
東日本28大学・研究機関の最先端シーズを一堂に展示

平成２５年１月３０日（水）平成２５年１月３０日（水）平成２５年１月３０日（水）平成２５年１月３０日（水）10:00-18:00
１月３１日（木）１月３１日（木）１月３１日（木）１月３１日（木）10:00-17:00

展示展示展示展示シーズのごシーズのごシーズのごシーズのご案内案内案内案内

開催日時

開催場所

さいたまさいたまさいたまさいたまスーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナ(メインアリーナ・スタジアムモード)

出展大学・研究機関

●足利工業大学 ●岩手大学 ●宇都宮大学
●北見工業大学 ●群馬大学 ●埼玉医科大学
●埼玉工業大学 ●埼玉県産業技術総合センター
●埼玉県立大学 ●埼玉大学 ●埼玉バイオプロジェクト
●産業技術総合研究所 ●芝浦工業大学 ●首都圏北部４大学連合（４ｕ）

●女子栄養大学 ●中央大学 ●電気通信大学
●東京電機大学 ●東洋大学 ●東京理科大学
●長岡技術科学大学 ●新潟大学 ●日本大学
●日本工業大学 ●目白大学 ●ものつくり大学
●本庄早稲田国際リサーチパーク／早稲田大学環境総合研究センター
●立教大学

■主 催： 産学連携支援センター埼玉 〔（財）埼玉県産業振興公社・（公財）さいたま市産業創造財団〕

（公財）埼玉りそな産業経済振興財団
■共 催： さいたま市 ■後援 ： 埼玉県・コラボ産学官埼玉支部
■お問合せ：産学連携支援センター埼玉

（さいたま市中央区上落合２－３－２ 新都心ビジネス交流プラザ３階）
ＴＥＬ ０４８－８５７－３９０１ ＦＡＸ ０４８－８５７－３９２１
ＵＲＬ：http://www.saitama-j.or.jp E-mail：sangaku@saitama-j.or.jp
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産学連携フそア2013┎加工技術ö部品┏ 鐚

焏焏複雑微細蕚型葈鏡面魵 錡ン鋙技術

焏焏超現型高力率╡╭▕点灯回路

焏焏繊維機械荿皛け遧圧電鈊鋗鏆ュ鉑.鍗葈高速駆動荿関禛遧研究

焏焏太陽ゲ発電羽携帯端竹釞用いた省電力鋙 ッ﨩鋕ン顥ュ.鑈鈺ン鋙

焏焏試作や少萪生産葈蕚型鋕﨨隆益削減羡睆遧異形形状葈﨨顥隯ン鋙加工

産業技術総合研究所

耿歳国最大級昨苗的研究機関埼際！

安全安心削資際傘蛍肘体質止ン支材料作鷺燦大気中質徹温質高）削鐚機嫻板琢削多品種少褻生

産際傘寺式ン祉字識嗣鴫屍詞竺誌屍旨技術埼際甑

回転際傘金属素材削竺実鹿燦艸裁付砕崎耨形際傘旨侍誌ン市盆工埼腰楕付質偏心質多角形作鷺

異形形状燦耨形裁腰試作や少褻生産昨思旨詞削減削デ献裁擦際甑

焏焏ゲ◢◥▕法荿軏遧餧 ン鍗飼!鉑"鋗隆#隯鋗﨨葈実現

焏焏－﨨魲.隆!鮏霻ッ鋿ン﨨焄鋿ン鋓焄透明玄電体葈多品種少萪生産へ－

長岡技術科学大学

長岡技術科学大学朔産業界昨皆様昨歯実詞試実

因習的削職人昨手作業削皿榊崎行わ参崎い傘祭碕歳多い研磨盆工燦腰ｗ安采ｘ腰ｗ早采ｘ腰

ｗ琢手削ｘ自動尤際傘技術燦開発裁崎い擦際甑

ＬĹĂ照明削不蔵細参傘珵淸回路燦腰大幅削椌型尤埼済傘新裁い回路構耨燦提案裁擦際甑従来

回路皿三雑賜使枝燦徹減裁腰長梹和尤雑署耨埼済擦際甑

東洋大学

地元企業碕大学燦肴作犀窓口埼際

ワ紫屍視実祉支実似旨社碕東洋大学昨産学連携削皿三腰繊維機械昨編札針駆動燦細晒削高）尤

際傘冴薩昨技術的検討燦行榊冴昨埼報告際傘甑

徂陽肘発電碕AＳ正三ぞＮ正端鑽燦用い崎市式紫詩斯旨至痔燦構築際傘甑

消費電力昨少作い斯旨至痔燦構耨際傘祭碕埼椌型尤燦噪傘甑θ歯資識展示昨札χ

産学連携窓口舢総務部産学◁地域連携課 産学◁地域連携係 

TEL舢0258-47-9278  FAX舢0258-47-9040  

URL舢http://www.nagaokaut.ac.jp/ 

所在地舢〒940-2188 新潟県長岡腰¿富岡亳1603-1   

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢東洋大学 工業技術研究所 事務室 

TEL舢049-239-1322 FAX舢049-232-0981 

URL舢http://www.toyo.ac.jp/rc/riit/ 

所在地舢〒350-8585 埼玉県川越腰鯨’2100 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢ょ饗ベ▷㌧ョン推進本部 産学官連携推進部 関東産学官連携推進室 

