平成30年度 産学連携関連イベント 一覧表
研究シーズ検討

イベント等名称／開催期間／主催者／会場

第１回東京イノベーションクラブ
シーズプレゼン
開催期間 平成30年7月頃
主催者 新潟大学

< 連絡先 : 新潟大学地域創生推進機構

TEL：025-262-7554

ワンストップカウンター >

FAX：025-262-7513

イベントの目的

東京イノベーションクラブ（ＮＵＴＩＣ、新大
卒業生中心の産学連携を応援してくれる人々）
や、新潟県東京事務所・新潟市東京事務所・第
四銀行東京拠点ルートで案内された企業に対し
て、共同研究に結びつけたい研究シーズを紹介
する。

来場者層

作成 : 2018年1月

e-mail:onestop＠adm niigata-u ac jp
出展したい／訴求したい
研究シーズ
（コーディネータの思い）

本学内での
検討開始時期／募集開始時期
決定時期

4月1日
首都圏の企業：約２０人
ＮＵＴＩＣ会員：１０人

・分野は問わない
・首都圏大企業と共同研究したい研究シーズ

会場 CIC東京

（決定）４月末

歯科領域での日本大学主催の
新技術説明会
開催期間 平成３０年７月３日
主催者 新潟大学，科学技術振興機構

会場

・全国からの企業関係者
・全国の大学関係者

「特許」を保有している研究シーズで、企業と
の共同研究へ発展させたい研究シーズ

科学技術振興機構JSTホール
（東京・市ヶ谷）

イノベーション・ジャパン２０１８
- 組織展示 開催期間 平成30年8月下旬
主催者 科学技術振興機構
会場

大学の研究成果（特許）を実用化（技術移転）
させることを目的として、新技術や産学連携に
興味のある企業関係者に向けて、研究者（＝発
明者）自らが直接プレゼンする特許の説明会で
す。

東京ビッグサイト
（東京都江東区・有明）

１月早々

産業界からのアカデミアに対する大型の共同研
究開発を提案いただくことを目的として、「大
学組織」としての展示・発表する。
・組織としてのセールスポイントたる「提案
テーマ（＝キーワード）」の設定が可能なこ
と。
・展示及び発表の内容が、組織として大型の共
同研究開発を産業界に提案したものであるこ
と。

・全国からの企業関係者
・全国の大学関係者
・国の省庁（文科省、経産省、内閣
府）
・国の関連機関（ＪＳＴ、ＮＥＤＯ
等）

4月1日

・「コアステーション」等をベースとした、新
潟大学としての重要研究領域

昨年度はブース来場者が約６００名

（決定）４月末

イノベーション・ジャパン２０１８
- シーズ展示 開催期間 平成30年8月下旬

4月1日
大学から創出された研究成果の技術移転・社会
還元を促進するための大学見本市。

同上

・分野は問わない
・首都圏大企業と共同研究したい研究シーズ

主催者 科学技術振興機構
会場

東京ビッグサイト
（東京都江東区・有明）

（決定）４月末

５月１日
１１月１日

ＤＳＡＮＪ疾患別商談会
開催期間

夏季
冬季

８月下旬
２月上旬

大阪商工会議所
主催者 都市活力研究所
ＡＭＥＤ

創薬シーズ（創薬）・基盤技術（創薬に使われ
る技術）、バイオマーカー・診断薬・試薬の研
究・開発成果を、独立してその情報を収集、蓄
積した上で日本の製薬企業に紹介し、日本国内
での創薬活動を促進するためのプログラム

製薬企業30社程度

特許出願１年以内の研究シーズ
創薬、評価系

（決定）５月末
（決定）１１月末

会場 大阪

ＢｉｏＪａｐａｎ２０１８

6月1日

バイオビジネスにおけるアジア最大のパートナ
リングイベント！
開催期間 平成30年10月10日（水）－12日（金）
創薬、個別化医療、再生医療、診断・医療機
器、ヘルスケア、環境・エネルギー、機能性食
Bio Japan組織委員会，(株)ICS今ペンションデザ 品、研究用機器・試薬等の分野における国際的
主催者
展示商談会。
イン

創薬、個別化医療、再生医療、診断・医療機
バイオ産業キーパーソンが多数来場！
器、ヘルスケア、環境・エネルギー、機能性食
30ヶ国から900社以上の参加が見込ま
品、研究用機器・試薬等の分野における研究
れる。
シーズ。

会場 パシフィコ横浜

（決定）７月末

にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ２０１８
開催期間 平成30年10月18日（木）－19日（金）
主催者 新潟BIZ EXPO実行委員会
会場

