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月6日に開催されました埼玉大学産学官連
携協議会総会において、会長の大役を仰せ

つかりました。本会は山縣秀司前会長のもと、こ
れまで組織拡大を進め、現在では会員数190を
超える産学官連携推進機関に成長いたしました。
山縣前会長並びに多くの役員、関係者の方々の
ご努力に対して深く敬意を表するしだいです。
　さて、現在、日本企業を取り巻く経営環境の
変化の激しさは毎日のメディアで言われ尽され
ており、経営者の皆さんは日々実感していること
と思います。私は40年間銀行に身を置き、多く
の経営者の皆様と接する機会をいただきました
が、今日ほど「誰もが出来る事業」は勝ち残れな
いと思わされる時代はありません。

更 に、10年後、20年後を見通したとき、日本
の産業が世界のトップクラスを維持し、日

本社会が豊かな日常を保ち続けていくのは相当
に大変なことだと深刻に受け止めざるを得ませ
ん。これまでの日本の成長を支えてきたのは、乱
暴に言えば、良いものを作って売り、食糧やエネ
ルギーを買うということで、その時代時代で、製
造業が積み重ねてきたイノベーションによる競
争力でした。
　そして、今や一つの企業、組織の中での経営
リソースだけでは変化のスピードや革新性に追
いつけなくなっています。他社や大学との間で
連携し、刺激しあい、先端技術やビジネスプロ
セスを進化させていくことが不可欠な時代が到
来したといっても過言ではありません。「オープ
ンイノベーションの活用」がそれぞれの企業、ひ
いては日本の産業力の持続的な成長のキーワー
ドとなっています。

埼 玉大学産学官連携協議会は、地元の知の
集積である埼玉大学への開かれたドアとし

て、地元企業の情報交換の場として、製造業だ
けでなく幅広い産業の中小企業の皆様に「オー
プンイノベーション」へのゲートウェイになれば
と考えています。皆様の積極的な参加、活用、そ
して企業の成長を願っています。

オープンイノベーションによる
　　　　　　　企業成長を目指す

巻頭言

Kamijo Masahito

上條 正仁
埼玉大学産学官連携協議会
新会長

（一般社団法人埼玉県経営者協会 会長）

6

巻頭言
特集　　　 「埼玉大学先端産業国際ラボラトリー」の設置について
活動報告　 「第17回定期総会、産学官連携事例発表、交流会」
活動報告　 「学内合同企業説明会」、「３D-CAD＆３Dプリンター研修（さいたま市との連携事業）」
活動報告　 「研究会報告」
埼玉大学脳末梢科学研究センター紹介
会員企業訪問記41　「株式会社小金井精機製作所」、「株式会社松永建設」
新会員紹介
オープンイノベーションセンター産学官連携活動カレンダー

01
02
03
04
05
06
07
09
12



　埼玉大学先端産業国際ラボラトリー
は、産学官金連携による研究・開発協
働、製品化・事業化等を見据え、大学
と産業界・地域社会とのインターフェイ
スとして、共創型ワークショップや先
端産業インキュベーションを通じてイ
ノベーションを実現するため、2016年
4月に設置されました。
　共創型ワークショップ・スペースでは、
産学官金共創ネットワークを形成し、
異業種・異分野間、産・学・官のセク
ター間、技術や学術の領域間などの既
存の壁を越えて、文理融合によるシナ
ジーが発揮される人的ネットワークや
研究・開発の場を提供します。また、先
端産業インキュベーション・スペースで
は、地域特性を活かした知を活用し、
グローバルな視点で長期的視野を
持った基礎研究から社会の要請に応
える応用研究までの創造性豊かな研
究開発を行うとともに、産学官金連携
により試作・実用実証を通じて新事業・
先端産業をイノベーション創出し、そ

な診断薬や検出キットの開発を行い、
メディカル・イノベーションに貢献しま
す。これらの研究ユニットでは、医療・
医薬・健康・介護関連の産学官のそれ
ぞれの研究者・技術者・経営者・学生
らが、既存の組織の壁を越えて結集し、
共創の場で先端産業の推進を行って
おります。
　第1回ヘルスケア・イノベーション・
ワークショップは、2016年6月17日に
開催され、産業界、自治体、そして大
学の関係者など80名を超える方々に
ご参加頂き、積極的な議論や交流が
深められ、有意義なワークショップと
なりました。今後も健康管理やQOL
(Quality of Life:生活の質)を向上さ
せるためのヘルスケア機器関連技術、
AIやIoTなどのヘルスケア関連技術、
マーケティングやサービス戦略につい
て議論します。
　先端ラボでは、企業と大学の研究
室が1対1で共同研究するだけではな
く、大学が核になり強みが異なる複数
の企業をコーディネートし、先端産業
インキュベーション・スペースにて異業
種連携や新分野展開支援を行いなが
ら、新たな製品の企画、研究開発、製
品化・事業化に一貫して取組み、共創
の場における実践的な人材育成や新
たな事業化を目指しており、ここから
イノベーションを起こし、地域貢献を
したいと考えております。

