《 北大ビジネス・スプリング
日

セミナー一覧 》
セミナー名

程

講師

平成30年11月14日

機器分析による食品の香気成分測定（あなたの臭覚を、コンピュータと勝負してみよう！）

地独）北海道立総合研究機構 食品加工研究センター

平成30年10月18日

AI・IT・RTを用いた農林業支援ロボットの開発（ロボットはどこまで農夫になれるか）」

北海道大学大学院工学研究院准教授

平成30年9月15日
平成30年8月23日
平成30年7月19日
平成30年6月20日

JISTA北海道・ITC札幌・北大BS 共催セミナー
「IoT業界におけるビジネスチャンスと起業家精神の源泉」

エコモット株式会社

AIが変えるビジネス環境（本音ベースで、どこまでAI（人工知能）は使えるか） ㈱調和技研

代表取締役

代表取締役社長

河野

江丸
入澤

中村

地球の誕生と進化（水と酸素の物語）

北海道大学大学院 理学院 宇宙理学専攻

スタートアップにおける資本政策、その失敗の本質

㈱プルータス・コンサルティング

慎一

貴紀
拓也

拓哉
倉本

圭

テクノロジースタートアップが知っておくべき知財活動１０の心得

正林国際特許商標事務所

平成30年5月17日

社会観の変化とリスクマネジメント～リスク対策を考えています？～

㈱A.I.Ｐ 札幌支店長

平成30年4月12日

野菜のタネのはなし～未来の食卓を彩る野菜を創るしごと～

ベジョー・ジャパン㈱

平成30年3月14日

ビジネスをデザインする～時代を先取りした商いを考える手法とは～

㈱ワンダーワークス 代表取締役 田村 新吾

平成30年2月22日

研究者から事業家へ。北海道素材の優位性とフーズビジネスの未来について 北翔大学学長（2/10退任）、食農みらい研究所代表 西村 弘行

平成29年12月20日

「ワイナリーをビジネスの側面から語る！」
－地域の特徴(気候･土壌)を活かした葡萄作り、ワイン作りと地域貢 ㈱八剣山ファーム 代表取締役
献-

平成29年11月24日

「AI(人工知能)ブームの歴史からいまさら聞けないAI（人工知能）を学ぼう

AI TOKYO LAB株式会社、AI HOKKAIDO LAB 所長 土田

平成29年10月25日

地元素材を活かした商品開発の事例を学ぼう

北見工業大学名誉教授

平成29年9月20日

話し上手・聞き上手が教える会話のコツ

AUN project 統括部長 木村 友香

平成29年8月9日

あの一言があればこそ今がある

元プロサッカー選手

平成29年7月29日

地ビールの開発と地域活性

東京農業大学 名誉教授 永島

平成29年5月10日

施行直前「個人情報保護法（改正版）」いまからこれだけはやっておこう！ 北大ビジネス・スプリングCIM 佐々木 身智子

平成29年4月12日

「仕事の合間にできる簡単ストレッチ」～春から始めるリラクゼーションとダイエット～

平成29年3月8日

「こころ」もメンテナンスしよう！－ストレスに負けない自分づくりー ㈱ダイモス 代表 片桐 美津子

平成29年2月21日

『機能性食品・化粧品分野における“売れる商品”開発のコツ』

くらまた整骨院

高田

豊

代表取締役 熊野 貴宏

山岸

安絋

喬
ほか２名

大森健作
俊夫

加圧トレーニングインストラクター 青木

典子

医療技術を活かし、女性の心を掴んだマーケティングストーリー

コスメディ製薬㈱

北海道素材を活かし、消費者に支持される機能性食品の販売戦略

アミノアップ化学 事業推進部 学術開発室 主任 前田 哲宏

平成29年1月11日

色彩の効果を活かした”失敗しない”プレゼン資料作成術

北海道カラーデザイン研究室 代表 外崎 由香

平成28年12月14日

これで分かった！食加研の使い方

食品加工研究センター 副所長

こんなに凄い！北海道のワイン

食品技術支援部 主任研究員

平成28年11月8日

メタボリックシンドロームに効果のある北海道素材の機能性評価について

藤女子大学名誉教授

平成28年10月12日

なぜ、いま、中小企業、ベンチャー企業に「知財戦略」が必要か？

北海道知財総合支援窓口普及啓発等業務担当 金木 裕一

新連携で新たなビジネスを目指せ！

㈱クロックワーク北海道 伊志嶺 哉

中小企業も狙われている サイバー攻撃の実態

北海道警察ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策本部 清川 俊幸

平成28年9月15日

取締役

権

英淑

鈴木 耕裕
富永 一哉

農学博士

知地 英征

北海道警察ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策本部 小川 都茂也
北海道警察情報通信部 情報技術解析課 宮崎
平成28年8月10日

北海道企業

よもやま話

平成28年7月13日

北海道発

平成28年2月18日

各種公募事業説明会

支援機関担当

平成27年10月16日

「マイナンバー制度」実務セミナー

北海道賃金労務研究所

平成27年6月25日

iPS細胞関連機器ビジネスの参入ポイントと産学連携の事例

クリエイション・コア京都御車CIM

ベンチャースピリッツ

力

元 日刊工業新聞 札幌支社長 石井 教雄
北海道電子機器㈱代表取締役 松居 文也

社会保険労務士

佐々木 康晴

山戸 俊幸

iPS細胞･iCellの評価･応用･周辺機器の最新動向について

㈱iPSポータル 取締役兼ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ開発事業部長

平成26年12月1日

組織力を上げる チームビルディングセミナー

㈱サポテル 代表取締役

塚田 康祐

平成26年9月3日

伝えたいことが「伝わる」プレゼンテーション力強化セミナー

㈱サポテル 代表取締役

塚田 康祐

平成26年6月25日

知財を生かしてビジネスを成功に導く ― ドラッカーに学ぶ －

弁理士

熊野

早乙女 秀雄

彩

特許料・審査請求料減免制度について

北海道経済産業局 産業技術課 特許室

平成26年2月14日

各機関の支援制度等のご案内

支援機関担当

平成25年10月24日

事例に学ぶ！地域企業のための売れる仕組みづくり

北海道銀行 営業推進部調査役

平成25年7月12日

研究開発型企業のための事業計画の立て方

公認会計士、税理士、中小企業診断士、MBA

平成25年2月28日

各種支援制度のご案内

支援機関担当

平成24年11月27日

ビジネスマナー基礎講座

A.Archive㈱代表取締役会長

平成24年8月3日

プライマリーセル社の紹介

専務取締役研究所所長

平成24年6月29日

特許検索の手引き

（一社）北海道発明協会 相談員

平成23年11月28日

活用事例から見る新連携、農商工連携、地域資源活用など機構のハンズオン支援事業について

機構担当者

平成23年8月24日

人材雇用で活用できる助成制度や雇用手続きについて

森永社会保険労務士事務所

平成23年6月24日

北海道立総合研究機構、北大オープンファシリィティ視察会

担当者

平成23年5月10日

各種支援制度のご案内

支援機関担当

平成23年1月29日

研究発表会

平成23年1月26日

法務「契約の基本」

弁護士

平成22年11月26日

資金調達に向けた事業計画の作成について

北海道ベンチャーキャピタル取締役

平成22年8月25日

各種支援制度のご案内

支援機関担当

遠藤

菅原 直人

吉本 平史

平 敏夫
牧野 功

森永 晴之

神戸 俊昭
三浦 淳一

井上 晋一

