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事務局だより                             

 

SNBC NEWS 2月 

 
緊急事態宣言が発出されている、神奈川県・愛知県に挟まれ、本県内ににおい

ては変異型の新型コロナウイルスへの感染者が出るなど、コロナ禍の収束はまっ

たく目処が立たない状況が続いております。県内においても独自に「感染拡大緊

急警報」が発出され、まだまだ感染予防に留意した生活が続きますが、これまでも

人類は幾度も感染症の脅威に打ち勝ってきました。近々国内においてもワクチン

接種が始まるとのことで、収束に向かって動き出すのではないでしょうか。 

 さて本年度も今月と 3 月の 2 ヶ月を残すのみとなりました。事務局では決算と来

年度の計画案を立案しているところで、会員の皆様におかれましてもお忙しい

日々を送られていることと思いますが、どうぞご健康には留意しお過ごし下さい。 
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静岡県国際経済振

興会からのお知ら

せ 

フィンランド企業 ビジネスマッチングの魅力 

 ～エスポーオープンイノベーションエコシステムの

あらまし～ 聴講者募集中 
 
 

2019 年、SIBA 海外視察ミッションにて訪問したエスポーイノベーションガーデン 

（現 enter espoo）の海外企業投資誘致担当の清水氏に、現地の投資環境、強みと 

する産業（バイオエネルギー、工場オートメーション化、工場配置の最適化、 

モビリティ等）の最新技術、エスポー市のスタートアップ企業と日本の中小企業との 

ビジネスマッチングの可能性等についてご講演いただきます。 

 

●日 時  令和 3 年 3 月 16 日（火）16:00-17:00（日本時間） 

●場 所  ライブ配信、ビデオ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を利用 

●参加費  無料 

●内 容   

・エスポー市のビジネス環境、オープンイノベーションエコシステム 

・日系企業によるエスポー市への投資事例 

・強みとする産業（バイオ・循環経済、インダストリー4.0、モビリティ等） 

・日本にいながらエスポー市の企業とビジネスができる方法と実現のために日系企

業に 

 求めること（英語の優位性、意思決定、日本市場への橋渡し役としての意義など） 

・日本の中小企業とエスポー市の企業との有料ビジネスマッチングサービスの紹介 

 

●講 師  清水 眞弓氏 

      Senior Business Advisor @Enter Espoo Oy 

●締 切  令和 3 年 3 月 12 日（金） 

●申込み  ＜Zoom ウェビナーお申込み用ＵＲＬ＞ 

   
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lgtroP4ORH2lb8UmHMmbew 

      ※お申込みには「ＷＥＢセミナー利用規約」への同意が必要です。 

       必ずご確認願います。 

      ＜WEB セミナー利用規約＞ 

      https://www.siba.or.jp/pdf/web_user_policy.pdf 

●詳細・チラシ  http://www.siba.or.jp/news/events/post_205.html 

●問合せ  公益社団法人静岡県国際経済振興会（SIBA） 担当：水野 

      TEL：０５４-２５４-５１６１ MAIL：mizuno@siba.or.jp 
 
 

※インフォメーションにてチラシ掲載しております。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lgtroP4ORH2lb8UmHMmbew
https://www.siba.or.jp/pdf/web_user_policy.pdf
http://www.siba.or.jp/news/events/post_205.html
mailto:mizuno@siba.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「大手企業知的財産マッチング会（本田技研

工業株式会社）のご案内」＜静岡県知的財産

研究会＞ 

産業振興財団 

からのお知らせ 

お知らせ                            

静岡県産業振興財団では、大手企業の有する技術シーズ（開放特許）を紹介し、自社

の製品開発や技術課題の解決につなげていただく「大手企業知的財産マッチング会」

を開催します。 

 

 詳しくはこちら：  

http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/honda_chizai_matching.html 

 

