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★☆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆彡
1．「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ」
技術ニーズ説明会（7/12）開催のご案内
＝東京都中小企業振興公社＝
2．被災県等中小企業Ｒ＆Ｄ連携支援事業
～大手企業研究開発部門と中小企業との技術マッチングを支援します～
＝東京都中小企業振興公社＝
3．第 2 回 KDF・CXDS デザイン思考セミナー
～次のビジネスを見つける新しい考え方～
「感性マーケティングとクイック解析ツール活用」
＝かながわデザイン機構＝
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
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【マッチング】
1．「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ」
技術ニーズ説明会 開催のご案内 ＝ 東京都中小企業振興公社 ＝
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0006.html
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東京都中小企業振興公社では、大手企業研究開発部門とのマッチング支援の
一環として、世界９０か国以上に製品やサービスを提供し、オーラルケアなど
の消費材から工業用接着剤などの生産財まで幅広い分野の商品を扱うサンスター
グループの協力により技術ニーズ説明会を開催します。
サンスターグループが求める技術ニーズに対し、技術提案ができる可能性・
意欲をお持ちの企業、大学、研究機関等の方は、この機会にぜひご参加ください。

【日時】 平成 30 年 7 月 12 日（木） 13:30～16：30
【場所】東京都産業労働局秋葉原庁舎３階第１会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9） http://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/akiba.html
【参加費】 無料
【内容】
I「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ」技術ニーズ説明会
(1)サンスターグループの企業概要説明
(2)サンスターグループの技術ニーズ説明
(3)提案（応募）方法についての説明
(4)質疑応答
II 名刺交換会

イベント詳細、参加お申込みはこちらをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0006.html
【募集技術ニーズ分野】
【オーラルケア分野】
・製剤・剤形技術 ・歯周病/むし歯予防技術
・審美技術 ・口腔機能向上のための技術・評価法
・細菌や細菌叢/マイクロバイオームに関する技術
・口腔内画像の取得解析技術、口腔内状態の検出技術
・感覚や感性を測定する技術
・プラスチックへのユニークな 2 次加工技術
・薬剤デリバリーのための成形品 等
・その他、オーラルケア分野で展開可能性のある
ユニークな素材や技術 等
【生産財分野】
・高機能性樹脂 ・架橋剤 ・密着剤 ・忌避剤 等
・薄膜高密度電子基板 ・防水電子基板
・フィルム加工機インテグレーション技術
・気流制御技術（低消費電力小型） ・金属薄板加工技術
・高粘度ペースト微分散技術 ・高粘度精密ろ過
【その他分野】
・エネルギーハーベスティング技術
・その他、AI 技術の活用、Ｇ・Ｕ・Ｍ ＰＬＡＹ（https://www.gumplay.jp/）
に応用可能で展開可能性のある技術 等
【参加対象機関】
サンスターグループが求める技術分野に関心があり、
提案できる可能性のある企業、大学、研究機関等
【参加申込締切】 平成 30 年 7 月 5 日（木）
【募集人数】１００名（先着順・人数超過の際は都内中小企業を優先）
※１社２名までの参加とさせて頂きます。
【連絡窓口】
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 菊池・岡田
電話：03-3251-7883 E-mail:rad@tokyo-kosha.or.jp
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【マッチング支援】
2．被災県等中小企業Ｒ＆Ｄ連携支援事業
～大手企業研究開発部門と中小企業との技術マッチングを支援します～
＝東京都中小企業振興公社＝
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/innovation/index.html
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【本事業の仕組み】
●大手企業研究開発部門と東京都内及び被災三県（岩手、宮城、福島）の
中小企業の技術マッチングを行う事業です。
●専任の開発連携コーディネータが、技術ニーズ聴取から中小企業の調査訪問、
マッチング支援まで行います。

