
第13回 埼玉北部地域技術交流会

イノベーション、新たな展開を目指す企業が集結

日時 :平成28年 11月 10日 (木)10:00～ 16:30

開催場所 :ものつくり大学

1口 詰演会 :富士通における IOTの取 り組みと最新技術
～ 中小企業における展開は ～

株式会社富士通研究所 ネットワークシステム研究所
シエアディレクター 奥山 敏 氏

2日 事業化発表 :企業と大学のコラボ事例

3日 公開ディスカッション :中小企業のイノベーション

◆開催内容

製品、ポスター、チラシ等による出展と交流

商談 (会場内)、 個別ブースアピール

金融相談、技術相談、研究相談、講演会 ◆ブース

テーブル (ク ロス有 )

:頒 1800X奥行き450X高 さ700

バ ヴクパネル :幅1800X高 さ1200

◆開催場所

ものつ くり大学 体育館 行田市前谷333番地

◆申込期間

平成28年 8月 1日 (月 )～ 9月 19日 (月 )

◆申込方法
「出展申込書」に記入の上、FAX又 はEメ ールで。

(ホームページか らダウンロー ドできます。 )

◆出展料
1ブース 5,000円 (指定回座へ振込 )

(県外出展者は 10,000円 のご負担とな ります。)

◆問い合わせ先

埼玉県産業技術総合センター北部研究所

技術 日事業化支援室
TEL:048-521-0614
FAX:048-525-6052
URL http://www.saitama― itcn.」 p/

E―mail : kouryukai201 60saitama― itcn.jp
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ブース寸法
(単位m田 )

◆主 催

埼玉北部地域技術交流会実行委員会

埼玉県産業技術総合センター

◆共 催

(公財)埼玉県産業振興公社
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開催会場について

。 会場軽 :ものつくり大学

● 住 所 :〒 361-O038
体育館

埼玉県行田市前谷333番地

出展費用について

県内出展者については、1ブース す。指定□座に振込をお願いします。また、

主催者が展示・装飾で用意するもの以外の経費は、出展者の負担となりますので、ご注意ください。

振込を確認次第、正式な申込みとさせていただきます。なお、指定□座は下記のとおりです。

振込□座 埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通 2693409
埼玉北音B地域技術交流会実行委員会 会計 太屋 剛

※ 県外出展者については、10,OOO円 となります。同じく指定□座に振込をお願いします。

3. 展示・装飾

展示台 1合 (ク ロス推卜け)・ 椅子2脚・バックパネル・出展企業全名板 。電源100V(希 望者の

み)を用意致しますので、ご自由にお使いください。

※ 会場内には、インターネット回線はござしヽませんので、ご了承ください。

4。  会場内の出展ブース位置

会場内のブース位置については、全体の調整を図りながら事務局で決定させていただきます。

(出展企業の皆様には、搬入国の 10日前までには、展示ブース位置をご案内いたします。)

5。  搬入搬出スケジュールラ定

(1)搬入スケジュール

● 平成28年 11月  9日 (水) ≪前日≫

14iOO～   展示物搬入開始 ・・・前日の搬入にご協力ください。

17:OO   前日搬入終了

※ 前日に設営される方は、 17 iOO 泡 に、設営を終了してください。

0平成28年 11月 10日 (木) ≪当日≫ 混雑しますので前日のl版
几
入にご協力ください。

8:30～    展示物搬入開始

9:30    当日搬入終了

※ 出展の方は、開催当日の 9:30 迄に、設営を終了してください。

(2)搬出スケジュール

0平成28年 11月 10日 (木) ≪当日≫

閉会後 (16:30～ )  搬出開始

※ 開催時間内の撤収作業は他の来場者のご迷惑になりますので、堅くお断りいたします。

当日、宅配便による荷物の輸送をお者えのんは、注意事項がございますので、お手数ですが、

事務局までご連絡ください。

,OOO円



6 禁止・注意事項

● 会場内での危険物・火気等の使用は堅くお断りいたします。

● ご希望の電気量を確保できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● 大学並びに、主催者が不適当と判断する物について、持ち込みをお断りする場合があります。

● 大学並びに、主催者が不適当と判断する行為について、お断りする場合があります。

● 知的所有権、各種権利及び音楽著作権等を侵害するおそれのある行為や出展は、堅くお断り

いたします。

出展者の皆様へのお願い

◆後、関係各団体に来場のご案内をするとともに、情報誌にも広報を依頼 しますが、お知り合い

の企業や従業員の方ノマにも来場を勧めてしヽただきますようご協力をお願いいたします。

※ ガイドブック登録票はなくなりました。
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～開催同日に行う講演会とディスカッションのご案内～

時

所

容

日催開

場

内

平成28年 11月 10日 (木 )

体育館 (会場) 特設コーナー

10:30～ H6:OO
150席

1.講演会           10:30～ 11:40
「富士通における loTへの取り組みと最新技術」

株式会社富士通研究所 シエアディレクター 奥山 敏 氏

2.企業と大学のコラボ事例発表 12:30～ 14:30

大学による企業との共同研究 。事業イし事 lラ」を発表 します。

(4～ 7大学 ラ定 )

3.パネルディスカッション   14:40～ 16iOO
中l」 企ヽ業のイノベーション

～いま企業経営にとって重要なことは～

発言者  企業経営者 5篭～7軽



御記入の上、下記FAX宛に送信下さし`

FAX 048-525-6052
出展申込書 9月 19日 (月 )まで

企業名

住 所

電 話

FAX

E―Mail

事業内容

代表者

連絡担当者

使用電力※ 可

交流希望業種

連絡事項

※ 1届 け出のない場合は電源を設置できません。

都合により希望電力が得られない場合がございます。

記入例 :パ ソコン1台 :20w(l kWな どの大きめの容量は事前にご相談 ください。 )

2申 し込みを受付け次第、北部研究所ホームページにアップします。

3出展申込書はホームページからダウンロードできます。http://www saitama― itcn.」 p/

送信先 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 技術 口事業化支援室

〒360-0031 熊谷市末広 2-133   担当 :中 島、原田、山川、竹内

TELi0 4 8-521-0614 E― mail:kouryukai20160saitama― 十七cn,」 p

※ 今回は、アピールタイムはありません。




