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　高精密画像のデータ量を減らして取り扱いを容易にするため、JPEG2000等の画像
を圧縮することが行われている。画像中の特定の興味領域について復号品質の調整
方法として、ROI( region of interest ) 符号化が採用されており、ROI符号化する
ことにより、データ量を削減することが可能であるが、ROI符号化では興味領域の
外側の広い周囲の画素を対象として画像データを符号化する必要があり、符号化
効率の低下を招く問題がある。
　問題点を解決するために、ROI符号化を行う場合に興味領域の符号化効率を向上
させることができるようにし、例えば医用画像においては、診断にとって背景は
不要となる場合があるため、診断にとって必要な部分だけを対象としてROI符号化
効率を向上させることができる。

　肺炎を治癒させるには、起炎菌を同定し抗菌薬を適正使用する必要がある。
起炎菌の同定には多大な労力、時間と費用を要する。本装置は肺炎患者の喀痰で
肺炎を起こす原因微生物を迅速に検出でき、それらの菌が起炎菌か常在菌かを鑑別
できる能力を有する。

埼玉大学
医工連携分野のイノベーション対話を推進！

Ti合金は生体適合性、耐食性に優れているため、PE摩耗の解消、半永続使用が可能と
なり、生体親和性の高い人工股関節骨頭コンポーネントを開発した。

人間同士のインタラクションでは非言語行動が重要であり、人間とのインタラクション
に着目し、介護支援ロボット、ロボット車椅子等を開発した。

　　人工股関節骨頭コンポーネントの開発

埼玉医科大学
埼玉から医工連携による新産学を！

共鳴信号感受ヘテロダインCARS（Coherent Anti-Stokes Raman Scattering）技術に
より、生体内化学成分である血液中のグルコースの共鳴信号のみを非侵襲的に定量
計測するものである。

　　社会学的アプローチに基づくヒューマンロボットインタラクション
　　に着目したロボット開発

　　蛍光カルシウムセンサータンパクG-CaMPを組み込んだモデル生物の創薬応用

神経細胞および神経回路の機能を解析することが可能となる手法として、細胞内の
カルシウムイオンに反応する蛍光カルシウムセンサーG-CaMPを開発した。

　　非侵襲血糖測定技術

　　新画像圧縮技術による医療への応用

　　急性呼吸器感染症起炎菌の鑑別装置

コマ番号

M-２８２８２８２８

産学連携窓口：医学研究センター 知財戦略研究推進部門

TEL：042-984-4948 FAX：042-984-4948

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

所在地：〒350-1241 埼玉県日高市山根1397-1

産学連携窓口：埼玉大学 オープンイノベーションセンター 産学官連携コーディネーター 高島

TEL：048-858-3849 FAX：048-858-9419

URL：http://www.saitama-u.ac.jp/

コマ番号

M-２９２９２９２９
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初期設計～詳細設計まで多目的満足解が得られる。
開発期間短縮、コスト削減が可能な他、熟練者のノウハウを“見える化”し、
技術の伝承も可能にする。

埼玉県立大学
保健医療福祉業務に係るプロフェッショナルを育成する大学

　　モバイル情報端末で疑似体験できる脱臼予防アニメーション

「脱臼予防アニメーション」は、遠隔看護システムの主要な教育ツールとして位置
づけられる。これまでの、解剖生理や手術手技を主とした教材とは異なり、患者個々
の身体と生活に関する情報が付加される点において、他に類をみない新規性に富む
ものである。

　　高齢者用呼吸トレーニングマスク開発研究

持久力と呼吸機能を効果的に向上させる若年者用呼吸トレーニングマスクを開発
した。現在高齢者や呼吸器疾患患者の運動療法に使用できるマスク開発を実施し
製品化を目指している。

電気通信大学
Unique & Exciting Campus

小さくても光る大学をめざして

　　プライバシーに配慮した居住者見守りシステムのための
　　RFIDタグによる姿勢検出システム
　　（沼尾雅之教授）

電源不要、小型、軽量、安価なRFIDタグを活用して転倒などの異常状態を検出する、
プライバシーを考慮した居住者モニタシステムを紹介する。

　　セットベース設計手法 (石川晴雄教授)

