会場へのアクセス
JR 南武線
至 武蔵小杉・溝ノ口

JR 湘南新宿ライン

至 府中街道・下平間

至 池袋

鹿島田駅

至 立川

至 川崎

至 第二京浜・明神町

渋谷

至 横浜

Ｋスクエア
タウンキャンパス

JR 横須賀線・
湘南新宿ライン

かわさき新産業創造センター

KBIC

至 大船

新川崎駅

至 品川

新川崎

横浜

新宿

NANOBIC

鹿島田
尻手黒川線

開催日時・プログラム

JR 東海道本線

JR 山手線

品川

東京

JR 京浜東北線

至 慶応義塾大学矢上キャンパス

川崎

●JR東京駅より新川崎駅まで 約20分
●JR横浜駅より新川崎駅まで 約10分
●JR川崎駅より鹿島田駅まで 約7分

超 微 細 技 術 を 活 かしたビ ジ ネ ス 展 開

恵比寿
大崎

JR 横須賀線

杉山神社入口 バス停

●JR横須賀線・新川崎駅より 徒歩10分
●JR南武線・鹿島田駅より 徒歩15分

武蔵小杉

●JR川崎駅西口より市営バスにて杉山神社入口下車

第１回
至 上野
至 成田
至 上野

徒歩約2分

http://www.hiia.or.jp/nano.html

Webからもお申し込みいただけます

2013年10月24日/11月12日

ナノ・マイクロ技術支援講座

参 加 申 込 書

わかるナノテク入門セミナー

参加ご希望の方は下記ご記入の上、2013年10月21日
（月）
までに
ＦＡＸにてお送りください。
開催日前日までに、
ＦＡＸかメールにて参加票をお送りいたします。

10月24日
（木）14時00分〜17時00分 ※セミナー終了後交流会

日本のナノテクノロジー動向

次のいずれかにチェックをお願いいたします

第1回講座(10月24日)

□ ご参加

□ 交流会・名刺交換会も参加

第2回講座(11月12日)

□ ご参加

□ 交流会・名刺交換会も参加

14:15〜14:50

一般社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会 事務局長

株式会社 協同インターナショナル 代表取締役社長

池田

富士通におけるナノ・マイクロ研究開発
株式会社 富士通研究所 取締役 矢野

早敏 氏

14:50〜15:55

謙伸 氏
15:55〜17:00

映氏

交流会・名刺交換会

17:00〜18:00

ナノテクビジネス・参入の秘訣

11月12日
（火）13時30分〜17時00分 ※セミナー終了後交流会
13:40〜14:50
ナノテクビジネスで成功するために
ー ナノテク産業の最新動向を踏まえて ー

イノベーション・エンジン株式会社 代表取締役社長

佐野

睦典 氏

ナノテクビジネスの実態

微細・精密加工技術を活かして
ニッチトップへ

14:50〜15:55

東成エレクトロビーム株式会社 代表取締役会長

ふりがな

栃折

川崎市内の企業の取り組み
ナノ・マイクロへの道のりと
当社技術のご紹介

第2回

ナノ・マイクロ技術支援講座 事務局

最新ナノテクノロジー動向

なぜナノテクへ先陣を切ったか
そして今後の課題は

上野

保氏
15:55〜17:00

株式会社 エリオニクス 代表取締役会長 兼 CEO 本目 精吾 氏

交流会・名刺交換会

会

場

17:00〜18:00

新川崎・創造のもり

（川崎市幸区新川崎7）

定

員

参加費
主

申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、事務局において適切な方法で管理し、法令の定める場合などを除き、
ご登録いただいた方の許
可無く第三者へ開示・提供することはありません。また本事業に関係する情報媒体の提供、
アンケートのご案内、その他公益的な観点からの情報の提
供等に二次使用することがあります。情報の二次利用に同意いただけない方のみ、通信欄にその旨ご記入をお願いいたします。

