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   平成 30 年 7/11(水)・12(木)  
ビジネスマッチングフェア  
   in Hamamatsu 2018 

         会場：アクトシティ浜松 展示イベントホール 
 7月11日12日「はままつビジネスマッチング

フェア in Hamamatsu 2018」がアクトシテ

ィ浜松で開催されました。県西部を中心に多数

の地域企業、団体の参加があり、展示会場は【ロ

ボット産業】【金属・機械などものづくり】【情

報通信・IT 関連】【医療・健康・介護・福祉関

連】など１１種類の業種区分別に配置され、

HI-Cube入居企業からは4社が出展しました。 

●㈱ウチゲン【産業ロボット】産業用ロボット

2 台の協働による似顔絵作成をデモ展示し、昨

年から新たに参入したロボット事業をPR。 

●㈱ＩＴＳＣ【情報通信・ＩＴ関連】；高品質・低価格な自費出版、クラウドやWebサービス活用のコ

ンサルテーション、大学や企業向けスマホアプリをPR。●㈱アスタワン【情報通信・IT関連】；自社開

発の製品としてスマホやタブレット端末を活用したデジタル絵本アプリ「えほんクル」、及び AI、IoT

への取組みを PR。●㈱モリロボ【チャレンジゲート】；今年 3 月に行われた第 5 回はましんチャレン

ジゲート最終審査会にて「外食産業のロボット化」をテーマにベンチャー部門最優秀賞に輝いた勢いそ

のもので、クレーブロボット「Ｑ」を展示して PR。また、「中小機構関東」も支援機関として出展し、

HI-Cube卒業企業の㈱日本設計工業、イメージテック㈱、パイフォトニクス㈱、㈱テクニカルサポート、

㈱Takayanagi 、浜口ウレタン㈱計 6社の展示も見られました。 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vol 

85 

P1 

◆ビジネスマッチングフェア 
     in Hamamatsu 2018 
出展企業：㈱ITSC ㈱アスタワン  

㈱ウチゲン 中小機構関東HI-Cube 
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◆懇話会 
・第 31 回(4/26) 

・第 32 回(5/30) 

・第 33 回(6/25) 
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◆ファインケミカルジャパン 

         2018 
(4/18～20 東京ビッグサイト) 

出展企業：革新的対がん 

       マテリアル研究所 

◆インターネットモールド 

 金型・金属プレス加工展 

(6/13～16 ポートメッセ名古屋) 

出展企業：先端力学 

       シミュレーション研究所 

◆業界紙 化学日報工業新聞 
 ～◆掲載企業◆～ 

・㈱オプトメカトロ 

・ 革新的対がんマテリアル研究所 

・㈱分光応用技術研究所 
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◆入居企業情報 
・データマイン㈱ 

◆日中友好協議会 訪問 
◆HI-Cube からのお知らせ 
・入居者募集のお知らせ 

・編集後記 
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HI-Cube journal 
2018・夏 

浜松イノベーションキューブ 

【㈱ウチゲン】 
 今回は、弊社の画像処理技術をアピール
する目的で、お客様の似顔絵を描くデモン
ストレーションを行い、昨年を大きく上回

る 40 社を超える企業、団体様の訪問があ
りました。画像処理技術は、検査工程の自
動化に不可欠な技術であり、産学提携でよ

り高度なレベルで研究開発に取り組んで
います。画像処理技術が必要な事案がござ
いましたら、是非とも弊社ロボット事業部

へのお声掛けをお願い申し上げます。 

【㈱アスタワン】 
 今年で 3 回目、3 年連続での参加でした。弊社は業種

柄、不特定多数の方と普段接する機会が多くない為、本展
示会は大変貴重な機会です。自社製品 3 点（えほんクル、
スピトレ、Trash IoT）を出展致しました。ものづくりの

街浜松だけあって本質的な部分について様々なご意見を
いただきました。市場調査等も兼ねることができる点が本
展示会の魅力の一つだと思います。 

【㈱ＩＴＳＣ】 
 今回で 4 回目の出展になりますが、地域の皆様へ弊社
事業のご紹介を目的に参加しています。当日はパンフレッ
ト設置および書籍展示を行いました。今回は契約成立案件

はありませんでしたが、過去にご契約いただいたお客様と
現在もお取引継続していることは大変嬉しく思います。本
フェアは出展企業様との交流の場でもあり、地域企業様の
活躍ぶりを拝見できる良い機会であると思います。 

㈱モリロボ 
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HI-Cube イベント開催 

第 31 回懇話会開催(4/26) IM室 CIM 今野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       第 32 回懇話会開催(5/30) ㈱アスタワン 総務部長鈴木崇史氏 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