産学連携窓口：地域産学連携センター 産学連携コーディネータ 横手

TEL：048-973-4114 FAX：048-973-4807

URL：http://www.spu.ac.jp/

所在地：〒343-8540 埼玉県越谷市三野宮820番地

産学連携窓口：産学官連携センター

TEL：042-443-5780 FAX：042-443-5108

URL：http://www.sangaku.uec.ac.jp/

所在地：〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1

コマ番号

M-３０３０３０３０

コマ番号

M-３１３１３１３１
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目白大学
社会の諸課題の解決に貢献したい

　　患者中心型デザインワークショップ手法を用いたナースカートの検討

患者中心型デザインワークショプ手法により抽出されたナースカートの課題とインク
ルーシブデザインWS手法による企業との共同研究の一部を紹介する。

　　職場におけるメタボリックシンドローム発症予防の取り組み
　　－長期的効果とフォローアップ－

メタボリックシンドローム予備軍に生活習慣改善を目的とした24週間のフォロー
アッププログラムを行った結果，歩行時間，腹囲，体重などが改善した。

産学連携窓口：新宿事務局 研究支援グループ 坪井

TEL：03-5996-3110 FAX：03-5996-3146

URL：http://www.mejiro.ac.jp/

所在地：〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1

コマ番号

M-３２３２３２３２
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高いエレクトロクロミック特性と耐久性を有するスマートウィンドウ用水酸化物
薄膜を、安価に大面積かつ均一に成膜する技術を開発した。

車両に設置した２つの加速度計により捉えた車両挙動から路面平坦性をリアル
タイムに計測する、拡張性に優れ安価・コンパクトな技術・装置を開発した。

宇都宮大学
資源循環型_防草技術と軽量保水性ブロック

一般廃棄物を１０００℃で焼成無害化する過程で排出される焼却灰を造粒固化した
焼成焼却灰は高い吸水力を有する。これを１０～１５ｃｍ厚に敷設することで、
植物の発芽を抑えることができる。環境配慮型の防草技術として、既設構造周辺へ
の適用を提案する。

多孔質の産業副産物を利用したセメント系軽量ブロックは吸水性と保水性に優れ、
日射を受けても短時間で水分を発散せず、長時間にわたり徐々に水分を発散する。
市販の同種ブロックよりも表面温度低減効果があり屋上設置に際して室温低減効果
が期待できる。

北見工業大学
自然と調和するテクノロジーの発展を目指して

　　牧草を断熱材として利用した雪の冷熱利用　～ 省エネルギー雪山冷蔵庫～

牧草を断熱材とし雪を通年保存するための方法・条件を実証的に明らかにした。
本技術を用いた貯蔵庫内温度は年間を通じて安定的に０℃を示した。

　　スマートウィンドウ用高性能水酸化物薄膜材料

　　車両挙動解析による路面プロファイルのリアルタイム計測

　　焼成焼却灰を用いた資源循環型の防草技術

　　軽量保水性ブロック

産学連携窓口：知的財産センター 野本

TEL：028-689-6317 FAX：028-689-6320

URL：http://www.utsunomiya-u.ac.jp/

所在地：〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東7-1-2

コマ番号

M-０４０４０４０４

産学連携窓口：社会連携推進センター

TEL：0157-26-4161 FAX：0157-26-4171

URL： http://www.kitami-it.ac.jp

所在地：〒090-0013 北海道北見市柏陽町603番地2

コマ番号

M-０５０５０５０５
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芝浦工業大学
社会に学び社会に貢献する技術者の育成

低温のため価値がないと考えられ利用されていなかった小温度差熱を電気に変換
する技術を対象に、実用可能性の評価を課題とした基礎研究を行っています。

（公財）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
　　次世代モビリティおよびエネルギー全般に関わる研究成果
早稲田大学環境エネルギー研究科の研究成果および事業化例を展示（パネルおよび
電動バス模型）

　　本庄スマートエネルギータウンプロジェクトの紹介

本庄スマートエネルギータウンプロジェクトのコンセプトを展示する。本庄早稲田駅
周辺の開発構想を模型とパネルにより展示するとともに、ベイシア2期工事概要の
パネルなどプロジェクトの成果を示す。