６５名
無料

さらに進展し、マイクロ(100万分の1)メートルからナノ
(10億分の1)メートルサイズの超微小、超精密な領域での
高い精度の加工、計測技術が求められています。こうした、
いわゆるナノ・マイクロ技術は、電子機器からナノフォトニ
クス、MEMS/NEMS、
マイクロ・ナノ化学、ナノバイオまで
幅広い技術分野への展開可能性を持っています。
川崎市では、
「新川崎・創造のもり」
地区において、
このナノ・
マイクロ技術を基盤とし、基礎研究から実用化開発までの
一貫した研究開発を同じ施設内で進めるファブリケーショ
ン施設
「NANOBIC」
を整備し、
産学連携による研究開発を

交流会・名刺交換会ご参加者には、当日会場にて
参加費500円(飲物代)を申し受けます

支援しています。こうした支援事業の一環として、
ものづく
り企業の方々が新たな事業展開を図るきっかけとしていた
だくため、ナノ・マイクロ技術を導入するメリットや課題、具
体的な先進事例などにスポットをあてたナノテクビジネス

催

事前登録制

次世代のものづくりでは、
製品の小型化や精密化の流れが

入門セミナーを開催します。

参加ご登録は右記URLか裏面をご参照ください
【お問い合わせ先】

http://www.hiia.or.jp/nano.html

ナノ・マイクロ技術支援講座 事務局 Tel. 03-5282-2111

第１回

最新ナノテクノロジー動向

10月24日
（木）14時00分〜17時00分

一般社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会（ＮＢＣＩ）
日本のナノテクノロジービジネスをさらに発展させ新しい産業を創成す
るために、ナノテクノロジーの技術開発および事業化のための情報交
流・人的交流、
ビジネス化のためのシーズとニーズのマッチングやベン
チャー・中小企業の事業化支援、ナノ材料の標準化や社会受容のための
ナノ安全の活動、関係政官等への政策提
言、政府・会員からの情報発信、関係公的機
関等の連携事業への参画等を行っている。
事務局長

ニーズ提示型ビジネスマッチング
TIA-nano等拠点の活用

ナノテク
見える化

ナノテクが創る新しい社会
ナノテクノロジーによる既存産業発展と新産業創成

ナノテク標準戦略

安全性評価戦略

ナノ工業計測評価WG設置と提案

ナノ検討会参加と提案

11月12日
（火）13時30分〜17時00分

2001年設立の独立系ベンチャーキャピタルで、未上場会社と上場会社にわたる先端技術投資を
行なっている。投資先へのハンズオン活動を通じて、先端技術領域に独創性と成長力のある中
堅・ベンチャー企業を続々と輩出させている。
代表取締役社長

佐野 睦典 氏

野村證券に入社し、資産運用業務に従事した後、野村総合研究所に転じ、ベンチャー企業の事業評価と上場支援業務を責任者として推進した。その後、
ジャフコにて日本初の先端技術ファンドの責任者になり運営を行った。2001年1月に独立し、
イノベーション・エンジン株式会社を設立し、ベンチャーファ
ンドの運営を統括するとともに、
自身も投資先企業の社外取締役となり、事業創成の推進・支援を行っている。

栃折 早敏 氏

1979年凸版印刷に入社し、半導体用電子ビーム露光マスク製造プロセスの開発に従事。他社で半
導体用ＬＳ
Ｉ設計システムの開発および人工知能の研究を行った後、東京エレクトロンに移り、半導体
製造装置用コントローラシステムの基本設計・開発・量産対応を行い、
ソフトウェア部門の責任者を
務める。凸版印刷・米国子会社にて上席副社長として半導体マスク部門のリエゾンおよびセキュリ
ティ製品の開発に携わり、帰任後、
２０１２年よりナノテクノロジービジネス推進協議会に出向、事務
局長として現在に至る。

株式会社 協同インターナショナル
「今まで無かったモノ」
「真似されないモノ」
「自分で値段
がつけられるモノ」
をキーワードに、電子・食品・機械・バ
イオの分野でそれぞれ特徴ある事業展開を図ってい
る。電子では商社として材料を提供する他、あらゆる特
性の薄膜形成を可能とする高い技術力を持ったメー
カー機能も併せ持つ。最近では産学連携や海外との技
術提携によるMEMSやバイオ分野など、既存技術を活
かした新分野への進出を意欲的に行っている。

