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産学連携フェア2016【環境・エネルギー】

東南アジアの残渣バイオマスの有効利用のため、水素エネルギー、高質肥料作成のための開発
研究を進めています。

　　食と農のためのセンシング技術に関する研究開発(ｼｮｰﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)

安心・安全な農業設備として注目される植物工場などで利用するセンサ技術や食品の品質評価
のための味覚センサの開発を行っています。

環境科学研究センターでは、環境状態を律速する、空気、水、土壌および植物に関して、様々
な観点から、環境浄化をめざす研究を進めています。

　　自然災害に強いプログラマブル・ストラクチャの研究開発

　　二枚貝を用いた水質浄化の取り組み

淡水産二枚貝のろ過能力を用いた河川や湖沼の水質浄化を行う取り組みです。埼玉県戸田市の
戸田ボートコースで実際に取り組みを行っています。

　　光機能性金属錯体の研究開発

色素増感太陽電池や有機ELなどの素子として用いられる光機能性金属錯体について金属錯体の
合成化学的立場からの研究開発を行っています。

レジリエント都市の実現に向けた地震による建物の倒壊方向を制御するデバイス、ゲリラ豪雨
に対し浮力を利用して止水板を設置するデバイスの開発を行っています。

　　残渣バイオマスの有効利用

　　環境科学研究センターの取り組み（環境科学研究センター）

埼玉大学
多様な研究と地域との連携

　　最新の機器による受託分析のご紹介（科学分析支援センター）

科学分析支援センターで所有する高度で最新の研究設備を企業の方々にもお手軽にご利用いた
だけるような依頼分析を行っています。

　　レジリエントな社会構築のための研究開発（レジリエント社会研究センター）

土砂災害の前兆現象把握、地震による倒壊シナリオを考えた構造物や街づくり、地域特性を活
かした汚染防止と修復技術、氾濫時の避難誘導の研究を行っています。

コマ番号

N-41

産学連携窓口：研究機構オープンイノベーションセンター シニアコーディネーター 岩佐

TEL：048-858-3849 FAX：048-858-9419

URL：http://www.saitama-u.ac.jp/

所在地：〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
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産学連携フェア2016【環境・エネルギー】

　　環境負荷低減のための水溶性加工液状化法と腐敗対策

マイクロバブルクーラント、Agイオンなどによる新しい加工液管理技術、加工液使用量の大幅
な低減と高精度・高能率研削加工の両立を実現するフローティングノズル法やフレシキブル導
液シート法を開発して実用化に成功しています。

日本工業大学
多彩なニーズにお応えします

　　研究能力の活用、産学官金融機関交流の促進、起業のための人材育成

100年を超える工学技術の分厚い学習歴をバックグラウンドに充実した実験研究設備と実践力
に富む人材が皆様のニーズに応えます。

　　動力エネルギーシステム

地球環境にやさしい社会の実現に向け、動力・エネルギーシステムの力学的挙動の解明と制御
という課題のもとに広範囲な研究活動を行っている。研究テーマは主として、風力タービンや
風力発電に関するものと、熱システムに関するものがある。鳥翼型風力発電機の開発は、鳥が
羽ばたいて飛び立つときの翼をイメージ

　　圧電体を用いた振動発電システム

　　トライボロジーセンター

　　自動運転技術開発

スタンドアロン型の自動運転システムや協調型車両制御システム等、我々が蓄積した様々な技
術やノウハウを御社でお役立て下さい。

東京理科大学
産学連携による研究成果の社会還元を推進

　人や車の通過時に加わる力を用いて発電するマットを開発した。
　発電によって得られた電力を用いて、電池レス、配線レスで無線送信できる技術です。

 金属３Ｄプリンタ、分析評価機器を導入したセンターです。金属３Ｄプリンタ造形、トライ
ボロジー（固体の摩擦、潤滑、摩耗）の課題をご相談ください。

コマ番号

N-44

産学連携窓口：研究戦略・産学連携センター リサーチアドミニストレーター 中島

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

コマ番号

N-46

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
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産学連携フェア2016【環境・エネルギー】

