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「さがみロボット産業特区」２Days マッチング︕ 
その技術をビジネスチャンスに︕ 
 
県では、「さがみロボット産業特区」の取組として、生活支援ロボットの実用化や普及・活用を推進するため、企業等に

よる、ロボット関連産業への参入、生活支援ロボットの共同開発等を支援しています。 

このたび、こうした取組を更に加速させるため、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所と連携し、２日間

にわたりパシフィコ横浜にて「マッチングフォーラム」及び「オープンイノベーション交流会」を開催することとしました。 

ロボット関連産業に関心がある方、自社の技術をビジネスに結び付けていきたい方など、多くの皆様の参加をお待ち

しています。 

 

イベント概要 

イベント 

名称等 

①マッチングフォーラム 

ロボット産業への参入や、参入に向けたパート

ナー探しを支援！ 

②オープンイノベーション交流会 

自社の技術を PR！ 技術提案を募集します 

日 時 
令和元年９月５日（木曜日）  

14 時 30 分から 17 時00 分まで 

令和元年９月６日（金曜日） 

12 時 30 分から 14 時10 分まで 

場 所 
パシフィコ横浜展示ホール A・B・C・D セミナー会場H（横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

（「高精度・難加工技術展2019」内で開催） 

内 容 

・フォーラムではロボットのユーザーニーズや活

用の最新動向等を紹介する講演会を開催しま

す。 

・また、当日は講演会と併せ、ロボット技術を活

用したいユーザーや、ロボットの要素技術を持

つ中小企業等のビジネスマッチングを行いま

す。 

・ビジネスマッチング参加希望者は、令和元年８

月20日までに、ヒアリングシートをご提出くださ

い。事前にコーディネーターがヒアリングを行い

ます。 

・交流会では、ロボット関連企業（※）の事業紹介

と、ロボットでの活用が期待される技術シーズの

紹介を行います。 

※株式会社リコーと日産自動車株式会社を予定 

・交流会開催日から 10 月 11 日までの間、ロボッ

トでの活用が期待される優れた技術提案を募集

します。 

・その後、提案の中から選定を行い、令和２年当初

にロボット関連企業とのマッチングを行います。 

参加費 

無料 

「高精度・難加工技術展2019」専用ホームページから事前登録が必要です。 

https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/seminars.html 

定 員 各イベント 100 名まで ※事前申込（先着順） 

 

https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/seminars.html


 
 
各イベントの流れ 
マッチングフォーラム 

①令和元年８月20 日（火曜日）17 時 00 分まで 

ビジネスマッチング参加希望者は、ヒアリングシートをご提出ください。 

②令和元年８月20 日（火曜日）からフォーラム開催まで 

コーディネーターがヒアリングシートに基づきヒアリングを行います。 

③令和元年９月５日（木曜日） 

マッチングフォーラム開催。講演会（※）及びビジネスマッチングを実施します。 

※今回は、神奈川リハビリテーション病院及びかながわ鳥獣被害対策支援センターから、「介護・医療」、「高齢者等

への生活支援」、「農林水産（鳥獣対策含む）」の各分野を中心にニーズ等を紹介します。 

④マッチングフォーラム終了後 

必要に応じてコーディネーターがアフターフォローを行います。 

 

オープンイノベーション交流会 

①令和元年９月６日（金曜日） 

オープンイノベーション交流会開催。当日は、株式会社リコー及び日産自動車株式会社のロボット関連事業の紹介

をします。 

【講演のポイント】 

（株式会社リコー） 

道路やトンネルなどの社会インフラの維持管理が社会課題となっています。リコーでは、光学技術、画像処理技

術、AI を組み合わせ、従来人手に頼ってきた点検業務の自動化に向けた開発に取り組んでおり、その概要を紹介

します。 

（日産自動車株式会社） 

昨今の話題である自動車の自動運転について、その技術開発の状況を自動車会社の視点、および国内、海外の

プロジェクト動向の視点で紹介します。 

②令和元年９月６日（金曜日）から 10 月11 日（金曜日）17 時 00 分まで 

株式会社リコー及び日産自動車株式会社に向けた技術提案を募集します。 

③令和元年11 月初旬（予定） 

技術提案の選定結果の通知。面談等の次の段階へ進む技術提案を選定し、応募企業に日時・場所・形式（面談・ 

プレゼン等）を通知します。 

④令和２年１月、２月（予定） 

 選定結果に基づき面談等を実施します。 

※各イベントについては別添のチラシをご覧ください。 

※当日、取材をご希望の場合は、事前に以下の問合せ先にご連絡ください。 

問合せ先  

神奈川県産業労働局産業部産業振興課 

課長        遠藤   電話045-210-5630 

【マッチングフォーラムについて】 

神奈川県産業労働局産業部産業振興課 

技術開発グループ   松井     電話045-210-5640 

【オープンイノベーション交流会について】 

神奈川県産業労働局産業部産業振興課 

さがみロボット産業特区推進センター長 渡部 電話04６-236-1509 



講演②

問い合わせ先

2017.２月９日(木)