7月1日

新潟市の各種企業が新技術や商品サービスを出
展する展示会。

新潟市近辺の企業関係者
新潟市の行政・関連機関関係者

①産学連携／共同研究の事例
②製造業、ＩＴ関連企業、建設業、小売業、
サービス業に関係する研究シーズ
を展示したい。

新潟市産業振興センター
（新潟県新潟市中央区）

（決定）７月末

燕三条ものづくりメッセ２０１８
開催期間 平成30年10月25日（木）－26日（金）
主催者 （財）燕三条地場産業振興センター
会場

7月1日
燕三条地域の様々な技術を有する多くのものづ
くり企業と、当地域に関連する新技術を持つ企
業が一堂に出展する展示会。

新潟県内、特に燕三条地域の企業関係
者
新潟県内、特に燕三条地域の行政・関
連機関関係者

①産学連携／共同研究の事例
②ものづくり製造業に関係する研究シーズ
を展示したい。

燕三条地場産業振興センター
（新潟県三条市）

新大産学交流フェスタ
開催期間 平成30年11月頃
主催者 新潟大学

（決定）７月末

県内の企業・自治体・金融機関・他各種団体の
皆さまと本学教員やコーディネーターが交流す
る、年１回の最大のイベント。
講演会を開催するほか、新潟大学の研究活動や
地域連携活動をご紹介するポスターセッション
等を開催する。

7月1日
新潟県内の企業関係者
新潟県内行政・関連機関関係者
特に、新潟大学産学連携協力会加盟企
業が多い。

・県内企業との共同研究の発展する可能性のあ
る研究シーズ
・新潟大学の地域連携活動をアピールする研究
内容

会場 ライブラリーホール

（決定）７月末

新潟大学新技術説明会
開催期間 平成30年12月13日（木）
主催者 新潟大学，科学技術振興機構

会場

2月1日
大学の研究成果（特許）を実用化（技術移転）
させることを目的として、新技術や産学連携に
興味のある企業関係者に向けて、研究者（＝発
明者）自らが直接プレゼンする特許の説明会で
す。

・全国からの企業関係者
・全国の大学関係者

「特許」を保有している研究シーズで、企業と
の共同研究へ発展させたい研究シーズ

科学技術振興機構JSTホール
（東京・市ヶ谷）

第２回東京イノベーションクラブ
シーズプレゼン
開催期間 平成30年2月頃
主催者 新潟大学
会場 CIC東京

（決定）９月末

東京イノベーションクラブ（ＮＵＴＩＣ、新大
卒業生中心の産学連携を応援してくれる人々）
や、新潟県東京事務所・新潟市東京事務所・第
四銀行東京拠点ルートで案内された企業に対し
て、共同研究に結びつけたい研究シーズを紹介
する。

11月1日
首都圏の企業：約２０人
ＮＵＴＩＣ会員：１０人
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・分野は問わない
・首都圏大企業と共同研究したい研究シーズ

（決定）１１月末

平成30年度 産学連携関連イベント 一覧表
研究シーズ検討

イベント等名称／開催期間／主催者／会場

< 連絡先 : 新潟大学地域創生推進機構

TEL：025-262-7554

ワンストップカウンター >

FAX：025-262-7513

イベントの目的

来場者層

作成 : 2018年1月

e-mail:onestop＠adm niigata-u ac jp
出展したい／訴求したい
研究シーズ
（コーディネータの思い）

小千谷産学交流研究会
（地域懇談会【小千谷】）

本学内での
検討開始時期／募集開始時期
決定時期

6月1日

開催期間 平成30年8月上旬

主催者

会場

地域産業・市内企業の活性化を目的に、平成19 小千谷近辺の企業関係者、行政関係者
新潟大学，長岡技術科学大学，新潟工科大学，小千 年度から毎年開催している。
特に、製造業が多い。
谷市，小千谷商工会議所，小千谷鉄工電子共同組合

・分野は問わない
・県内の企業と共同研究できる研究シーズ

小千谷市総合産業会館サンプラザ
（３階ホール）

（決定）６月末

地域懇談会【佐渡会場】

開催期間

平成30年9月頃
※変更の可能性あり。

7月1日

地域の産業振興を図るため、地域に出向いて地
域懇談会を開催し企業や行政の方々と産学官交
流を行う。

佐渡市の企業関係者、行政関係者
特に、製造業が多い。

・分野は問わない
・県内の企業と共同研究できる研究シーズ

主催者 新潟大学
会場

金井コミュニティセンター
（佐渡市）

南魚沼市技術開発懇談会
開催期間 未定
主催者 南魚沼市、長岡技術科学大学、新潟大学

（決定）７月末

南魚沼市地域産業支援連絡協議会（ ICLOVE）
では、市内企業と大学の連携促進や大学などを 南魚沼市近辺の企業関係者、行政関係
活用したより積極的な技術開発に資するため、 者
協力機関である長岡技術科学大学及び新潟大学 特に、製造業が多い。
の協力を得て、技術開発懇談会を開催します。

会場 南魚沼市図書館多目的室

9月1日
・分野は問わない
・県内の企業と共同研究できる研究シーズ

（決定）９月末

新潟産学官連携フォーラム
開催期間 未定
新潟県、高等教育コンソーシアムにいがた、新潟県
主催者 商工会議所連合会、新潟県商工会連合会、新潟県中
小企業団体中央会、新潟県経営者協会、他
会場 未定
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