　　回転バランスシリンダー型空気エンジン

圧縮空気により、駆動する回転バランスシリンダー型の空気エンジン。モビリティ、小型発電
機、空調システム等への応用が可能。

　　COCOCA

民間版のエコポイント・地域通貨を実現するプラットフォームとして企画された生活者・事業者
参加型のオープンで汎用性の高い仕組みです。

（公財）本庄早稲田国際リサーチパーク
早稲田大学等と産業・行政とを繋ぐ連携機関

　　児玉白楊高校による、スマートフォンを用いた遠隔水やりシステム

ICTを用いた次世代農業を担う人材の育成をめざした産学連携プロジェクトで製作したスマート
フォンを用いた遠隔灌水システムのデモ展示を行う。

　　井戸の熱源を住宅間で共有することで実現した地中熱（水冷）空調システム

産学連携で開発が進む省CO２住宅において導入が予定されている熱源システムの紹介。
街区の中心に井戸を設置し、住民間の積極的な交流を促すと同時に、水冷/空冷ハイブリッド型
ヒートポンプを用いてエネルギー熱源として活用する。

老舗製菓企業である梅林堂を中心に、産学官金の連携で進めている「健康にいい」おやつの開発
について、県産農産物を用いた事例を紹介する。

早稲田大学環境総合研究センター
持続的な発展が可能な循環型社会の実現

　　超軽量小型モビリティULV (Ultra Light-weight Vhiecle)

「自転車以上自動車未満」をコンセプトとし、軽量設計により省エネルギー化を追究した小型モ
ビリティ。空気エンジン駆動の最新モデル。

　　産学官金連携による機能性おやつ開発

コマ番号

N-02

産学連携窓口：環境総合研究センター・事務長 柳澤

TEL：0495-24-6480 FAX：0495-24-6552

URL：http://www.howarp.or.jp/

所在地：〒367-0035 埼玉県本庄市西富田1011

コマ番号

N-01

産学連携窓口：産学官連携推進部 産学官連携コーディネーター 佐藤・山田

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
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産学連携フェア2016【医療・福祉】

「多死時代」を迎えるにあたり、自分らしい最後の迎え方、看取りを考えることが求められている
中で、死を迎える多様化に合わせ、地域の中での看取りが重要となっている。シーズはご尊体の特
徴をふまえたエンゼルメイク商品の開発への助言と看取りを支援する専門職の力量形成に関する調
査研究。
看護学科　星野　純子　講師

埼玉県立大学
保健・医療・福祉の専門大学

　　セルロースアセテート膜電気泳動法と高感度銀染色液を用いた腎障害部位分類法

患者尿をセルロースアセテート膜に塗布し電気泳動を行い、専用の銀染色液で染色後、尿蛋白分画
を行う。この分画像を尿蛋白病態解析ソフトウェアで解析することで、腎障害部位を分類でき、腎
臓病の診断の補助になると考える。
健康開発学科　久保田亮講師

　　企業市民の育成による地域社会との連携

様々な課題を抱える地域社会に対して、企業はどのようにアプローチしていけばいいか、社会貢献
活動のあり方を研究・提案し、企業市民の育成を考える。
社会福祉子ども学科　新井　利民　准教授