時間 | 14:00 – 16:50
場所 | RICOH Future House

［海老名市扇町］

■日 時 令和元年９月５日（木）14:30～17:00

■場 所 パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

「高精度・難加工技術展2019」内で開催

「さがみロボット産業特区」では、生活支援ロボットの実用化や普及・活用を推進するため、企業等の

ロボット関連産業への参入支援を行っています。

このたび、中小企業等を対象に、専門コーディネーターがロボット産業への参入や、参入に向けた

パートナー探しをお手伝いするマッチングフォーラムを開催します。

ロボットのユーザーニーズや活用の最新動向等を紹介する講演会（※）、名刺交換会、事前のヒアリング

結果を踏まえたビジネスマッチングを行います。

※今回は、「介護・医療」、「高齢者等への生活支援」、「農林水産（鳥獣対策含む）」の各分野を中心に

紹介します。

プログラム（予定）

■14:10 - 受付開始

■14:30 -
開会挨拶

神奈川県産業労働局産業部産業振興課

■14:35 -
「さがみロボット産業特区について」

神奈川県産業労働局産業部産業振興課

■14:50 -

「介護・医療、高齢者の生活支援におけるロボットのニーズと現状」

神奈川リハビリテーション病院 研究部 村田 知之 氏

【講演のポイント】

・歩行支援ロボットの活用の現状と課題（多くの方に対応する構造上の課題等）

・移動を補助するパーソナルモビリティの可能性（スムーズな駆動に向けて等）

■15:20 -

「鳥獣被害対策の現状と課題」

かながわ鳥獣被害対策支援センター（神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課

平塚駐在事務所） 主査 江口 千津子

【講演のポイント】

・鳥獣対策に使用されている機器、技術（電気柵、捕獲ワナ、ドローン等）

・鳥獣対策の課題（複雑な地形等に対応可能な通信網、長持ちする動力源等）

■15:50 -
名刺交換会

（講師をはじめ、イベントへ参加された企業等との情報交換の場としてご活用ください）

■16:10 -
ビジネスマッチング

（ご講演いただいた講師にも参加いただきます）

■17:00 閉会

さがみロボット産業特区

貴社の技術をロボット産業へ活かしてみませんか？
パシフィコ横浜でマッチングフォーラムを開催します！



「さがみロボット産業特区」とは？

マッチングフォーラム

日時
令和元年９月５日（木）
14：30 – 17：00
受付 14：10 -

開催場所 パシフィコ横浜 展示ホール A・B・C・D
セミナー会場H

対象者
ものづくり中小企業・団体の経営者やエンジニア・
ロボットビジネスに関心のある企業・ロボットユーザー
公設機関の担当者等

定員 100 名 ＊事前申込（先着順）

参加費 無料 ＊事前登録が必要です

申込先

急速に進む高齢化や、いつ起きるかわからない地震・台風などの自然災害。今こそ、
ロボットのチカラで県民のみなさんの“いのち”を守りたい。そうした想いを実現し、
次々とロボットを生み出していくことができる場所が「さがみロボット産業特区」です。

この特区では、ロボットを開発するときのハードルとなる、さまざまな法令の規制緩和
や実証実験のサポートなど、「生活支援ロボット」の実用化に向けた支援を行っていま
す。

全国でもトップレベルでロボット関連産業が集まり、ロボットの実証実験に適した場所
も多いこの「さがみ」から、人のいのちを支えるロボットを一緒に生み出していきま
しょう。

対象地域：神奈川県相模原市、平塚市、藤沢市、
茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、
座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町

場所

問合せ先 神奈川県産業振興課 技術開発グループ
電話 045-210-5640

主な交通
アクセス

・みなとみらい駅 徒歩約５分
・桜木町駅 徒歩約12分
※詳細については専用HPをご覧ください。
http://www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html