TEL舢029-862-6644  FAX舢029-862-6130  

URL舢http://www.aist.go.jp 

所在地舢〒305-8568 茨城県つくば腰梅園1-1-1 中央第2本部◁情報棟9階 



産学連携フそア2013┎加工技術ö部品┏ 鐔

焏焏自己穿孔 馞ッ隆荿軏遧╮໐◤葈低鋕﨨隆-短時間接合

焏焏携行型情報収集#髜ッ隆

焏焏高効率太陽電池葈作製

焏焏動物性靏鉀鉧魲﨨皦﨤葈靏鉀鉧閒鈺.錝!燃料装置

焏焏変形性関節症葈早期-初期診断

焏焏遺伝子玄入補助ペ餧鏆﨩葈発見

焏焏肝臓発生錡鋙隝!荿着目禔た肝細胞葈生産

焏焏流体式発電装置

遺伝子棡入方法及索宿主細胞昨種類燦問わ剤腰皿三効率的削目的遺伝子燦宿主細胞削棡入際傘

祭碕歳埼済傘試薬昨提供甑鑚発明昨時寺糸詩朔腰察乳類不因性蛋ɔ昨一部埼あ三腰遺伝子棡入

時削用い傘祭碕削皿三腰既斂昨遺伝子棡入試薬昨効果昨増強歳可能埼あ傘甑

胚性幹細胞θ道満χ細胞燦用い崎⅕細胞移植療法削使用際傘移植用便尤質耨熟細胞燦効率皿采生

産際傘方法昨提供甑従来法削比冊「倍以琢昨効率埼道満細胞燦肝細胞匙碕便尤誘棡際傘宙歳埼

済腰便尤誘棡後昨便尤度朔高采細胞移植後昨奇形腫朔殆鷺起祭晒作栽榊冴甑

水深昨比較的深い河川等削採砕傘流体嗣資識子実燦効率良采流三出際祭碕歳埼済腰栽肴腰流体

中昨草や似誌実識袋等昨種々昨漂流物昨影響燦溜砕傘祭碕昨少作い流体式動力装置昨提供甑従

来昨装置碕比較裁腰作製や設置削要際傘労力や費用雑抑制埼済傘甑

日鑚大学

総合大学昨特性燦活栽裁多彩作斯実枝燦紹跳

金属皿三軽褻埼腐食削強い達湿看昨徹思旨詞質短時間接合方法甑達湿看同士又朔達湿看碕金属碕燦腰宙

前昨穴開砕盆工無裁削自己穿孔型式持紫詞埼瞬時削接合際傘甑穿孔時腰朔采離損傷昨生載易い

（達湿看積層板埼昨鐚効性及索疲労環境託埼昨鐚効性削肴い崎雑実証甑

災害や原発宙故等歳発生裁冴現場埼被災裁冴人々燦安全削救出際傘琦腰侵入経路や危険物腰被

災者等昨捜索燦可能碕際傘情報率集竺滋紫詞燦開発裁冴甑回転半瘢燦遠隔操作削皿三変更埼済

傘琦腰烋地埼昨高）移動腰歳参済昨乗三越え等腰自圻作活動歳可能甑

現圻主流昨徂陽電池朔主削可視肘領域昨肘埼発電裁崎い傘甑皿三多采昨肘燦利用裁冴徂陽電池

燦作三腰鷺祭埼雑携帯電話や看（歳使え傘斯旨至痔構築歳目的甑

動物性油脂朔遊離脂肪酸燦多采含札徹温特性歳劣傘歳腰燃料物性朔植物性油脂皿三優参傘甑祭

参晒歳混合裁冴廃食油皿三腰固体忠段階法削皿三高品質昨飼使士視伺実死識燃料歳高効率埼製

造埼済傘寺竺止旨及索装置燦紹跳際傘甑

変形性81関節症θ81Ţźχ昨患者朔近烝増盆傾向削あ三腰81Ţź昨早期発見質早期診断昨冴薩

昨計測診断斯旨至痔及索計測診断支援斯旨至痔昨開発燦目的碕際傘甑

産学連携窓口舢日本大学研究推進部知財課 久保美希  

TEL舢03-5275-8139  FAX舢03-5275-8328 

URL舢http://www.nubic.jp/ 

所在地舢〒102-8275 東京都千代田囲九段南四¢目8番24号 

コマ番号 

Ａ-  
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焏焏亀裂検出装置及び亀裂検出方法

岩手大学

岩手昨ｗ大地ｘ碕ｗ策碕ｘ碕共削

技術概要：金属資材燦寺鴫旨耨型裁冴薇削腰寺鴫旨耨型品削生剤傘亀裂燦検出際傘甑

特徴：素材栽晒昨仔思実旨至伺紫屍質嗣璽紫斯辞ン波θźĹ波χ昨解析削嫻咲い崎複数昨情報

燦流得裁腰祭参晒昨情報削嫻咲い崎墓慕便析削採砕傘爾雌鹿賜似旨昨距離燦算出裁崎寺鴫旨耨

型品等昨ワ実屍昨亀裂燦検出際傘甑寺鴫旨盆工斯旨至痔昨鹿使ン匙昨組札込札削皿傘T視員削

減腰高精度盆工斯旨至痔等匙昨応用歳期瘤埼済傘甑

産学連携窓口舢岩手大学地域連携推進センタ▷ 技術移転マ笈▷㌃廐▷ 千葉彩喜  

TEL舢019-621-6494  FAX舢019-604-5036  

URL舢http://ccrd.iwate-u.ac.jp 

所在地舢〒020-8551 岩手県盛岡腰¿田3¢目18番8号 

コマ番号 

Ａ-  
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焏焏大気圧低温餧\錞魲葈応用展開 

焏焏超軽萪羡高性能魵.\﨨蕚属

焏焏土壌中葈菻蕚属分析装置葈開発

焏焏蕚属塩生成接合法荿軏遧蕚属材料葈低温超固相接合

焏焏群馬大学葈研究靑ワ.羽成果

焏焏産学官連携-知的財産-技術移転活動

焏焏£¢鰀.鍗荿皛け遧回転角度鋿ン鋓"﨨制御

国立大学法人群馬大学昨研究組織昨概要腰並索削組織慕質職哲慕研究者昨爾ン歯ワ実碕祭参晒

昨研究者削皿傘特許出願削嫻咲采開放特許昨便褫慕数褻採皿索特許削嫻咲采実施料率入昨蘿移

燦示際甑

群馬大学

近烝削作榊崎大気坎託埼徹温昨寺鹿枝爾燦発生細在傘技術歳進珊埼い擦際甑

耿々雑独自削大気坎徹温寺鹿枝爾発生装置燦開発裁腰寺鹿旨至紫屍や金属昨表面改質腰各種

思実至ン市腰細晒削朔殺菌作鷺削応用展開燦噪榊崎い擦際甑

摩觴発熱現象燦利用裁崎治実鹿旨金属昨作製燦行う甑従来削比冊腰単純寺竺止旨質高）寺竺止

旨質高嗣資識子実効率質生産環境歳屍式実ン碕い榊冴優参冴特長燦利用裁崎腰治実鹿旨金属昨

徹思旨詞尤燦噪傘甑

裴金属燦含殺土壌試料昨洗浄腰土壌試料栽晒昨裴金属昨艾出及索便析燦連62的削行う祭碕歳埼

済傘裴金属便析装置及索裴金属昨便析方法燦提供際傘雑昨埼あ傘甑

固相接合朔材料燦溶栽際祭碕作采接合際傘方法埼腰策剤札歳少作采精密作接合削適際傘甑裁栽

裁作歳晒接合面削朔酸尤皮80歳あ三接合燦阻害際傘甑鑚技術朔環境調和型昨酸削皿三皮80除去

裁腰徹温接合尤燦噪榊崎い傘甑

群馬大学朔腰産学官連携質知的テ産質技術移転活動燦腰中椌企業質産業界碕連携燦流三腰共同

研究腰技術移転燦展開裁崎い傘甑

雑昨肴采三大学

産業界碕昨連携燦目指裁崎甑採気軽削相談燦

ćĺ示実祉昨制御系削採い崎腰信嵃性昨高い栽肴磁ン至試ン旨児式実作斯旨至痔燦構耨際傘冴

薩腰回転角度止ン支燦不要碕裁冴止ン支鴫旨制御燦提案際傘甑

産学連携窓口舢群馬大学共同研究ょ饗ベ▷㌧ョンセンタ▷  合谷  

TEL舢0277-30-1669  FAX舢0277-30-1192 

URL舢http://www.ccr.gunma-u.ac.jp 

所在地舢〒376-8515 群馬県桐生腰天神亳1¢目5-1 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢ものつくり研究情報センタ▷ 嶋野 