の成果を広く社会に還元することによ
り、研究開発を通じた産業人材育成
で地域社会の発展に貢献します。
　現在、先端産業分野別に「ヘルスケ
ア・イノベーション研究ユニット」およ
び「メディカル・イノベーション研究ユ
ニット」の2つの研究ユニットを設置し
ています。ヘルスケア・イノベーション
研究ユニットでは、遠隔医療やヘルス
ケア 支 援 の ためのIoT(Internet of 
Things:モノのインターネット化)技術、
AI(Artificial Intelligence:人工知能)
技術、非侵襲生体情報計測、人に優
しい機器設計のためのヒューマンイン
ターフェイス技術、ブレイン・マシン・
インターフェイス技術などについて研
究開発を行い、先進ヘルスケア分野
の高度化に貢献します。また、メディ
カル・イノベーション研究ユニットでは、
次世代抗体スクリーニング技術、蛍光
発光技術、多価化合物によるクラスタ―
化技術等を用いて感染症やがん他分
野において、高感度、迅速および簡便

特 集
S p e c i a l  F e a t u r e

ワークショップの様子

http://www.saitama-u.ac.jp/aiit/先端産業国際ラボラトリーホームページ Watanuki Keiichi 綿貫 啓一
先端産業国際ラボラトリー所長
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Activity Report

埼 玉大学産学官連携協議会第
17回定期総会（第1部）、産学

官連携事例発表（第2部）及び交流
会を6月6日（月）大宮ソニックシティ
市民ホールにおいて、協議会会員を
中心に延べ170名を越える参加を得
て開催しました。
　定期総会では、はじめに山縣秀司
会長より挨拶があり、次いで山田正
人関東経済産業局地域経済部長、
渡辺充埼玉県産業労働部参事兼副

部長、井上政行さいたま市経済局長
から祝辞が述べられ、山口宏樹埼玉
大学長から挨拶がありました。
　定期総会議事として、平成27年
度事業報告及び決算報告、平成28
年度活動方針、活動計画に係る事業
計画案及び予算案、山縣秀司会長
から上條正仁会長への会長交代を
はじめとする役員改選、長く指導的
立場にあった会長を名誉会長に委
嘱する規約一部改正について、それ

ぞれ報告及び提案があり、承認され
ました。

第17回定期総会、産学官連携事例発表、交流会
Report
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第 2部の産学官連携事例発表は、
特別講演として、埼玉県産業

労働部の高橋利男先端産業課長より
「埼玉県先端産業創造プロジェクトに

ついて」、本学図書館長である理工学
研究科坂井貴文教授から、「ホルモン
の力で健やか生活 ―脳と体は支え

合っている― 」と題して講演が行わ
れました。
　続いて、理工学研究科本間俊司
准教授、小室孝准教授から産学官
連携事例の紹介が行われました。
　交流会では、上條正仁新会長（（一
社）埼玉県経営者協会代表理事・会

長）から、山縣秀司前会長を受け継ぎ、
さらなる協議会発展に努めていきた
いことの挨拶の後、講演者や参加者
との間で活発な交流が行われました。

講演される
高橋県先端産業課長

講演する坂井教授 連携事例発表する
本間准教授

連携事例発表する
小室准教授

交流会で挨拶される
上條新会長

交流会で挨拶する
佐藤副会長

挨拶される山縣会長 祝辞を述べる山田地域経済部長 祝辞を述べる
渡辺県産業労働部参事

祝辞を述べる
井上さいたま市経済局長

挨拶する山口学長

定期総会模様

活動報告
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活動報告

「埼玉大学学内合同企業説明会」を実施
Report
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平 成29年3月卒業（修了）予定
学生への業界研究・企業研究

機 会 提 供 を目 的 とし て、3月10日
（木）協議会会員企業による学内合同

企業説明会（学生支援課と共催）を開
催しました。
　今回は、予定を上回る21企業から
参加申し込みをいただき、2部制によ
り実施いたしました。延べ121名の学

生が参加し、各ブースでは、担当者
からの説明に熱心に耳を傾ける姿が
多く見られました。
　学内で企業採用担当者から直接話
しを伺える良い機会であり、今後も学
生への事前広報に努め、より多くの学
生が参加する充実した企業説明会を
目指してまいります。

ブース風景

敬称略【 説明会参加企業】

第1部

株式会社エヌ・ワイ・ケイ

サイデン化学株式会社

株式会社デザインネットワーク

株式会社中川製作所
日本自動機工株式会社

早坂理工株式会社

飯能信用金庫

株式会社ビットマイスター

株式会社ベルニクス

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

第2部

株式会社アドテックス

生活協同組合コープみらい

サンメーケミカル株式会社

株式会社システムアドバンス

太陽ホールディングス株式会社

株式会社デサン

日本電波工業株式会社

株式会社松永建設

みたけ食品工業株式会社

株式会社モリタ東京製作所

昨 年、一昨年と本学において開
催し、受講者の方から好評を

頂いた「３D-CAD＆３Dプリンター研
修」を、本年度もさいたま市と連携し

「ものづくり支援事業」として開催いた
します。
　本研修はさいたま市内企業の国
際的競争力が向上することを目的と
し、３D-CAD及び３Dプリンターの
入 門、初 級、中 級 及 び 上 級 の4パ
ターン2日間の研修コースを、延べ
12回開催します。この研修では、３
次元モデル造形に必要な3D-CAD

