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開催主旨

グローバリゼーションの進展や市場経済が激化するなか、資源に乏しい我が国が今後とも「技術立国」のフロントランナ
ーとしての地位を維持し続けるためには、高度な科学技術に基づいた新技術や新製品を継続的に創出することが求められて
いる。また、国においては、中小企業者が他者との連携を果たすことで相互に経営資源を補完し合い、高い付加価値を実現
する「新連携」への支援を打ち出しており、産学官連携への期待はこれまで以上に大きなものとなっている。
「北陸技術交流テクノフェア」も本年で16回目を迎え、今や北陸最大規模の産学官の交流会となった。それぞれの保有す
る研究成果や新技術・新製品を一堂に集めて展示することで、技術移転・融合、共同研究を促進させるとともに、企業と大
学、公設試験場、支援機関等の連携を一層強化して、北陸発の新産業、新技術の創出を目指す。
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2005年テーマ 「北陸から始まる、未来を結ぶ技術と創造」
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会

期

平成17年10月13日（木）10:00〜17:00〔開会式9:30〜〕
14日（金）10:00〜16:00
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会

場
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実施主体

○主

催 技術交流テクノフェア実行委員会

福井県産業会館・福井県生活学習館

福井市、北陸経済連合会、（財）北陸産業活性化センター、福井県商工会議所連合会、福井商工会議所、
（財）ふくい産業支援センター、福井県環境・エネルギー懇話会、北陸電力（株）、（株）福井銀行、
（株）北陸銀行、西日本電信電話（株）福井支店
○主

管 福井商工会議所 産業技術課

○後

援 総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省、特許庁、近畿経済産業局、中部経済産業局、
独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部、
独立行政法人科学技術振興機構、福井県、石川県、富山県、（財）日本産業技術振興協会、
（財）中小企業異業種交流財団、（社）関西経済連合会、（社）関西ニュービジネス協議会、福井経済同友会、
金沢経済同友会、富山経済同友会、石川県商工会議所連合会、富山県商工会議所連合会、
独立行政法人雇用・能力開発機構

○協

力 （社）福井県繊維協会、(社）福井県眼鏡協会、福井県ＩＴ産業団体連合会、福井県鉄工業協同組合連合会、
JETRO福井貿易情報センター、（社）石川県繊維協会、（社）石川県鉄工機電協会、（社）富山県機電工業会、
（社）高岡アルミニウム懇話会、北陸システム工業会、北陸機電産学官懇談会
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来場者数

17,301人［13日（木）7,328人、14日（金）9,973人］
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出展者数

158社・団体

201小間（企画展も含む総合計）

＜研究機関13機関、TLO2機関、大学・高専47研究室、企業75社、各種団体21団体＞
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1

一般展示会

技術交流や研究開発、技術移転に積極的な企業、研究所、大学等の研究室、公設試験場、ＴＬＯなどが、出展分野ごとに
区分けした会場内で、実物、パネル等で技術や製品の展示を行いました。また、テクノリポートとして出展者へインタビュ
ーし、場内３か所へ中継しました。

