
Match i ng  HUB Sappo ro  2018

北海道と北陸の連携

後援：北海道COC+コンソーシアム、帯広畜産大学、北見工業大学、札幌市立大学、千歳科学技術大学、筑波大学 国際産学連携本部、北海道大学 産学・地域協働推進機構、北海道科学大学、
室蘭工業大学、稚内北星学園大学、旭川工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、苫小牧工業高等専門学校、函館工業高等専門学校、北海道、地方独立行政法人北海道立総合研究機構、
北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）、札幌市、小樽市、札幌商工会議所、小樽商工会議所、札幌証券取引所、北洋銀行、北陸銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、
しんきん北海道金融センター、経済産業省北海道経済産業局(予定)

主催：国立大学法人 小樽商科大学
共催：国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学、独立行政法人 中小企業基盤整備機構北海道本部、一般社団法人 北海道中小企業家同友会

中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）

http://matching-hub.net/sapporo2018/Matching HUB公式サイト

展示会
開会式・基調講演

12:00～16:00
10:30～12:00

2018年 月9 日 木20 札幌パークホテル
札幌市中央区南10条西3丁目

大学・高専等と企業等とのマッチングイベント

北海道の活性化を目指した
新産業創出と人材育成
大学間連携 共同研究 知財のビジネス化

産学官連携による「クラウド漁業」への挑戦。福井県小浜市におい
て、IoTセンサーやドローン船を活用した新たな漁業モデル「クラウ
ド漁業」を開始したサバ博士こと右田孝宣氏に、これまでの活動や今後の構想について講演頂
きます。また、日本初の投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の活用事例を、松田悠介氏
に紹介頂きます。

基調講演

最先端技術で漁業に革命を！
IoT×ドローン養殖「クラウド漁業」

ファシリテーター：

株式会社クラウド漁業
代表取締役 サバ博士 右田 孝宣氏

株式会社日本クラウドキャピタル
専務取締役最高戦略責任者 松田 悠介氏

事前受付不要、直接会場にお越しください。
受付時に名刺を2枚ご用意ください。

申し込み方法

当日、展示会場内にて出展機関による3分間ミニセミナーと関係機関による連携セミナーを開催！



〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 
FAX:0134-27-5293   E-mail: cbcjimu＠office.otaru-uc.ac.jp

小樽商科大学グローカル戦略推進センター 産学官連携推進部門 Matching HUB Sapporo
TEL:0134-27-5290 担当  クリス、佐々木  ／  受付  9：00 ～ 17：00（平日）

出展研究機関情報

他にも出展企業40ブースを予定しています！ 出展者情報は随時更新しますので、最新情報はホームページをご確認ください。
http://matching-hub.net/sapporo2018/exhibit-list/

