
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①2021 年 ７⽉２８⽇(⽔) 15:00〜18:30 

 
②2021 年 ９⽉２９⽇(⽔) 15:00〜18:30 

 
③2021 年 １１⽉２９⽇(⽉) 15:00〜18:30 

 
④2022 年 １⽉２７⽇(⽊) 15:00〜18:30 

 
⑤2022 年 ３⽉１７⽇(⽊) 15:00〜18:30 

 
①会場（中部⽣産性本部セミナールーム） 
②オンライン（Zoom ミーティング） 

 
中堅中⼩企業の経営幹部・技術担当責任者 

と き 

参加方法 

対 象 

一般財団法人中部生産性本部 

産産および産学連携を通じて⾰新的製品を構想・育成し、 
中堅中⼩企業の現有技術を結集して新たなユーザーニーズの 
創出を⽬指す 



 

⾰新的製品創出サロン内容（全５回） 
 

 
 

と き：2021 年 7 ⽉28 ⽇(⽔) 
15:00〜18:30 

参加方法： ①会場 
 （中部⽣産性本部セミナールーム） 
 ②オンライン（Zoom） 

カーボンニュートラル 
■講演「2050 年カーボンニュートラルに向かう世界と企業」 

 東京大学 未来ビジョン研究センター教授 高村ゆかり 氏
 

■講演「脱炭素社会を生き抜くために、ものづくり企業に求められることとは」 

 ㈱ウェイストボックス 代表取締役 鈴木修一郎 氏

 
 

と き：2021 年 9 ⽉29 ⽇(⽔) 
15:00〜18:30 

参加方法： ①会場 
 （中部⽣産性本部セミナールーム） 
 ②オンライン（Zoom） 

モビリティ（移動） 
■講演「フロンティアに挑む人類：出ユーラシアから見えてくること」 

 岡山大学 文明動態学研究所所長 松本 直子 氏
 

■講演「ラストワンマイルのモビリティ支援」 

    ～パーソナルモビリティ ＷＨＩＬＬの開発事業～ 

 ＷＨＩＬＬ㈱ 取締役ＣＤＯ 内藤 淳平 氏

 
 

と き：2021 年 11 ⽉29 ⽇(⽉) 
15:00〜18:30 

参加方法： ①会場 
 （中部⽣産性本部セミナールーム） 
 ②オンライン（Zoom） 

実践的ＡＩ（勉強会） 
■講演「ＩｏＴ・ＡＩを活用した製造業の予知保全とＤＸ実装のコツ｣ 

 名古屋工業大学大学院 情報工学専攻准教授 大塚 孝信 氏
 

■講演「ベトナム人元留学生発ベンチャー企業のＡＩ開発の取り組み｣ 

 ㈱ＨＡＣＨＩＸ 代表取締役社長 グエン コン タイン 氏
 

■講演「ＡＩ導入のケーススタディ」 ～実際の現場で起こる事例～ 

 ナゴヤホカンファシリティーズ㈱ 代表取締役社長 三口 大登 氏

 
 

と き：2022 年 1 ⽉27 ⽇(⽊) 
15:00〜18:30 

参加方法： ①会場 
 （中部⽣産性本部セミナールーム） 
 ②オンライン（Zoom） 

モニタリング 
■講演「フィールドモニタリングによる農業データ収集とＡＩの活用」 

 信州大学 学術研究院工学系教授 小林 一樹 氏
 

■情報提供「2022 年度支援施策の情報提供」 

 中部経済産業局  
 

■講演「ＢＣＰの実効性を高めるために」 ～ＬＣＰのススメ～ 

 愛知工業大学 土木工学科教授 
  地域防災研究センター長 横田  崇 氏

 
 

と き：2022 年 3 ⽉17 ⽇(⽊) 
15:00〜18:30 

参加方法： ①会場 
 （中部⽣産性本部セミナールーム） 
 ②オンライン（Zoom） 

モノづくりの将来に向けて 
■講演 

   ＜折衝中＞
 
■発表「サロン内プロジェクトの現状」 

 

スタッフ 

◆ 顧 問︓浅井 滋⽣ 
 
名古屋大学名誉教授、元（独）科学技
術振興機構ＪＳＴイノベーションプラザ東
海館長。 
 

◆ 全体コーディネーター︓⼩澤 理夫 
 
（公財）名古屋産業科学研究所中部ＴＬＯ産
学連携支援部長（次世代自動車）。元日立造
船㈱（ディーゼルエンジン開発）、日本碍子㈱
（セラミック部材開発研究）。 

◆ ⽣産性アドバイザー︓四本 喬介 
 
元東レ㈱研究開発部門（バイオケミカル研
究）、ＪＳＴ特許主任調査員、浜松医科大学・
豊橋科学技術大学コーディネーター、（公財）
科学技術交流財団（技術マッチング）。 

  

第１回 

第２回 

第４回 

第５回 

第３回 



 

⾰新的製品創出サロンの概要・特⾊ 
 

１．連携のサポート 
環境激変を乗り切るため、中堅中⼩
企業⾃⾝が持つ優れた技術潜在⼒
を活⽤し、意欲ある企業、あるいは
⼤学等との産産・産学の連携を企
業⽬線でサポートします。 

 

２．研究開発の加速 
新製品開発、新規事業⽴ち上げに
意欲を持っている企業のキーマンが
持ち寄られた製品アイデアに対して、
コーディネーターや CPC が持つネット
ワークを活⽤しブラッシュアップ及び
研究開発の加速をお⼿伝いします。 