★…企画展 セーフティ＆セキュリティテクノロジー
（安全・安心技術展）への出展

●研究機関
科学技術振興機構

研究成果活用プラザ石川及び福井県地域結集型共同研究事業における研究成果品・パネル等

建築研究所／（株）ビーエル

ホルムアルデヒド簡易測定キット

独

産業技術総合研究所

産業技術総合研究所の各種研究成果の紹介

立

消防研究所

★クローラ移動ロボットベースユニット FRIGO

行

情報通信研究機構

★情報通信研究機構の研究紹介

政

土木研究所

★建設工事で遭遇する地盤汚染に対応する技術

法

日本原子力研究開発機構

アスベストの遠隔計測技術等

人

物質・材料研究機構

福井県工業技術センターの業務・研究紹介

放射線医学総合研究所

★環境にやさしく安全・安心な建設技術

理化学研究所

NIMS物質・材料データベース

福井県工業技術センター

★放射線医学総合研究所の研究紹介

福井県雪対策・建設技術研究所

★曲面状触覚センサと汎用超小型コントローラ、レスキュー用データキャリア、探索用飛行船

（財）若狭湾エネルギー研究センター

多目的シンクロトロン・タンデム加速器を用いた研究など
エネルギー研究開発拠点化推進組織の活動概要

●TLO
（有）金沢大学ティ・エル・オー
（株）新潟ティーエルオー

（有）金沢大学ティー・エル・オーの活動紹介
食肉中のグルタミン量の増加と超音波照射による材料改質

●大学／高等専門学校等
石川工業高等専門学校

小村研究室

★リモートセンシングによる森林モニタリング

トライアル研究センター

トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）の業務内容紹介と技術相談コーナーの開設

金沢工業大学

石川・畝田研究室

精密加工系、精密計測系、伝統工芸系に関する研究概要紹介

石川・諏訪部研究室

最新の切断研磨加工技術の紹介

研究支援機構

金沢工業大学および産学連携への取り組みの紹介

坂本研究室

３D画像表示システム

露本研究室

★木材、パーティクルボード、紙の不燃化技術

共同研究センター・知的財産本部

共同研究センター・知的財産本部の活動紹介

自然計測応用研究センター

マイクロ渦流探傷（μーECT）技術によるプリント基板検査

集積回路工学研究室

帯電性衣服を用いたウェアラブルネットワークシステム

リハビリテーション科学領域

腰痛予防に役立つ椅子「腰楽」「優チェアー」

金沢大学
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京都工芸繊維大学

主軸方向可変ポインティングマウス

京都大学

社会連携に向けて〜国際イノベーション機構の活動〜

富山県立大学

機械力学・機構学講座

富山工業高等専門学校

富山大学

福井県立大学

福井工業高等専門学校

福井工業大学

福井大学

面逐次法による平面度測定装置
NEDO産業技術研究助成プロジェクト

総合技術センター

富山高専技術シーズ紹介

水素同位体科学研究センター

多角バレルスパッタリング法による微粒子表面の均一修飾

電子デバイス工学講座

両面発光有機ELパネル

海洋生物資源工学研究室

淡水魚介類養殖の排水を有効利用した野菜生産システム

食品化学研究室

海洋生物の有効利用

応用微生物工学研究室

微生物を用いる有害物質の浄化と検出

空間情報工学研究室

