
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あおもり産学官金連携 Day2017 展示会・商談会 

 

レッツ Buyあおもり新商品事業
認定商品展示会 

主催：青森県 
 

県内企業の新商品開発や販路拡大を支

援するために実施している「レッツ Buy あおも

り新商品事業」の認定商品を展示します。 

 

ホテル青森のご案内 

 

交流会は会費制 平平成成 2299 年年 1100 月月 2244 日日((火火))  ホホテテルル青青森森          

ああおおももりり産産学学官官金金連連携携DDaayy22001177  
 

青森市堤町 1-1-23／TEL.017-734-9379 

※駐車場は収容台数に限りがあります。 

できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

イノベーション・ネットワークあおもり第７回産学官金ラウンドテーブル 
主催：イノベーション・ネットワークあおもり  

県内の地域資源の潜在力を結集した新産業・新事業の創出促進を目的として、県内横断的な産学官金連携のネットワークである「イノベーショ

ン・ネットワークあおもり」の主要１０機関のトップによる円卓会議を開催し、今後の産学官金連携のあり方等について意見交換を行います。 

【産学官金ラウンドテーブルメンバー10機関】 
〔産〕青森県工業会、青森県商工会議所連合会                  〔学〕弘前大学、八戸工業大学 

〔官〕青森県、青森県産業技術センター、21 あおもり産業総合支援センター  〔金〕青森銀行、みちのく銀行、青森県信用金庫協会  

【プログラム】 

○特別スピーチ（15:30～16:00） 

「日台企業連携によるアジア市場進出」（仮題） 

中華民国三三企業交流会会長、台日商務交流協進会会長 江丙坤（こう へいこん）氏 

○意見交換（16:00～17:05） 

 「Society5.0時代に対応した青森県産業界の在り方について」 

○あおもり産学官金連携イノベーションアワード 2017表彰式（17:05～17:25） 
産学官金連携により他の模範となるイノベーティブな活動を行っている県内事業者を表彰します。 

○中華民国三三企業交流会（三三会）… 会員には 69 企業グループと 34 社の贊助会員が在籍しており、全会員企業をあわせた営業総額は

5,754 億米ドルに達する。台湾大手企業の団体である。 

○台日商務交流協進会（協進会）   … 台日企業間のビジネス交流と提携を促進するために、多角的な支援とサービスを展開している。会員 

は台湾中小企業が中心。 

青森県再生可能エネルギー産
業ネットワーク会議展示会 

 
主催：青森県  

 再生可能エネルギー関連産業の振興を目
的とした産学官金の組織「青森県再生可能
エネルギー産業ネットワーク会議」会員企業に
よる事業紹介や、商品の展示等を行います。 

 

参加無料 

主催：イノベーション・ネットワークあおもり 共催：(一社)首都圏産業活性化協会 後援：㈱インテリジェントコスモス研究機構  
産学官金オープンイノベーションの推進による新産業・新事業の創出と県内ものづくり産業の高度化を図るため、県内ものづくり企業や IT 関連企業、

県内企業との連携を望む県外企業、学術研究機関、中小企業支援機関等が出展し、製品・技術・取組等の PR を行います。 

産産マッチング、特許流通マッチングや技術移転・導入など新たなビジネスチャンスのきっかけ作りや、今後のビジネス展開の方向性を発見する機会と

なります。 

 なお、今年度は、台湾の経済団体である「三三会」と「協進会」から会員企業約 60 名が来場し、県内企業と交流することとしております。 

【プログラム（予定）】 
《孔雀の間》 

12:00～17:30 企業・学術支援機関展示・プレゼン、企業シーズ紹介 
12:00～14:00 大学生によるあおもりビジネスアイデアコンテスト 
14:00～17:30 参加企業・学術支援機関によるプレゼン 

13:00～17:30 首都圏企業との個別マッチング商談会(事前エントリー制) 
 
《あすなろ・はまなすの間》 
12:00～16:00 知的財産活用ビジネスセミナー 

13:05～14:05 基調講演「知財活用 あなたの企業は北風型？太陽型？」 

14:20～15:30 知財サロン事例報告～なぜ売上が伸びたのか!?～ 

12:00～16:00 知的財産活用企業等の展示（10 社程度） 

弘前地研によるデザイン相談会（事前予約有） 
18:00～19:00 交流会（会費 2,000円）※当日参加可能 
 ※台湾企業は交流会にも参加を予定しています。 

◆知的財産活用ビジネスセミナー 
◆大学生によるあおもりビジネス 
アイデアコンテスト 

主催:青森県知的財産支援センター 

（一社）青森県発明協会 

共催:日本弁理士会、日本弁理士会東北支部  
知財活用にかかる講演や支援事例の紹介、

大学生による開放特許を活用したビジネスプラ

ン提案を行います。 



14:20～ Ⅱ 知財活用サロン事例報告 

～なぜ売上が伸びたのか？～  

 

 

 

12:00～16:00 

Ⅲ 知財活用企業展示コーナー 
  

 

 
 
Ⅳ デザイン相談会：弘前地研 
            （事前予約有） 

13:05～ Ⅰ 基調講演 

「知財活用  

あなたの企業は 

北風型？太陽型？」 
 
【知財広め隊】 
弁理士 三浦誠一氏 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学術支援機関

(株)アイアールエフ 五所川原市 (株)ジェミオ 青森市 三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業協同組合 三沢市 (地独)青森県産業技術センター 青森、弘前、八戸