小樽商科大学　グローカル戦略推進センター
グローカル教育部門　「本気プロ」

商大生が小樽の活性化について
本気で考えるプロジェクト

小樽商科大学　グローカル戦略推進センター
産学官連携推進部門

ビジネス系イノベーションに貢献する

小樽商科大学　グローカル戦略推進センター
研究支援部門　地域経済研究部

歴史文化の広域観光資源化による
地域活性化プロジェクト

帯広畜産大学　口田  圭吾  教授
画像解析による肉質評価技術を開発し
世界に広めます

帯広畜産大学　福間  直希  助教
消化管微生物の機能を最大化することで
持続的な食料生産へ貢献

北見工業大学　バイオプロセス工学研究室
小西  正朗  教授

網羅的分析×人工知能 ×化学工学
＝次世代ものつくり

北見工業大学　寒地岩盤工学研究室
中村  大  准教授

寒冷地の地盤災害をミクロな視点と
マクロな視点で丸裸！

札幌市立大学　地域連携課 地域産学連携協力依頼制度の事例紹介

千歳科学技術大学　理工学部
オラフ・カートハウス  教授

大学のバイオ・材料系の多彩な装置と技術を
気軽に利用

北海道科学大学　福島  明  教授
蓄熱体を用いたハイブリッド熱回収
換気システム

北海道大学大学院保健科学研究院　保健医療教育研究センター
病院経営教育プログラム開発部門

病院経営プロフェッショナルの育成/AIによる
医療経営支援

室蘭工業大学　環境調和材料工学研究センター
希土類の用いた安全、安価な抗菌剤と
繊維への応用

酪農学園大学　阿部  茂  教授
北海道で導入が進む過熱水蒸気技術
-調理加工から殺菌処理まで-

釧路工業高等専門学校　松林  道雄  助教
建物の維持管理へBIMを活用する
研究に取り組んでいます

釧路工業高等専門学校　渡邊  駿  助教
画期的なマーケティング方法も生み出す
次世代のサイボーグ技術

苫小牧工業高等専門学校　奥山  由  助教 放電プラズマの基礎と応用に関する研究

北海道立総合研究機構　産業技術研究本部　工業試験場
ものづくり支援センター　工業技術支援グループ

北海道の未来を支えるものづくり産業を
支援しています

北海道立総合研究機構　産業技術研究本部　食品加工研究センター
食関連研究推進室　食品技術支援グループ

北海道の食産業を技術面から支援します

北海道立総合研究機構　農業研究本部
北見農業試験場　研究部　地域技術グループ　

焦げやすい、ゴミが多い、そんなたまねぎの
お悩みはこの品種が解決！

北海道立総合研究機構　法人本部　連携推進部
連携推進グループ

ほっかいどうの希望をかたちに！

北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）
研究開発支援部

「学」の「知」を活かした研究開発プロジェクトを
応援します

帯広市役所　商工観光部　商業まちづくり課
とかちの”稼ぐ”を創り出す

「十勝・イノベーション・エコシステム」

オホーツク地域振興機構 食品加工・製造技術を支援します！

九州大学
科学技術イノベーション政策教育研究センター

地域科学技術イノベーション政策立案を
強力にサポートします

熊本大学　熊本創生推進機構
イノベーション推進部門

共同研究からベンチャー創出まで
産学連携はお任せください

筑波大学　国際産学連携本部
産学連携プラットフォームは時空を超える
産学連携を実現します

北陸先端科学技術大学院大学
永井  由佳里  教授・副学長

人間中心デザインと社会システムの
先端的研究

北陸先端科学技術大学院大学　上原  隆平  教授
計算困難な問題をアルゴリズムの力で
解決する

北陸先端科学技術大学院大学　桶葭  興資  講師 自然美を科学できるか !!?

北陸先端科学技術大学院大学　増田  貴史  講師 液体を科学する

北陸先端科学技術大学院大学　小林  重人  講師 ゲーミングの力で自分たちが望む未来をつくる

北陸先端科学技術大学院大学　産学官連携本部
産学官連携推進センター

研究者と社会を結ぶ

大学共同利用機関法人　分子科学研究所 大学の装置・技術を使って研究開発を！

富山高等専門学校　袋布  昌幹  教授
KOSEN 発エコイノベーション・
とやまから北海道、さらに世界へ

小樽商科大学　市原ゼミ　株式会社ＡｉＮＹ
会計・ファイナンス系ゼミ生発！
学生ベンチャー

小樽商科大学　近藤ゼミ　株式会社i-vacs 若い力で新しい価値を創造する

小樽商科大学　江頭ゼミ　NPO法人EgaO
小樽の歴史資源を活用して、
地域に役立つビジネス化

北見工業大学　社会環境工学科
オホーツク総合演習-オホーツクの課題を
学生のアイディアで解決！-

札幌市立大学　デザイン研究科　藤木研究室
体内認知空間を拡張する
触覚インターフェースのための基礎研究

北海道科学大学　Q-PIT 知ってもらわなきゃ、始まらない。

ROWP
-酪農学園大学オリジナルワインプロジェクト-

ブドウ栽培・ワイン醸造・製品化を
独自に目指す学生主体のプロジェクト

酪農学園大学野生動物医学センターWAMC
ヒト以外の動物医学・医療、そしてヒト含む
ワン・ヘルス研究拠点

旭川工業高等専門学校
春光魅力探訪図製作プロジェクト

地域の魅力を紹介する地域探訪マップ

旭川工業高等専門学校　システム制御情報工学科
以後直樹研究室

廃炉作業や災害へ応用可能なVRシステム
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駐車場について ホテル正面入り口前に、220台収容の平面駐車場を完備しています。

駐車場料金 3時間まで250円／3時間以降30分ごとに210円
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新千歳空港からお越しの方

JR札幌駅からお越しの方

会場アクセス

お問い合わせ

道内研究機関ブース 道外研究機関ブース

学生ブース