★岐阜林野火災跡地の緑の再生状況モニタリング

鈴木研究室

★歩行型ロボットの制御

地域連携テクノセンター

福井高専地域連携テクノセンターの活動の紹介、本校教員との技術、研究の仲介

〜コラーゲン資源としての活用〜

電気電子工学科

福井高専電気電子工学科の紹介

青山研究室

★若狭湾に発生する赤潮の監視と予測

小沢研究室

気体軸受による物体の非接触吸引支持技術

加藤研究室

★衛星追尾とリモートセンシング応用

木村研究室

自然界に学ぶ飛行と推進のメカニズム

原子力技術応用工学科

福井工大の原子力関連技術

産学共同研究センター

福井工業大学における産学共同研究の紹介

鈴木研究室

風力発電装置、免震ローラ

田中研究室

レーザーによる粒子生成／捕集を用いた無機材料の迅速分析

辻岡研究室

ボルト接合技術の高度利用

安井研究室

★常時微動アレイ観測に基づく地盤探査法

医学部整形外科学領域

人工脊椎・人工股関節

遠赤外領域開発研究センター

高出力テラヘルツジャイロトロン、300GHzセラミックス焼結装置、24GHｚセラミックス焼結装置

荻原研究室

リチウムイオン電池、内燃式エアロゾル熱分解装置

教育地域科学部

マイクロフローラ商品・無菌技術を用いた教材とその装置

自動車部品研究プロジェクト

機械工学科部品製造関連プロジェクトの概要

システム制御研究室

地面効果翼機の開発・仮想力覚提示装置・フラッタ現象のシミュレーション

高島・米沢研究室

新規機能性ガラス材料、燃料電池、新規炭素材料

地域共同研究センター

福井大学における産学連携活動とシーズ研究の紹介

ベンチャービジネスラボラトリー

ベンチャービジネスラボラトリーの活動とVB研究の紹介

堀研究室

機能性色素固定化高分子膜を用いる水の分解による水素生産

北陸職業能力開発大学校

★人命探査ビークル

北陸先端科学技術大学院大学 情報科学センター

グリッド環境における循環器疾患診断・治療支援システムの構築
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●企業
（株）アイビックス

★ＩＰ対応の機械警備装置（画像伝送含）／各種脱臭器

アペクセラ（株）

★アイモビセス（ｉ-mobisses）

イーヴィグループジャパン（株）

MEMS（マイクロマシン）やナノインプリントリソグラフィを始め立体的微細加工の為の先端技術

岩崎電気（株）

★LED視線誘導灯、LED文字情報板（SGボード）、FECセラルクスエース

FDK（株）

★物理乱数生成IC

江守商事（株）

省エネ・省資源型商品の提案

大阪精工（株）

冷間圧造用鋼線の新素材及び環境に優しい表面皮膜剤の紹介

オリオングループ

民生用AV機器／生産支援・省力機器

鹿島建設（株）

★鹿島の地震対策技術 ー制震・免震・耐震・戸建免震ー

関西電力（株）原子力事業本部／
モスワークスかんでん（株）
（株）協和エクシオ
清川メッキ工業（株）
（株）原子力安全システム研究所

RPG100とUSBモジュール

Random Streamer

★独自の植生マット工法による屋上緑化
★免震装置、モバイルEX、小規模遠隔監視システム
電鋳技術（エレクトロ・フォーミング）
★原子力安全システム研究所における主な活動内容、成果の紹介

原電事業（株）

★ボルト・ナットのかじり防止に関する研究成果について(特許申請中)