東成エレクトロビーム株式会社
電子ビーム溶接と各種レーザーを用いた、ナノオーダーの高精度な溶接加工技術のパイオニア
企業。創業以来35年間蓄積したノウハウと、幅広いネットワーク、世界トップレベルの最先端設備
により、従来の加工方法では不可能であった微小精密加工に挑戦し続け、宇宙ステーション、
ジェット戦闘機の部品をはじめ、半導体製造装置、医療機器メーカーなど3,480社を超える顧客
から研究開発、試作、量産を受託している。
代表取締役会長

上野 保 氏

1962年 富士自動車株式会社入社。同社電子ビーム事業部長等を歴任し、77年東成エレクトロビーム設立。早稲田大学ナノテクロノジー研究所にて客員研究員
を勤める傍ら、内閣府 総合科学技術会議 ものづくり技術分野推進戦略プロジェクトチーム 委員、経済産業省 産業構造審議会委員、中小企業庁 中小企業政策審
議会委員など政府委員、公職多数を兼任。

代表取締役社長

池田 謙伸 氏

1992年 日本電気株式会社入社、07年シンガポールObTech Asia Paciﬁc Pte Ltdに出向し米国企業との
ジョイントベンチャー立上げに従事、その後2002年 協同インターナショナル入社、06年より現職

株式会社 富士通研究所
富士通グループのブランドプロミス
「shaping tomorrow with you」
を最先端技術で支えるこ
とをミッションとし、富士通グループの研究開発活動の中核として、次世代のソリューション／
サービスから、
システム、
ネットワーク、
デバイス、材料に至るまでの幅広い分野で先端技術の研
究開発に取り組んでいる。
取締役 矢野 映 氏
1985年 株式会社富士通研究所入社、以降、電子材料及び
環境・エネルギー関連技術の研究開発に従事、2006年 基
盤技術研究所長、2009年より現職

ナ ノ ビ ッ ク

（国際ナノ・マイクロ技術産業化支援センター）
の概要
「ＮＡＮＯＢ
ＩＣ」
NANOBICは、ナノ・マイクロ技術にかかわる基礎研究から試作、計測・評価まで一気通貫で取り組むことができ
るナノ・マイクロ技術の産学官共同研究開発拠点として、
「新川崎・創造のもり」
に2012年4月にオープンしました。
「NANOBIC」
でのナノ・マイクロ技術を核とした産学連携の中心的役割を担うのが、慶應義塾大学・早稲田大
学・東京工業大学・東京大学からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムです。
4大学コンソーシアムと川崎市は、ナノ・マイクロ技術により、我が国のものづくりを牽引する新技術開発や新
製品・新産業を創出することを目指し、2009年1月に連携協力に関する基本合意を締結しました。
この合意に基づき、現在、
「NANOBIC」
を拠点とし、4大学コンソーシアムが保有する最先端の研究機器・装
置の企業への開放などを通じて、企業や地元産業界との連携、既存の技術の高度化や新産業の創造に向けた取
組を進めています。

ナノテクビジネス・参入の秘訣

イノベーション・エンジン株式会社

オープンイノベーション戦略

NBCI
Road Map

第2回

株式会社 エリオニクス
ナノテクノロジー分野の研究開発や次世代デバイス開発に欠かせないトップ水準の製品を送り
出し、世界中の研究機関から注目される微細加工、計測分析装置メーカー。
1997年、世界ではじめて10nmを描画できる
「超高精度電子ビーム描画装置」
を開発して以来、
電子ビーム描画装置や電子線ハードディスクマスタリング装置といった最先端の製造装置の分
野で世界トップシェアを誇る。
代表取締役会長 兼 CEO

本目 精吾 氏

1965年日本電子株式会社入社。電子光学事業部技術課長等を歴任。75年㈱エリオニクス入社、取締役を経て92年より17年間代表取締役社長を務め、2009年
12月代表取締役会長兼CEOに就任、現在に至る。
公職として内閣府人間力戦略研究会委員、
ジョブカフェ評価委員会委員を歴任、現在はJST産学官イノベーション創出拠点推進委員会委員、(独)産業技術総合研
究所研究ユニット評価委員会委員等を務める。2010年第8回
「産学官連携功労者表彰」
経済産業大臣賞受賞、2011年春の叙勲で旭日双光章受章。