1.日 時  ：令和 3 年 3月 4日(木) 13：30～17:30 

2.会 場  ：WEB 開催 ※個別相談会のみ会場来場 

       （静岡県産業経済会館 3階特別会議室） 

3.内 容  ：(1)13：30～技術シーズ（開放特許）説明会、(2)16：00～個別相談会 

4.技術シーズ：抗アレルゲン加工布地、HyDコート技術、 

       高強度耐熱マグネシウム合金等、計 6テーマ 

5.対 象  ：県内中小企業及び支援機関職員 

6.参 加 費：無料 

7.申込締切日：令和 3 年 2月 26 日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 高橋・兼子 

      TEL：054-273-4434 FAX：054-251-3024 

 

「人とくるまのテクノロジー展 2021 横浜」出

展者募集について    

静岡県と静岡県産業振興財団では、次世代自動車分野の新技術・新製品を首都圏展示

会で広く PR し、販路開拓を支援するため、国内最大規模の自動車技術専門展である 

「人とくるまのテクノロジー展 2021横浜」に、静岡県ブースとして共同出展します。 

技術者との交流や、商談の場として是非ご活用ください。 

 

 詳しくはこちら：http://www.shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/297 

 

1.会  期  ：令和 3年 5 月 26日(水)～28 日(金) 

2.会  場  ：パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい 1 丁目 1-1) 

3.出展対象  ：以下の内容に関する技術・製品を提案できる県内中小企業 

        ・EV、FCV 等によるゼロエミッション、 

軽量化による燃費向上などの低環境負荷 

        ・自動運転システムをはじめとする安全運転支援 

4.募集企業数 ：6 社 

5.出展費用  ：200,000 円（税込） 

6.出展スペース：W2.5m×D2.0m 程度 ※出展場所・企業数によって変更あり 

7.申込締切  ：令和 3年 2 月 12日(金) 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/honda_chizai_matching.html
http://www.shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/297


                                   

 
 
 
    

 

静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、海

外・中国等への市場拡大を検討している県内化粧品関連企業に対し、海外展開支援を

行っている企業や専門家を招いて、最新の海外市場情報を紹介します。 

 

 詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2_cosme_reserch_seminar/ 

 

1.日  時 ：令和 3 年 2月 16 日(火) 13：30～17：00 

2.開催方法 ：会場(グランディエール ブケトーカイ 

       4階シンフォニー・静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワー4階)及び 

       ウェブセミナー（ZOOM使用）併用 

3.参加対象者：・化粧品関連業者（製造販売業者、製造業者、販売元他） 

       ・化粧品分野に参入を希望する者 

4.実施規模 ：会場 30名、オンライン 30名 

【問合せ先】公益財団法人静岡県産業振興財団 取引支援チーム 

      TEL：054-273-4433 FAX：054-251-3024  

      E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp 

 

 

化粧品海外市場調査セミナー＆相談会」開催のご

案内(再掲)  

「ハイアールグループ 技術ニーズ説明会」                  

＜静岡県オープンイノベーション＞(再掲)  

静岡県産業振興財団では、大手企業の技術ニーズと県内中小企業の技術シーズとの 

マッチングを支援する技術ニーズ説明会を開催します。 

 

 詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_679.html 

 

1.日 時  ：令和 3 年 2月 25 日(木) 14：00～16:30 

2.会 場  ：ウェブセミナー（ZOOM使用）または静岡県産業経済会館での 

Web聴講 

3.内 容  ：ハイアールグループの事業概要 及び 技術ニーズ説明会 

4.技術ニーズ：1冷蔵庫・洗濯機分野 

        ・オゾン水生成装置・五方弁の冷媒バルブ 

        ・ナノサイズ微粒子の他材料への混合分散 

       2キッチン家電分野 

        ・耐熱、断熱コーティング・汚れ防止・油煙浄化、洗浄 

        ・ガスバーナー関連・燃焼技術 

       3給湯器分野 

        ・人に有益な水質改善・温度による透過率変化材・燃焼技術 

       4空調機器分野 

        ・冷媒の均一分配・湿度センシング・熱交換器・空気の浄化 

        ・除湿、加湿・イオン発生装置 

5.対 象  ：県内中小企業及び支援機関職員 

6.参 加 費：無料 

7.申込締切日：令和 3 年 2月 19 日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人静岡県産業振興財団 取引支援チーム 石山 