サカイオーベックス（株）

開繊炭素繊維複合材

サカイオーベックス（株）水産資材事業部

水産資材環境関連商品

シーケー金属（株）

環境に優しいカドミ無し・鉛無し溶融亜鉛めっき「CKeめっき」

（株）シーベル

★Iris Access虹彩認証システム

（株）重松製作所

★火災等避難用マスク、救助隊用保護具（テロ等、大規模災害用）

ジャトー（株）

★入退室管理システム（J-GATE）、車両ナンバー認識システム、Webcaster

硝和硝子（株）／日本板硝子（株）

★セキュオ(防犯ガラス）、スペーシア（断熱硝子）

信越化学工業（株）武生工場

レア・アース、レア・アースマグネット他

住友スリーエム（株）

★ウィンドウフィルム、防じんマスク、液体吸収材

セーレン（株）

セリシン、金属複合布、産業資材布

積水ハウス（株）

★住宅の安心・安全機能

セコム北陸（株）

★防犯・警備ロボット、各種セキュリティシステム、災害時のセコム安否確認サービス、
自動体外式除細動器、位置情報・現場急行サービス

ゼファー（株）

小型風力・太陽光ハイブリッド発電システム

敦賀セメント（株）

下水汚泥のセメント資源化システム等

帝人テクノプロダクツ（株）／帝人ファイバー（株）

ポリエステル・アラミド繊維を使用した産業資材製品、各種高機能･高性能ポリエステル繊維

テルモ（株）

血糖測定器、電子血圧計、電子体温計

（株）東芝
東レ（株）

★「水なし平版」、「トレスルー」、「トレカクロス」など環境対応型商品

鳥羽システム（株）

エクセル、風力発電、省電力コントローラー等

那須電機鉄工（株）

アンカーボルト再生工法／溶融亜鉛アルミニウム合金めっき「タフZ10」

日華化学（株）

健康美のためのライフサイエンス

日軽金アクト（株）

★災害対策商品

日本機械工業（株）

★世界初完全完結型水槽付消防用自動２輪車ミストドラゴン

日本原子力発電（株）

★日本原電の事業概況の紹介

日本サイバーサイン（株）

★オンラインサイン認証システム、サイバーサイン

（株）ニュージェック

★H-ADCP断面流量観測システム

（株）ハーモニ産業

各種スーパー繊維用開繊装置及び開繊糸製織装置

発紘電機（株）
（株）日立製作所
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東芝有償公開特許

円柱自動印字＆検査装置"マーク・ワン"及びモニタッチ（電子操作盤）
日立有償開放特許

福井トヨタ自動車（株）

★トヨタのASV（先進安全自動車）

福伸工業（株）

超臨界炭酸ガス精密洗浄装置

フクビ化学工業（株）

地球環境負荷低減へのオリジナル提案

冨士経編（株）

地産・地消の循環型ユニフォーム事業

富士通（株）

情報システム・機器・シミュレーション関連特許

北陽電機（株）

★二次元走査型光距離センサー

北陸コカ・コーラボトリング（株）

メッセージボード搭載自販機を活用した情報提供･防災対策システム

北陸電力（株）福井支店

蓄熱を主体としたヒートポンプ空調・給湯と客席電化機器の展示

前田工繊（株）

河川・斜面・海洋・地震等災害対策用の繊維・樹脂製品と事例紹介

（株）松浦機械製作所

金属光造形複合加工機

松下電器産業（株）

LUMEX 25Cの紹介（パネル&ビデオ&サンプルワーク）

土壌・地下水の浄化材「アムテクリーン」

（株）マルツ電波

住宅用太陽光発電システム

丸文通商（株）福井支店

高性能ネットワークビジョンセンサー、無接点電力転送モジュール、デスクトップ型超音波探傷映像化D-view

三菱電線工業（株）

計測器、ネットワーク機器、シール製品各種

（株）明光建商

明光建商開発商品、シポフェース、サンフェース、ベストフロアー

山金工業（株）

抗菌粉体塗装と抗菌ステンド鋼板の技術及び商品紹介

山田技研（株）

★融雪エネルギー45%削減と路面状態を自動判断するセンサー情報システム

ヤマハ発動機（株）

★陸・海・空無人ビークル

理研計器（株）

★マルチガスモニター

りんくるカーシェアリング

★ITSの技術を使った自動車共同管理システム（カーシェアリング）

●各種団体・支援機関等
韓国企業の紹介

（社）韓国テクノマート
建築・都市環境材料研究会／（株）日本ピーエス

★開削トンネループレキャストセグメント工法による開削トンネル

／福井県瓦工業（協)