第 33 回懇話会開催(6/25) ㈱オプトメカトロ 代表取締役久米英浩氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：「大企業マッチングの成功には契約に要注意」 
       ～秘密保持契約を考える～ 
 秘密保持契約書(NDA)の雛形を例に示して、契約書作成に当たっ

ての注意すべき点について解説しました。ポイントは、 

・契約書は性悪説(万が一のためのもの)という認識をもつ。 

・取引に入るためのスタートキットを用意しておく。 

・サンプルの出し方は注意する。サンプル提出にあたっては、書類の 

 取り交わしも必ず行う。 

・契約書ガチガチの大企業のほうが安全なこともあったりする。 

・取引終了するときも書類は大事。 

・大企業の過去の成功事例・失敗事例などを調べる(共同研究が多い 

 か、M＆A をよくする会社か、中小企業に評判よいか等)。 

・大企業の中で 1 人(のみ)味方につける。 

・サンプル等、お金のとれるところはとっておく(相手の本気度をみ 

 る)。 

・大企業も｢したたか｣だが、中小はそれ以上の｢したたかさ｣が大事。 

一連の解説の後、雛形の各条項を読み上げ、一層の理解を深めました。 

テーマ：「働き方改革について」 
 講師の鈴木さんは、総務部で働き方改革に取り組んでいます。

働き方改革を行ううえで、今後の労働人口不足に如何に対処する

かをテーマとして捉えています。まず、働き手を増やすこと。特

定の技術、経験を積んだ即戦力としてのベテラン人材の確保。ま

た、新技術の習得を目指した、特に若い人材の育成がポイント。

つぎに、自動化の推進、作業効率の改善など労働生産性の向上が

ある。ただアスタワンの場合、自動化で効率を上げられるテーマ

は少ない。案件によっては残業も必要となってくる。その場に合

わせた柔軟な対応が必要。さらに、仕事が楽しめる環境づくりを

目指すこと。テレワークやパートタイムの拡充など、業務形態の

整備がある。また、福利厚生面といった社内制度の整備もある。

なんといっても社内の雰囲気づくりがもっとも重要なテーマか

もしれない。誰もが働き甲斐のある、また挑戦できる会社を目指

す。これが働き方改革の根本であると語ってくれました。 

テーマ：「光技術の医療診断機器への応用」 
 医療診断機器の現状技術として、癌などの病気をターゲットに

診断する X 線 CT スキャナー、PET（陽電子放出型断層撮影装

置）、CT MRI（磁気共鳴断層撮影装置）といった三つの装置の紹

介がありました。これらの装置にはそれぞれ特徴があり、現在は

三つを同時に使って検査するのが一般的とのことです。次に、血

液や尿の数百に及ぶ検査項目を全自動で行う、免疫および生化学

自動分析装置の現状技術の説明がありました。検体をセットする

ための機構技術、検出系を構成するためのエレクトロニクス技

術、陽性か陰性を判定するためのソフトウェア技術など、メカと

エレクトロニクスが混載された複合装置です。今後は中国や東南

アジアなど、海外への市場拡大が見込まれています。最近の話題

として、刺青の除去や悪性腫瘍の治療など、形成外科におけるピ

コ秒レーザーの応用事例について解説がありました。レーザーパ

ワーを集中して患部に照射し、狙った物質だけを破壊して治療す

る画期的な技術です。今回は光技術の医療診断機器への応用につ

いて、分かりやすく解説していただきました。 
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展示会出展 
ファインケミカルジャパン 2018  FINE  CHEMICALS 

（4/18～20 東京ビックサイト 出展：革新的対がん戦略マテリアル研究所） 
  平成30年4月18日(水)から20日(金)の3日間、東京ビックサイトにてＵＢＭジャパン㈱主催による『ファインケミカルジャパン2018
（第2回）』が開催されました。国内外から119社、約14,000人が来場。“ファインケミカル”は医薬、電子材料、機械、繊維、農業、食
品、エネルギー・環境など多岐にわたる産業分野で活用されており、これらの最新情報として会場内では実際の展示に併せ、約50のセミナー
が同時開催されました。HI-Cubeからは、革新的対がん戦略マテリアル研究所（代表：山下光司氏）が中小機構のブースに出展しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMOLD 名古屋/金型展名古屋・金属プレス加工技術展名古屋 
(6/13～6/16 ポートメッセ名古屋 出展：先端力学シミュレーション研究所） 

