
セミナー主催者募集のご案内
北九州学術研究都市 第 15 回産学連携フェア

平成 27 年 5 月 25 日～ 6 月 30 日（火）お申込み期間
※募集数に達した時点で募集は締め切らせて頂きます。お早めにお申込み下さい。

北九州学研都市
北九州学研都市産学連携フェア実行委員会
公益財団法人北九州産業学術推進機構＜FAIS＞

一般社団法人九州経済連合会、一般社団法人北九州中小企業団体連合会、九州電力株式会社 北九州支社、
日本経済新聞社 西部支社、野村證券株式会社 北九州支店、株式会社日本政策投資銀行、福岡ひびき信用金庫、
株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社北九州銀行、株式会社みずほ銀行、
株式会社三井住友銀行、学術研究都市ファンクラブ「ひびきの会」、
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会、九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ〔K-RIP〕、
九州地域バイオクラスター推進協議会、九州イノベーション創出戦略会議 [KICC]、
ロボット産業振興会議、AIR　STATION　HIBIKI　株式会社

　公益財団法人北九州産学術推進機構〔FAIS〕では、『～知と技術の融合～』をテーマに、
第 15回産学連携フェアを開催いたします。
　現在、セミナー主催者を募集しております。研究成果発表や新たなパートナー発掘の場
としてご活用ください。
　多くの方のお申し込みをお待ちしております。

北九州市若松区ひびきの

第15回産学連携フェア開催日程

http://fair.ksrp.or.jp お問合せ先
(公財 )北九州産業学術推進機構

産学連携フェア事務局
担当：永冨・内田・甲斐

TEL：093-695-3006
FAX：093-695-3439

E-mail：fair@ksrp.or.jp

第15回産学連携フェアＨＰの
セミナー公募お申込み

フォームから

　北九州市域の大学・企業などの研究成果・活動内容を広く PRし、産と学の出会いの場を
提供することで、産学連携を強力に推進します。これにより、付加価値の高い新技術・新産
業を生み出すイノベーション創出活動を加速させ、暮らしと産業の持続的な発展による地域
社会の活性化を目指すものとします。
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平成 27 年 10 月 22 日（木）

セミナーの開催

セミナーの開催

基調講演の開催中
（14:00 ～ 15:00 予定）
のセミナー開催は不可

第15回産学連携フェアの主な事業内容（予定）

セミナー主催者の募集規格について

第15回産学連携フェア2日間のタイムスケジュール（予定）

展示会・
見学ツアー等
の開催

基調講演 10 月 22 日（木）

10 月 22 日（木）・23 日（金）

10 月 22 日（木）・23 日（金）

10 月 22 日（木）・23 日（金）

10 月 22 日（木）
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セミナーの開催

展示会の開催

見学ツアーの開催

交流会の開催

★ 一般公募にて企画者を募集

大学・研究機関や企業などの研究成果や産学連携の取り組みを、ポスターや実演等で紹介する

○学研都市ツアー…学研都市の取組みを紹介する学研内の特徴施設をめぐる見学会
○ラボ見学ツアー…学研都市でどんな研究がされているかを照会する学研都市に立地する大学研究室をめぐる
　　　　　　　　　見学会

