00~
12：30

テーマ

講演3 15：30~17：30

特別企画展示

産学連携
【産学連携】
学校法人埼玉医科大学
埼玉県産業技術総合センター
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県知財総合支援窓口
公立大学法人埼玉県立大学
埼玉工業大学
公益財団法人さいたま市産業創造財団
株式会社シバサキ
吉野電化工業株式会社
産学連携支援センター埼玉
国立研究開発法人産業技術総合研究所
芝浦工業大学
東京電機大学
東京理科大学
東洋大学
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク
目白大学
ものつくり大学
国立研究開発法人理化学研究所
早稲田大学環境総合研究センター

水

日

幅広い産業分野の優れた技術・製品・サービスが集結

グローバル
【グローバル】
A Heng Enterprise Co., Ltd./
亞亨企業有限公司（台湾）
Amko Industrial Co., Ltd./
勝方實業股份有限公司（台湾）
CHITE ENTERPRISES CO.,.LTD/
尚余企業株式有限会社（台湾）
Embassy of the Socialist
Republic of Viet Nam/
ベトナム社会主義共和国大使館
Indonesia Investment Promotion Centre/
インドネシア共和国投資調整庁 日本事務所
Industrial Technology Research
Institute（ITRI)/
工業技術研究院（台湾）
JIA NUO THERMAL ELECTRIC Co.,Ltd./
佳諾電熱科技有限公司（台湾）
KINGLEY RUBBER IND CO., LTD/
金利橡膠股份有限公司（台湾）
Magic Power Technology Co., Ltd.（台湾）
タイ王国大使館工業部
Seenedge Technology Corp./
鑫立捷股份有限公司（台湾）
SHUU TECH CORPORATION /
宮周企業有限公司（台湾）
Vigorlin Int'l Co.,Ltd. /
佳毅國際有限公司（台湾）
3C Technology Ltd. /
三電科技有限公司（台湾）

公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会特別講演

※ RPA（Robotic Process Automation）ロボット
による業務の効率化・自動化の取り組み。
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講演2

講演１

1994年現ソフトバンク入社。法人営業・事業戦略
策定・通信事業者間の渉外業務を経て、法人向け
事業のビジネスプロセスの設計・管理を担当。近
年はソフトバンク社内でRPA等のITツールを活用
した働き方改革と、デジタル時代に適応した社員
育成を牽引。同実績に関して、RPA/ビジネスAIカ
ンファレンス2017（主催:日経）等、数多くの社内
外イベント・セミナーで講演。

1月

その他
【その他】
秋山精鋼株式会社
上尾市 新製品開発チーム
株式会社朝日フロンティア
イズミマトリックス株式会社／
株式会社武流
イワキパックス株式会社
株式会社ウェーブ
ウチノ看板株式会社
榎本総合会計事務所
有限会社 MBP ＪＡＰＡＮ
大阪府ものづくりB2Bネットワーク
株式会社オキナヤ
株式会社カンエツ
株式会社グローバルコネクション
ケイテック株式会社
株式会社越谷心理支援センター
小山ゴルフバック製作所
株式会社埼玉急便
埼玉県 企業立地課
埼玉県 共助社会づくり課
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
公益財団法人埼玉県産業振興公社
ＩＴソリューション
【Ｉ
Ｔ】
埼玉県よろず支援拠点
株式会社アープ
公益財団法人埼玉県産業振興公社
アイティオール株式会社
次世代自動車支援センター埼玉
アシストプロ株式会社
公益財団法人埼玉県産業振興公社
株式会社イーシティ埼玉
創業・ベンチャー支援センター埼玉
イー・レンジャー株式会社
埼玉県 産業労働部産業支援課
有限会社エイ・ケイ・システム
埼玉県 少子化対策局
株式会社エイチ･アイ･ティ
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会
AGS株式会社
彩の国ビジュアルプラザ
AGSシステムアドバイザリー株式会社 株式会社サンエス
AGSビジネスコンピューター株式会社 渋沢栄一ビジネス大賞受賞企業（埼玉県）
株式会社エッチ・エス・ストロング
清水建設株式会社
エニーシステム株式会社
職長教育センター
エレクス株式会社
スリークロス埼玉東松山インター店
株式会社大塚商会
青翔運輸株式会社
株式会社オービックオフィスオートメーション 全国健康保険協会 埼玉支部
関東図書株式会社
株式会社多田紙工
株式会社共同電算センター
有限会社立山スチール
株式会社クレド
株式会社デサン
埼玉県統計課・埼玉県統計協会
株式会社テレワークス
サイバネットシステム株式会社
トーエイ物流株式会社
株式会社サン・プロテック
内藤環境管理株式会社
株式会社G-Smart
日建リース工業株式会社
システム開発株式会社
一般財団法人日本規格協会
株式会社シップス
公益社団法人日本技術士会埼玉県支部
株式会社タカインフォテクノ
日本弁理士会関東支部
蓼科情報株式会社
日本リニューアル株式会社
株式会社チェリービー
株式会社ネクスト
株式会社テクノ・バークシャー
函館地域産業活性化協議会
デジタルプロセス株式会社
株式会社ハッピースマイル
株式会社デジタルベリー
ファミリーサービスエイコー株式会社
東京情報システム株式会社
一般社団法人ブランド・バリュー協会
ニーズシェア株式会社
ポリテクセンター埼玉
株式会社日東テクノブレーン
矢板市役所 商工観光課
パシフィックシステム株式会社
山梨県地域経済牽引事業促進協議会
株式会社浜名湖国際頭脳センター
市町村商工会等連携出展
株式会社ビーガル
【団体出展】
東日本電信電話株式会社
〔伊勢崎市〕
枚岡合金工具株式会社／
伊勢崎市
株式会社ネクストサイエンス
群馬合金株式会社
富士通株式会社 関東支社
株式会社JSテック
株式会社フジミック埼玉