アイカーボン(株) 八戸市 大青工業(株) 青森市 (株)ミナミ福地工場／八戸工場 南部町 (国研)産業技術総合研究所　東北センター 宮城県

青森環境開発(株) 青森市 (株)橘機工 五戸町 合同会社ゆきの木 十和田市 青森県知的財産支援センター 青森市

(株)青森電子計算センター 青森市 (株)舘山 青森市 (株)ラビプレ 弘前市 青森県立保健大学 青森市

(株)アグリコミュニケーションズ津軽 五所川原市 多摩川ハイテック(株)板金事業部 南部町 　 岩手大学生産技術研究センター 岩手県

(株)アドバネクス青森工場 田舎館村 中国料理豪華殿 青森市 (株)コーア 弘前市 (国研)科学技術振興機構 埼玉県

ATOM　Works(株) 六ヶ所村 (株)テクノル 八戸市 合同会社マルカネ 八戸市 東北経済産業局 宮城県

(株)アピール 平川市 テストデータシステム(株) 六戸町 独立行政法人中小企業基盤整備機構 宮城県

(株)天の川 青森市 (株)テックイー 五所川原市 八戸工業高等専門学校 八戸市

アンデス電気(株) 八戸市 鉄工房アール 青森市 八戸工業大学 八戸市

(有)UNO 黒石市 (株)永木精機 六ヶ所村 ●あおもりＰＧ 花巻市起業化支援センター・花巻工業クラブ 岩手県

エクトム(株) 五所川原市 (有)中ペン塗装店 八戸市 (一社)あおもりＰＧ推進協議会 弘前市 (国研)日本原子力研究開発機構 茨城県

エコモット(株)青森営業所 青森市 (株)中屋敷技研 三沢市 日本弁理士会東北支部 宮城県

環境美装(株) 青森市 (株)ハイジェニックス 三沢市 日本貿易振興機構（ジェトロ） 青森市

(株)ササキコーポレーション 十和田市 (有)ビット・テック 五所川原市 ●県外企業 国立大学法人弘前大学 弘前市

三共計測プラス(株) つがる市 (株)フォルテ 青森市 株式会社ひろの屋 岩手県 洋野町 (国研)量子科学技術研究開発機構 六ヶ所村

(株)サン・コンピュータ 八戸市 一般財団法人深浦町食産業振興公社 深浦町 株式会社塩 東京都八王子市

(株)サンライズ・エー・イー 八戸市 マルマンコンピュータサービス(株) 弘前市 株式会社富士フイルムメディアクレスト 東京都羽村市

●県内企業（レッツBuyあおもり新商品企業、県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議企業を含む）

●イノベーションアワード2017

青森県警察ＬＥＤ信号灯器着雪・凍

結対策に関するワーキンググループ 青森市

青森市
(公財)２１あおもり産業総合支援セン

ター　プロテオグリカン産業クラスター戦略

チーム

●産学官連携プロジェクト

 

 

 

 
  

青森県商工労働部新産業創造課 行  

FAX：０１７－７３４－８１１５ ／ E-mail：sozoka@pref.aomori.lg.jp 
※電子メールでお申込みの場合は、以下の事項を本文に記述してください。個人情報は、本事業の運営のみに利用し適切に管理します。 
※出展企業と面談を希望する場合は、企業名と希望時間（希望に沿えないこともあります。）を記載ください。調整のうえご連絡します。 

企業・団体名  

連 絡 先 電話番号：（   ）   －     ＦＡＸ番号：（   ）   －       Ｅ-mail： 

参加者 職・氏名  出展企業との

面談希望 

企業名（       ） 希望時間（   ：  ） 

参加者 職・指名  企業名（       ） 希望時間（   ：  ） 

 
参加希望プログラム 参加を希望される項目の□にチェックを記入してください。（複数選択可） 

《孔雀の間》  

□ あおもり第７回産学官金ラウンドテーブル            □ 大学生によるあおもりビジネスアイデアコンテスト 

□ あおもり産学官金連携 Day2017展示会          《あすなろ・はまなすの間》  

□ 青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議展示会    □ 知的財産活用ビジネスセミナー 

□ レッツ Buyあおもり新商品事業認定商品展示会       □ 交流会（会費:2,000 円） 

        

 

 

 

●知的財産活用ビジネスセミナー（日本弁理士会・日本弁理士会東北支部共催） 会場：あすなろ・はまなすの間 

検索 あおもり産学官金連携 Day2017 ※最新の出展企業情報はこちらから 

●参加申込書   申込締切：10 月 18 日（水）  

     

●あおもり産学官金連携 Day2017 展示会 ブース出展（予定）企業・学術支援機関等         

※申込締切日を過ぎても、定員に余裕がある場合は 
参加可能ですのでお問合わせください。 

お問合せ・お申込み：イノベーション・ネットワークあおもり事務局(青森県商工労働部新産業創造課) 
TEL：０１７－７３４－９３７９、FAX：０１７－７３４－８１１５ 

〔E-mail〕申込書の各事項の内容を sozoka@pref.aomori.lg.jp に送信してください。 

◆プレゼンター◆ 

㈱エイ・ワンド  
常務取締役 高森 暖 氏 

デザイン工房エスパス 
代表 木村正幸 氏 

県産技センター弘前地研  
研究管理員 工藤洋司 氏 

三浦特許商標事務所 所長 
日本弁理士会会員 

知財サロン参加企業、県知財センター
支援企業による展示 
県知財センターの取組内容の紹介 