【ご利用のポイント】
★全て無料でご利用いただけます。
★個別、非公開での技術マッチングを支援する公的事業であり、情報管理も
厳格に行っております。
★技術系の専任コーディネータが、都内及び被災三県を中心に優れた技術を
持つ中小企業を幅広く調査のうえ、絞り込んで提案いたします。
★試作品や設備治工具加工先、開発試作委託先等を探す時間や費用の効率化が
図れます。（開発段階に応じた多面的な調査が可能です）
★ご利用に係る特別な手続き等は不要で、担当コーディネータと面談のうえ、
適宜調査テーマ等をお申し付けください。
★弊社からの紹介企業について、面談義務等はありません。率直な評価など
を教えて頂ければ、その後の再調査に活かしてまいります。
※詳細⇒ http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/innovation/index.html
【本件に関する問い合わせ・申込先】
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 菊池・岡田・渡辺
東京都千代田区神田佐久間町 1-9
TEL:03-3251-7883 ／ FAX：03-3251-7888
E-mail：rad@tokyo-kosha.or.jp
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【関連団体 CXDS 協催セミナー】
3．第 2 回 KDF・CXDS デザイン思考セミナー
～次のビジネスを見つける新しい考え方～
「感性マーケティングとクイック解析ツール活用」
＝ かながわデザイン機構 ＝
https://kokucheese.com/event/index/519457/
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県内事業者の方を中心としてデザイン思考の理解と最新研究の設計技術および
デザイン手法を紹介する全６回のセミナー、ワークショップを開催しております。
今年度の第 2 回は、"ユーザー調査を身近に実践してビジネス判断の糧とする"
ということで、ビジネスの上流で行われる調査や解析について講演を行います。
あらゆる業種や様々な職能の方の広範なビジネスへの活用情報取得のチャンス
として、是非、ご参加ください。
●日 時： 平成 30 年 6 月 15 日（金）13:00～16:50（17:20 より交流会）
●プログラム
13：00～13：10 受付/理事長挨拶
公益社団法人かながわデザイン機構 理事長 柏原 政彦 挨拶
13：10～14：00
テーマ：「感性と製品情報を結びつける製品開発ツール」
～ワクワクする製品はあなたにも創れる～
講演者：明治大学 兼任講師 大富 浩一 氏
14：10～15：00
テーマ：「人間中心設計におけるユーザー調査」
～ユーザー理解のための行動観察/インタビュー～
講演者：人間中心設計よろず相談 代表 早川 誠二 氏

15：10～16：00
テーマ：「インターネットと SNS 時代の感性マーケティング」
～多様化する感性の価値～
講演者：元広島国際大学 教授 井上 勝雄 氏

16：10～16：50
テーマ：「Quick & Easy 調査解析クラウドサービスの活用」
～多くの人の思いから質の高い判断を支援する解析手法の紹介～
講演者：株式会社ホロンクリエイト 代表取締役 髙橋 克実 氏
17：20～
交流会、Across Lounge（地下 1 階 TRIBECCA（トライベッカ）にて）
●会 場： 神奈川中小企業センタービル 6 階 （横浜市中区尾上町 5-80）
http://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/access/
●参加費： 神奈川県内の方（1,000 円）、KDF・CXDS 会員・学生（500 円）、
その他一般（2,000 円）
交流会・Across Lounge 3000 円（一律）
●対 象： 経営者、管理者、開発技術者、商品企画者、デザイナー、学生など
●主 催： 公益社団法人 かながわデザイン機構
●協 催： 体験設計支援コンソーシアム（CXDS）
■詳細とお申込み http://kokucheese.com/event/index/519457/
■お問合せ
公益社団法人 かながわデザイン機構 http://www.kdf.or.jp/
Mail to: mailto:info@kdf.or.jp FAX: 045-681-2342
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「第 32 回社員総会／交流会」開催のご案内
■日時：平成 30 年 6 月 21 日(木) 15:30～17:00／17:30～19:00
■会場：ザ ランドマークスクエア トーキョー（品川 GOOS）
30F「LOTUS」／29F「COAST」
詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/32th_JASA-Soukai.pdf
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★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★平成 30 年度 関東支部年間予定表⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
★メルマガ配信 Back No.⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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