株式会社真工社
株式会社精硬クローム工業
仁科工業株式会社
日本電鍍工業株式会社
日本ミクロ工業株式会社
ふたば工業株式会社
有限会社吉田商店
吉野電化工業株式会社
〔東部工業展〕
暁峰株式会社
暁峰LED株式会社
株式会社新井製作所
有限会社今井メッキ工業所
株式会社右川ゴム製造所
有限会社永進ゴム製作所
有限会社エイブル原
株式会社エスイーウェルディング
株式会社エフ工芸
大山畳店
有限会社尾科製作所
株式会社キャニオン
小林鋲螺株式会社
株式会社コムラック
有限会社金野縫製
株式会社潤製作所
昭和カートン株式会社
有限会社杉田兄弟発條
有限会社スズキ
有限会社成起工業所
有限会社草加ネジ
草加モノづくりブランド
株式会社大成綜合印刷
有限会社ダイヤ工芸
太陽化学塗料株式会社
合同会社WSPTジャパン
株式会社ティアンドエスラボラトリ
東部広域商工団体連絡協議会
有限会社中澤塗装工業
中島プレス工業有限会社
日本フエルト株式会社
株式会社長谷川製作所
有限会社物流技研工業
有限会社ボーダック
有限会社星ゴム工業
北関工業株式会社
マクロ精巧株式会社
株式会社宮宏御宮製作所
有限会社村岡製作所
モールドメーカー株式会社 カミジョー
株式会社モックス
有限会社木工房SHIN
森紙器株式会社
山元株式会社
有限会社ヤマト工芸
山本工機株式会社
〔徳島県中小企業団体中央会〕
朝日音響株式会社
株式会社アスカ
株式会社石飛製作所
株式会社栄工製作所
中道鉄工株式会社
フジスレート株式会社
〔所沢商工会議所〕
所沢商工会議所
株式会社宣工社
株式会社タイラ
竹下工業株式会社
株式会社バンガードシステムズ
株式会社不二レーベル

公式ＨＰよりお申込みください http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

■会場：彩の国ビジネスアリーナ2018講演会場Ａ
（定員260名）
・Ｂ
（定員100名）
■定員：各プログラムともお申込み受付は先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。