操作と、各自が作成したモデルを実
際に３Dプリンター出力することに
より、より実際的な体験をしていた
だけます。
　研修で使用するCADソフトは、入門
コースではフリーソフトFusion360を、
初級以上ではミッドレンジ３D-CAD
のSolidWorksを使用します。本年
度は、より高度な内容の３D-CADの
機構部品の干渉及び動作確認機能
と有限要素解析（FEM）の研修も追
加しました。併せて各種３Dプリン
ターメーカの講演及び見学会を実施

し、３Dプリンター導入の際に参考
となる情報提供も行います。

研修で使用する３Dモデルと解析事例

「３D-CAD＆３Dプリンター研修（さいたま市との連携事業）」
の開催予定について

Report
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Activity Report

「埼玉大学産学官連携協議会研究会報告」
Report
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ア グリビジネス研究会（会員企
業７社、学内教職員６名）は、

平成27年度スタートした研究会で、
今年度が2年目になります。本研究
会は、埼玉県のメリットを活かしたア
グリビジネスについて、実践的なビジ
ネス展開を見据えた開発研究や埼玉
県が展開している多様なリサイクルシ
ステム及びバイオマスの有効利用等
を検討するものです。
　8月3日本学にて今年度初回の研
究会を行いました。冒頭本研究会代
表の高木優教授から挨拶があり、①
有機（肥料）の力、②植物の力（人間
活動の諸シーンで果たしている植物
の力を再評価）及び③研究対象とす
る植物の絞り込み（付加価値面、収益
面を検討し、セリバオウレン、ニチニ

チソウなどの効率生産化等）の三つの
本研究会の方向性が示されました。
今年度新規参加の企業会員からは、
アグリビジネスを新事業やコアビジ
ネスを支える柱になればと考えておら
れることが紹介されました。その後、
昨年度から進めるマレーシアのアブラ
ヤシ搾りかす残 渣 バイオマスプロ

ジェクトの進捗状況及び池田美穂准
教授から「遺伝子を使って植物の性
質を改変する」と題した講演と続き、
質疑応答や意見交換を行いながら今
年度活動の方向性をイメージアップ
しました。

代表：高木優（環境科学研究センター長・教授）　事務局：大久保俊彦（特命教授・産学官連携シニア・コーディネーター）

ア グ リ ビ ジ ネ ス 研 究 会

28.8.3 研究会模様

防 災ビジネス研究会（会員企業１０
社、学内教職員４名）の平成

27年度第２回研究会を３月３１日、平
成28年度第1回研究会セミナーを６
月７日それぞれ大宮ソニックシティカ
レッジにおいて開催しました。
　第２回研究会では、理工学研究科 
小室孝准教授からAR技術の概要及
び利活用動向、今後方向等について
の紹介があり、平成28年度活動計
画を検討しました。
　第1回研究会セミナーでは、国立研
究開発法人防災科学技術研究所副部

門長 臼田裕一郎氏から、「組織横断型
での災害情報の共有・利活用」と題し、
同研究所で取り組む予防力、対応力、
回復力向上を目指した取り組み事例の
紹介があり、情報共有・利活用手法／

技術標準化と社会実装・定着させる組
織が重要であることの発表、研究会活
動の今後取り組みについて意見交換
を行いました。

代表：藤池一誠（株式会社デサン・代表取締役社長）　事務局：山田涼子（オープンイノベーションセンター・事務補佐員）

防 災 ビ ジ ネ ス 研 究 会

28.6.7 研究会セミナー模様
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　脳の研究は、脳・神経疾患の原因
の解明、診断・治療法の開発に直結
するという点でもちろん重要ですが、
脳はまた体をコントロールしています
ので、体の健康を考える上でも脳と
体の関連を抜きにすることはできま
せん。さらに、社会的にも、高齢化社
会の到来による認知症の増加や、経
済のグローバル化、競争激化や雇用
制度の転換がもたらすストレス社会
に起因するうつ病の増加など、社会
的にも脳科学への関心は高まってお
り、健康で豊かな社会を築くために
脳科学の研究成果が期待されるよう
になってきました。そして、脳科学は、
単に脳という組織の研究、脳疾患の
研究という以上に、人間そのものの
理解にもつながります。
　埼玉大学では2009年1月より脳
科学融合研究センターを設置し、こ
れまで埼玉大学で行われていた神経
内分泌、脳の発生・発達などの脳科
学の研究分野や物質科学、情報工学、
ロボット工学などの関連研究分野を
包含するとともに、同じく埼玉県にあ