いわゆる腰痛の再発予防を目的とした腰背筋・下肢筋群の筋活動・血流動態・組織硬度の検討に用
いる計測機器の信頼性について。

　　その人らしさを大切にした看取りの支援

　　口腔保健学臨床研究に基づいた禁煙支援

口腔領域に着目し、主観的および客観的評価を用いて禁煙支援の有効性の検証と研究
健康開発学科　田野　ルミ　講師

　　いわゆる腰痛の再発予防

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

コマ番号

N-06

4



産学連携フェア2016【医療・福祉】

東洋大学 工業技術研究所
産業界との技術交流事業の窓口です

　　筆跡情報を用いたメンタルヘルス不調の予兆把握

うつ病等は再発率が高いため、予防措置が有効です。我々は、筆跡の時間情報を用いて、メン
タルヘルス不調の予兆把握が可能なことを見出しました。

　　中小企業を対象としたメンタルヘルス対策及びリワークプログラム活用による
　　「定量的評価」の復職判定法の開発

職場のメンタルヘルス対策を大学―医療機関の連携のもとリワークデイケアを活用し、メンタ
ル不調者あるいは職場不適応者の相談・治療・対策を可能にした。

　　可搬型微粒子粒径測定装置

レーザー回折法にて微粒子粒径を測定する装置で「民生用カメラ使用」「画像認識技術を駆使
した微粒子半径のほぼ実時間計計測」という特徴を持つ。

　　リハビリテーションのための自転車シミュレータと運転動作計測

脳卒中のリハビリテーションに用いるための自転車シミュレータとその運転や姿勢などを非接
触で計測するシミュレータシステムの開発

目白大学
社会の諸課題の解決に貢献したい

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

コマ番号コマ番号コマ番号コマ番号

N-42

産学連携窓口：研究支援グループ

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

N-05
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産学連携フェア2016【ものづくり】

バリ取りブラシによるバリ除去の一環として、バリ取りブラシの研磨布植込み角度及びねじれ
剛性を高めた研磨布を製作し、バリ取り面品位の向上を図る実験の紹介

埼玉工業大学
『機械システムの臨床医チーム』

　　トライボロジー（摩擦・摩耗）現象の可視化と評価・診断

摩耗現象を診断することで、機械システムで発生する諸問題の解決・改善に取り組んでいま
す。金属加工モニターを初め、様々な応用例を紹介します。

　　高効率色素増感太陽電池デバイスの開発

低コストで容易に作製可能な色素増感太陽電池を紹介します。電気メッキ技術を利用すること
で、高速で低温なプロセスが可能になりました。

　　光で動く液晶と光学素子への応用

液晶の配向特性を従来の電気ではなく、光で制御できる新しい光学素子について紹介します。
次世代のフォトニクス材料として期待できます。

ものつくり大学
テクノロジストを育成する大学

　　 　中小企業現場活性化支援事業

　中小企業の現場で抱えている様々な課題に対して、豊富な改善経験を有する支援アドバイ
ザーが現場においてＰＤＣＡサイクルを一貫して対応支援する制度の紹介

　　 研磨布ブラシによる板金製品のバリ取り特性

産学連携窓口：ものつくり研究情報センター

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

N-04

産学連携窓口：産学官交流センター

TEL：048-585-6799 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

N-45

6



産学連携フェア2016【ものづくり】

芝浦工業大学
社会と世界に貢献する実践型人材の育成

　　各種運転支援システムへの取り組み

ドライバの行動特性の解析、自動車の知能化、運転性能の向上により、自動車の安全・環境・
快適性能を改善するための各種運転支援システムに関する研究を行っています。

　　移動型センサーネットワーク技術

センシングの対象場所までの移動やセンシングデータを転送する際に近くの中継ノードや基地
局までの移動でセンシングを実現する移動型センサネットワーク技術の研究を行っています。

　　ものづくり技術による先端医療発展への貢献

新たな先端医療技術の発展のために、血液ポンプの開発、バイオ流体解析（実験・数値解
析）、顕微鏡観察（高速度撮影・蛍光撮影）、画像解析などの研究を行っています。

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

　　超音波振動を活用した切削・研削加工技術の開発

超音波振動エネルギを加工に応用することで、砥石の目づまりを防ぎ、加工熱や工具摩耗を抑
制でき､脆性材や焼入鋼などの難削材の研削・切削にさまざまな効果があります。

コマ番号

N-48

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

産学連携窓口：総務部産学・地域連携課 産学・地域連携係長 安原

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

コマ番号

N-08
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産学連携フェア2016【ものづくり】

移動ロボットが無線通信品質の計測（スループット、電解強度）を行い、その値を基に移動経
路上に無線中継基地局を配置することで、無線遠隔操作可能なエリアの拡張を行う手法。