■申込方法 （「フォーラム」、「ビジネスマッチング」それぞれに申込が必要です）

（１）フォーラムへの参加について
【締切】９月４日（水）まで（空きがある場合は当日参加も可能です）
「高精度・難加工技術展2019」専用ホームページからお申込みください。
https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/seminars.html
※ホームページから来場事前登録をしていただいた後、フォーラムの申込へお進みください。

（２）ビジネスマッチングへの参加について
【締切】８月20日（火）17：00まで
ヒアリングシートをご記入の上、神奈川県産業振興課技術開発グループ（FAX：045-210-8871）宛て
ご提出ください。

※ヒアリングシートは以下のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f430080/2019forum01.html

[主催] 神奈川県
[協力] 特区10市２町 (相模原市 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 愛川町)

相模原商工会議所 平塚商工会議所 藤沢商工会議所 茅ヶ崎商工会議所 厚木商工会議所
大和商工会議所 伊勢原市商工会 海老名商工会議所 座間市商工会 綾瀬市商工会 寒川町商工会
愛甲商工会 城山商工会 津久井商工会 相模湖商工会 藤野商工会 (公財)神奈川産業振興センター
(公財)相模原市産業振興財団 (公財)湘南産業振興財団 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所
神奈川R＆D推進協議会 （予定含む）

■今後の開催予定（今年度は３回の開催を予定しています）

【第２回】令和元年10月30日（水）
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所海老名本部にて開催予定

【第３回】令和２年２月５日～７日のいずれか１日 パシフィコ横浜にて開催予定

ビジネスマッチングについて

◆ロボット技術を活用したいユーザーや、ロボットの要素技術を持つ中小企業等のマッチングを
コーディネーターが支援します。

◆ビジネスマッチングに参加を希望される方は、事前にヒアリングシートをご提出ください。
コーディネーターがヒアリングシートに基づき、事前ヒアリングを行います。

◆ヒアリング結果に基づき、フォーラム当日にマッチングを実施します。
◆必要に応じて、コーディネーターがアフターフォローを行います。



令和元年９月６日 （金） １２：３０～１４：１０

会場： パシフィコ横浜展示ホールA・B・C・Dセミナー会場H
(横浜市西区みなとみらい１－１－１)
※ 「高精度・難加工技術展2019」内で開催

神奈川県 「さがみロボット産業特区」×「ロボット研究会」

日時：

プログラム

■12:30～12:40■ さがみロボット産業特区について 神奈川県産業労働局産業部産業振興課

■12:40～12:45■ 技術マッチング活動 （地独）神奈川県立産業技術総合研究所

■12:45～13:25■ ロボット関連企業による事業紹介

「社会インフラ点検の自動化に向けたリコーの取り組み」 株式会社リコー 平井 秀明 氏
道路やトンネルなどの社会インフラの維持管理が社会課題となっています。リコーでは、光学技術、画像処理技術、

AIを組み合わせ、従来人手に頼ってきた点検業務の自動化に向けた開発に取り組んでおり、その概要を紹介します。

「自動運転技術への取組み」 日産自動車株式会社 白𡈽 良太 氏
昨今の話題である自動車の自動運転について、その技術開発の状況を自動車会社の視点、および国内、海外の

プロジェクト動向の視点で紹介します。

■13:25～13:55■ ロボットでの活用が期待される技術シーズ紹介

「PTCサーミスタのロボットへの応用展開」 株式会社マキシマム・テクノロジー 槇島 正夫 氏
ある温度で急激に抵抗値が上昇するPTCサーミスタはモーターの発火防止用の繰り返し使えるヒューズとして、

また温度コントローラー不用の定温発熱体ヒーターとしてロボットへの内蔵が最適なことを紹介します。

「世界に、やさしいチカラを。」 モーションリブ株式会社 溝口 貴弘 氏
機械が力触覚を自在にコントロールするためのリアルハプティクス技術の可能性について紹介します。

「さがみロボット産業特区」では、優れた生活支援ロボットの実用化を進めるため
技術連携を促進するオープンイノベーションに取り組んでいます。
この一環として、ロボットでの活用が期待される優れた技術提案を募集し、ロボット関連企業に
紹介する技術マッチング活動を開始しました。
今回、技術提案の紹介先となる株式会社リコー及び日産自動車株式会社からの事業説明とロボットで
の活用が期待されるシーズの事例紹介を行い、技術提案の募集を開始するための交流会を開催します。