 日本金型工業会主催の INTERMOLD 名古屋/金型展名古屋、日本金属プレス工業協会主催の金属プレス加工技術展名古屋が
6/13(水)～6/16（土）、ポートメッセ名古屋で開催されました。自動車・航空機産業などものづくりの集積地名古屋での開催
は今回が初めてです。会場は「工作機械・装置」、「加工用工具・機器」、「測定機器・ソフトウェア」、「表面処理・金型・関連機
器」分野で構成され、最新のマシニングセンタや特殊工具、CAD/CAM/CAE、3 次元測定器、金型の展示がありました。HI-Cube
入居企業からは㈱先端力学シミュレーション研究所が出展、プレス成形シミュレーションソフトウェアなどを展示し造業の様々
なデジタルエンジニアリング化を支援していることを PR しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業界紙 化学日報工業新聞掲載 
 株）化学工業日報社編集局編集センターの松岡記者を迎え２F 会議室にて入居企業 3 社へ「化学工業日報」一面の「ベンチャ
ー探訪」コラムの記事取材が行われました。松岡記者より、化学工業日報は創刊以来 80 余年、化学工業をコアに周辺産業を網
羅する、業界唯一の日刊専門紙であり、化学関連大手企業を株主とし、化学工業のリーディングペーパーとして、地球的規模の
課題解決に貢献する化学の現状と今後を、専門知識に裏付けされた情報として提供している新聞、との紹介がありました。取材
は 1 社 90 分におよび、記者からの多様な質問とその応答に熱気を帯びた雰囲気の中で進められ、すばらしい記事となり、取
材協力企業からは次のような意見が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ― ― 出展者の声 ― ― 
 今年の INTERMOLD は、４月の大阪に続いて名古屋での出展となりました。例
年同様、多くのユーザー様に来場いただき、電話では説明が難しい質問など対応し
ました。また、現在ソフトウェア導入を検討している企業担当者様が来場され、ソ
フトウェアの紹介やデモを実施しました。今年度導入に向けてフォローしていると
ころです。INTERMOLD は通常の展示会より長い４日間の開催ですので、多くの
方と話をすることが出来ます。毎年出展していますので、ご来場の際は是非お立ち
寄りください。(先端力学シミュレーション研究所：浜松技術開発センター長堤) 

― ― 出展者の声 ― ― 
 弊社の研究開発事業の 5 つの課題（①IER5/Cdc25B を標的とする新規な広いスペクトルのリン
糖分子標的抗腫瘍剤、②新規な糖デンドリマー型 Gd-DTPA 錯体 MRI 造影剤、③内視鏡の曇り止め、
④湿潤時潤滑性カテーテル、⑤曇らない細胞培養用器具）をポスター及びパソコン資料で説明しまし
た。Fine Chemicals という名称の展示会でしたので、上記のバイオ系の③～⑤の課題に興味をお持
ちの来場者が多いと思っておりましたが、創薬系の①及び②に関心をお持ちの来場者が多く、中身の
濃い意見交換（最長 1 時間）が出来ました。用意した各 30 部の資料は全て配布しました。弊社の事
業の新展開を願っております。3 日間に亘って展示会の応援に来て頂きました HI-Cube の IM 室の
方々（今野様、藤田様）及びこの様な機会を与えて下さいました中小企業基盤整備機構の皆様方に感
謝致します。(革新的対がん戦略マテリアル研究所：代表山下) 

 

 弊社の特徴や弊社製品とその適応分野について判りやすく記事にして掲
載いただきました。普段アプローチが難しい業界関係者へ良いＰＲになった
と思います。【株式会社オプトメカトロ：代表取締役久米】 

 松岡様から頂いた私共の創薬関係の原稿を、浜松医大の先生とも相談して
3 回校正して掲載に至りました。若干学術的な内容になりましたが、校正を
通して勉強させて頂きました。全てのがん患者様の福音となる研究開発成果
となって結実し社会貢献できます様に願っております。 

【革新的対がん戦略マテリアル研究所：代表山下】 
 

 インタビューでは、開発中の化粧品会社向け空間分解法分光装置（SRS）
の話がメインとなった。この新聞発表が丁度、オプトロニクス社の雑誌の広
告掲載と重なった事もあるが、雑誌からの資料請求が増えた。少しは、新聞
記事を読んでから雑誌の方の資料請求を行ったという関連性もあったかも
しれない。【株式会社分光応用技術研究所：代表取締役松本】 
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居企業情報 