り日本における脳科学の国際的な研
究拠点である理化学研究所・脳科学
総合研究センター（理研BSI）との密
接な連携の下に、研究分野横断的な
融合的脳研究を推進し、その成果を
社会に還元してきました。第一期の５
年間が経過したことに伴い改組を行
い、2014年4月からは脳末梢科学研
究センターとして新たに研 究をス
タートさせることになりました。これ
までの脳科学融合研究センターの脳
機能解析部門、脳発生発達部門、脳
科学研究新技術開発部門を脳機能
解析応用部門、脳末梢機能連関研究
部門の２つの部門に集約するととも
に、新たなメンバーを加え、本学にお
ける研究拠点として、生命科学、理
学及び工学的見地から脳機能の解明
と応用、並びに脳と末梢の機能連関
及び脳の発生・発達、そして脳・神経
疾患の原因や診断・治療に関する研
究を行い、脳科学、脳末梢機能連関
研究及び脳科学関連技術研究の推
進を図り、その成果を社会に還元し
てきました。

　埼玉大学には県内、県外の高校か
ら大学見学に来られますが、我々の
センターでは毎年多くの高校生・ご父
兄の見学を受け入れており、生物の
神経細胞を、顕微鏡を通して観察し
たり、細胞内で重要な働きをするカ
ルシウムイオンの反応を観察してい
ただいております。また、小中学生を
対象に実験を通して生物学の体験学
習ができる「科学者の芽養成講座」や

「一日大学生」を毎年開催しています。
　また、我々のセンターでは、これま
でにシオノギ製薬、東レ株式会社、
株式会社ニコンインステック、NTT
アドバンストテクノロジ株式会社、株
式会社住田光学ガラスなどの企業と
の共同研究を行い、時には企業から
の研究者の方々を受け入れて研究を
行っています。埼玉県産業振興公社
とも協力しており、企業の方々のニー
ズに対して我々の持つ知識、技術で
お役に立つことがあるようでしたら遠
慮なくお声かけいただければ幸いです。

埼玉大学脳末梢科学研究センター
http://subsi.saitama-u.ac.jp/脳末梢科学研究センターホームページ

一日大学生の様子 実験風景

Nakai Junichi

中井 淳一
脳末梢科学研究センター長
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GROWING COMPANY 会員企業訪問記41
株式会社 小金井精機製作所

　株式会社小金井精機製作所は、昭和

18年に航空機の部品加工メーカーとし

て設立。以来、新技術の開発・蓄積を重

ね、高精度精密部品加工に尽力し、自動

車やオートバイ、半導体などの精密機械

加工分野の第一線で、ものづくり日本を

象徴する精密機械加工業の発展をけん

引、貢献している企業です。

　世界最高水準の設備と人材によって

生み出される製品の中でも、特にF1・

CARTに使用されるレーシングマシンの

エンジン製作技術は世界でもトップレベ

ルの技術力を有しており、品質において

世界各国から高い評価を受けている企

業です。

世界トップレベルの精度を誇る加工技術

　同社は、ナノレベルの精度を要求され

るようなF1エンジンの中枢部品提供を

行っています。特にクランクシャフトや

カムシャフト、シリンダーヘッド、シリン

ダーブロック加工の技術精度によって、

エンジン性能を飛躍的に向上させ、高い

評価を得ているとのお話がありました。

　お話を通して、社員の方々の1つ1つ

の部品に対するこだわり、ものづくりに

対する向上心、安易に妥協しない意識等

が、世界をリードする加工技術力を生み

出していると感じました。

徹底した品質へのこだわり

　今回訪問しました狭山台工場は、切削

から研磨・検査まで一貫した工程で作業

されています。加工部品の高い精度を出

すため、工場内は±0.5度の徹底した温

度管理がなされ、見せていただいた製造

現場は整理整頓が徹底されていました。

更に、世界有数の高性能の工作機械を

多数導入し、メンテナンスをしながら大

事に活用しているとのお話があり、世界

最高レベルのものづくり現場を実感する

ことができました。

おわりに
　今回の企業訪問では、同社の、徹底的

に高品質を求める姿勢に深い感銘を受

けました。会長、社長は常に危機感を

持って仕事に臨んでいると仰っておられ

ましたが、その常に前向きで社会動向の

変化に柔軟に対応していく考え方が、着

実な成長をもたらしているのだと思いま

す。また、「人が最大の財産である」との

会社方針のもと、海外研修等人材育成

に熱心なことも感じました。

　鴨下会長、鴨下社長をはじめとして役

員、社員の方々に、気さくな雰囲気の中

で、多くの貴重なお話を賜り、こちらの

質問にも一つ一つ丁寧にお答えいただ

きました。会社内は明るい雰囲気で、勤

務中にもかかわらず社員の方々は、見学

している私たちに丁寧に接してください

ました。ものづくりの現場で感じるやり

がいや、学生時代に英語を学ぶ重要性

など、とても貴重な体験を得ました。

　ご対応くださいました会社の皆様に、

心より感謝を申し上げます。

企業名：株式会社 小金井精機製作所　
所在地：埼玉県入間市狭山ケ原360-1　TEL：04-2935-2288
設立：昭和18年12月1日　資本金：8,000万円　代表者：代表取締役社長　鴨下 祐介
事業内容：自動車・航空機エンジン部品等の精密機械加工

