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平成25年2月1日発行
東葛テクノプラザでは、
無料相談を行っています。
技術相談や特許の
ことなど何でもご相談ください。
予約は電話にて受付しております。

無料相談開催中 ( 要予約）発明（第４火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

技術開発等助成制度公募説明会
参加費無料

国の機関が、来年度に実施する各種支援施策の概要及び公募の説明を行います。関係機関の
支援施策を一度に把握することができる機会ですので、是非ご参加ください。

開催内容

2013

年

2 15
月

〔１〕説明会（13:30 ～ 15:30）
１. 課題解決型医療機器等開発事業 13:40~14:10
関東経済産業局

日( 金 )

13:30~17:00

２. 戦略的基盤技術高度化支援事業 14:10~14:50
中小企業基盤整備機構

３. 研究成果展開事業 14:50~15:30
（戦略的イノベーション創出推進プログラム、産学共創基礎基盤
研究プログラム、先端計測分析技術・機器開発プログラム、
研究成果最適展開支援プログラム）
科学技術振興機構

東葛テクノプラザ
3F 第 2 研修室

〔２〕個別面談会

お問合わせ先

15:00 ～ 17:00
中小企業基盤整備機構
千葉銀行（助成事業に係るつなぎ融資について）
JETRO（国際発展に係る支援について）

東葛テクノプラザ 事業推進課
担当：加藤、松永
TEL 04(7133)0139
FAX 04(7133)0162
E-mail ttnet@ttp.or.jp

15:40 ～ 17:00
科学技術振興機構

ベンチャークラブちば

第29回ビジネスプラン発表会
ベンチャークラブちばでは、新たな事業展開を図る企業3社が、市場開拓や資金調達等ビジネスパートナーを求めて
プレゼンテーションを行います。興味のある方は是非ご参加ください。
◆日

時

◆ 場

所

平成25年3月5日(火)
13:30〜17:30（受付：13:00〜）
ホテルグリーンタワー幕張
4F ロイヤルクレッセント

ビジネスプラン発表会

★お申込み・お問合わせ
●ベンチャークラブちば事務局●
公益財団法人千葉県産業振興センター
経営支援部総合支援室 担当：齋藤、藤原
電話０４３－２９９－２９０７ FAX ０４３－２９９－３４１１

13:40~15:10

①デザインに科学の裏付けを〜人の心をつかむデザインを科学的に設計〜
㈱ＢＢＳｔｏｎｅデザイン心理学研究所 代表取締役社長 日比野 好恵 氏
②『ありそうでなかった』新しいを創造する〜クリエイティブプロデュースという事業〜
・デコウェディングドレス販売事業
・街づくり3Dプラットフォーム
・産×学プロジェクトHUB@cafe
グローバルムーブメント＆ワークス㈱ 代表取締役社長 府川 誠二 氏
③「包む」を進化させた、新しい機能性フィルムで社会に貢献
ジェイケミカル㈱ 取締役社長 石山 啓二郎 氏

特別講演会

15:20~16:20

名刺交換会・交流会

16:30~17:30

講 師：山見博康（山見インテグレーター㈱代表取締役、九州大学特別講師、
日本大学・大妻学院ＭＡ講師）
テーマ：ベンチャー企業のための会社をマスコミに売り込む法
プロフィール：九州大学経済学部卒 ㈱神戸製鋼所広報部長 ２００２年独立。著書、講演多数。

発行者 （公財）千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 所長 山本 修一
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6 TEL.04-7133-0139 FAX.04-7133-0162 http://www.ttp.or.jp/

公募説明会

技術開発等助成制度
2013

年

2 15
月

日( 金 )

13:30~17:00

東葛テクノプラザ
3F 第 2 研修室

開催内容

〔１〕説明会（13:30 ～ 15:30）
１. 課題解決型医療機器等開発事業 13:40~14:10

16

関東経済産業局

２. 戦略的基盤技術高度化支援事業 14:10~14:50
中小企業基盤整備機構

３. 研究成果展開事業 14:50~15:30
（戦略的イノベーション創出推進プログラム、産学共創基礎基盤
研究プログラム、先端計測分析技術・機器開発プログラム、
研究成果最適展開支援プログラム）