　　スクリーンを手指などで直接タッチするだけで対応可能な大画面システム

ユーザーが特殊なポインティングデバイスを用いることなく、プロジェクターで画像が投影さ
れたスクリーンを手指などで直接タッチするだけで、そのタッチした時間を判定する方法に関
する技術。

　　災害時における情報収集ロボット

全球フリーローラを用いることでフリーローラ数を減らし、車輪回転軸とフリーローラ回転
軸、および、それらの軸受を一体化した車輪軸形状によるこれまでにない部品配置から、部品
点数を削減したオムニホイール

　　タッチするだけでＰＣに記録できる巻尺「タッチ式メジャー」

長尺・柔軟なタッチパネルを用いて長さを計測し、自動的に数値をＰＣに記録できる装置の提
案。２点間の距離（２点タッチ時）も容易で高精度に計測できるよう検出原理を工夫。

　　ＭＥＭＳ 3軸触覚センサ付き鉗子

腹腔鏡下手術用鉗子に２つのＭＥＭＳ3軸触覚センサとリニアポテンショメータを取り付け、
複数のセンサの出力を複合的に利用することで、鉗子操作時に対象に加わる3軸力やトルクお
よび対象の硬さの計測を可能とする。

　　皮膚保湿に関与する酵素・カスパーゼ１４を増加させる合成促進剤

従来の皮膚保湿法である保湿成分の一部補給では効果は一時的であるが、細胞内に容易に取り
込まれるスフィンゴイド骨格含有化合物類を用いてカスパーゼ14を合成促進させ、永続的に皮
膚の保湿機能を改善させることができる。

　　簡易装置により基材との密着性を促進したダイヤモンド状炭素（DLC）の開発

DLCコーティングは、高硬度、低摩擦、生体安定性、ガスバリア性等の優れた特性を持ってい
る。しかし、低融点金属やポリマーなどへのコーティングは難しくその解決技術の開発が望ま
れている。本技術では、簡便な装置を付与することで基材とDLCコーティングとの密着性を向
上させた。

　　片麻痺患者が一人で安全に杖歩行訓練可能な歩行補助器の開発

片麻痺患者は退院までに杖歩行獲得を目指す。その量的訓練を支援するため、患者の歩行に干
渉せず、手を使わずに患者の歩行に追従し、転倒時には自動的に制動がかかる歩行補助器。

　　全球フリーローラと立体的な車輪軸により部品点数を削減したオムニホイール

東京電機大学
東京電機大学の技術を活用しませんか

コマ番号

N-43

産学連携窓口：産官学交流センター

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
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産学連携フェア2016【ものづくり】