COMPANY PROFILE

概要01
Interview

TOPICS02
Interview

ものづくり日本を象徴する
精密機械加工先進企業

学生目線03
Interview
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北原 広、小黒 凌輔、
小宮 賢士、山田 大晶
工学部機械工学科4年

Kan Hao Nan
派遣留学生

学生リポーター

jmn307
長方形

jmn307
タイプライターテキスト
※個人情報保護のため　画像を表示しません。

jmn307
長方形

jmn307
タイプライターテキスト
※個人情報保護のため　画像を表示しません。

jmn307
長方形

jmn307
タイプライターテキスト
※個人情報保護のため　画像を表示しません。



株式会社 松永建設

　株式会社松永建設は、埼玉県さいた

ま市岩槻区に本社を置き、東京に支店を

1つ、県内の営業所を４つ、そして再生

骨材工場を持つ埼玉県内トップクラスの

建設会社です。建築事業、土木事業、営

繕事業を主に展開しているほか、不動産

土地活用のサポートと教育施設・商業施

設・工場・倉庫と医療・福祉施設のトー

タルコーディネート及び企画から設計・

施工まで一貫体制の建物造りに力を注

いでいます。

　企業の社会的責任を果たすため、地

球環境・生活環境・安全にも配慮しなが

ら取り組まれ、地域密着企業としての

「スピード」と「安心」を提供しながら、お

客様の期待を上回るサービスを提供す

ることにより、満足と感動していただく

ことを目指している企業です。

常に物を使う側の視線を持ち続けている
　松永社長から、会社概要の説明をいた

だき、「お客様と二人三脚」の気持ちで、

任された仕事だけに満足せず、安全性や

使いやすさも常に意識して、お客様から

信頼されることが大切であること。他社

が建設した建物修繕であっても、安心で

スピーディな対応を心掛けることにより、

お客様から評価され、後に新たな案件に

繋がったことのお話がありました。

　また、福祉施設事例では、施設を利用

する側の立場にも配慮し、既存の施設の

欠点を研究・克服して、より理想的なも

のづくりを妥協することなく続けてきた

こと、相互利益も重視し柔軟な対応でお

客様の多様なニーズに応えてきたことな

どのエピソードを熱く語られました。

人材を意識している
　松永社長から、建設業界での人材不

足の深刻化、長時間労働、技術者の高齢

化など、これら改善に努力していること。

昔からの「人が現場を動かす、人が会社

を動かす、人が社会を動かす」というよ

うな人と人との付合い、結びつきが大切

であると考えていること。何よりも人材

の育成を重視し、各研修への積極的参

加、特に資格取得やスキルアップしたい

意欲ある若手技術者へのサポートを充

実しているとのお話がありました。

頼られる存在
　松永社長へのインタビューで、地域に

しっかり根差した企業であるとともに、

県外の地域にある企業からも信頼され

ている企業であると感じました。これは、

「ゴールから考える方が今すべきことが

見える」とのお言葉の中にその思いが込

められていると思います。目先の事業に

捉われるのではなく、アフターサービス

などのお客様との長期的なお付合いを

大切にされていることが、企業の発展に

繋がっていると感じました。

おわりに
　今回の企業訪問では、私たちのために

松永社長をはじめ、役員、社員の方々が

お時間を割いて下さり貴重な経験となり、

非常に感謝をしております。松永社長の

熱意が私たちにも伝わり、自分たちも成

長しなければならないと強く感じました。

自分自身のことではなく相手を思いやっ

て物事を考えなければならないことを認

識する良い機会となりました。

企業名：株式会社 松永建設　
所在地：埼玉県さいたま市岩槻区城南5-6-6　TEL：048-798-1751　
設立：昭和39年8月4日　資本金：5,000万円　代表者：代表取締役社長　松永 大祐
事業内容：建設業（総合建設）

COMPANY PROFILE

概要01
Interview

TOPICS02
Interview

学生目線03
Interview

お客様の心に「感動」を創造する企業

会員企業訪問記41
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劉 宗牧
理工学研究科

環境システム工学系専攻2年

学生リポーター

安永 将樹
工学部

建設工学科4年
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長方形
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埼玉大学産学官連携協議会 新会員紹介 ①業務内容　②本社所在地　③電話　④設立年
⑤代表　⑥社是または会社のモットーDATA

（28年2月〜28年6月 入会申込順）

①お客様の経営課題や業務課題の解決を
支援する各種ソリューションの提供

②	東京都港区芝3-8-2
③	03-6837-8800
④	1959年(昭和34年)5月2日
⑤	代表取締役	社長執行役員	CEO　松石	秀隆
⑥	Customer's	 Customer	 Success　
～	お客様のその先のお客様にまで届く
価値を創出する	～

①	技術相談、依頼試験、機器開放、受託
研究、専門家派遣、貸研究室の提供、
技術セミナー・研究会・競技会の開催等

②	埼玉県川口市上青木3-12-18	(SKIPシティ内)
③	048-265-1311
④	2003年(平成15年)4月
⑤センター長　中村	雅範
⑥	県内企業の製品開発や生産性向上を支
援し、「稼ぐ力」を創出します。