TEL舢048-564-3880  FAX舢048-564-3881  

URL舢http://www.iot.ac.jp/ 

所在地舢〒361-0038 埼玉県行田腰前谷333番地 



産学連携フそア2013┎加工食品┏ 鐇

焏焏遺伝子検出荿軏遧大腸菌群汚染源葈迅速検出

焏焏鮻隯ュ.開発

焏焏商品開発

焏焏食-健康-低養荿関禛遧指玄

旨実歯実使士ン昨支鹿私磁誌自実昨開発質坤葉酸墾燦使用裁冴坤葉酸米墾昨研究開発作鷺昨宙

例紹跳

企業不社員食堂匙昨磁誌自実提供質女子栄養大学燦冠際傘書籍紹跳作鷺

埼玉p産業技術総合止ン祉実

技術昨宙埼困榊冴晒満AIT道（削擦剤相談

埼玉p昨特産物昨一肴埼あ傘栗昨渋皮削多采含擦参傘治式児史賜実識耨便削注目裁腰祭参燦鐚

効利用裁冴機能性食品素材燦開発裁擦裁冴甑擦冴腰抗酸尤性削代表細参傘治式児史賜実識昨機

能性や耨便便析腰盆工法昨評価燦行い擦裁冴甑祭昨他削雑椌麦盆工食品や発酵食品作鷺腰高付

盆価値尤燦目指裁冴食品昨開発燦行榊崎採三擦際甑

食品製造者朔大腸菌群作鷺昨衛生指標菌燦用い崎腰製品品質燦管理裁崎い擦際甑規定数燦超え

傘菌数歳検出細参冴場合腰混入源燦藾索腰除去裁崎裴大作食中毒宙件昨発生防溺削昧薩崎い擦

際甑超回腰大腸菌群昨遺伝子検出燦用い冴汚染源藾索法燦紹跳裁擦際甑祭参削皿三腰汚染発生

源昨候補燦迅）削蘿定際傘祭碕歳可能削作三擦際甑

焏焏勵産素材釞用いた機能性食品葈開発

焏焏－栗魵 飯鉙靃.!葈利用－

女子栄養大学

鑚学昨産学連携宙例燦斎紹跳い冴裁擦際甑

荒川癒不飲食店昨坤あ晒栽わ▕珵磁誌自実墾昨開発質使詞実汐実始堂昨採弁当開発質埼玉p燦

中心碕裁冴旨実歯実持識屍昨採弁当開発作鷺昨宙例紹跳

産学連携窓口舢企亶◁総務室 企亶担当  原田勝利 

TEL舢048-265-1368  FAX舢048-265-1334  

URL舢http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/ 

所在地舢〒333-0844 川口腰¿青木3-12-18  

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢彩報部 中津’ 祐ñ 

TEL舢03-3915-3668  FAX舢03-3915-3635  

URL舢http://www.eiyo.ac.jp 

所在地舢〒170-8481 東京都豊島囲駒込3-24-3 
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焏焏亭木勵猪食羽農獷企業支援餧#鋻鉙鋗隆-自然薯葈靑鉀餧地¿栽関錡﨨鑈鮱葈開発

焏焏﨧.鮱機荿対禛遧保護者設定[ペ鈊"ン隆鋕ン隆#.!¥葈普及荿関禛遧研究焏

焏焏諟ち繒く逸学習葈体系粟羽開発焏

焏焏館!﨨餧#鰀.錡ョン餧#鋙\鮱[自分羡羡睆遧健康法¥開発研究

子鷺雑歳使う志実痔機やŕŔ腰旨爾次等匙昨保護者昨安全設定歳10％鑷▕埼あ傘現状燦踏擦え

冴時仔鴫ン詞思ン詞竺実識昨邊及透進削関際傘実践的研究甑

鑚研究埼朔腰細い冴擦市埼昨社会実滽燦踏擦え腰擦阪咲采三昨担い手育耨θ擦阪咲采三学習χ

寺竺市鹿痔昨寺竺詞祉使寺尤碕罪昨効果削肴い崎報告際傘甑

鑚研究朔腰開発中昨歳珊療養者昨冴薩昨健康咲采三寺竺市鹿痔燦一般耨人健常者や高齢者向砕

健康増進寺竺市鹿痔碕裁崎荐大発展細在傘雑昨埼あ傘甑

宇都宮大学

歯使寺地琢駛嫺削皿傘自然薯昨安定生産

自然薯昨歯使寺地琢駛嫺法燦宇都宮大学碕始屍耳旨商販θ株χ碕昨共同研究埼開発中埼あ傘甑

司使識旨抵抗性燦鐚裁腰可食部昨変色歳作采腰風味作鷺削優参冴芋碕施而ン滋殺栽斎昨品種選

抜状況燦紹跳際傘甑

目ɔ大学

社会昨諸課題昨解決削デ献裁冴い

焏焏鉀ン鋗!.錡飼閒錥鉀ンワ.鋗錡ョッ餧葈手法釞用いた勳護用具-用品葈

焏焏開発支援

o護用具質用品開発削採砕傘臨床碕企業昨連携支援碕裁崎腰使ン屍識実斯字視孜使ンワ実屍

斯辞紫寺昨手法燦用い冴開発支援昨実践削肴い崎紹跳際傘甑

産学連携窓口舢地域共生研究開発センタ▷ 出口 

TEL舢028-689-7139  FAX舢028-689-6320  

URL舢http://www.utsunomiya-u.ac.jp/ 

所在地舢〒321-8585 栃木県宇都宮腰陽東7-1-2 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢新宿事務局 研究支援グ篝▷祢 坪’ 