　　次世代モビリティ・エリアマネジメント研究会の紹介

新たな環境ビジネスの創出と低炭素モデル都市の構築をめざし、活動している次世代
モビリティ・エリアマネジメント研究会の紹介

　　小温度差熱を利用する発電システムの研究

　　電子白状を用いた障害物検知・通知の研究

視覚障がい者が利用する白杖にセンサーを取り付け、白杖だけでは認識困難な
危険箇所（障害物や下り段差等）の検知・通知方式の研究を行っています。

　　福祉機器評価システムに関する研究

使用する人の体型や能力に合った福祉機器やインターフェースを設計する方法、
また、人との適合を評価する方法などの研究を行っています。

コマ番号

ＬＬＬＬ-２８２８２８２８

M-０１０１０１０１

産学連携窓口：産学官連携推進部 佐藤

TEL：0495-24-7455 FAX：0495-24-7465

URL：http://www.howarp.or.jp/

所在地：〒367-0035 埼玉県本庄市西富田1011

産学連携窓口：産学官連携・研究支援課 産学官連携コーディネーター 坪井

TEL： 048-720-6550 FAX：048-720-6551

URL：http://www.shibaura-it.ac.jp/

所在地：〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307

コマ番号

M-０３０３０３０３
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複数台風力発電機の相互接続において、直列接続方式で、各部の電圧上昇を
抑制しつつ、出力容量を大幅に増加できるシステム。

東京電機大学
東京電機大学の技術を活用してみませんか

　　マルチステップインバータ

自立型電力供給システムにおいて、使用電気機器への悪影響排除するため出力
電圧波形を改善する小型のマルチステップインバータシステム。

　　配電系統の電力補償システム

需要家での、電流バランス・力率改善・高調波抑制・停電時の電力供給・電力
貯蔵の機能により省エネ化・低コスト化を目指したシステム。

　　複数台風力発電機の相互接続

　　セキュリティクラウドを用いたディザスタリカバリシステム

安全、セキュアな機能に重点を置いた効率的なバックアップシステム（災害・
盗聴に強い）を低コストで実現したシステム。

　　カスパーゼ１４の合成促進

皮膚保湿に関与する酵素の合成を促進し、永続的に皮膚保湿に効果あるクリーム
等への応用を狙いとする技術。

　　視覚障害者のため指先指定文字認識システム
視覚障害者が手にした物に記載されている文字をなぞるだけで読み上げてくれ
る装置で、視覚障害者の文字情報獲得を支援するシステム。

　　ガイドロボット（人物誘導ロボット）のための人物検出システム

空港等の施設内で人をガイドするロボットが、案内する「人の特定」や今い
る場所を、移動しながらも「検出・認識」し正しくガイドするシステム。

　　衣服特徴を用いた人物特定システム

人間が着ている衣服をもとに、首や腰の位置から人物を特定する（絞り込む）
データベース活用システム。

　　低環境負荷型発光性シリコンナノ粒子の開発
地球にやさしく資源量の豊富な、ナノシリコンの発光特性を活用し、ディス
プレイ・照明、医療分野に活用できる材料を開発。

産学連携窓口：産官学交流センター コーディネーター 志田

TEL：03-5284-5225 FAX：03-5284-5242

URL：http://www.dendai.com//

所在地：〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番

コマ番号

M-０２０２０２０２
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低侵襲外科手術用ロボットや農業用ロボットなどへの搭載を目的とし、柔軟な指を用いて物体
のソフトな把持を行うロボットグリッパの開発を行っています