★越前瓦および越前耀変タイルその他開発品

／（株）ホクコン

★身近にいる魚の棲家『おさかなステーション』&防護柵用基礎ブロック『Ｇベース』

(独)工業所有権情報・研修館

知的財産の有効活用を支援

国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所

★冬期道路情報共有・提供システムの紹介、本格的なＩＴＳ社会実現を目指した最新技術の紹介

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
（ＮＥＤＯ） 関西支部

各種新エネルギー・省エネルギー支援事業等の紹介
定置用燃料電池大規模実証事業の紹介及び一般家庭の燃料電池導入に向けた情報発信

（財）新エネルギー財団
総務省北陸総合通信局／
福井地上デジタル放送推進協議会
（独）中小企業基盤整備機構北陸支部
中小企業・ベンチャー総合支援センター

地上デジタル放送開始の周知・ＰＲ

中小企業・ベンチャーのための相談コーナー及び中小企業大学校関西校の研修事業の紹介
高機能・高性能繊維製品

日本化学繊維協会
（財）日本品質保証機構

関西試験センター

（財）日本立地センター／（株）日興
／神栄（株）

★構造物耐震調査・製品性能に関わる試験など
常温ガラス
ハイブリッドワイヤー（提灯用樹脂ひご）

燃料電池開発情報センター

活動内容、発行図書の紹介。燃料電池情報・実用化の情報

春江町商工会／（株）岡本工業 デザインアート事業

色々な素材へのエッチング、転写、打刻加工

／SEOPC.COM

Triple DVR

／マイプリントシステム

厚物ダイレクト印刷

福井県自動車部品製造協会
（財）ふくい産業支援センター
北陸経済連合会

北陸ＳＴＣ事業部

（財）北陸産業活性化センター
北陸ものづくり創生協議会
文部科学省

福井県自動車部品製造協会及び会員の紹介
（財）ふくい産業支援センター技術開発部の業務等紹介
北陸STC事業部の事業紹介及びSTC会員の製品・パンフ等の紹介
地域新生コンソーシアム事業及びＲ＆Ｄ推進・研究助成事業の成果報告
「北陸ものづくり創生協議会」の研究会活動紹介
高速増殖炉「もんじゅ」、原子力技術利用成果の展示など
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特別企画「セーフティ＆セキュリティテクノロジー（安全・安心技術展）」

2

今後、大きな成長やビジネスチャンスの可能性が見込める防犯、情報、交通、防災、環境・エネルギー分野において、安
全・安心をテーマにした先端技術の開発動向とその周辺技術を紹介しました。また、デモンストレーションステージでは、
実際に製品に触れて技術を体感していただきました。
■会

場

福井県産業会館

1号館

・44社・団体
■展示分野

①防犯

■内

①ブース展示

容

②防災

南側

55小間
③交通

※出展者と展示内容はＰ2〜5をご覧ください。★印を付けています。

④情報

⑤環境・エネルギー

②主催者展示（安全・安心技術紹介コーナー）
・『安全・安心』技術の方向性、技術の市場性、求められる社会背景

等々について

③技術デモンストレーションステージ
・ライブカメラにより場内３か所へ中継。

デモンストレーションステージプログラム
■日

時

10月13日（木）
・14日（金）10:20〜15:00

■会

場

福井県産業会館

■内

容

1号館

デモンストレーションステージ

●セコム北陸（株）
SECOM

ROBOT

X／市販化に向け研究開発中の近未来型防犯・警備ロボット

●（独）消防研究所
フライゴー／災害現場における消防活動、救助活動を支援するレスキューロボット
●北陸職業能力開発大学校
人命探査ビークル／無人・遠隔操作による人命探査を目的とした実験機
●日本機械工業（株）
ミストドラゴン／スクーターにポンプ・タンク・ホースを搭載した完全完結型消防バイク
●積水ハウス（株）
積水ハウスの安心・安全技術／「防犯・防災」に強い家作り技術の体験
●硝和硝子（株）
・日本板硝子（株）
防犯ガラスセキュオ／「防犯」に強いガラス窓の耐久実験を体感
●福井トヨタ自動車（株）
ASV（先進安全自動車）／暗闇でも歩行者を感知するナイトビューの体験

3

記念講演会（テクノフェア2005・ITフォーラム2005 合同開催）

静岡県浜松市を本社とし、軽自動車国内販売台数ＮＯ１、国内販売台数の30％を占める
スズキ（株）の地方から世界を目指すグローバル戦略と経営の中に浸透している現場・現物・
現実の三現主義について、企業経営者の立場からご講演いただきました。
■日

時

10月14日（金）13：00〜14：30

■会

場

福井県生活学習館

■講

師

スズキ（株）取締役会長（CEO）鈴木

■演

題

「地方から世界へ」

■聴 講 者

6

453人

1階

多目的ホール
修氏

技術プレゼンテーション

4

場内に設けたプレゼンテーションルームにおいて、テクノフェアに出展する研究機関や大学、及び民間企業が保有する技
術シーズや研究成果、最新の製品、事業化事例など各20分ごと合計27件が発表されました。
■日