TEL舢03-5996-3110  FAX舢03-5996-3146  

URL舢http://www.mejiro.ac.jp/ 

所在地舢〒161-8539 東京都新宿囲中落合4-31-1 



産学連携フそア2013┎製品┏ 鐶

焏焏鋐鈊葈安全釞高め遧ため葈教育訓練用擬似物品葈開発

焏焏勳護-介護荿皛け遧起居動作釞助け遧補助用具葈開発

焏焏産業活用可能荢新型靕隆ｉ◤╱細胞

焏焏鈊鋗#魲鑈鈺ッ鋗軸対称波長板

焏焏人工間接置換術葈ため葈¡次元誘玄錡﨨鑈鮱

既斂昨Ｎ看満細胞埼朔腰便尤能歳徹采諭療応用朔採山栽産業応用雑採拶肴栽作い甑鑚学朔腰便尤

能歳駟段削向琢裁冴新型事詞Ｎ看満細胞昨開発削耨凡裁冴甑

鑚学朔腰逗世代昨肘波碕裁崎知晒参傘肘渦や軸檮称偏肘似実痔燦空間碕波長削採い崎便散作采

生耨際傘新裁い肘学素子燦世界埼初薩崎開発裁冴甑

鑚斯旨至痔朔腰手術中昨骨燦濯逗元寺竺実字始磁鹿埼測定裁腰（T視実祉碕高）爾紫糸ン市細在

傘甑微椌止ン支栽晒手術機器燦精密削濯逗元誘棡際傘甑

埼玉p立大学

保健諭療福祉寺竺児史紫斯辞試識昨育耨大学

焏焏医療計測機器荿鋿ン鋓.-鋕ン顥ュ.鍗餧#鋙\鮱連結させ遧こ羽荿軏遧

焏焏生体情報葈検出

筋肉昨活動検出昨冴薩削筋電系埼ぇ録裁冴筋電波形燦処理裁崎腰活動電哲昨生体情報燦検出際

傘甑擦冴腰諭療画像燦慕昨逗元栽晒観測際傘方法雑提示際傘甑

安全作諭療昨琦昨教育目的削合わ在晒参傘多種多様作擬似諭療物品質薬剤昨開発燦求薩傘甑

跳護者及索被跳護者昨心理的ヅ担軽減碕腰被跳護者昨残斂能力燦活用埼済傘o護質跳護昨補妹

用具坤示ン姿実治実識墾燦提案際傘甑

埼玉諭科大学

埼玉栽晒諭療Ǹ跳護昨新産業燦！

産学連携窓口舢地域産学連携センタ▷ 産学連携コ▷芦ゅ笈▷タ▷ 横手 昇 

TEL舢048-973-4114  FAX舢048-973-4807  

URL舢http://www.spu.ac.jp/ 

所在地舢〒343-8540 埼玉県越谷腰¡野宮820番地 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢夷学研究センタ▷ 知財戦略研究推進部門 

TEL舢042-984-4948  FAX舢042-984-4948  

URL舢http://www.saitama-med.ac.jp/chizai/index.html 

所在地舢〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山亳毛呂本郷38 



産学連携フそア2013┎製品┏ 鐫

焏焏超高速﨨鋗 .隯ン鋙葈ため葈新型魲鉀鋗#鈊"鉀錡﨨鑈鮱

焏焏多様荢粟合物釞固定粟羡睆遧◤A╡▔時期顗.錞

焏焏簡易装置荿軏遧路面平坦性測定技術葈用途拡大

焏焏魲鉀鋕ン制御荿軏遧教育用自立飛行館 鋕餧鍗.

焏焏強力超音波釞応用禔た工業技術葈開発

爾使思ン制御朔腰現代昨電気製品削朔靭栽際祭碕昨埼済作い制御技術碕作榊崎採三腰工学系学

生削碕榊崎祭昨技術燦習得際傘祭碕歳裴要埼あ傘甑祭昨技術習得昨冴薩削腰自立飛行型昨電動

慈式思寺祉実燦作耨裁崎腰爾使思ン制御回路腰寺竺市鹿痔及索止ン支実等昨学習燦行う甑実薇

削飛行際傘電動慈式思寺祉実燦製作際傘祭碕埼腰高校生や大学生昨教材碕裁崎腰教育現場削棡

入際傘祭碕燦目標碕裁崎い傘甑

超音波振動昨強力作嗣資識子実碕精密作振動軌跡燦応用裁冴腰勉削Ǹ研削盆工腰塑性盆工腰あ

傘い朔洗浄や除染技術昨開発宙例削関裁崎紹跳際傘甑

埼玉飼使士寺竺施史屍詞

世界初侍時紫詞燦用い作い埼操作可能作試滽管坤新型爾使屍竺仔鴫使θ２２別χ墾燦展示紹跳裁

擦際甑

鐚機尤合物作晒何埼雑判別照射削皿三瞬時削結合埼済傘磁気似実枝坤肘親和性架橋嫻燦鐚際傘磁

気似実枝墾燦展示紹跳裁擦際甑

戻見工業大学

自然碕調和際傘至屍賜竺施実昨発展燦目指裁崎

汎用車削装着裁腰安価質簡便削高精度作路面示誌祉式ン市燦行う装置燦開発裁冴甑路面蒔実孜

昨立場栽晒昨腰高崦度質高水準暑路維持管理歳可能碕作傘甑

日鑚工業大学

坤実工学墾雑昨燦肴采傘漉策碕燦育崎傘

産学連携窓口舢産学連携支援センタ▷埼玉 

TEL舢048-857-3901  FAX舢048-857-3921  

URL舢http://www.saitama-j.or.jp/reds-2/ 

所在地舢〒338-0001 さいたま腰中央囲¿落合2¢目3番2号新都心ビ㌃笈㌶交流祢滬㌘3F 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢社会連携推進センタ▷ 産学官連携コ▷芦ゅ笈▷タ 内島 典子  

TEL舢0157-26-4161  FAX舢0157-26-4171  

URL舢 http://www.kitami-it.ac.jp 

所在地舢〒090-8507 北海道北見腰公園亳165番地 

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢産学連携起業教育センタ▷ 松倉、清水 

TEL舢0480-34-4111℡代表☎  FAX舢0480-33-7523  

URL舢http://www.nit.ac.jp 

所在地舢〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代亳学園台4-1 
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焏焏鉸靃鋕栽関廃菌床皦﨤葈鉑霻!鋧.羽肥料葈同時生産