　　Webカメラ搭載ロボットによる天井ふところ内検査手法の紹介

　　大空間構造物の天井部を対象とする目視検査手法の紹介

　　鋼構造物の接合部のための損傷検知システムの紹介

鋼構造物の接合部の損傷検知を目的とした、マイコンによるモニタリングシステムを紹介
します。安価で実用的なシステムです。

　　BCP（事業継続計画）のためのモニタリングシステム

BCP（事業継続計画）に有用な情報を明示する、映像と計測応答を同時に表示できるシステム
を紹介します。

　　水撃ポンプ

技術者から嫌われるウォーターハンマー現象を利用し、水を揚水するポンプを紹介します。
電気を使用せずに揚水する様は不思議と感じるかと思います。

　　ＡＲ技術などによるユーザビリティの向上

　　柔軟な指を持つロボットグリッパ

足利工業大学
構造物の損傷モニタリング

人の立入が難しい天井ふところ内を対象としたWebカメラ搭載検査ロボットによる検査手法を
紹介します。検査ロボットは、スマートフォンで操作できます。

安全検査が難しい体育館などの天井部を対象としたWebカメラ搭載飛行船による検査手法を
紹介します。飛行船は、スマートフォンで操作できます。

埼玉工業大学
中核的研究拠点として産学連携事業を推進

拡張現実感やフィジカルインタフェイス等を用いてユーザビリティをどのように向上させる
か、及びその各種応用について、研究成果を展示します。

コマ番号

ＬＬＬＬ-３４３４３４３４

産学連携窓口：総合研究センター

TEL：0284-62-0782 FAX：0284-62-9985

URL：http://www2.ashitech.ac.jp/crc/index.html

所在地：〒326-8558 栃木県足利市大前町268-1

産学連携窓口：産学官交流センター

TEL：048-585-2521 FAX：048-585-6896

URL：http://www.sit.ac.jp

所在地：〒369-0293 埼玉県深谷市普済寺1690

コマ番号

ＬＬＬＬ-２９２９２９２９
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理工学部　電気電子情報工学科　教授 木村　真一　先生

基礎工学部　電子応用工学科　教授 伊丹　誠　先生

理工学部　電気電子情報工学科　准教授 樋口　健一　先生

工学部第一部　電気工学科　准教授 長谷川　幹雄　先生

ミミズやカタツムリ、アメンボ等をモチーフにしたロボットを開発しています。生物の効率的
な構造を、独自に開発した人工筋肉等で実現しています。

東京理科大学
科学で未来を創る

中央大学
ひらめきの種を中央大学で！

　　常温接合技術で実現した高性能深紫外波長変換レーザー

微細加工・精密計測・医療・バイオ分野で使用される深紫外レーザーを、従来より高効率・
高出力に発生させる新構造の波長変換デバイスを開発しました。

　　新規CO2吸収セラミックス

二酸化炭素を吸収、放出し、再利用可能なセラミックスを開発しています。自己発熱するこ
とで吸収/放出を自在にコントロールできる構造を紹介します。

　　生物規範ロボット

　　複雑系数理モデル学通信方式

複雑系数理モデル学に基づく最適化理論や同期理論を用いた新通信プロトコルの提案

　　分解組立自由な小型モジュール型ロボット

軌道上保全ロボットで培ってきた技術を活用しモジュールボットの小型化を実現、分解組立が
自由で非常に柔軟な動きを可能にし不慮の接触にも安全な小型モジュールロボットを実現

　　次世代デジタル通信技術

超広帯域通信（UWB）方式、次世代移動体通信直交周波数分割多重（OFDM）方式、
高精度測位測定技術

　　ヘテロジーニアスネットワークにおける自律的接続セル選択
　　および干渉コーディネーション法

端末の測定項目やフィードバック情報量をほとんど増やすことなく、自律的にユーザ分布等の
周辺の環境に適応して、接続セル選択と保護帯域の割合を同時に自動制御する方式提案

産学連携窓口：科学技術交流センター 高橋・鈴木（雪）

TEL：03-5876-1534 FAX：03-5876-1676

URL：http://www.tus.ac.jp/tlo/

所在地：〒125-8585 東京都葛飾区新宿六丁目3番1号

産学連携窓口：研究支援室 加藤

TEL：03-3817-1600 FAX：03-3817-1677

URL：http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/

所在地：〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27

コマ番号

ＬＬＬＬ-３０３０３０３０

コマ番号

ＬＬＬＬ-３５３５３５３５
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通常、導電性材料のみに適応可能である放電加工を絶縁性セラミックスに対し行う加工
技術である補助電極法について展示する。