講演会場Ｂ

富士梱包資材株式会社
株式会社ヤングトラスト
株式会社ユース
株式会社リベロコミュニティ

参加無料

講演会にご参加いただくには事前申込が必要となります。

講演会場Ａ

〔公益財団法人茨城県中小企業振興公社〕 株式会社三ヶ島製作所
株式会社ブレーク
株式会社矢口製作所
大塚セラミックス株式会社
株式会社Pro-SPIRE
株式会社ワールド機工
有限会社ジオテック
株式会社ＢＥＬＬＳＯＦＴ
株式会社白土プリント配線製作所 〔戸田市〕
マッシュコーポレーション株式会社
熊沢印刷工芸株式会社
株式会社真空デバイス
ミツイワ株式会社
メディアネットワークジャパン株式会社 株式会社西野精器製作所
光和ネットサービス株式会社
サーマル化工株式会社
株式会社ランドガレージ
株式会社ビームトロン
有限会社城山精機製作所
株式会社リバティ・イノベーション
有限会社廣木精機製作所
株式会社タカトモインダストリ
水木電機工業株式会社
エネルギー・環境
〔西秩父商工会 工業部会〕
【エネルギー】
〔加須市商工会 工業部会〕
垣堺精機株式会社
株式会社アイムホーム
株式会社今泉精機
ニッケイインスツルメンツ株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
有限会社笠井製作所
〔松戸商工会議所 工業部会〕
株式会社アイ・レック
有限会社カブトギ工業
いわき商工
ウム・ヴェルト株式会社
共和テクノロジー株式会社
川光物産株式会社
エスプランニング株式会社
有限会社スリーエス精工
協立機電工業株式会社
株式会社環境サービス
株式会社セイラ
株式会社昭和精機
関東三英株式会社
株式会社東鐘TSS事業部
スズキ機工株式会社
株式会社群桐産業
株式会社ファンジング
株式会社中村製作所
小島商事株式会社
山口製作所有限会社
フジツール株式会社
株式会社サンニック
〔久喜市商工会 工業部会〕
都機工株式会社
株式会社システム
三習工業株式会社
松戸テクノプラザ
新日本リース株式会社
株式会社東洋溶材
〔ものつくり熊谷〕
株式会社スギデン
〔埼玉県鍍金工業組合〕
梅田工業株式会社
大進総業株式会社
株式会社潮工業
Knet株式会社
株式会社タナカペインティング
株式会社大倉
サカエゴム工業株式会社
長縄工業株式会社
兼松精鍍工業有限会社
株式会社山屋商会
株式会社日さく
株式会社小林鍍金工業
〔一般社団法人山梨県機械電子工業会〕
株式会社日東
埼玉県鍍金工業組合
日本防水工法開発協議会
有限会社斎藤パーカー工業
樹脂加工ドットコム／
株式会社三森製作所
株式会社ＮＥＷＳエナジー
株式会社サニー電化
シチズンファインデバイス株式会社
ノエムズプラン株式会社
新硬クローム工業株式会社

日

株式会社東信鋼鉄
東成工業株式会社
東邦化研株式会社
東洋パーツ株式会社
株式会社東立製作所
東和興産株式会社
株式会社藤和プレス
トーワ技研株式会社
長尾工業株式会社
株式会社中川機器製作所
有限会社中里スプリング製作所
長島鋳物株式会社
株式会社ナガセ
株式会社中村製作所
中山塗装株式会社
株式会社ナカヨ
株式会社二光製作所
株式会社ニッシン
日新精機株式会社
日東ユメックス株式会社
日本コーティングセンター株式会社
株式会社ノザキ
白銅株式会社
株式会社ハシバモールド
鳩ヶ谷商工会
株式会社林製作所
株式会社ハラダ製作所
飯能商工会議所
日高市商工会 工業部会
有限会社広川製作所
広島器工株式会社
株式会社フジカ工業
富士測範株式会社
フジテック株式会社
有限会社不二パッキング製作所
有限会社プロコ
ポーライト株式会社
株式会社町田ギヤー製作所
丸一ゴム工業株式会社
株式会社丸山機械製作所
株式会社ミタカ精機
皆野町商工会 工業部会／
長瀞町商工会 工業部会
株式会社ミマキエンジニアリング
株式会社村上製作所
株式会社メルテック
森田産商株式会社
八千代マイクロサイエンス株式会社
株式会社ヤナギサワ
株式会社山岸鍛工
株式会社大和
大和樹脂株式会社
ユテクジャパン株式会社
寄居町商工会
株式会社よろづ鉸製作所
株式会社リード
株式会社ロールバック
若手経営者クラブフォース２１ Ｋグループ