焏焏隝靃鑈鋗釞用い罇熱皦﨤電気釞作遧鉑霻!鋧-変換技術

焏焏現規模靏鉀鉧魲﨨鉑霻!鋧.転換技術開発 

焏焏現規模靏鉀鉧魲﨨鉑霻!鋧.転換葈ため葈　室内部循環流動層

焏焏自己溶菌藻羽発現馞鋗鍗.釞組諸合わせた有用物質

焏焏地域羡現規模皦﨤可能荢再生可能鉑霻!鋧.[靏鉀鉧燃料¥生産

焏焏首都圏袷部▁大学連合[▁u☞葈紹介[０¥[０¥

」室不部循環流動層持ン糸旨師実識燦用い崎腰飼使士爾旨燦熱便解裁腰祉実識燦回率際傘祭碕

削耨凡裁流動媒体埼あ傘硅砂昨各律応室間燦循環細在傘祭碕削耨凡裁冴甑

生産質回率削皿傘排気ŔŢ「姉旨再利用腰資源尤昨冴薩昨嫻U技術育耨昨冴薩昨艾出回率工程

昨手間燦省い冴飼使士燃料製造法

環境保全質地域農業昨活性尤質農耕地昨苗益的機能昨健全尤質逗世代都市交通斯旨至痔昨構築

昨冴薩削腰旨使実詞氏識姉痔削崎腰飼使士燃料燦生産際傘甑

θǖχ地域燦馮菜裁冴産学連携燦熏域削透え崎腰積極的削大学発信型埼行い腰地域質企業昨使

賜持実斯辞ン活動削支援腰デ献裁崎い擦際 甑4大学昨連携裁崎い傘苗私立大学碕斯試施実効果

雑発揮際傘碕同時削漉地域昨専門企業腰独創性腰蒔誌実屍作共同研究燦行榊崎い擦際甑

θǘχ4つθ茨城大学腰宇都宮大学腰群馬大学腰埼玉大学χ昨特色昨あ傘産学連携昨蘿進体制碕

便科会活動昨不容質至実爾昨シ明甑

地域昨資源燦地域埼利用際傘寺竺止旨埼腰液体燃料θ罪祭罪祭昨品質χ昨需要歳あ三腰触媒燦

使用埼酸素含鐚率10％昨飼使士士使識燦「0て図財回率可能碕作傘甑

新潟大学

新潟大学燦気軽削斎利用采坂細い！

▔潤農業副産物埼あ傘姿賜思廃菌床燦飼使士爾旨燃料尤際傘冴薩昨高効率乾燥法腰燃焼技術燦

開発裁腰燃焼淲削含擦参傘式ン質師使酸燦尤学肥料代替碕裁崎最適作施肥法燦確立裁腰循環型

地域社会昨構築燦噪傘甑

首都圏戻部４大学連合

嗣資識子実昨鐚効利用歳求薩晒参崎い傘現圻腰熱電変蜃削皿傘発電燦行い腰磁式紫詞碕裁崎朔

局所的作廃熱回率腰磁ン至試ン旨不要腰「4時間発電可能碕作傘甑擦冴試賜至屍燦使榊崎嗣資識

子実変蜃効率燦向琢際傘甑

産学連携窓口舢新潟大学産学地域連携推進機構 准教授 川崎ñ正 

TEL舢025－262-7554  FAX舢025-262-7513  

URL舢http://www.sangaku-kikou.niigata-u.ac.jp/ 

所在地舢〒950-2181 新潟県新潟腰西囲‘十嵐2の亳8050番地 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢群馬大学共同研究ょ饗ベ▷㌧ョンセンタ▷ 合谷 

TEL舢0277-30-1669  FAX舢0277-30-1192 

URL舢http://www.ccr.gunma-u.ac.jp 

所在地舢〒376-8515 群馬県桐生腰天神亳1¢目5-1 
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焏焏魲!鏆﨨鑈ッ餧鉀ン靏.鍗

焏焏配電系統葈電力補償錡﨨鑈鮱

焏焏ｐ{鰀隯鍗 ン鋙素材

焏焏#靏﨨隆制御荿陥繒く鎤鋗隆騒音葈能動制御技術羽そ葈応用

焏焏水撃魵ン餧葈紹介

竺飼旨詞制御燦用い崎温度変動等削強采安価削実装可能作私屍詞能動滎音制御系燦実現埼済擦

際甑熱音響斯旨至痔昨管不音場制御質効率改善削雑応用埼済擦際甑

足利工業大学

水撃治ン寺燦斎斂知埼際栽ş

技術者栽晒嫌歳晒参傘司四実祉実雌ン爾実現象燦琢手削利用裁腰水燦蜀水際傘治ン寺埼際甑電

気燦擦榊冴采使用裁作い昨削水歳蜀歳傘様朔不思議碕感載傘祭碕埼裁鮫う甑

東京電機大学

東京電機大学昨技術燦活用裁崎札擦在珊栽

自立型電力供給斯旨至痔削採い崎腰使用電気機器匙昨悪影響排除際傘冴薩出力電坎波形燦改善

際傘椌型昨爾識糸旨至紫寺使ン飼実祉斯旨至痔甑

需要家埼昨腰電流飼鹿ン旨質力率改善質高調波抑制質停電時昨電力供給質電力貯蔵昨機能削皿

三省嗣資尤質徹思旨詞尤燦目指裁冴斯旨至痔甑

ーĘ測定燦腰磁ン至試ン旨児式実埼長期的削実施際傘祭碕燦可能碕際傘素材θ共裴合体昨高便

子児伺識痔χ甑

長岡技術科学大学

長岡技術科学大学朔産業界昨皆様昨歯実詞試実

産学連携窓口舢産官学交流センタ▷ コ▷芦ゅ笈▷タ▷  志田 忠ñ 

TEL舢03-5284-5225  FAX舢03-5284-5242  

URL舢http://www.dendai.com// 

所在地舢〒120-8551 東京都足立囲千住旭亳5番 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢総務部産学◁地域連携課 産学◁地域連携係 

TEL舢0258-47-9278  FAX舢0258-47-9040  

URL舢http://www.nagaokaut.ac.jp/ 

所在地舢〒940-2188 新潟県長岡腰¿富岡亳1603-1   

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢総合研究センタ▷ 野田 

TEL舢0284-62-0782  FAX舢0284-62-9985  

URL舢http://www.ashitech.ac.jp/soken 

所在地舢〒326-8558 栃木県足利腰大前亳268-1 
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焏焏生分解性隆 魲.\鉀ン葈刈逸込諸特性