東洋大学 工業技術研究所
地元企業と大学をつなぐ窓口です

　　前処理機能を有する表面増強ラマン分光用基板

薄層クロマトグラフィー/in-situ表面増強ラマン分光法により
スキムミルク中のメラミンを分析した例を中心とした高感度化分析方法の紹介。

　　高齢者の運動能力の簡便な可視化

高齢者の運動機能は数時間かかる身体検査で評価されているが、
図形模写時の筆跡情報を用いることで、簡便に短時間で評価できる新しい方法を提案する。

　　磁場、力、温度センサーを用いた新機能ガジェット

　　簡易型液体微粒子粒径測定装置

簡単に微粒子粒径を測定する装置を紹介する。測定原理はレーザー光回折法であるが、
従来に比べて微粒子回折光の検出方法に新しい工夫を施した。

各種センサーを用いた磁気マウス、脈拍測定器、温度制御器などのガジェットを紹介する。
きめ細かい要望に容易に応えられるところが特徴である。

長岡技術科学大学
長岡技術科学大学は産業界の皆様のパートナー

　　絶縁性セラミックスの放電加工技術

産学連携窓口：総務部産学・地域連携課 産学・地域連携係

TEL：0258-47-9278 FAX：0258-47-9040

URL：http://www.nagaokaut.ac.jp/

所在地：〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

産学連携窓口：東洋大学工業技術研究所 事務室

TEL：049-239-1322 FAX：049-232-0981

URL：http://www.toyo.ac.jp/rc/riit/

所在地：〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100

コマ番号

ＭＭＭＭ-３５３５３５３５

コマ番号

ＭＭＭＭ-３４３４３４３４
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新潟大学
新潟大学を気軽にご利用ください！

　　水晶MEMS式容量検出センサを中心とする各種水晶センサ技術とその応用

水晶MEMS式容量検出センサを中心とする各種水晶センサとその応用例を紹介する。
特に、デジタル信号処理的に多点での液体濃度をモニタリングできる時差式マルチチャン
ネル法、非接触で液体濃度を評価できるセンシング手法について説明する。

　　大規模環境の3次元計測点群からの物体認識技術

移動計測車両(MMS)によって計測された3次元点群から道路周辺地物を自動で認識する技術
を紹介します。

日本工業大学
実工学の学び

　　センサレス微小機械向けSMAアクチュエータ

ロボティクス技術を用いたオートメーション技術全般。特に、今回は形状記憶合金を利用
した、微小機械へのセンサレスな自動化などの技術を公開する。

産学連携窓口：産学連携起業教育センター

TEL：0480-34-4111（代表） FAX：0480-33-7523

URL：http://www.nit.ac.jp

所在地：〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1

産学連携窓口：産学地域連携推進機構産学地域連携推進センター

TEL：025－262-7554 FAX：025-262-7513

URL：http://www.niigata-u.ac.jp/

所在地：〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

コマ番号

ＭＭＭＭ-３３３３３３３３

コマ番号

ＭＭＭＭ-０７０７０７０７
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　　ＮＩＲＳを用いたニューロフィードバックシステム