　　超音波複合振動による穴あけ加工及び接合

複数種類の超音波振動を組合せ，更に振動源を２つの周波数で駆動することで加工対象に対し
て効率よくエネルギーを加えることが可能な超音波振動源。

　　芸術学部デザイン学科の連携事例紹介

日本大学芸術学部デザイン学科肥田研究室で，これまで取り組んできた様々な業種の企業との
産学連携の実績を紹介。

　　携帯電話の通信機能を利用した利用者確認技術

利用者の携帯電話からのWebアクセスにおいて，情報の伝送遅延測定と携帯電話への電話発信
を利用して，利用者の携帯電話を特定する技術。

　　高速な情報埋め込みを可能にする擬似電子透かし技術

従来，長時間かかる動画像への電子透かしの埋め込みを，リアルタイム配信を可能にするまで
短縮することができる新しい電子透かし埋め込み技術。

現在の風力発電は風車を用いており騒音などの問題があるが，本システムは複数の振動子によ
り起電するため，風向が変化しても効率良く発電可能である。

日本大学
総合大学の特性を活かし多彩なシーズを紹介

　　音響測定装置

従来困難であった音源探査システムの小型化を実現する新しい音源検出手法を開発した。これ
により，都市や住宅の音環境の問題箇所の特定が可能になる。

　　蛍光ＤＮＡプローブへの応用を目指した環境感応型蛍光核酸の開発

周辺環境に伴って，多色に発光する蛍光核酸塩基を開発した。ＤＮＡ鎖に導入し，特定の遺伝
子配列の一塩基の違いを紫外線発光で見分けることが出来る。

　　タッチパネル向けの円形盤型文字入力インターフェイス

スマートフォン等に文字入力する際の操作を容易にするため，基本的に一本の指のみで操作可
能な円形の文字入力インターフェイスを開発した。

　　複数の振動子を用いた風力発電システム

産学連携窓口：産官学連携知財センター（NUBIC） 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

N-47
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産学連携フェア2016【ものづくり】

　　短パルス光焼成法を利用した部材開発

サブミリ秒のパルス光焼成法を用いたデバイス部材開発と実際に作製した「カーボンナノ
チューブ透明導電膜」、「無電解めっき膜」を紹介する。

実物から3Dデータを取得し、3Dプリンタで試作を完成させるまでの一貫した技術支援を行って
います。

　　医療用穿刺針の高品質化(製品化事例)

医療用穿刺針(開腹手術等で人体に穴を空ける針)の従来品の性能を保持したまま表面品質の向
上に成功しました。

　　蛍光X線微小部分析計(平成26年度の国の補正予算事業により）を導入しました

本装置は平成26年度から新たに適用された医療用機器のRohs規制に対応しており、成分分析や
異物分析ができます。（平成28年度から利用開始）

（国研）産業技術総合研究所
国際最大級の公的研究機関です。

　　埼玉県産業技術総合センターにおける3Dものづくり支援

埼玉県産業技術総合センター
ものづくり中小企業を技術的に支援します

　　依頼試験・機器利用のサービスをご利用ください。

当センターは製造分野で必要な試験や検査の為の機器を所有しています。直接お客様に機器を
ご利用いただくか、職員が試験を代行いたします。

産学連携窓口：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

N-07

産学連携窓口：企画・総務部 企画担当 佐藤

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

コマ番号

N-03
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産学連携フェア2016【A-STEP】

①祥衞工業株式会社／（国研）理化学研究所

②株式会社テクニスコ

③ポニー工業株式会社

④大日精化工業株式会社

⑤株式会社北研

（国研）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。

　　油剤を使わない、水加工プロセスシステムの開発とそれによる注射針の高効率・高精度研削加工

三面加工が可能な専用針抑えジグを製作し、ＡＣ100Ｖで駆動可能なデスクトップタイプ水イオン
ショットドレッシング方式注射針加工装置を開発した。

A-STEPA-STEPA-STEPA-STEP

標的遺伝子の変異株を迅速に特定できる「TILLING法」をシイタケ品種開発に応用し、日持ち形質が
高く機能性に優れた菌株の作出に成功した。

　　核物質セキュリティ用3He代替中性子計測装置の開発
6
Liを含むLiCaAlF6（Eu：LiCAF）シンチレータシートで製作した検出装置により、ガンマ線を抑制し