焏焏燃料電池用非蕚属系触媒電極葈開発

焏焏猪高鈊﨨ペ鋗隆微細深穴加工荿関禛遧研究獷

焏焏猪﨨鑈ン"﨨鋼葈六価鋗#鮱飯 .電解研磨技術葈開発獷

焏焏猪共同研究等荿軏遧開発事例～弾性測定装置/錂飯隆﨨鏆.鮱加工技術獷

尤学寺鹿ン詞昨造粒装置削用い晒参傘造粒寺鴫実詞等匙昨微細深穴盆工削関際傘研究埼際甑

振動条件燦最適尤裁冴徹周波振動燦工具軸方向削盆え作歳晒盆工際傘祭碕燦検討裁擦裁冴甑

造粒寺鴫実詞材削檮裁崎直瘢0普1ＲＲ腰深細1普監ＲＲ昨微細深穴燦盆工裁冴碕祭山腰従来碕比冊崎

工具梹和燦最大ǘ４倍碕際傘祭碕歳埼済擦裁冴甑

毒劇物燦含擦作い腰作業安全性削優参冴電解液削皿傘腰研磨作鷺昨盆工削関際傘研究埼際甑

超回朔腰錨価屍竺痔昨生耨歳懸念細参傘旨至ン鴫旨鋼昨電解研磨技術昨開発削肴い崎腰概要燦

紹跳裁擦際甑

p不企業や大学等碕共同埼研究開発及索製品尤裁冴宙例燦紹跳裁擦際甑

固体栽晒液体擦埼θ特削志識腰時実旨詞作鷺中間的作性状昨物質χ幅熏采材料物性昨評価削利

用埼済傘粘弾性測定装置燦紹跳裁擦際甑

擦冴ǖǹǹ℃以託昨蒸気盆熱削皿三腰食感腰食味腰栄養機能燦最適尤際傘技術実氏児詞旨糸実

痔盆工技術実燦大学腰企業等碕研究開発裁冴宙例燦紹跳裁擦際甑

埼玉p産業技術総合止ン祉実

技術昨宙埼困榊冴晒満AIT道（削擦剤相談

雑昨肴采三大学

産業界碕昨連携燦目指裁崎甑採気軽削相談燦

開発中昨試使竺ン思実詩朔腰刃物削皿傘宙故燦回避埼済傘他腰娩三込札削皿三摩耗裁冴試使竺

ン昨残渣朔土削還元際傘冴薩腰環境削雑や細裁い特性燦持肴甑

埼玉工業大学

中馭的研究茹珵碕裁崎産学官連携宙業燦蘿進

炭素材料表面燦電解律応削皿三改質裁冴触媒電極燦開発裁腰罪参燦水素Ḿ酸素燃料電池昨仔

賜実詩極Ǹ始氏実詩極削展開裁冴技術削肴い崎報告際傘甑

産学連携窓口舢ものつくり研究情報センタ▷ 嶋野 

TEL舢048-564-3880  FAX舢048-564-3881  

URL舢http://www.iot.ac.jp/ 

所在地舢〒361-0038 埼玉県行田腰前谷333番地 

コマ番号 

Ａ-  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢教育研究協力課℡産学官交流センタ▷☎ 

TEL舢048-585-6895  FAX舢048-585-6896  

URL舢http://www.sit.ac.jp 

所在地舢〒369-0293 埼玉県深谷腰普済寺1690 

コマ番号 

Ａ-  
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焏焏猪省鉑霻支援鋓魵.隆葈紹介獷

焏焏猪製品開発支援事例葈紹介獷

焏焏筑庄﨨魲.隆鉑霻!鋧.鍗鉎ン餧#鋻鉙鋗隆葈紹介

焏焏次世代鰀顗 鑈鈺-鉑 鈊魲霻鋻鮻ン隆研究会葈紹介

焏焏早稲于大学焏環境総合研究鋿ン鍗.

焏焏次世代鰀顗 鑈鈺皛軏び鉑霻!鋧.全般荿関わ遧研究成果

電動飼旨θて探Ｇ」χや判１別θ椌型一人乗三道別χ燦中心削腰早稲ゅ大学環境嗣資識子実研究科昨研

究耨果採皿索宙業尤例燦展示θ歯資識質模型χ質紹跳燦際傘甑

鑚燻旨爾実詞嗣資識子実祉司ン寺竺施史屍詞昨思ン止寺詞燦思仔展示際傘甑鑚燻早稲ゅ周辺昨

開発構想昨模型や流組札削肴い崎昨歯資識展示質紹跳燦際傘甑

新冴作環境似施資旨創出碕徹炭素示視識都市昨構築燦目指裁活動裁崎い傘逗世代示似式至伺質

嗣式仔爾資施磁ン詞研究会昨流三組札削肴い崎歯資識展示質紹跳燦際傘甑

節電質省嗣資識子実檮策朔腰企業削碕榊崎大済作課題碕いえ傘甑超回朔腰満AIT道（埼行榊崎い

傘腰坤節電質省嗣資昨相談腰見え傘尤作鷺企業昨節電質省嗣資活動燦支援墾等昨省嗣資支治実

詞削肴い崎腰罪昨支援概要腰宙例作鷺燦紹跳際傘甑

当止ン祉実埼朔腰雑昨咲采三昨支援燦細擦菜擦作側面栽晒行榊崎い擦際歳腰罪昨一肴削視孜使

ン面昨支援や腰競争的資金削関際傘面栽晒昨支援燦行榊崎い擦際甑

超回腰祭参晒削関際傘支援宙例削肴い崎腰斎紹跳裁擦際甑

鑚燻早稲ゅ国薇式支実糸歯実屍Ǹ

早稲ゅ大学環境総合研究止ン祉実

戻関東昨産学官連携茹珵燦目指裁崎

産学連携窓口舢企亶◁総務室 企亶担当  原田勝利 

TEL舢048-265-1368  FAX舢048-265-1334  

URL舢http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/ 

所在地舢〒333-0844 川口腰¿青木3-12-18  

コマ番号 

Ａ-  

産学連携窓口舢産学官連携推進部 清水 

TEL舢0495-24-7455  FAX舢0495-24-7465  

URL舢http://www.howarp.or.jp/ 

所在地舢〒367-0035 埼玉県本才腰西富田1011 
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焏焏放射線萪警告用錡﨨鑈鮱

焏焏視覚障害者葈ため指ケ指定文字認識錡﨨鑈鮱

焏焏鉷鉀﨩#髜ッ隆[人物誘玄#髜ッ隆¥葈ため葈人物検出錡﨨鑈鮱

焏焏非接触-無拘束葈心電-呼吸同時計測錡﨨鑈鮱

焏焏衣服特徴釞用いた人物特定錡﨨鑈鮱

東京電機大学

東京電機大学昨技術燦活用裁崎札擦在珊栽

放射線被馞昨警耻鴫持識燦腰可視肘線昨色彩燦変尤細在傘祭碕削皿三腰撤民削警告質表示裁腰

安心感あ傘生活空間創造削資際傘斯旨至痔甑

視覚藴害者歳手削裁冴物削ぇ載細参崎い傘文數燦作財傘坂砕埼ジ札琢砦崎采参傘装置埼腰視覚

藴害者昨文數情報獲得燦支援際傘斯旨至痔甑

空港等昨施設不埼人燦姉使詩際傘竺滋紫詞歳腰案不際傘坤人昨特定墾や超い傘場所燦腰移動裁

作歳晒雑坤検出質認識墾裁塡裁采姉使詩際傘斯旨至痔甑

心電噪燦得傘冴薩削腰電極燦皮膚削直接接触細在剤腰衣服燦着冴擦擦昨測定碕腰倭吸昨測定燦

可能削際傘斯旨至痔甑

人間歳着崎い傘衣服燦雑碕削腰首や腰昨哲置栽晒人物燦特定際傘θ絞三込殺χ視実祉持実旨活

用斯旨至痔甑

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢産官学交流センタ▷ コ▷芦ゅ笈▷タ▷  志田 忠ñ 

TEL舢03-5284-5225  FAX舢03-5284-5242  

URL舢http://www.dendai.com// 

所在地舢〒120-8551 東京都足立囲千住旭亳5番 
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焏焏巻線統合型馞鈊 ン鋙"﨨鰀.鍗

焏焏zＰ£無線鋿ン鋓.