時

10月13日（木）11：20〜16：00

■会

場

福井県産業会館 1号館

■発表件数

27件

■受講者数

275人（延べ人数）

プレゼン特設会場

『両面発光有機 EL パネル』
富山大学 工学部電気電子システム工学科
電子デバイス工学講座 助手 中 茂樹 氏

電
気
電
子 『光ファイバ多点歪みセンサの開発』
福井大学 光エレクトロニクス研究室

10月14日（金）11：00〜12：00

『建設工事で遭遇する地盤汚染に対応する技術』
建
設 (独)土木研究所 材料地盤研究グループ研究員 桝谷 有吾 氏
／
環 『土壌 ･ 地下水汚染の動向と対策技術』
境 松下電器産業（株）アムテック事業推進室事業開発プロジェクト

教授 小林 喬郎 氏

プロジェクトリーダー

『アンカーボルト再生工法および溶融亜鉛
アルミニウム合金めっき「タフ Z10」』

『MEMS 用途ウェーハ貼り合わせ技術』
イーヴィグループジャパン（株）テクノロジー部 石田 博之 氏

機 『シリコンモールドによるダイヤモンドアレイ工具の
械 創成とマイクロ加工への応用』
精
富山大学 機械知能システム工学科 教授 森田 昇 氏
密
『多角バレルスパッタリング法による
粒子表面の均一装飾』
富山大学 水素同位体科学研究センター

鉄 那須電機鉄工（株） 技術開発部 主任 佐藤 竜将 氏
鋼
』
／ 『カドミ無し・鉛無し溶融亜鉛めっき「CKe めっき」
非
鉄 シーケー金属（株） 品質管理部 次長 大橋 一善 氏
金
属 『高シリカ型 CDS-1 ゼオライト膜及びその製造方法』
（独）産業技術総合研究所 コンパクト化学プロセス研究センター
主任研究員 清住 嘉道 氏

教授 阿部 孝之 氏

『マイクロプラズマを利用したデポジション装置』

『ユビキタス ･ ネットワーク ･ コントローラ』
金沢大学 自然科学研究科

助教授 北川 章夫 氏

情
報 『福井豪雨へのリモートセンシングの応用』
通
福井工業大学 宇宙通信工学科 助教授 加藤 芳信 氏
信
『物理乱数生成 IC RPG100 と USB モジュール
Random Streamer』
FDK（株） FPD開発

化

（独）産業技術総合研究所 界面ナノアーキテクトニクス研究センター
主任研究員 佐々木 毅 氏

『マイクロ波加熱 ･ 水熱反応による無水糖の生成』
金沢大学 物質科学専攻

福井県立大学 海洋生物資源学科

『機械的な増発方式による生ゴミ処理システム』

教授

矢野 勲 氏

『基礎杭利用地中熱空調システム』

CARBONA 』

環 雪対策技術研究グループ研究員 梅田 正浩 氏
境
・
エ 『焼却飛灰、溶融飛灰からの鉛の溶出抑制』
ネ
ル 富山大学 物質生命システム工学科 講師 加賀谷 重浩 氏
ギ
』
ー 『ハイブリッドワイヤー（提灯用樹脂ひご）
神栄（株） 開発部