た中性子線計測装置を開発した。

　　有機触媒型制御重合による高性能高機能色彩材料の開発

京都大学が開発した「有機触媒型制御重合」により新規な機能性ポリマーを開発し、ナノ粒子の微分
散液の実用化に成功した。

　　国際競争力の高いシイタケ実用品種の育成開発

　　クロスエッジ®微細加工を駆使したフローリアクターの製造！
　流れ／放熱を最適化した大流量対応型フローリアクターの開発に成功

テクニスコのクロスエッジ微細加工技術を結集し、Ｂ６サイズフローリアクターの開発、さらに並列
運転によるプロセスの大流量化に成功した。

問い合わせ先：（国研）理化学研究所 大森素形材工学研究室・主任研究員 大森 整

TEL：048-467-9320 FAX：048-462-4657

所在地：〒351-0198 埼玉県和光市広沢2－1

コマ番号

M-０１０１０１０１

問い合わせ先：株式会社テクニスコ 開発部 市場開発グループ 尼田 卓也

TEL：0823-74-1555 FAX：0823-75-2928

所在地：〒737-0134 広島県呉市広多賀谷2-8-13

問い合わせ先：ポニー工業株式会社 営業本部・特任部長 釜田 敏光

TEL：06-6262-6510 ＦＡＸ：06-6261-2009

所在地：〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町2-3-6

問い合わせ先：大日精化工業株式会社 技術機構 基幹技術本部 重合研究部・部長 嶋中 博之

TEL：03‐3899‐5672 ＦＡＸ：03-3899-8199

所在地：〒123‐8555 東京都足立区堀之内1丁目9-4

問い合わせ先：株式会社北研 執行役員／食用菌類研究所・研究部長 山内 隆弘

TEL：0282-82-3418 ＦＡＸ：0282-82-6879

所在地：〒321-0222 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7-3
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産学連携フェア2016【A-STEP】

⑥有限会社　和氣製作所

⑦つくばテクノロジー株式会社

⑧株式会社化研

⑨株式会社サンギ　中央研究所

⑩日立化成株式会社

従来品と同等品質で薬事承認が得易い
99m

Tc 製剤原料(A-STEP 開発品) と
99m

Tc ジェネレータカラムの
製造法を開発した。

　　ハイドロキシアパタイト膜形成による革新的歯科治療法

ハイドロキシアパタイト（HAP）を用い、高速衝突付着現象を利用して直接HAPを再構築させるとい
う、全く新しい治療技術を実用化するものである。

　　マイクロフィルター方式による血中循環がん細胞（CTC）の捕捉・濃縮技術の開発

本技術は精密な微細孔を有するマイクロフィルターで血液をろ過して、血球成分を除去し、CTCを捕
捉・濃縮後、染色処理まで自動で行うものである。

　　医療用診断薬99Mo-99mTc国産技術

A-STEPA-STEPA-STEPA-STEP

　　斜交波状凹凸を用いた高性能・コンパクト熱交換器

新たな伝熱促進技術でV字状の凹凸をフィンやチューブ表面に加工することにより伝熱に有効な二次
流れを誘起し高性能な熱交換器の開発に成功した。

　　産業用小型リアルタイム高精細 冷陰極X線検査装置

産総研の乾電池駆動冷陰極Ｘ線源と、静岡大学の放射線イメージングデバイスを統合し、つくばテク
ノロジー㈱が産業用の小型X線検査装置を開発した。

問い合わせ先：有限会社 和氣製作所 代表取締役 和氣 庸人

TEL：042-922-5430 ＦＡＸ：04-2922-5431

所在地：〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-760

問い合わせ先：つくばテクノロジー株式会社 営業部・部長代理 海老原 正美

TEL：029-852-7777 ＦＡＸ：029-886-5528

所在地：〒305-0047 茨城県つくば市千現1-14-11

問い合わせ先：株式会社サンギ 中央研究所 歯科材事業本部・部長 石崎 勉

TEL：048-752-0111 ＦＡＸ：048-752-0120

所在地：〒344-0001 埼玉県春日部市不動院野2745－1

問い合わせ先：日立化成株式会社 新事業本部 メディカル事業ユニット

ライフサイエンス事業推進センタ 菊原 得仁

TEL：0296-23-6263 ＦＡＸ：0296-25-5545

問い合わせ先：株式会社化研 営業企画・主任 松井 純子

TEL：029-227-4485 ＦＡＸ：029-227-4082

所在地：〒310-0903 茨城県水戸市堀町1044
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産学連携フェア2016【復興促進プログラム】