焏焏d点羡e自亞度釞有禛遧関節機構

焏焏画像応用錡﨨鑈鮱

焏焏鋿ン錡ン鋙閒.鍗特性釞用いた群制御荿軏遧省電力粟手法

焏焏作物栽関用温室温度葈鰀閒!予測制御系葈設計

焏焏機械部品用粉竹冶蕚材料葈研究

屋外利用歳一般的作Ｗｉゟｅゝｅぁぁ漉ćｅ〃ぁ〆ゟ漉Űｅあｗ〆ゟヾθＷćŰχ燦長時間稼

働細在傘冴薩削腰止ン斯ン市視実祉特性燦用い冴新冴作省電力尤手法碕裁崎群制御手法燦提案

裁冴甑

提案手法削皿三腰飼使士爾旨燃料昨代表埼あ傘木質時鴫紫詞燦燃料碕際傘温室盆温昨持肴種々

昨問題歳解決細参腰燃費昨改善燦行う祭碕雑可能碕作榊冴甑

粉鑽冶金朔腰金属昨粉鑽燦寺鴫旨耨形裁腰焼結θ焼済固薩傘宙χ削崎部品歳埼済腰後盆工歳省

略可能埼腰環境ヅ荷歳少作い工法碕裁崎腰自動車部品用途燦中心削最近注目細参崎い傘甑

東京理科大学

科学埼鑷来燦創傘

従来持仔式ン市鴫旨示実祉朔示実祉機能碕磁気軸溜昨機能燦雑冴在傘冴薩腰ǘ種類昨巻線燦必

要碕裁崎い冴甑鑚示実祉朔電流制御昨工彿削皿三巻線歳ǖ種類埼済殺冴薩腰巻線歳容易腰詞識

屍碕支持力燦熏範噬埼制御可能腰始動時昨軸支持歳容易等昨特徴燦鐚際傘甑

持仔式ン市鴫旨詩鹿使字技術適用削向砕共同質溜う研究昨検討燦行い擦際甑

無線止ン支実資紫詞ワ実屍燦高密度削配置際傘祭碕埼腰Čŕć昨情報燦無線通信埼自動的削回

率際傘止ン支実燦開発甑鑚技術朔腰既斂昨通信使ン児鹿削依斂裁作い冴薩電話回線昨混雑削影

響細参剤被災情報燦瞬時削把握際傘祭碕歳可能埼際甑減災削大済采デ献埼済腰産官学連携昨共

同研究昨検討燦行い擦際甑

故藴削強采腰ǖ珵埼ǘ自ょ度燦実現際傘新裁い関節機構燦開発甑特徴碕裁崎腰会ǖ珵埼ǘ自ょ

度燦鐚際傘屍竺旨子仔機構漉解関節装置昨旨式痔尤漉回関節角燦保持埼済傘司士実痔子仔機構

燦実現埼済擦際甑鑚技術削関裁崎特許出願腰製品適用昨冴薩技術移転昨検討燦行い擦際甑

芝浦工業大学

社会削学索腰社会削デ献際傘技術者昨育耨

患部昨標鑚画像栽晒診断削鐚用作指標燦算出裁崎癌昨病理診断燦支援際傘斯旨至痔燦実現裁

冴甑擦冴標鑚厚細燦非破壊測定際傘技術雑実現裁崎い傘甑

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢科学技術交流センタ▷ 高橋◁森谷℡睦☎ 

TEL舢03-5225-1089  FAX舢03-5225-1265  

URL舢http://www.tus.ac.jp/tlo/ 

所在地舢〒162-8601 東京都新宿囲神楽坂ñ¢目3番地 

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢連携推進部 産学官連携課 杉山 

TEL舢 03-5859-7180 FAX舢03-5859-7181  

URL舢http://www.shibaura-it.ac.jp/ 

所在地舢〒135-8548 東京都扉東囲豊洲3-7-5 
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焏焏猪心羡感福遧環境獷葈快適粟技術

焏焏屋外実環境荿皛け遧人物葈検出-追跡荿軏遧人流計測

中央大学

策晒薩済昨種燦中央大学埼！

視覚質聴覚質嗅覚昨各刺激や罪昨複合刺激削檮際傘主観的作感載方燦示視識尤裁腰個々人歳皿

三快適碕感載晒参傘皿う作環境燦腰蘰え薩作多感覚刺激燦演出際傘祭碕埼実現裁擦際甑例え

柵腰蘰え薩作照明質B，２質仔竺爾燦用い冴感覚刺激燦制御際傘祭碕削皿傘心理的作快温尤や腰

蘰え薩作B，２削皿傘賜使枝昨心理的作徹減尤燦行い擦際甑新裁い撤宅質似識匙昨棡入坂砕埼作

采腰既斂昨施設匙昨棡入雑可能作技術埼腰撤宅栽晒自動車腰生活家電擦埼昨幅熏い産業形態歳

考え晒参擦際甑擦冴腰跳護施設腰病室作鷺歳持肴快適尤昨誌実枝削雑応え晒参傘碕考え腰共同

研究菱燦募集裁崎い擦際甑

旨至鴫士始磁鹿燦用い崎画像中昨人物燦検出質追跡際傘祭碕埼腰人昨流参燦計測際傘斯旨至痔

燦開発裁崎い擦際甑坤差便旨至鴫士墾燦用い傘祭碕埼腰人物領域昨艾出作晒索削罪昨距離情報

昨流得燦直接的削実現埼済擦際甑祭昨時得晒参傘距離情報燦用い傘祭碕削皿三腰距離昨遠近削

皿傘人数始司ン詞昨誤差や人物同士昨裴作三削皿傘検出精度昨徹託削檮応裁崎い擦際甑擦冴腰

屋外環境埼昨計測削採砕傘影や日照環境昨変尤削檮裁崎雑腰既削提案裁崎い傘影検出や背邉画

像昨更新手法燦用い傘祭碕埼檮応裁崎採三腰安定作計測歳可能削作榊崎い擦際甑

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢研究支援室 加藤 裕幹  

TEL舢03-3817-1600  FAX舢03-3817-1677  

URL舢http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/ 

所在地舢〒112-8551 東京都文京囲春日1-13-27 
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焏焏社会的経済的複雑系へ葈鋕ン顥ュ鑈.錡ョ隝!-鈊餧#.鏆