①	電気通信業務、付帯業務・目的達成業務
②	埼玉県さいたま市浦和区常盤5-8-17　
ＮＴＴ東日本　新常盤ビル

③048-626-5010
④1999年(平成11年)7月1日
⑤取締役　埼玉事業部長　榊原	明
⑥私たちは、「人と社会と地球がつながる安心・
安全で豊かな社会」に向けて、「人と通信で、地
域をつなぐ会社」として進化し続けていきます。

①自動車・航空機エンジン部品等の精密機
械加工

②埼玉県入間市狭山ケ原360-1
③04-2935-2288
④1943年(昭和18年)12月1日
⑤代表取締役社長　鴨下	祐介
⑥	社員を大切にし、お客様のご要望に確実
にお応えすること。

①	医療機関及び保険薬局用コンピューター
の販売・ソフトウェアの開発

②埼玉県さいたま市北区吉野町2-177-5
（さいたま支店）
③048-668-1333（システム開発部）
④1979年(昭和54年)12月
⑤代表取締役　松本	運造
⑥「挑戦と創造」

　当社は、病・医院、薬局の皆様が良質な医療を提供されるためにIT
化を通して支援させていただいております。各医療機関の皆様が望ま
れるものをいち早く形にし、そして患者さんやそのご家族に喜ばれる
システムを開発することが我々の役割だと考えております。2016年よ
り埼玉大学大学院理工学研究科と共同でAIの研究開発を行っており
ます。

　当社は、リコー製品を中心とした商品・サービスの提供を通じて、お
客様の経営課題の解決や企業価値の向上に貢献しています。オフィ
ス向けソリューションの提供に加え、さまざまな業種におけるお客様
の現場や地域社会まで価値提供領域を広げ、全都道府県に支社を配
置した地域密着の販売・サービス網を活かした最適なソリューション
を提供しています。

リコージャパン株式会社

　埼玉県産業技術総合センター（SAITEC)は、埼玉県の公設試験研
究機関です。県内産業の技術力を強化し、その振興・発展を図るため、
技術支援、研究開発支援、事業化支援、技術普及を主な機能として、
県内企業の事業活動を支援しています。
　皆様の企業実績に直結する各種支援を実施していますので、お気
軽にご利用ください。

埼玉県産業技術総合センター

　当社は、信頼性の高いネットワークサービスを最大限に活用し、最
適なシステムの構築・保守運用までワンストップで任せていただける
パートナーです。
　多岐にわたる企業やグループ会社との連携により、あらゆる業種の
お客さまのビジネスに柔軟に対応します。
地域密着性と多様性が、私たちの強みです。

東日本電信電話株式会社　埼玉事業部

　当社は、F1・MOTOGPのレースエンジン部品、次世代低燃費試作
エンジンの精密加工を得意としております。安田や三井精機のマシニ
ングセンターを120台、国内外の旋削・研磨機40台を駆使して加工。
精度保証は3次元測定機20台を備えております。また、航空機エン
ジン部品やロケット部品にも活躍の場を広げております。

株式会社小金井精機製作所02

03

04

05

さいたま支店

本社・狭山台工場

NTT東日本新常盤ビル

『X線ＣＴ三次元測定機』等、
各種試験機を取り揃えております

RICOHブランドロゴタイプ

東日本メディコム株式会社01
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①中小・小規模企業の経営支援、各種検
定試験、地域まちづくり支援

②埼玉県蕨市中央5-1-19
③048-432-2655
④1951年(昭和26年)10月26日
⑤会頭　牛窪	啓詞
⑥「頑張る企業を応援します！」
　「誠実対応！夢応援！」

①新聞、出版、印刷、情報、包装用紙、
　クラフトパルプの製造販売
②愛媛県四国中央市川之江町826
③0896-57-2222
④1946年(昭和21年)2月
⑤代表取締役　星川	一冶
⑥「	堅実	・	誠実	・	人の和	」

①老人福祉事業
②埼玉県児玉郡美里町阿那志775
③0495-76-1238
④2004年(平成16年)9月7日
⑤代表取締役　松原	律子
⑥お客様を大事にしましょう

①交通安全用品の製造販売、太陽電池
システムの製造販売

②埼玉県戸田市喜沢南1-5-5
③048-443-8651
④1964年(昭和39年)9月15日
⑤代表取締役　冨永	和之
⑥失敗を恐れず未知に挑戦しよう！

①電源機器、半導体デバイス、精密機構
部品、システム機器及び合成樹脂塗料
の製造販売

②	埼玉県さいたま市桜区栄和3-3-27
③048-755-9011
④1938年(昭和13年)5月1日
⑤代表取締役社長　妹尾	一宏
⑥世界に通用する技術で未来を創出（Our	
Technologies	Realize	Your	Dreams）

　当社は、昨年11月にさいたま市に移転してきました。分野の異なる
4事業部から成り、さいたま市の事業所は、情報通信用電源や高電圧
用電源のエレクトロニクス事業部、スマホのタッチパネル貼り合わせ
や光半導体の封止・自動車部品の接合などを担うシステム機器のメカ
トロニクス事業部の開発拠点です。他の２事業部は、精密機構部品と
半導体デバイスのコンポーネント事業部と合成樹脂塗料のケミトロニ
クス事業部で、それぞれ栃木県小山市（間々田工場）と東京都瑞穂町