⑪株式会社会津工場／福島県ハイテクプラザ

⑫株式会社アリーナ／（国研）産業技術総合研究所

⑬株式会社エム・ティ・アイ／福島県ハイテクプラザ 

⑭JUKI会津株式会社／福島県ハイテクプラザ 

⑮林精器製造株式会社／福島県ハイテクプラザ 
　　ニッケルフリーのステンレス鋼製造による腕時計、医療機器への適用

ニッケルフリーステンレスに窒素を吸収させ、硬度の大幅な向上と高耐食性を兼ねた高機能ステンレ
スの製造が可能となり、その製品展示を実施

復興促進プログラム復興促進プログラム復興促進プログラム復興促進プログラム

　　ＭＩＭによる磁気式ロータリーエンコーダ用スケールの製作

マイクロMIM技術（JMOLDμ）で注射針形状のノズル（外径φ0.7mm×内径φ0.3mm×長さ9mm）のMIM化
にも成功、本技術で微細品の製造コストは大幅に削減可能である

　　計算材料科学の応用による鋳造品の高強度・高靭化

独自工法であるHプロセス鋳造法を用いて、一般的な砂型鋳造では難しい薄肉で細かい形状や、精密
な寸法公差などの要求に対応したFCD鋳物部品を提供

　　Si基板に匹敵！高機能部品内蔵基板を実現する超高密度実装技術

有機基板に極微細部品を狭ピッチ搭載・内蔵することで、シリコンインターポーザと同等の10GHzま
で0.1Ω以下の電源ネットワークインピーダンスを実現

　　めっきを用いた微細金属型製作技術の開発

めっきによる微細構造体の作製に取り組んでいる。これは、金属基板に直接めっきを行なうことで数
十μｍサイズの凸形状を短期間で作製する方法である

問い合わせ先：株式会社会津工場 業務改革室 室長 吉田 幸男

TEL：0241-86-2553 ＦＡＸ：0241-86-2564

所在地：〒968-0605 福島県南会津郡只見町大字二軒在家字上タモ721-1

問い合わせ先：株式会社アリーナ 代表取締役社長 高山 慎也

TEL：0244-36-0111 ＦＡＸ：0244-36-2435

所在地：〒967-0006 福島県相馬市石上字宝田69

問い合わせ先：株式会社エム・ティ・アイ 取締役工場長 齊藤 伸寿

TEL：024-922-4407 ＦＡＸ：024-932-2003

所在地：〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字上台11番地1

問い合わせ先：JUKI会津株式会社 技術部部長 八賀 祥司

TEL：0241-27-3937 ＦＡＸ：0241-27-3936

所在地：〒969-3532 福島県喜多方市塩川町小府根字近江75

問い合わせ先：林精器製造株式会社 執行役員 経営統括部 ディビジョンマネジャー 石井 廣文

TEL：0248-75-3151 ＦＡＸ：0248-73-3227

所在地：〒962-0001 福島県須賀川市森宿字向日向45番地
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産学連携フェア2016【復興促進プログラム】

⑯株式会社ミヤギタノイ／秋田県産業技術センター

⑰株式会社ミヤギタノイ／東北大学

⑱ヤグチ電子工業株式会社／慶應義塾大学

⑲ヤグチ電子工業株式会社／北里大学

⑳プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
／（国研）産業技術総合研究所

弊社商品であるスマートフォン接続型放射線量計「ポケットガイガー」を基に、小型で安価な定点設
置型のモニタリングポストである。

　　ゲームで遊びながら弱視や斜視の治療を行う少児向けタブレット型視能訓練装置

「Ｏｃｃｌｕ－Ｐａｄ®」は、弊社が保有する「ホワイトスクリーン」技術を応用し、タブレット端
末に適用したもので、小児弱視・斜視の訓練機器である

　　前処理から検出まで完全全自動化した糖鎖分析装置

糖鎖分析装置はタンパク医薬品の生産プロセス開発/品質管理や血中糖タンパク質バイオマーカーの
検出等に応用可能な全自動小型測定装置である。

　　小型・低価格の放射線モニタリングシステム

復興促進プログラム復興促進プログラム復興促進プログラム復興促進プログラム

　　新方式の炭素繊維強化プラスティック用穴あけ工具の開発

工具先端の切削負荷を分散することにより、バリ・デラミの発生を抑制し、かつ工具寿命の長い熱硬
化性CFRP用穴あけ工具“スカットドリル”を開発した。

　　高速加工・長寿命を実現する “装甲タップ”