電気通信大学

産業界碕昨多様作連携埼社会削デ献裁擦際甑

焏焏無線通信機能釞搭載禔た猪放射線百葉箱獷

焏焏無人-自動粟放射線計測霻ッ隆ワ.鋗

放射線計測器や気象観測機器碕椌電力無線示施自実識燦腰徂陽電池埼駆動際傘坤放射線ə葉

箱墾燦無線資紫詞ワ実屍尤裁冴無人質自動尤斯旨至痔甑

質親機碕多数昨子機埼構耨際傘自前昨椌電力無線資紫詞ワ実屍燦蘋用

θＺｉｇżｅｅ規駟削準茹裁腰通信寺竺詞思識や仔ン至試燦工彿裁腰長距離伝送燦可能碕裁

冴χ

質省電力腰徹思旨詞昨熏域削わ冴傘児鴫姿斯字識作観測網燦実現

θ送信出力ǘǹＲＷ昨無線示施自実識燦雑阪い傘省電力腰徹思旨詞斯旨至痔埼あ傘χ

θ機器昨椌型尤歳可能埼腰可搬式や携行式子機削皿三腰観測珵昨移動歳容易作児鴫姿斯字識作

観測網燦構築埼済傘χ

質多様作止ン支実資紫詞ワ実屍昨構築

θ放射線褻や気象視実祉昨札作晒剤腰多地珵削配置裁冴種々昨止ン支実視実祉燦資紫詞ワ実屍

尤裁崎観測腰率集埼済産業応用歳噪参傘χ

徂ゅ敏澄研究室昨紹跳～坤社会情報斯旨至痔学墾碕いう新裁い研究領域昨最前線昨研究～

字竺市や満N満腰評墓斯旨至痔作鷺昨腰消費者発信型磁視伺仔等腰人昨営札腰人碕人昨間栽晒生

擦参崎采傘情報埼あ傘坤社会情報墾燦活用裁腰複雑削絡札合う人間関逃腰利害関逃者間昨関

逃腰社会的経済的現象燦嗣実施史ン詞型斯璽自鴫実斯辞ンや統計的手法埼ジ札解采祭碕燦得意

碕裁崎い傘甑

＜得意碕際傘技術ś質嗣実施史ン詞質持実旨詩質斯璽自鴫実斯辞ン,  質社会的相互作用示視

式ン市, 質志実璽ン市質示視識, 質自然言語処理, 質資紫詞ワ実屍便析 ,質多変褻解析

＜ 研究至実爾例ś会氏実斯而識質磁視伺仔, 解字竺市や満N満, 回電子商流引, 塊思ン侍自至実

斯辞試識組織理論, 壊組織知能工学, 廻式旨屍質思璽自誌師実斯辞ン, 快支使飼実質思示ン枝

θ電子的情報共鐚空間χ怪各種研究支援肢実識昨開発

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢産学官連携センタ▷ 産学連携コ▷芦ゅ笈▷タ▷ 小島珠世 

TEL舢042-443-5780  FAX舢042-443-5108  

URL舢http://www.sangaku.uec.ac.jp/ 

所在地舢〒182-8585 東京都調甑腰調甑ヶ丘1-5-1 
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焏焏心理学釞用い罇業績向¿釞

焏焏蒴釭禔釭顗鋻霻﨨銧"ッ鋻猪竹林舎獷葈実施

焏焏立教大学-武蔵葭銀行荿軏遧産学連携活動葈展開

A２I朔安全質安心質快適埼嗣思作空間や移動燦実現際傘冴薩昨使ン祉実児史使旨技術埼際甑逗

世代示似式至伺や諭療質福祉関連昨研究質開発燦行榊崎い擦際甑

質爾誌侍自鴫実祉削皿傘微細作業昨支援

質空気流参燦利用裁冴椌型発電機

質揺動燦利用裁冴蘿進機構

質物燦浮栽裁腰動栽裁腰感載傘技術

質同伴者削自動的削併走際傘竺滋紫詞車椅子

立教大学

社会連携活動削皿傘地域活性腰人材育耨

企業業績燦琢砦傘削朔腰働采人昨気持阪燦い栽削高薩傘栽腰顧客昨気持阪燦い栽削心地皿采際

傘栽歳始子甑罪昨冴薩削腰心理学燦活用裁冴研究燦行榊崎い擦際甑

立教大学大学院似施資旨視孜使ン研究科碕飯能信用金庫歳連携裁崎実施際傘飯能信用金庫顧客

企業昨若手経営者腰後61者腰及索 幹部候補生燦檮象碕裁冴腰戦略的経営削必要作資質燦向琢

細在傘冴薩削実施裁崎い傘坤経営塾墾形式昨教育寺竺市鹿痔埼際甑

立教大学埼朔腰「007烝7鏤削武蔵褫銀行碕昨間削締結裁冴産学連携協定削嫻咲済腰陸方歳持肴

固鐚昨式氏実旨燦活栽裁作歳晒埼玉p昨地域活性尤削殺砕崎具体的作デ献燦目指裁崎い擦際甑

現圻腰観肘質映像質氏実斯而識似施資旨昨便褫埼活動燦行榊崎い擦際甑

埼玉大学

安全質安心質快適埼嗣思作空間燦実現

焏焏埼玉大学焏鈊ン顗鉑ン隆-鰀顗 鑈鈺-鉀ン鍗.飯鉙鉀﨨☃ＡＭ¦☞研究鋿ン鍗.

焏焏葈紹介

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢窗㍍▷チ◁ょニ㌧ゃゖゅ菟センタ▷ 渡辺 

TEL舢03-3985-4608  FAX舢03-3985-2458  

URL舢http://www.rikkyo.ac.jp/ 

所在地舢〒171-8501 東京都豊島囲西批袋3-34-1 

コマ番号 

Ｋ-  

産学連携窓口舢埼玉大学 ゃンビゥン茨◁尨ビ窗ゖゅ◁ょンタ▷揃ィょ㌶研究センタ▷ 須田 均 

TEL舢048-858-3849  FAX舢048-858-9419  

URL舢http://ami.saitama-u.ac.jp/ 

所在地舢〒338-8570 埼玉県さいたま腰桜囲½大久保255 



新製品・新技術開発や産学連携で悩んだら、まず「産学連携支援センター埼玉」

にご相談ください。経験豊富なコーディネータと職員が皆様の課題の解決のため

に全力でご支援いたします。

産学連携支援センター埼玉
〔（財）埼玉県産業振興公社・（公財）さいたま市産業創造財団〕

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2
新都心ビジネス交流プラザ３階

TEL:048-857-3901 ／FAX:048-857-3921
MAIL:sangaku@saitama-j.or.jp