      TEL：054-273-4433 FAX：054-251-3024 

 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2_cosme_reserch_seminar/
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_679.html


                                   

  
 

5.内  容 ：講演(1)オンライン海外展示会「Alibaba.com」を活用した 

           海外販路について 

       演者(1)アリババ株式会社 GlobalB2B 事業部 竹山 卓弥 氏 

              講演(2)中国国営放送 CCTVを活用した中国でのブランディング及び 

           販路開拓について 

              演者(2)株式会社日本ブランド 取締役 専務 柳川 和範 氏 

6.参 加 費：無料 

7.申込締切日：令和 3 年 2月 5日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人静岡県産業振興財団 

      フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター 

      TEL： 054-254-4513 FAX：054-253-0019 

      E-mail:newfoods@ric-shizuoka.or.jp  

 

「第 19 回しずおかビジネスプランコンテスト最終

審査会」のご案内   

静岡市産学交流センターでは、第 19 回しずおかビジネスプランコンテストの募集

を行い、一般、学生あわせて計 97 件の応募の中、厳正な審査を通過したビジネス

プランの最終審査会を開催します。 

 様々な業界を代表する審査員をお迎えして審査を行い、各賞を決定いたします。

学生、起業家の皆さんの渾身の力を込めたプレゼンテーションを是非ご覧くださ

い。感染対策のため一般の皆様には YouTube 動画での聴講となります。 

 

 詳しくはこちら：https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html 

 

1.開催日時：令和 3年 2月 16 日(火) 13：00～17:30頃（ライブ配信） 

2.参加費 ：無料 

3.配信 URL ：Youtube Live 配信の URL は、後日上記のホームページにてお知らせ

します。 

 

【問合せ先】B-nest静岡市産学交流センター 創業者育成室 

      お 問 い 合 わ せ フ ォ ー ム  https://www.b-

nest.jp/bizcon/default.html 

 

「令和 3 年度能力開発セミナー」のご案内     

ポリテクセンター静岡では、在職中の方のスキルアップを目的とした 2～5 日間の

「能力開発セミナー（在職者訓練）」を実施しております。令和 3 年 4 月以降に開始

するコースの受付を開始します。 

 

1.受付コース：令和 3 年 4月～令和 4年 3 月に開講する全コース 

       コースの詳細を掲載した「能力開発セミナーガイド（冊子）」 

はこちら↓ 

     https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/seminar_guide/book/ 

2.申込方法 ：受講申込書をポリテクセンター静岡へ FAX(054-285-5192) 

       お送りください。 

       受講申込書はこちら↓ 

     https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/moushikomisyo.html 

 

https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html
https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/seminar_guide/book/
https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/moushikomisyo.html


                                   

 

 

3.感染症対策：当センターは、感染症予防対策として手指の消毒やマスクの着用、教

室・実習場のこまめな換気等を徹底し、適切な環境の保持に努めてお

ります。 

4.お知らせ ：人材開発支援助成金が活用できます。 

       ポリテクセンター静岡が実施する能力開発セミナーは、人材開発支援 

       助成金の対象コースに指定されています。人材育成を計画される際に

は、助成金の活用と併せて、是非、ポリテクセンター静岡の能力開発

セミナーをご活用ください。 

       ※人材開発支援助成金に係るご相談は、静岡労働局職業安定部職業対

策課 

        (TEL：054-271-9970)へお願いいたします。 

 

【問合せ先】ポリテクセンター静岡 訓練課（静岡県静岡市駿河区登呂 3-1-35） 

      TEL：054-285-7184 FAX：054-285-5192 

      https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/index.html 

 

https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/poly/zaishoku/index.html