硬質砥粒をタップへ“装甲”することで、「切屑の絡み付き抑制」、「加工速度の飛躍的な向上」、
「長寿命化」の新機能を備えた新しいタップを開発した

問い合わせ先：株式会社ミヤギタノイ 技術部 技師長 渡部 亘

TEL：0224-37-2211 ＦＡＸ：0224-37-2213

所在地：〒989－0537 宮城県刈田郡七ヶ宿町字萩崎15-1

問い合わせ先：ヤグチ電子工業株式会社 取締役工場長 佐藤 雅俊

TEL：0225-75-2106 ＦＡＸ：0225-75-2071

所在地：〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301

問い合わせ先：プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 診断システム開発本部 本部長 上田 哲也

TEL：047-303-4801 ＦＡＸ：047-303-4811

所在地：〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88

問い合わせ先：株式会社ミヤギタノイ 技術部 係長 久保 武史

TEL：0224-37-2211 ＦＡＸ：0224-37-2213

所在地：〒989－0537 宮城県刈田郡七ヶ宿町字萩崎15-1

問い合わせ先：ヤグチ電子工業株式会社 製造課長 及川 明宏

TEL：0225-75-2106 ＦＡＸ：0225-75-2071

所在地：〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301
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会場内マップ

■主 催： 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〕

（公財）埼玉りそな産業経済振興財団
■後 援： 埼玉県・さいたま市・ 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

N-48N-48N-48N-48 N-47N-47N-47N-47 N-46N-46N-46N-46 N-45N-45N-45N-45 N-44N-44N-44N-44 N-43N-43N-43N-43 N-42N-42N-42N-42 N-41N-41N-41N-41

芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学

日本大学日本大学日本大学日本大学
産官学連携産官学連携産官学連携産官学連携
知財センター知財センター知財センター知財センター
（NUBIC）（NUBIC）（NUBIC）（NUBIC）

日本工業大学日本工業大学日本工業大学日本工業大学 埼玉工業大学埼玉工業大学埼玉工業大学埼玉工業大学 東京理科大学東京理科大学東京理科大学東京理科大学 東京電機大学東京電機大学東京電機大学東京電機大学
東洋大学　工東洋大学　工東洋大学　工東洋大学　工
業技術研究所業技術研究所業技術研究所業技術研究所

埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学

長岡技術科学長岡技術科学長岡技術科学長岡技術科学
大学大学大学大学

（国研）産業技（国研）産業技（国研）産業技（国研）産業技
術総合研究所術総合研究所術総合研究所術総合研究所

埼玉県立大学埼玉県立大学埼玉県立大学埼玉県立大学 目白大学目白大学目白大学目白大学 ものつくり大学ものつくり大学ものつくり大学ものつくり大学
埼玉県産業埼玉県産業埼玉県産業埼玉県産業
技術総合技術総合技術総合技術総合
センターセンターセンターセンター

早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学
環境総合環境総合環境総合環境総合
研究センター研究センター研究センター研究センター

（公財）本庄（公財）本庄（公財）本庄（公財）本庄
早稲田国際早稲田国際早稲田国際早稲田国際
リサーチパークリサーチパークリサーチパークリサーチパーク

N-08N-08N-08N-08 N-07N-07N-07N-07 N-06N-06N-06N-06 N-05N-05N-05N-05 N-04N-04N-04N-04 N-03N-03N-03N-03 N-02N-02N-02N-02 N-01N-01N-01N-01

通路通路通路通路

通路通路通路通路

科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構

科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構

科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構

M-01M-01M-01M-01
M-01M-01M-01M-01

M-01M-01M-01M-01