講演会プログラム

1月

アイキ工業株式会社
製
品
【製品】
アイケーメタル株式会社
株式会社相信
青木村商工会 工業部会
株式会社イシミック
上尾商工会議所
株式会社イナバ
浅井産業株式会社
株式会社稲葉電機
株式会社アズマ工機
ｓ
ｉ
ｄ株式会社
株式会社アムキャン
株式会社エスイー
アライ電子株式会社
株式会社エフ・イー・シー
荒川技研株式会社
株式会社エム・コーポレーション
株式会社アルプレート
オーレーザー株式会社
ｅ−ビジネス・スタイル株式会社
株式会社カネマス
株式会社井口一世
岐阜プラスチック工業株式会社
有限会社イシノ
共栄エンジニアリング株式会社
伊奈町商工会
株式会社工藤鉄工所
株式会社井上製作所
有限会社黒臼洋蘭園
株式会社井上鉄工所
株式会社グローバル
入間川ゴム株式会社
株式会社幸大ハイテック
株式会社イワツキプレシジョン
鴻巣市商工会 工業部会
株式会社ウィンテック
株式会社コスミックエムイー
エイシンテクノ株式会社
有限会社コスモテック
株式会社エーケーダイカスト工業所
株式会社サーマルワン
株式会社 ＳＭ ＴＥＣＨ
埼玉皮革関連事業協同組合
株式会社エスプロ
株式会社埼玉富士
株式会社エムケーセラ
サンコーテクノ株式会社
株式会社オーク
三和精機株式会社
有限会社大澤技研工業
Genius Tools Co. LTD.
大沢精密工業株式会社
志幸技研工業株式会社
株式会社OTP
株式会社シバサキ製作所
有限会社大橋
株式会社昭洋精機
株式会社オガタ・エスメック
昭和電子産業株式会社
株式会社オカモト
ショット株式会社
小川町商工会
シンワルブテック
株式会社カドクラ
株式会社スイコー
株式会社カノウプレシジョン
鈴木TM株式会社
カブトプラテク株式会社
株式会社セイロジャパン
川口商工会議所
株式会社セラフ榎本
川島金属株式会社
センコー商事株式会社
関東精工株式会社
株式会社ダイニチマテニクス
キクチ・エンジニアリング
大日本パックェージ株式会社
株式会社北島ダイカスト工業所
株式会社タイネツ
北本市商工会工業部会
株式会社タキザワ製薬
株式会社キャステム
株式会社タクト・マシン・サービス
共立産業株式会社
株式会社田部井木工所
有限会社協立製作所
千代田砥石株式会社
共和工業株式会社
土浦商工会議所
協和合成株式会社
株式会社TOK
協和精工株式会社
株式会社テクニカルアーツ
キングパーツ株式会社
株式会社東京コーン紙製作所
有限会社久保井塗装工業所
株式会社東京理工舎
倉敷レーザー株式会社
株式会社東和プロセス
栗田アルミ工業株式会社
株式会社トライエンジニアリング
クロダ精機株式会社
株式会社直徳
群馬精工株式会社
株式会社七星科学研究所 開発センター 株式会社ケーテーテック
株式会社ニソール
株式会社ゲートジャパン
株式会社日誠cfc
江東電気株式会社
日本メカニック株式会社
小島精工株式会社
有限会社野火止製作所
株式会社小花製作所
株式会社ハーツテック埼玉
株式会社金剛製作所
有限会社ハッピー商会
埼玉県シートメタル工業会
株式会社ハマ電子
株式会社斎藤鉄工
株式会社BWTジャパン
サクサテクノ株式会社
株式会社VIPグローバル
佐藤製型株式会社
株式会社ファースト・デザイン・システム 山恵鉄工株式会社
株式会社ファブエース
三協精密工業株式会社
フィーサ株式会社
三協ダイカスト株式会社
株式会社フォーエバー
有限会社三幸電機製作所
富士科学器械株式会社
三和ニードルベアリング株式会社
フジクラソリューションズ株式会社
Ｊ・ＧＥＡＲ株式会社
富士電機株式会社
株式会社J・３D
富士電子株式会社
株式会社シティプラスチック
株式会社プラスチック光学
株式会社シナガワ
株式会社プラックス
有限会社シナノ精密
ヘンミ計算尺株式会社
株式会社ジューキ
北埼ダンボール工業株式会社
昭英化学株式会社
株式会社ホリテック
株式会社昭工舎
株式会社マックステル
株式会社正田製作所
マミヤ・オーピー株式会社
上毛電化株式会社
株式会社丸藤
株式会社ショーライト
株式会社ミクスト
株式会社新日本ツール
有限会社ミサオネットワーク
株式会社スズキ製作所
株式会社三谷製作所
有限会社ステック
三ツ矢産業株式会社
株式会社セイコー
株式会社MIYOSHI
株式会社製作所穂積
武蔵オプティカルシステム株式会社 株式会社ダイエイバレル
武蔵通産株式会社
台華精技股份有限公司＆
株式会社ＳＡМマシン
メイジテクノ株式会社
有限会社大樹電線
株式会社メルシー
大成プラス株式会社
株式会社森傳
大陽ステンレススプリング株式会社
株式会社矢板製作所
大和工業株式会社
株式会社ヤクモエレクトロ
株式会社高橋スプリング
株式会社ユニテム
株式会社竹沢精機
株式会社ヨコハマシステムズ
株式会社田島軽金属
株式会社リコー化成
株式会社司電子
株式会社和絋工業
株式会社辻村
ワックデータサービス株式会社
鶴岡発條株式会社
蕨市
東京ガスケット工業株式会社
東京千曲産業株式会社
加工技術・部品
【加工技術
・部品】
公益財団法人東京都中小企業振興公社
有限会社相川精機
交流グループ グローバルTOKYO