科学技術振興機構

〔２〕個別面談会
15:00 ～ 17:00
中小企業基盤整備機構
千葉銀行（助成事業に係るつなぎ融資について）
JETRO（国際発展に係る支援について）
15:40 ～ 17:00
科学技術振興機構

●つくばエクスプレス（TX）柏の葉キャンパス駅から
TX 柏の葉キャンパス駅西口から「流山おおたかの森」及び「江戸川台駅
東口」行で約 6 分、 「国立がん研究センター」下車 徒歩約 5 分
●JR・東武野田線柏駅から
柏駅西口から「国立がん研究センター」行で約 25 分、終点「国立がん
研究センター」 下車徒歩約 5 分
●国道 16 号線（十余二工業団地入口）から車で約 3 分
●常磐自動車道柏 I.C. から車で約 5 分

お問合わせ先

※個別相談は予約制となります。整理券を配布いたしますので、ご利用される方は、
当日受付の際にお申し出ください。
※個別相談を利用される方は、会社概要 ( パンフレット ), 直近の決算書 ( 銀行への
面談を希望される方のみ ) をご持参ください。
※上記は変更の可能性があります。

東葛テクノプラザ 事業推進課
担当：加藤、松永
TEL 04(7133)0139
FAX 04(7133)0162
E-mail ttnet@ttp.or.jp

参加申込書

会社名：
住 所：〒

ＦＡＸ：

ＴＥＬ：
参加者

所属・役職

氏名

所属・役職

氏名

個別面談希望の有無

有 （ 中小企業基盤整備機構

千葉銀行

JETRO

科学技術振興機構

） ・ 無

ベンチャークラブちば

第２９回

ベンチャークラブちばでは、新たな事業展開を図る企業3社が、市場開拓や
資金調達等ビジネスパートナーを求めてプレゼンテーションを行います。
興味のある方は是非ご参加ください。

日
場

←東京

• 平成２５年３月５日（火）

時

案内図

•１３：３０～１７：３０ （受付：１３：００～）
•ホテルグリーンタワー幕張（千葉市美浜区）
•ロイヤルクレッセント（４Ｆ）
•電話 ０４３－２９６－１１２２

所

申し込み

蘇我→
海浜幕張駅
★ホテルグリーンタワー幕張

幕張メッセ

•ファックスにてお申込みください。
•定員 １５０名

ＱＶＣマリンフィールド

ビジネスプラン発表会 １３：４０～１５：１０

時間

発表企業

ビジネスプランのテーマ

ニーズ

１３：４０～
１４：１０

㈱ＢＢＳｔｏｎｅデザイン心理学
研究所
代表取締役社長 日比野好恵
千葉市中央区中央4-5-1

デザインに科学の裏付けを
～人の心をつかむデザインを科学的に設計～

市場開拓

１４：１０～
１４：４０

グローバルムーブメント＆
ワークス㈱
代表取締役社長 府川誠二
千葉市中央区問屋町5-21-108

『ありそうでなかった』新しいを創造する
～クリエイティブプロデュースという事業～

市場開拓
資金調達

ジェイケミカル㈱
取締役社長 石山啓二郎
東京都文京区本郷2-27-6

「包む」を進化させた、新しい機能性フィルム
で社会に貢献

１４：４０～
１５：１０

・デコウェディングドレス販売事業
・街づくり3Dプラットフォーム
・産×学プロジェクトHUB@cafe

市場開拓
資金調達
人材確保

特別講演会 １５：２０～１６：２０
講 師：山見博康（山見インテグレーター㈱代表取締役、九州大学特別講師、日本大学・大妻学院ＭＡ講師）
テーマ：ベンチャー企業のための会社をマスコミに売り込む法
プロフィール：九州大学経済学部卒 ㈱神戸製鋼所広報部長 ２００２年独立。著書、講演多数。

名刺交換・交流会 １６：３０～１７：３０
★主催：ベンチャークラブちば

共催：千葉産業人クラブ

ベンチャークラブちば第２９回ビジネスプラン発表会参加申込書（ファックス ０４３－２９９－３４１１）
企業・団体名
参加者職・氏名

職

氏名

参加者職・氏名

職

氏名

連絡先

住所

※お申込み・お問い合わせ

E-mail

公益財団法人千葉県産業振興センター 経営支援部総合支援室
千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト２３階
ベンチャークラブちば事務局
担当 齋藤、藤原 電話０４３－２９９－２９０７