大学、研究機関、企業による、研究成果や新産業創出に関する発表等　約24テーマを予定

※一般公募による出展者募集は行いません
　産学連携に関する研究成果や取組み 等の内容で、展示発表のご希望がある場合は、事務局までご相談ください

展示会やセミナー等の終了後、大学や企業関係者がお互いのニーズやシーズについて意見交換し、新たな連携に
つなげていくための交流の場として開催 

★

★

（6セミナー程度）

（6セミナー程度）

平成 27 年 10 月 23 日（金）

セミナーの開催

セミナーの開催

展示会・
見学ツアー等
の開催

★

★

（6セミナー程度）

（6セミナー程度）

（１）セミナー開催日時
　下記、スケジュール表で、★印のついた時間帯での開催を基本とします。
　原則１テーマ３０分～１２０分とします。（１２０分を超えるセミナーをご希望の場合はご相談下さい。）
　※セミナー開催時間は、変更になることもあります。
（２）対　象：大学・高専、企業（企業 PR等は除く）、公的機関・団体
（３）セミナー開催経費
　①会場使用料、必要な機材（プロジェクター、スクリーン、マイク等）は事務局で準備するため無料です。
　※当日の配付資料、受付要員、名簿、筆記用具、司会等は企画者にてご対応いただきますので、
　　ご注意ください。
　②講師に係る経費（旅費謝金）については、原則、セミナー主催者での負担をお願いいたします。
（４）会　場：４５名～１５０名と様々な規模のセミナーに対応できます。ご相談下さい。



セ ミ ナ ー 実 施 規 程 

 

（１）セミナー開催時間、会場 

① セミナーの開催時間及び会場は、申込カテゴリ、希望日、時間、予定人数に配慮して産学連携フ

ェア事務局（以下「事務局」）が決定し、セミナー企画者説明会（8月上旬開催予定）にてお知ら

せします。 

② 特定の会場を指定してのお申し込みは出来ません。 

（２）セミナー申込の取り消し 

① セミナー申込の取り消しは原則として出来ません。 

② やむを得ず申込受付後にセミナー申込の取り消しを行う場合には、文書にて事務局にお申し出く

ださい。 

（３）即売行為の禁止 

  セミナー開催中に商品等を販売することは、禁止します。 

（４）実演 

セミナー開催中に実演（デモンストレーション）を行う場合は、事前に事務局にお申し出ください。 

（５）開催の変更及び中止 

  事務局は、天災その他不可抗力により会期を変更、または開催を中止する場合があります。事務局は

これによって生じた損害は補償致しません。 

（６）セミナー実施規程及びセミナー企画者マニュアルの遵守 

① 事務局は、やむを得ない事情があるときは会期その他について、規程の一部を変更することがあ

ります。また、この変更によって生じた損害は補償致しません。 

② セミナー企画者説明会で配布するセミナー企画者マニュアルにて、セミナー運営に関する細則を

お知らせいたしますので遵守ください。 

（７）その他 

  この規程に定めのない事項、又はこの規程に疑義が生じた場合は、両当事者にて協議して決定します。 

（８）開催までの主要日程（予定） 

セミナー 

申込 

 

5月 25日～ 

6月 30日 

セミナー

企画者 

説明会 

 

8月上旬 

会場 

設営 

 

セミナー 

開始前 

会 期 

 

10月 22日、 

10月 23日 

搬出 

撤去 

 

終了後 

直ちに 

各種書類

の提出 

 

8月31日 

（開催前 1～2週間前） 

リハーサルの実施 

※必要な場合のみ 



第 14回産学連携フェア開催結果概要 

■ 日 程  平成２６年１０月３０日（木）・３１日（金）  ■ 場 所  北九州学術研究都市 

■ 出展社数 46 機関・団体（展示コーナー43小間 特別企画 9コーナー）■ セミナー数 33セミナー 

■ 同時開催事業 

○北九州学術研究都市産学連携フェア新技術説明会 
○国立高専専攻科学生研究発表会及び研究シーズ発表会 
○NEDIA DAY 九州ひびきの こんなこともできる！最新デバイスアプリケーション 
 「防災・人命救助・生体センサー」分野への応用 

■ 来場者総数 

基調講演 セミナー等 展示会 見学ツアー 

600名 1,415名 4,128名 272名 

交流ﾊﾟｰﾃｨ・交流ﾙｰﾑ 同時開催 合 計 

591名 706名 7,712名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014年度（第 14回）セミナー＆シンポジウム実施機関 

2014年度（第 14回）展示会出展機関 

出展者アンケート(一部抜粋) 

