
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

会場のご案内  ホテルナクアシティ弘前 
 

 

平平成成 2277 年年 1100 月月 2288 日日（（水水））ホホテテルルナナククアアシシテティィ弘弘前前（（弘弘前前市市大大町町 11--11--22））  

参加 

無料 

 交流会は会費制 

弘前市大町 1-1-2／TEL.0172-37-0700 
 

※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。 

10:00～11:45  イノベーション・ネットワークあおもり第 5回産学官金ラウンドテーブル 

11:30～18:00  企業・学術支援機関等展示 

            （ものづくり産業パートナーフォーラム、レッツ Buyあおもり新商品事業展示会）            

13:00～14:30  参加企業・学術支援機関によるプレゼン 

13:30～14:30  特別講演①(あおもり産学官金連携推進フォーラム) 

14:30～15:20  特別講演②(あおもり産学官金連携推進フォーラム) 

14:50～17:50  個別マッチング商談会（事前エントリー制） 

18:30～19:30  交流会（会費 2,000円）  

ＪＲ弘前駅 徒歩 1分 

ものづくり産業パートナーフォーラム in ひろさき 
主催：イノベーション・ネットワークあおもり 

 
県内横断的な産学官金の連携組織であるイノベーション・ネットワークあおもりでは、一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA 協会)と連

携し、「ものづくり産業パートナーフォーラム」を開催します。 

本フォーラムは、先端的な技術を持つ首都圏や県内のものづくり企業、学術研究機関、中小企業支援機関など約 50 社・団体が会場に集結

し、技術・製品、研究シーズ、支援施策などの展示発表を行います。産学官金連携のネットワークづくりを進めるとともに、製品・技術開発や新事

業の創出などの可能性を発見し、新たなビジネスチャンスをつかんでください。 

ああおおももりり産産学学官官金金連連携携 DDaayy  
 

イノベーション・ネットワークあおもり第５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（10:00～10:20） 

「グローバリゼーションにおける青森県の挑戦」 

グローバルビジネス学会  会長 丹羽 宇一郎 氏 

日中友好協会会長／前中国大使／前伊藤忠商事株式会社 取締役会長 

○意見交換テーマ（10:20～11:45） 

「地域特性を生かした産業の域外展開について」          

  

 

(50 分 各機関 5 分×10 機関） 

    

【プログラム】 

11:30～18:00 企業・学術支援機関展示 

13:00～14:30 参加企業・学術支援機関によるプレゼン 

13:30～15:20 特別講演(あおもり産学官金連携推進フォーラム 2015) 

14:50～17:50 個別マッチング商談会(事前エントリー制) 

18:30～19:30 交流会（会費 2,000 円） 

「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を支援する「レッツ Buy あおもり

新商品事業」に認定している商品の展示会を開催します。 

あおもり産学官金連携推進フォーラム 2015 
主催：イノベーション・ネットワークあおもり ／後援：ＪＳＴ復興促進センター 
 

産学官金連携への取組意識の醸成、産学官金相互のネットワークづくりの場

とすべく、「あおもり産学官金連携推進フォーラム」を開催します。 

・特別講演①  

 「地方創生実現のためのリレーションシップ・マネジメント」  

       グローバルビジネス学会   副会長  井之上 喬 氏  

・特別講演② 

 「産学官金連携を軸にＧＮＴ事業化の築き 

～グローバル社会に挑む中小企業の事例紹介～」 

スタック電子（株）名誉会長／（一社）首都圏産業活性化協会顧問                                     

田島 瑞也 氏 



特別講演② 田島 瑞也 氏    

 

 

 

特別講演① 井之上 喬 氏    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●首都圏企業 ●県内企業（レッツBuyあおもり新商品事業企業を含む） ●学術支援機関