（瑞穂工場）で生産を行っています。

　日本一狭い市域を活かした、企業に寄り添う伴走型の支援をテー
マに、会員企業のお困りごとには素早い対応を行っています。金融、
労務など経営全般にわたる相談、ものづくり補助金、小規模事業者持
続化金等の補助金申請、その他経営革新計画、ＢＣＰ計画の策定な
どお気軽にご相談ください。

蕨商工会議所

　私たち丸住製紙は、かけがえのない「自然」と「紙」との共存を目標
に、環境保全技術の向上に努め、地球環境の負荷軽減に真摯に取り
組んでいます。また「植物工場の事業化」が実現し、(株)しこくグリー
ンファームから平成27年7月より水耕栽培で安心･安全なレタスの出
荷業務を開始しました。

丸住製紙株式会社

　当社は、老人福祉事業を中心に、通所介護（デイサービス）、居宅
介護支援、福祉タクシー、訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅、
健康食の食堂運営等の運営管理をしています。高齢者の方が住み慣
れた地域で安心していきいきと生活が送れるように365日24時間体
制で地域の社会福祉に携わっています。最近は2050年の未来を支
えるしくみの取り組みとして、介護ロボットの研究や介護食の開発を
進めています。

有限会社スマイルサービス

　当社は、1957年創業時には亜鉛ダイカスト加工製造からスタート
しました。その後、交通安全用品の製造を開始し、以後メーカーとし
て自社での企画開発に注力してまいりました。1980年代には太陽電
池と発光ダイオードを組み合わせた独立電源タイプの製品を販売開
始。2014年、自然エネルギー事業部を新設し、ソーラーモジュールシ
ステムの製造販売を開始しております。

株式会社吾妻製作所07

08

09

10

本社事業所

ソーラー式ブリンカー

デイサービスセンター　チューリップ

大江工場

蕨商工会議所外観 お気軽にお越しください。

オリジン電気株式会社06

新会員紹介埼玉大学産学官連携協議会

10



（28年2月〜28年6月 入会申込順）

①セブン-イレブン向けのお弁当・おにぎ
り・寿司・調理パン・調理麺等の開発、製
造及び販売

②埼玉県朝霞市西原1-1-1
③048-487-1111
④1969年(昭和44年)12月
⑤代表取締役社長　安田	信行
⑥創意と工夫により食生活の向上を目指
し、ゆとりのある社会の実現に貢献する。

①高度な電子制御技術を活かした、機器類の受
託開発と製作。受託開発で培った技術を駆使
した、オリジナル蓄電システムの設計・製造。

②埼玉県さいたま市大宮区大成町
　3-530-1　日の出ビル3Ｆ
③048-654-2551
④2005年(平成17年)3月
⑤代表取締役　関口	昌良
⑥心のこもった商品をお客様へ

①介護サービス事業
②埼玉県児玉郡神川町大字元阿保778-1
③0495-77-2939
④2006年(平成18年)9月25日
⑤代表取締役　五十嵐	由佳
⑥一期一会の精神で、皆様と次世代の笑
顔の為に頑張ります！

①デジタルカタログ制作、ホームページ
制作、印刷物制作

②埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19　
K2ビル5階

③048-814-1232
④2004年(平成16年)8月19日
⑤代表取締役　赤羽根	康男
⑥埼玉から世界に通用する「クロスメディ
ア総合提案カンパニー」を創る

①産学官金・コーディネート業務
②埼玉県熊谷市久下4-141　埼玉縣信用
金庫本部内

③048-526-6887
④2016年(平成28年)5月18日
⑤代表理事　安田	格
⑥産・学・官・金の橋渡しをサポートし地
域産業の活性化に貢献します

　当社団は、埼玉縣信用金庫が平成18年3月に設立した任意団体
「コラボ産学官埼玉支部」を前身に本年5月に一般社団法人化いたし
ました。今後も、専門家と連携した相談会の実施、大学等の教育研究
機関や行政機関、各種各界の支援協力機関と連携し新技術や新商品
の開発のための共同研究等の橋渡しを行い、中小企業の事業発展に
貢献してまいります。

　昭和45年、大手製パンメーカーの戦略商品に「お弁当」が採用され
たのをきっかけに、武蔵野は当時まだ珍しかった米飯・惣菜類の開発・
製造をスタートさせました。以来、中食業界のオピニオンリーダーとし
て、多種多彩な商品を世に送り出してきました。
　これからも中食産業を中心とした事業展開を進め、商品の開発・提
案を通して広く社会の発展に寄与していきます。

株式会社武蔵野

　企業生き残りのための「市場の競争力を高める新商品の企画、製品
化」のお手伝いを行う企業です。企業様の思いつきやアイディアをも
とに、コンセプトモデルの設計製作や量産モデルの受託開発を経験
豊富な弊社スタッフがお引き受け致しております。
　また再エネを有効活用するための自社開発の蓄電装置の製造、販
売も行っております。