①紹介先となるロボット関連企業の事業内容等の公開
※今回は株式会社リコー及び日産自動車株式会社から講演形式で事業内容を紹介していただきます。

②ロボット関連企業に向けた技術提案を募集します。
※今回は株式会社リコー及び日産自動車株式会社に対する提案です。また、提案書をご提出いただ
く際に、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会ロボット研究会の加入申込みも可能です。

③面談等の次の段階へ進む技術提案を選定し、応募企業に日時・場所・形式（面談・プレゼン
等）を通知します。
※選定の際にはヒアリングを実施する場合がありますのでご協力ください。
※面談等に選定されなかった理由についてはお答えできかねますのでご了承ください。

④今後の予定
・技術提案の募集 令和元年９月６日(金)～10月11日(金) 17:00
・技術提案の選定結果の通知 令和元年11月初旬
・面談等の実施 令和２年１月～２月

ロボット関連企業に向けた技術提案を募集します

ロボット産業参入のチャンス! !

自社の技術をＰＲ!

技術マッチング活動

神奈川県 産業労働局 2019.7

ⒸTEZUKA PRODUCTIONS



【主催】 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会

相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町、
平塚商工会議所、藤沢商工会議所、茅ヶ崎商工会議所、厚木商工会議所、大和商工会議所、伊勢原市商工会、
海老名商工会議所、座間市商工会、綾瀬市商工会、寒川町商工会、愛甲商工会、相模原商工会議所、城山商工会、
津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会、
(公財)神奈川産業振興センター、(公財)横浜企業経営支援財団、(公財)川崎市産業振興財団、(公財)相模原市産業
振興財団、(株)さがみはら産業創造センター、(公財)湘南産業振興財団、(公財)横須賀市産業振興財団、
(株)横浜銀行、(株)きらぼし銀行、川崎信用金庫、湘南信用金庫、平塚信用金庫 （予定含む）

【協力】

講演
開催日時

令和元年９月６日（金）
12：30 – 14：10
受付 12：10 -

パシフィコ横浜展示ホールA・B・C・D
セミナー会場H
（横浜市西区みなとみらい1-1-1） 対象者

ものづくり中小企業・団体の経営者やエンジニア、
ロボットビジネスに関心のある企業、公設機関担当者等

定員 100 名 ＊事前申込（先着順）

参加費 無料 ＊事前登録が必要です

開催場所

主な交通
アクセス

・みなとみらい駅 徒歩約５分
・桜木町駅 徒歩約12分
※詳細については専用HPをご覧ください。
http://www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html

（１）オープンイノベーション交流会への参加について
【締切】９月５日（木）まで （空きがある場合は当日参加も可能です）
講演会への参加を希望される方は、「高精度・難加工技術展2019」専用ホームページ
https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/seminars.htmlからお申込みください。
※ホームページから来場事前登録をしていただいた後、オープンイノベーション交流会の申込へお進み
ください。

（２）技術提案書の提出について
【募集期間】９月６日（金）～10月11日（金）17：00まで

注意事項

＊講演内容はKISTECのHP
https://www.kanagawa-iri.jp/collaboration/forum-seminar/openinnovation2019/ にて講演日
以降に公開いたしますので、当日参加できなかった場合も、提案書の提出は可能です。

＊面談の対象となる企業は選定のうえ、決定します。技術提案していただいた企業の中で、技術提案先企業から面
談希望がない場合は、面談は実施いたしませんので、あらかじめご承知のうえ、ご応募ください。

＊ご提出いただいた情報は、本事業に関する運営のために使用し、KISTEC、神奈川県産業振興課、企業所在地の特
区内市町産業振興担当部署に共有します。

■講演について
神奈川県 産業振興課海老名駐在事務所（さがみロボット産業特区推進センター）
046－236－1509、1577

■本事業の全体構成及び技術提案書について
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 事業化支援部企画支援課
046－236－1500（代表）
※特区内市町（相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、
綾瀬市、寒川町、愛川町）に事業所等がある企業は各市町の商工担当課で記載内容等の相談を受け付
けています。
各問合せ先はKISTECのHP 
https://www.kanagawa-iri.jp/collaboration/forum-seminar/openinnovation2019/
でご確認ください。

問合せ先

申込方法

開催概要

※「オープンイノベーション交流会」、「技術提案書」はそれぞれに申込が必要です

技術提案書提出後の流れ等の詳細については、神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）のHPをご覧
ください。「技術提案書」はhttps://www.kanagawa-iri.jp/collaboration/forum-seminar/
openinnovation2019/よりダウンロードの上、innovation@kanagawa-iri.jpへご提出ください。