セミナー実施機関 展示会出展機関 

※グラフの（ ）は前回（第 13回）の数字 

福岡県工業技術センター 機械電子研究所、九州工業大学先端エコフィッティング技術研究開発センター、有限会社K2R、近畿大

学産業理工学部、TOTO㈱、北九州市立大学環境技術研究所、野村證券㈱、西日本工業大学、産業応用工学会、産業技術総合

研究所・九州工業大学・北九州市(アジア成長研究所)、㈱協和コンサルタンツ、㈱エービーケーエスエス、九州経済産業局特許室・

九州知的財産戦略戦略センター、㈱ワールドインテック、福岡証券取引所、ふくおか電子技術ネットワーク・北九州ロボットフォーラ

ム、福岡県工業技術センタークラブ機械電子技術部会、九州工業大学熱デバイス研究室、㈱FILTOM、石油学会九州・沖縄支部、

球種先端科学技術研究所、北九州医工学術者協会、福岡県産業・科学技術振興財団、㈱アドバンテスト、㈱ワークス、九州工業

大学社会ロボット具現化センター、㈱環境フォトニクス、(公財)北九州産業学術推進機構 

○環境・バイオ関連 

・㈱コスモ 

・シャボン玉石けん㈱ 

・㈱FILTOM 

・㈱ワールドフュージョン 

・九州工業大学生命体工学研究科 

機械系バイオエンジニアリングＧ 

・福岡大学北九州産学連携推進室 

・公益財団法人福岡県リサイクル 

総合研究事業化センター 

 ○環境・エネルギー関連 

・㈱イワテック 

・㈱協和コンサルタンツ 

・古河電池㈱ 

・九州工業大学熱デバイス研究室 

・西日本工業大学 

（高城実教授・野中智博准教授） 

・くりんかロード工法装協会 

○半導体・情報アプリケーション関連 

・㈱インフォグラム 

・大日本印刷㈱ 

・㈱ハタノ 

・㈱ハマジ 

・㈱エービーケーエスエス 

・㈱ITS 

・吉川工業㈱ 

・九州工業大学 

産学連携推進センター若松 

・（独）産業技術総合研究所九州センター 

・早稲田大学大学院 

情報生産システム研究科植田研究室 

・文部科学省ナノテクノロジープラット 

フォームセンター 

・文部科学省ナノテクノロジープラット 

フォーム 

/（公財）北九州産業学術推進機構 

○機械・ロボット関連 

・㈱アステック入江 

・ＴＯＴＯ㈱ 

・㈱戸畑ターレット工作所 

・㈱ワークス 

・近畿大学産業理工学部 

・九州共立大学総合研究所 

・野村證券㈱ 

・㈱西日本シティ銀行 

・福岡ひびき信用金庫 

・日本経済新聞社 西部支社 

・早稲田大学大学院情報生産システム研究科 

・（独）科学技術振興機構さきがけ 

「太陽光と光電変換機能」研究領域領域事務所 

・(公財)福岡県産業・科学技術振興財団 

・九州経済産業局特許室 

／九州知的財産戦略センター 

・若者ワークプラザ北九州 

 

○産学連携支援関連 

・㈱翻訳センター 

・㈱福岡銀行 

・㈱北九州銀行 

 

○特別企画コーナー 

・早稲田大学情報システム研究科鎌田研究室 

・FAIS 自動車技術センター/早稲田大学情報生産システム研究科 他 

・カーロボ連携大学院 

・福岡県工業技術センター 機械電子研究所 

・九州工業大学 生命体工学研究科 柴田智広研究室 

・産業応用工学会 

・㈱安川電機/九州工業大学社会ロボット具現化センター/FAIS 自動車技術センター 

・FAIS 半導体・エレクトロニクス技術センター 

/ひびきの LED アプリケーション創出協議会 

・北九州市立大学 環境技術研究所 