BBJハイテック株式会社

　誰でもその人らしく「より良く生きる！」を支えることを目標にした場
所作り。その為に、2006年8月にフリージア株式会社を設立。｛ありの
実ひろば｝として、生活機能維持向上して家で暮らすことを支える「あ
りの実デイサービス」を朝から夜までやっている他、様々な会や人の
連携を応援する活動を行っています。「介護からの世界平和」を合言
葉にモンゴルなど海外とも連携しています。

フリージア株式会社

　当社は、デジタルカタログ制作、ホームページ制作、印刷物制作の
3つのサービスを展開しております。デジタルカタログ制作は導入実
績1,000社以上、ホームページ制作は埼玉を中心に多くの企業様に
導入頂き、上場企業のサイト制作実績もあります。3つのサービスを
包括的に「クロスメディア総合提案」し、広く社会に貢献できる会社を
目指します。

株式会社デジタルベリー12

13

14

15

課題相談会の様子

導入実績1,000社以上のデジタルカタログ

ありの実ひろば　モンゴルにて

蓄電・発電ハイブリッド型電源装置　GC300

2015年に新設された研究・開発・検査を
集約したR&Dセンター

一般社団法人さいしんコラボ産学官11

①業務内容　②本社所在地　③電話　④設立年　⑤代表　⑥社是または会社のモットーDATA
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★埼玉大学産学官連携協議会関連事業

（予定表）産学官連携活動カレンダー
平成２８年度 オープンイノベーションセンター

月　日 イ ベ ン ト 場 　 所

10

3（月） 第5回輝く地元中小企業応援プロジェクト（5大学合同技術相談会） 富山市

4（火） 第6回輝く地元中小企業応援プロジェクト（5大学合同技術相談会） 金沢市

13（木）～14（金） ものづくり支援業務研修　フリー３D-CAD＆３Dプリンター入門　2回目 埼玉大学

27（木）～28（金） ものづくり支援業務研修　ミッドレンジ３D-CAD＆３Dプリンター初級　2回目 埼玉大学

31（月）～11/1（火） ものづくり支援業務研修　３D-CAD中級（機能シミュレーション）　1回目 埼玉大学

11

2（水） 第7回輝く地元中小企業応援プロジェクト（5大学合同技術相談会） 金沢市

9（水）～10（木） ものづくり支援業務研修　３D-CAD上級（FEM解析）  1回目 埼玉大学

14（月）～15（火） BIZ SAITAMA　さいたま市産業交流展2016 大宮ソニックシティ

18（金） 第8回輝く地元中小企業応援プロジェクト（5大学合同技術相談会） TKP大宮西口カンファレンスセンター

24（木）～25（金） ものづくり支援業務研修　フリー３D-CAD＆３Dプリンター入門　3回目 埼玉大学

28（月） 第17回埼玉大学産学交流会　テクノカフェ 埼玉大学 ★

12
1（木）～2（金） ものづくり支援業務研修 ミッドレンジ３D-CAD＆３Dプリンター初級　3回目 埼玉大学

5（月）～6（火） ものづくり支援業務研修 ３D-CAD中級（機能シミュレーション）　2回目 埼玉大学

埼玉大学産学官連携協議会運営委員会 大宮ソニックシティ ★

1
12（木）～13（金） ものづくり支援業務研修　フリー３D-CAD＆３Dプリンター入門　4回目 埼玉大学

19（木）～20（金） ものづくり支援業務研修　ミッドレンジ３D-CAD＆３Dプリンター初級　4回目 埼玉大学

2
1（水）～2（木） 彩の国ビジネスアリーナ2017 さいたまスーパーアリーナ

22（水）～23（木） ものづくり支援業務研修　３D-CAD上級（FEM解析） 　2回目 埼玉大学

3 10（金） 埼玉大学学内合同企業説明会（産学官連携協議会会員企業を対象） 埼玉大学 ★

※具体的開催詳細が決まり次第、広報・ご案内させていただきます。

第17回 埼玉大学産学交流会 テクノカフェ
埼玉大学産学交流会 テクノカフェを開催いたします。今回は、「イノ
ベーションを身近に！－新たな価値創造、共創を考える－」をテーマ
に開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

埼玉大学産学官連携協議会

日　　 時

会　　場

対　　象

開催計画

▲
▲

▲
▲

平成28年 11月28日（月） 13：30 〜 18：00（予定） 

埼玉大学総合研究棟シアター教室　ほか

埼玉大学産学官連携協議会会員企業（団体）、研究・技術開発担当者他、埼玉大学に興味関心のある方（学生を含む）

・基調講演　「IoT分野における産学官連携」 （仮題）
 株式会社オプティム 代表取締役社長　菅谷俊二　氏

・企業研究成果等事例発表
 < コーヒーブレーク >

・大学の研究成果等事例発表の紹介及びパネル展示（9教員予定）
・交流会（懇親会）
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〒338-8570　埼玉県さいたま市桜区下大久保255　埼玉大学オープンイノベーションセンター（COIC）内
TEL：048-714-2001　FAX：048-858-9419　E-mail：coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp
URL：http://www.saitama-u.ac.jp/coic/kyougi/
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