最新情報・詳細は公式HPをご覧ください http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

ファザーリング・ジャパン代 表を経て、2016 年
NPO法 人グリーンパ パプロジェクトを立ち上げ、
都市部のパパと地方をつなげ、新たなライフスタ
イルを提案する活動を展開、Yahoo!ニュースやハ
フィントンポストなどで配信中。３児の父、娘誕生
時は育休取得。鴻巣市在住。

ベンチャー
プレゼン
13：30~
16：00

テーマ

知っておきたい！
！
中小企業支援策の最新動向

一般社団法人埼玉県中小企業診断協会

会長

平成14年に中小企業診断士として独立し、事業計画作
成から体制構築、運用支援を中心に活動。現在、（一
社）埼玉県中小企業診断協会会長、
（一社）中小企業診
断協会理事・業務委員長、経済産業省中小企業政策審
議 会の委員など 就任。テレビ埼玉「埼玉ビジネスウ
オッチ」コメンテーターとしても出演し、中小企業施策
の普及に努めている。

高澤 彰 氏

彩の国
ベンチャーマーケット

ベンチャー企業がプレゼンテーションを通じて、
それぞれの独創的な技術・製品・サービスをご
紹介します。購入先、事業提携先、投融資先の
開拓や情報収集の場としてご活用ください。
【お問い合わせ先】
（公財）埼玉県産業振興公社
企業支援部 創業支援グループ
ＴＥＬ
：048-711-2222

ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エネルギー、航空・宇宙

医療イノベーション

医療イノベーション埼玉ネットワーク（埼玉県・さいたま市）、医療機器等試作品コンテスト受賞企業（埼玉県）

次世代住宅産業

埼玉県次世代住宅産業プロジェクト（自然エネルギー・運用技術と連動する省エネ装置技術の開発、
高効率マルチ出力電源装置技術の開発、太陽光・熱ハイブリッド型パネル技術の開発、高効率床暖房システム技術の開発）

航空・宇宙産業

株式会社ＩＨＩ、株式会社ＳＵＢＡＲＵ、日本航空株式会社、一般社団法人日本航空宇宙工業会、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）、株式会社ウラノ、株式会社オオツカハイテック、株式会社大村製作所、
株式会社金子製作所、株式会社キットセイコー、一貫生産試作品展示／公益財団法人埼玉県産業振興公社

次世代自動車

本田技研工業株式会社、東洋電装株式会社、カルソニックカンセイ株式会社、埼玉自動車大学校、トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社 ほか

ＩｏＴ特別コーナー

Whatʼs IoT

〜 新しいビジネスのヒントがここに 〜

公益財団法人埼玉県産業振興公社（ＩｏＴ・技術支援グループ）
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会（ＡＧＳ株式会社、有限会社エイ・ケイ・システム、エレクス株式会社、エプソン販売株式会社、
パシフィックシステム株式会社、株式会社日立製作所、株式会社富士通マーケティング、富士通株式会社、株式会社フジミック埼玉、ミツイワ株式会社）
株式会社ジェイテクト

平成２９年度
「彩の国経営革新モデル企業」

産学連携フェア

株式会社ＵＣＨＩＤＡ、株式会社光英科学研究所、島崎株式会社、株式会社潤製作所、
株式会社スマートツール、田辺クリーニング、野口倉庫株式会社、株式会社ホウユウ

大学・研究機関が保有する技術シーズなどの展示による、県内最大規模の産学マッチングの場です。

産学連携促進交流会（事前申込・会費制）

1/24（水）18：15〜 ＜レセプションルーム＞

大学・研究機関技術シーズ発表会

1/24（水）
・1/25（木）＜シーズ発表会場＞

埼玉県ビジネス懇談会（事前申込）

1/24（水）17：15〜18：30 ＜展示ホール＞

お問い合わせ先

（公財）埼玉県産業振興公社
新産業振興部
産学・知財支援グループ
ＴＥＬ：048-857-3901

企業と産学連携フェア出展の大学・研究機関との交流の場です。
出展大学・研究機関の案内や技術シーズの発表を行います。

埼玉県に新たに立地した企業をはじめ、ビジネスアリーナ出展企業など多数の企業と交流し、
新たなビジネスチャンスを広げることができます。懇談会では彩の国経営革新モデル企業指定式を行います。

お問い合わせ先

埼玉県 産業労働部 企業立地課
ＴＥＬ：048-830-3800
（指定式について） 産業支援課
ＴＥＬ：048-830-3910