日本大学
総合大学の特性を活かし多彩なシーズを紹介

　　亜鉛欠乏性味覚異常検査法

亜鉛の欠乏による味覚障害により，味覚受容体遺伝子の発現が低下する事に着目し，
従来と異なる被験者に痛み・出血を伴わない試験法を開発した。

　　微細工具の加工方法及び微細工具

金属柱の旋削により数十μmの微細軸を極めて短時間で容易に加工する技術を開発した。
本技術により放電加工用の微細電極を容易に作製できる。

　　分割型擬似電子透かし技術

本技術は，ネットワーク配信される動画像コンテンツに，違法コピーを抑止する目的で，
電子透かしの形で著作権情報を高速に埋め込む方法を提供する。

　　アスファルト舗装廃材から素材を分別回収するリサイクル技術の開発

本技術は，これまで混合状態で利用せざるをえなかったアスファルト舗装廃材を，「骨材」
と「アスファルト」に分別回収する新たな再材料化技術である。

NIRSで得た脳活動情報を視覚刺激として呈示し，訓練により脳活動を随意制御するシステム
において，その効果を分離度によって定量的に評価する。

　　超音波複合振動による穴あけ加工及び接合

穴あけ加工や異種金属などの接合等に利用可能な超音波複合振動装置の提供。超音波
複合振動の軌跡が面状であるため，これらの作用効果が向上する。

　　音響測定装置

複数マイクの時間差ではなく感度差を利用する新しい音の方向検出技術に関するもので、
マイクを超小型化することでコンパクトな音源検出装置となる。

　　定在音場を用いた保炎

連続燃焼器の保炎に関する研究で，火炎形成位置に対して速度振動の腹部の位置が一致
するように定在音場を形成させ，安定的に燃焼を継続させる。

産学連携窓口：研究推進部知財課 久保

TEL：03-5275-8139 FAX：03-5275-8328

URL：http://www.nubic.jp/

所在地：〒102-8275 東京都千代田区九段南四丁目8番24号

コマ番号

ＬＬＬＬ-３３３３３３３３
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ものつくり大学
産業界との連携を目指して

　　生分解性トリマーラインの刈り込み特性

開発中のナイロンコードは、刃物による事故を回避できる他、刈り込みにより摩耗した
ナイロンの残渣は土に還元するため、環境にもやさしい特性を持つ。

　　昼光利用型ライトシェルフブラインドの開発

昼光利用の際に冷房負荷や不快グレア抑制にはブラインド等が必要となる。積極的な昼光
利用や良好な光環境の形成のための開発を行う。

　　産から学へのプレゼンテーション（企業ニーズ発のマッチングイベント）

ニーズオリエンテッドの産学連携を生み出す機会を増やすため、研究開発に係わる企業
のニーズや共同研究分野・課題を、直接大学や研究機関に伝える場を提供します。

　　新技術説明会（大学等シーズ発のマッチングイベント）

大学、公的研究機関およびＪＳＴの各種事業により生まれた研究成果の実用化を促進する
ため、｢新技術説明会｣を開催しています。

（独）科学技術振興機構
産学連携マッチングで技術革新のお手伝い。

　　大学等の特許。技術移転データベース「J-STORE」

大学・公的研究機関、ＪＳＴ等の技術移転可能な（ライセンス可能な）特許情報（出願
から１年半未満の未公開特許を含む）等を検索できる無料データベースを公開しています。

産学連携窓口：独立行政法人科学技術振興機構

（Ｊ－ＳＴＯＲＥ担当）知的財産戦略センター 西田 TEL： 03-5124-8477 FAX：03-

5124-7626 （マッチングイベント）産学連携展開部 村杉 TEL： 03-5214-7519

URL：http://www.jst.go.jp/

所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ

産学連携窓口：ものつくり研究情報センター 嶋野

TEL：048-564-3880 FAX：048-564-3881

URL：http://www.iot.ac.jp/

所在地：〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地

コマ番号

ＭＭＭＭ-０８０８０８０８

コマ番号

ＭＭＭＭ-０６０６０６０６
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埼玉県産業技術総合センター
ご相談ください！課題の解決にＳＡＩＴＥＣ

　　埼玉県産業技術総合センターにおける３Ｄデジタルものづくり支援

実物から３Ｄデータを取得し、３Ｄプリンタで試作完成まで一貫した試作支援をはじめ、
依頼試験、機器開放、受託研究などの支援業務を御紹介します。

（独）産業技術総合研究所
我が国最大級の公的研究機関です！

　　エアロゾルデポジション（AD）法

セラミックや金属粒子を成膜原料とし、キャリアガスにてエアロゾル化後、
減圧チャンバー内で圧力差によって基板へ噴射することで成膜を行います。

産学連携窓口：企画・総務部 企画担当 岩崎

TEL：048-265-1368 FAX：048-265-1334

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

所在地：〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18

産学連携窓口：イノベーション推進本部 産学官連携推進部 関東産学官連携推進室 米山

TEL：029-862-6644 FAX：029-862-6130

URL：http://www.aist.go.jp/

所在地：〒305-0045 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2

コマ番号

ＬＬＬＬ-３２３２３２３２

コマ番号

ＬＬＬＬ-３１３１３１３１



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
〔（公財）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