具体的なサポート活動（上図全体像参照） 

◆技術⾰新に真剣に取り組んでいる企業のイノベーションの芽を発掘し、新規事業開拓に資する新製品を⽣み出すため、  
産学官⾦のオピニオンリーダーとの出会いの場として①「⾰新的製品創出サロン定例会」を設けるとともに、企業グループの関
⼼ある技術分野に特化した②「分野別研究会」活動（ワークショップ）、特定の公的予算を確保した③「製品化プロジェク
ト」の運営もして参ります。 

 
◆更にプロジェクトを“卒業”した開発製品に対しては、量産化を伴う⑤「開発品の事業化⽀援」、あるいは企業での事業化を

開始済みの開発品については販路開拓等の⑥企業の事業化⽀援を⾏います。 
 
◆状況に応じ、⼣⾷交流会（ライトディナー・ミーティング⽅式）を設置し、⼈的ネットワークづくりのお⼿伝いをします。 

プロジェクト事例（分野） 

 

 

◆今までに取り上げたプロジェクトとその出⼝事業例を以下に⽰します。 



◆ 申し込み方法 
 

中部生産性本部ホームページよりお申し込みください。 
https://www.cpc.or.jp/cpc/publics/index/104/  
 

中部生産性本部  
検索

 
 

◆ 開 催 要 領 
 

  

と き ２０２１年７月２８日（水）～２０２２年３月１７日（木）<全５回> 
  
  

参加方法 

会場またはオンラインの選択制 
①【会場】中部生産性本部セミナールーム 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15(豊島ビル 11 階）

②【オンライン】Ｚｏｏｍミーティングを使用 
  ※Zoom の使用できる端末と、Web カメラ、マイクをご準備ください。 

  
  

対 象 中堅中小企業の経営幹部・技術担当責任者 ※企業規模目安として、従業員３０名程度以上 
  
  

参加費 ８２,５００円（資料代・消費税を含む）  
  
  

申込期限 ２０２１年７月２１日（水） 定 員 ３０名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます

  

 

◆ 会場における新型コロナウイルスへの対応について 
 

セミナーにご参加される皆様が安心して受講いただけるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策として、事務局ス
タッフ・講師・参加者の体温測定や手指消毒、換気、座席の間隔確保、机の消毒等を実施しております。詳細につき
ましては、ホームページ https://www.cpc.or.jp/cpc/をご覧ください。  

◆ オンラインセミナーへご参加の方へ 
 

① 「Ｚｏｏｍ」を使用しての開催となります。あらかじめ、Ｚｏｏｍアプリをインストールのうえご参加ください。 

② ＷＥＢブラウザからもご参加いただけますが、一部機能が制限され、また、ブラウザの種類により視聴できない場
合がありますので、Ｚｏｏｍより推奨されていますＣｈｒｏｍｅをご利用ください。  

◆ お申込みにあたってのお願い及び注意事項 
 

下記事項を確認、同意の上、お申込みをお願いします。 
① 新型コロナウイルスの感染拡大状況、講師の都合などの事情により、日程・時間・内容並びに開催形態の変更を

させていただく場合がございます。 

② 各回の案内は、開催約１ヶ月前にメールにてご連絡いたしますので、ご出欠の回答をお願いいたします。出席者
の方へ開催前日までに、お申し込みのメールアドレスに視聴ＵＲＬをお送りしますので、当日開始時刻前にアク
セスし、ご参加ください。 ※メールが届かない場合は事務局までお問い合わせください。 

③ 受付後、請求書をお送りいたします。請求書に記載の振込期日までにお振込み願います。なお、振込手数料につ
いては、お客様にてご負担願います。また、請求書のメール送付ご希望の方は申込みフォーム備考欄にご希望の
旨ご記入ください。 

④ キャンセルは、７月２１日（水）までにお願いいたします。それ以降の参加費の払戻しはいたしかねますので、
代理の方のご派遣をご検討願います。また、無断欠席のないようご協力をお願いいたします。 

⑤ 業種業態もしくは既存会員様との競合状況によっては、参加をお断りする場合がございます。 

⑥ 講演の録画、録音、配布資料記載事項の無断転載、オンライン参加の場合は画面撮影、画面キャプチャー、    
ＳＮＳなどへの掲載を固くお断りいたします。その様な行為が発覚いたしました場合、事務局より削除を要請ま
たは講師より請求されます損害賠償を請求させていただきます。 

⑦ （オンラインの場合）当方に起因しないシステムトラブルにより画像・音声に乱れが生じた場合については、再
送信や返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

⑧ お申込者もしくは代理参加以外の参加はご遠慮願います。（オンラインの場合、視聴ＵＲＬ等は参加されるご本
人のみ有効です。第三者への転送はご遠慮ください。） 

⑨ 本注意事項については、代理参加となった場合は、代理参加者に自動的に適用されます。 
 

お問い合わせ先 
一般財団法人中部生産性本部 担当：雲井・上田・小澤 
 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階 
  TEL：052-221-1261  FAX：052-221-1265  https://www.cpc.or.jp/cpc/ 

2021.6.1 

個人情報の取り扱いについて 
１) 参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針の内容について

は、当本部ホームページ（https://www.cpc.or.jp）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、内容をご確認、ご理解の上、お申し込みいただ
きますようお願いいたします。 

２) お申し込みをいただいた方へは各種セミナーのご案内をお送りする場合がございます。 
３) 個人情報の開示、訂正、削除については、以下の窓口までお問合せください。 
４) 本案内記載事項の無断転載をお断りします。 個人情報に関する問い合わせ窓口  担当 齋藤・岩本     TEL052-221-1261 

申し込みページ 