データマイン株式会社 平成 30 年 5 月(江間企画より社名変更) 
    代表取締役 江間 省豪 
  U R L：http://www.datamining.co.jp 
  E-mail: info@datamining.co.jp 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日中友好協議会～浙江省視察団来訪～(5/30) 
  

 静岡県日中友好協議会の案内にて、中国浙江省科学技術庁ハイテク関連ベンチャー支援担当の趙新竜処長が HI-Cube の視察
に来訪し、インキュベーションについての意見交換等を行いました。 
【来訪者】 
・中国浙江省科学技術庁 ハイテク技術発展及び産業化部門 趙 新竜 処長 
・中国浙江省 平湖経済技術開発管委会 招商服務局 鄭 志成 局長補佐 
・静岡県日中友好協議会 紅林 陽子氏 
 HI-Cube より中小機構の支援内容及び当施設の説明に対し、趙氏から「中
国は、ハイテク企業の成長に力を入れている。自分は現在ベンチャー支援機関
のハイテク部門に所属している。中小機構の支援メニューの中で、販路開拓コ
ーディネートには感心した。中国でも必要である。中国にもインキュベーショ
ン施設があり賃料無料で 3 年間などハード面での支援を強化していて、ソフ
ト面での支援は経験が少ない。ソフト支援について学んでいきたい。また、浙
江省杭州では、アリババに勤めた若者で独立する人が多い」との話がありまし
た。中小機構の特徴として、全国 30 ヶ所のインキュベーション施設に常駐す
るインキュベーションマネージャーがそれぞれの入居企業のニーズ/シーズを
理解し、そのネットワークを活用して大企業や施設間マッチングなどのソフト
支援を行っていることに対して関心を示していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

●卒業企業● 
平成 30年 4月 30日付 株式会社アカテリアル・青島グレース日本株式会社 

～HI-Cube からのお知らせ～ 

実験室・研究室タイプ(63㎡・49㎡)13部屋あります。 
見学大歓迎です。市の補助制度もあります。 

起業したい方、起業しているけれど事務所を探している方。 

ＩＭ室では随時相談に応じています。 

 お気軽にお問い合わせください！↓↓ 
【編集者・発行人】 
  中小機構 関東本部 
  （独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部）  

  浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）ＩＭ室 
    〒432-8003 浜松市中区和地山 3-1-7  
    TEL：053(478)0141 FAX：053(473)7221 
     e-mail：hi-cube-info@smrj.go.jp 

☆～編集後記～☆  

 熱帯夜が続いた7月も、立秋を過ぎた辺りから涼しくなりました。とはいえ、まだま

だ暑い日が続いていますので、熱中症・熱射病対策はお忘れなく。さてさて、この夏は

スポーツ観戦に事欠きませんね。サッカーワールドカップ、世界バドミントン選手権、

高校野球は第 100 回記念大会を迎え、パンパシフィック水泳大会にアジア競技大会

2018とスポーツが大変盛り上がっています。バドミントンは男子シングルス・ダブル

ス(男女とも)金・銀メダルを。特に女子ダブルスの決勝は日本人対決となりました。水泳

もメダルラッシュです。スポーツはやるより観る側の私です(笑)あっ！忘れてはならない

プロ野球！！ペナントレースは赤○ル軍団が首位独走ですけど、我Gも負けませんよ！          

(使用和柄：観世水文・柑橘・紗綾型(まんじ)です。) 谷 口 

・データマイン㈱として 
2010年9月にITを使ったデータベース構築を提供する

会社として、江間企画を創業し、7年半で多くのお客様から
信頼を頂き、『データマイン株式会社』と社名を改めて、念
願の法人化をすることになりました。これにより今まで以上
に社会的責任が大きくなり、それに応じたサービスを提供し
ていく決意をしました。 

・抱負（皆さんへ伝えたいこと） 
システムを導入すると言うことは、当社と末永くお付き合

い頂く事を決心する事にもなりますので、お客様に対して、
今まで以上に信頼や品質向上を目指して精進致します。また
HI-Cubeに入居して1年半が経過します。事務所に居るこ
とが少ないですが、HI-Cubeに居るときは、明るい挨拶と
笑顔で皆さまに接したいと思います。 

・今後の事業展開について 
今まで通り、主軸として『作業の効率化及び業務改善を行うデータベ

ースの開発』があり、業務に合わせたシステムの導入を行います。それ
に付随して、パソコン周りの相談やトラブル解消を目的とした定期メン
テナンス『Toral Office Management(TOM)』を提供しています。更
に今後は、パソコンをつなぐネットワーク環境からセキュリティ関連商
品、大型OA機器なども取り扱えるようになりました。 