『ホルムアルデヒド簡易測定器の開発』

設 『常温ガラス』

取締役部長 山内 一夫 氏

『アルケニルホスホン酸エステル類およびその製造方法』
（独）産業技術総合研究所 環境化学技術研究部門
主任研究員 韓 立彪 氏

(独)建築研究所 首席研究員 坊垣 和明 氏

（株）日興 相談役

高橋 憲司 氏

福井県雪対策・建設技術研究所

李俊奉 氏

（社）韓国テクノマート 産学連携Ｔｅａｍ 李俊奉 氏

建

助教授

学 『閉鎖循環型淡水魚介類養殖の排水を利用した
野菜生産システム』

清水 隆邦 氏

韓
（社）韓国テクノマート 産学連携Ｔｅａｍ
国
企
業 『墨で作った炭素 99％の製品

村澤 浩一郎 氏

化 『ガスから作る大型ダイヤモンド』
学

塩田 政利 氏

特 『知的財産の活用』
許 (独)工業所有権情報・研修館流通部

（独）産業技術総合研究所 ダイヤモンド研究センター
単結晶基盤技術開発チーム長 堀野 裕治 氏

『目的の組成に対応した割れにくいスパッタ用ターゲット』
部長代理 野村 伸雄 氏

（独）産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門
相制御材料研究グループ長 小林 慶三 氏
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技術相談・商談会：技術移転コーディネーション

5

場内での技術交流・移転を一層促進するために、フェア開催前に出展者から寄せられた技術情報を「技術・ビジネス情報
リスト」として取りまとめ、来場者・出展者間および出展者間でのマッチングを支援する場を設けました。
■日

時

10月13日（木）10：00〜17：00

■会

場

福井県産業会館

本館2階

10月14日（金）10：00〜16：00

第2会議室

北陸技術交流パーティ

6

（共催：福井県ＩＴ産業団体連合会、（財）ふくい産業支援センター）
総合技術展であるテクノフェアに出展した技術者や経営者
による情報交換を目的とした交流会を設け、出展した参加者
間の研究分野や地域を越えた交流を促進しました。
■日

時

10月13日（木） 17:30〜18:30

■会

場

福井県産業会館

7

本館2階

大ホール

Ｗｅｂテクノフェア2005

出展者の技術情報をＷｅｂデータベースとしてホームページに掲載し、年間を通した情報提供を行うとともに、メールに
よる紹介対応を行いました。
■ＵＲＬ

8

http://www.technofair.jp/（北陸技術交流テクノフェア公式サイト）

情報提供ブースの設置

テクノフェア情報提供コーナーを設け、出展各社の技術などを紹介したパンフレットを設置し、ビル来場者が自由に閲覧
できる機会を提供しました。（フェア会期中は展示会場横にコーナーを移設）

8

期

間：9月8日（木）〜10月8日（土）

会

場：福井商工会議所ビル（福井県福井市西木田2−8−1）1Ｆロビー西側

ふくいＩＴフォーラム2005
（出展小間順）

ふくいＩＴフォーラム2005は、ＩＴを活用した先
進のビジネスモデル、ブロードバンド、ＳＯＨＯ、セ
キュリティ対策などのシステムを展示し、ＩＴ技術の
効果的な利用法の提案を行い、地域情報化の推進と福
井県内産業の発展に寄与することを目的として開催さ
れました。

イワイ（株）
アイビーエージェント（株）
（株）新和コンサルティング
（株）システムグラフィ
江守商事（株）
（株）日立製作所

北陸支社

三谷商事（株）
三谷コンピュータ（株）
ミテネインターネット（株）

■主

催

福井県ＩＴ産業団体連合会

■テーマ

「ユビキタスで変わる安心社会」

■展示会

ＩＴビジネス見本市37社・団体

（有）アクセスセキュリティ
（有）フクイ工芸
（株）石川コンピュータ・センター
ＮＴＴ西日本福井支店
ＮＴＴマーケティングアクト北陸福井支店
（株）ＮＴＴネオメイト北陸
ＮＴＴファシリティーズ