㈱壽屋 東京都立川市 ㈱アイアールエフ 五所川原市 ㈲シーズ 青森市 日本原子力研究開発機構 六ケ所村

㈲久保井塗装工業所 埼玉県狭山市 ㈱アイティコワーク 八戸市 ゼネレールホームサービス㈱ 弘前市 青森職業能力開発短期大学校 五所川原市

㈱サーテック 東京都青梅市 青森環境開発㈱ 青森市 ㈱ソルテック 田舎館村 産業技術総合研究所東北センター 仙台市

昭和測器 ㈱ 東京都八王子市 ATOM Works㈱(TMech) 六ケ所村 ㈱橘機工(TMech) 五戸町 青森県産業技術センター工業部門 青森、弘前、八戸

㈱常光 神奈川県川崎市 ㈱アピール 平川市 　 多摩川精機㈱ 八戸市 八戸工業高等専門学校 八戸市

㈱ツクノ 神奈川県秦野市 WOOD MAKER JAPAN㈱ 平川市 東亜道路工業㈱ 青森市 八戸工業大学 八戸市

㈱ミラック光学 東京都八王子市 ㈲UNO(ｼｰｽﾞﾊﾞﾝｸ21) 黒石市 東和電機工業㈱ 藤崎町 弘前大学 弘前市

㈱リガルジョイント 神奈川県相模原市 ㈲クドウ電子 弘前市 ㈱トム・メディック 青森市 科学技術振興機構 埼玉県

㈱コーア 弘前市 ㈲中ペン塗装店 八戸市 青森県発明協会 青森市

小館木材㈱ 青森市 ㈱中屋敷技研 三沢市 ジェトロ青森 青森市

㈱ササキコーポレーション 十和田市 ㈲ビット・テック(ｼｰｽﾞﾊﾞﾝｸ21) 五所川原市 県警LED信号灯器着雪・凍結WG 青森市

三光化成㈱弘前工場 弘前市 ㈲美豊八戸工場(TMech) 八戸市

ミリオン㈱ 青森市
 

 

 

 

青森県商工労働部新産業創造課 行き  

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。 

企業・団体名  

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

参 加 者 氏 名  役 職  

参 加 者 氏 名  役 職  

 
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） 

□ 10:00～11:45 イノベーション・ネットワークあおもり第５回産学官金ラウンドテーブル（産学官金トップの円卓会議） 

□ 12:00～18:00 ものづくり産業パートナーフォーラム in ひろさき（企業・学術支援機関のブース展示・プレゼン会） 

□     同  上     「レッツ Buyあおもり新商品事業」認定商品展示会（企業のブース展示・プレゼン会） 

□ 13:30～15:20 あおもり産学官金連携推進フォーラム 2015（講演会） 

□ 18:00～       交流会（会費:2,000 円） 

●参加申込書   申込締切：10 月 23 日（金）  

     

●あおもり産学官金連携推進フォーラム 2015 特別講演講師紹介        

ものづくり産業パートナーフォーラム 検索 ※最新の出展企業情報はこちらから 

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〕参加申込書を記入の上、017-734-8115  に送信してください。 
〔HP〕http://www.innovation-net-aomori.jp/からお申込みください。 
〔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。 

●ものづくり産業パートナーフォーラムひろさき 出展（予定）企業・学術支援機関等         

※下線部は 

昨年度 

 

グローバルビジネス学会 副会長 
京都大学経営管理大学院特命教授 
㈱井之上パブリックリレーションズ 代表取締役社長 
1970 年に㈱井之上パブリックリレーションズを 
設立。 以来、インテルやアップルをはじめ内外の 
企業、政府機関、団体など広範な分野で PR コンサルテーション
業務を行う。これまで日本の通信市場開放や日米半導体摩擦
の解消、自動車部品市場の規制緩和などに貢献 

※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。 

スタック電子㈱ 名誉会長（創業者） 
(一社)首都圏産業活性化協会(TAMA 協会)顧問 

「下請けではない、技術に徹した高周波の専門 
メーカーへ」の想いから、20 代の若き技術者 4 名 
が 1971 年、脱サラ創業によるスタック電子を設立、 
代表取締役社長に就任。 
光と高周波の伝送技術をコアにした「独創的技術開発」をモットー
に事業を展開。経済産業省、りそな中小企業財団、TAMA 協
会等からの受賞歴多数 

先端的な技術を持つ首都圏や県内のものづくり企業、学術研究機関、中小企業支援機関など約 50 社・団体が会場
に集結し、技術・製品、研究シーズ、支援施策などの展示発表を行います。 

知的財産や海外展開支援機関のブースもありますので、シーズ・ニーズ～技術・製品開発～事業化までのビジネスヒント
がきっと発見できます。 

 
 