福井支店

北陸営業本部

（財）ふくい産業支援センター
（財）ふくい産業支援センター／福井県工業技術センター
福井工業大学

産学共同研究センター

福井大学地域共同研究センター・情報システム研究部会
福井大学工学部情報メディア工学科（長谷・東海研究室、田村・柳瀬研究室）
福井工業高等専門学校

電子情報工学科

富士通（株）
福井システムズ（株）
三谷産業（株）
（株）アートテクノロジー
ドコモエンジニアリング北陸（株）
ＮＴＴドコモ北陸

■関連行事
○ソフトコンペティション2005表彰式
（10月13日・福井県産業会館1号館）

日本電気（株）
（財）ふくい産業支援センター

技術開発部

（株）ムーブ
大電産業（株）
北電情報システムサービス（株）
北電テクノサービス（株）
福井ゼロックス（株）

○ふくいＩＴフォーラム関連セミナー
日

時：10月13日（木）13：00〜17：00

「ブロードバンド時代の新サービス
〜ユビキタスとセキュリティ」
エヌ・ティ・ティ アイティ（株）
取締役ポータルシステム事業部長 一之瀬 進 氏

（株）ネスティ
情報化相談コ−ナ−
福井情報産業（協）
ソフトパークふくい（協）
（社）福井県情報システム工業会
福井県ＩＴ産業団体連合会

「ホームページの活用が製造業を変える！
実践する福井の元気企業、全員集合」
（株）ＮＣネットワーク代表取締役社長 内原 康雄 氏
三和メッキ工業（株）
清水 栄次 氏
田安鉄工
田安 繁晴 氏
（株）西村金属
西村 昭宏 氏

○情報化に関する無料相談コーナー
ＩＴコーディネータによる情報化に関する無料相談コー
ナーを開設しました。（福井県産業会館１号館）
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苦情・クレーム

博覧会

苦情・クレームからのものづくりを目指してネット上で展開している「苦情・クレーム博覧会」。今年も全国から多数の
前向きな苦情が寄せられました。この「苦情・クレーム

博覧会」では、苦情をヒントとし新たにつくられた製品や、苦

情を解決している既存の製品・サービスをズラリ展示しました。
（苦情・クレーム博覧会ホームページ

http://www. kujou906.com/）

■主

催

福井商工会議所

■日

時

10月13日（木）10：00〜17：00
14日（金）10：00〜16：00

■会

場

福井県産業会館

2号館

第6回加速器利用技術セミナー
工業、農業、医療等の分野の研究者・技術者にモノづくりの観点から加速器
利用技術・放射線利用技術を紹介しました。
■主

催

文部科学省

■日

時

10月13日（木）10：30〜17：30
14日（金）10：00〜16：40

■会

場

【セミナー】

福井県生活学習館

【展示コーナー】福井県産業会館

学習室101、102
本館１階

もんじゅフォーラム in 北陸技術交流テクノフェア2005
「技術の宝庫・原子力による福井の産業活性を考える〜めざせ、オンリーワン〜」
エネルギー研究開発拠点化とは何か、福井の将来にどう活用されるのかなどについて、多くの方と考え、理解して頂くた
めのフォーラムを開催しました。エネルギー研究開発拠点化、技術開発に興味を持って頂ける「説明・講演会」を開催、「ブ
ース展示」では、原子力の研究開発成果を活かした製品、他分野への展開の可能性がある技術などを紹介しました。
■主

催

文部科学省

■協

賛

技術交流テクノフェア実行委員会

■日

時

10月13日（木）13：30〜15：30

■会

場

福井県生活学習館

多目的ホール

（１）主催者挨拶
（２）説明
高速増殖炉「もんじゅ」について
エネルギー研究開発拠点化における「もんじゅ」の貢献策等
日本原子力研究開発機構
○講演
「目指せオンリーワン企業」
岡野工業（株）代表社員 岡野 雅行 氏
○ブース展示
会場：福井県産業会館２号館 北陸技術交流テクノフェア内
原子力の研究開発で生まれた多様な技術を、他の産業で製品開発に利用した事例などを紹介しました。
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10月2日

10月12日

10月 6日
10月12日

日本経済新聞
日刊工業新聞

10月6日

福井新聞

福井新聞

北國新聞
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▲10月14日

北國新聞

▲10月14日

▲10月14日

福井新聞

▲10月14日
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福井新聞

讀賣新聞

▲10月14日

▲10月14日

日刊県民福井

日刊県民福井

▲10月14日

▲10月14日

産経新聞

中日新聞

