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H24年度 技術開発等助成制度公募説明会
～中小企業支援に係る主な助成事業を紹介します～

主催：つくば・東葛・千葉ネットワーク

国の機関が、来年度に実施する各種支援施策の概要及び公募の説明を行います。関係機関の支援施策を一度に把握すること
ができる機会ですので、是非ご参加ください。

〔１〕説明会（14:00 ～ 16:20）
　１. 戦略的基盤技術高度化支援事業
　　　　（関東経済産業局製造産業課）14:05 ～
　２. 新連携支援事業（関東経済産業局新規事業課）14:30 ～
　３. NEDO の概要及び事業（NEDO）15:05 ～
　４. JST の概要及び事業（JST）15:30 ～
　５. JETRO の概要及び事業（JETRO）15:55 ～
　※上記は変更の可能性があります。

〔２〕個別面談会
　15:20 ～ 17:00
　　関東経済産業局製造産業課、新規事業課
　　千葉銀行（助成事業に係るつなぎ融資について）
　16:20 ～ 17:00
　　NEDO、JST、JETRO
　※個別相談は予約制となります。整理券を配布いたしますので、
　　　ご利用される方は、当日受付の際にお申し出ください。
　※個別相談を利用される方は、会社概要( パンフレット), 直近の
　　　決算書( 銀行への面談を希望される方のみ) をご持参ください。
　※上記は変更の可能性があります。

場 所：東葛テクノプラザ

申 込：東葛テクノプラザHP(http://www.ttp.
　　　　  or.jp) より申込書をダウンロードし、
　　　　  必要事項をご記入の上、FAX(04-7133-
　　　　  0139) または E-mail(ttnet@ttp.or.jp)
　　　　  にてお申し込みください。
締 切：平成 24 年 2月 27 日（月）

お知らせ
3月の発明相談はお休みさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

無料相談開催中 ( 要予約）発明（第４火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

日　時
場　所

平成 24年 3 月 1 日（木）

開催内容

お問い合わせ

千葉県HP(http://www.pref.chiba.lg.jp/sank
en/event/koushuukai20120131.html)より申込
書をダウンロードし、FAX(043-252-2102)にて
お申し込みください。

千葉大学　西千葉キャンパス
ベンチャービジネスラボラトリー 3階会議室

千葉県産業支援技術研究所 
　ものづくり技術部生産技術室
担当：田中・城之内・名和 TEL：043-252-2102

13:30～15:00 

○お問い合わせ先
　　東葛テクノプラザ　事業推進課
　　　担当：東條、加藤、松永
　電話:04-7133-0139　　FAX:04-7133-0162
 　 e-mail : ttnet@ttp.or.jp

平成23 年度 電子計測技術講習会
～MATLAB を使用したモデルベース開発～

メカトロ機器、信号処理システム、省エネシステム等の開発において、設計・製造期間の短縮化やフロントローディ
ング、品質向上、コスト低減等を目的とした仮想試作、動作シミュレーション、設計パラメータの最適化、システムの
動作検証といった事項の重要性が益々高まっています。
これらを実現する手法の一つに「モデルベース開発」があり、近年広がりを見せています。本講習会では、制御・信
号処理・システム分野のモデルベース開発に焦点をあて、その基本的な考え方とワークフローについて述べるとと
もに、具体的なツールを使用した開発事例等を紹介します。

申込

 引き続き、15:10から16:30に同会場にて、千葉県産業支援
技術研究所が運営している「ロボット・知能機械実用化研究
会」が開催されます。
千葉大学 野波研究室による「モデルベース開発を活用した
研究事例」について紹介しますので、是非ご参加ください。 

定員40名



参
加
申
込
書

平成 24 年度 技術開発等助成制度公募説明会
～中小企業支援に係る主な助成事業を紹介します～

　国の機関が、 来年度に実施する各種支援施策の概要

及び公募の説明を行います。 関係機関の支援施策を一度

に把握することができる機会ですので、 是非ご参加ください。

日　　時

3 1
平成 24年

月 日( 木 )
14:00~17:00

開催内容

〔１〕説明会（14:00 ～ 16:20）

　１. 戦略的基盤技術高度化支援事業

　　　　（関東経済産業局製造産業課）14:05 ～

　２. 新連携支援事業 （関東経済産業局新規事業課）14:30 ～

　３. NEDO の概要及び事業 （NEDO）15:05 ～

　４. JST の概要及び事業 （JST）15:30 ～

　５. JETRO の概要及び事業 （JETRO）15:55 ～

　※上記は変更の可能性があります。

〔２〕個別面談会

　15:20 ～ 17:00

　　関東経済産業局製造産業課、新規事業課

　　千葉銀行（助成事業に係るつなぎ融資について）

　16:20 ～ 17:00

　　NEDO、JST、JETRO

　

申込先   東葛テクノプラザ  FAX 04(7133)0162　〔2/27 締切〕

場　　所

東葛テクノプラザ

※個別相談は予約制となります。整理券を配布いたしますので、
　ご利用される方は、当日受付の際にお申し出ください。

※個別相談を利用される方は、会社概要 ( パンフレット ), 直近の
　決算書 ( 銀行への面談を希望される方のみ ) をご持参ください。

※上記は変更の可能性があります。

お問合わせ先
東葛テクノプラザ　事業推進課
　担当：東條、加藤、松永
TEL 04(7133)0139
E-mail  ttnet@ttp.or.jp
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●つくばエクスプレス（TX）柏の葉キャンパス駅から
　TX柏の葉キャンパス駅西口から「流山おおたかの森」及び「江戸川台駅
　東口」行で約 6分、 「国立がん研究センター」下車　徒歩約 5分
●JR・東武野田線柏駅から
　柏駅西口から「国立がん研究センター」行で約 25 分、終点「国立がん
　研究センター」　下車徒歩約 5分
●国道 16 号線（十余二工業団地入口）から車で約 3分　
●常磐自動車道柏 I.C. から車で約 5分

会社名：

 住 所：〒                                  

 ＴＥＬ：   ＦＡＸ：

 
 
参加者 

  

  

 

所属・役職 氏名 

所属・役職 氏名 

所属・役職 氏名 

個別面談希望の有無 有　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　無製造産業課　　　新規事業課　　　NEDO　　　JST　　　JETRO　　　千葉銀行



平成 23 年度 電子計測技術講習会 

～MATLAB を使用したモデルベース開発～ 
参加者募集について（ご案内） 

 

千葉県産業支援技術研究所 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

１．日 時  平成２４年３月１日（木） １３:３０～１５:００ 

２．場 所  千葉大学西千葉キャンパス ベンチャービジネスラボラトリー ３階会議室 

       （千葉市稲毛区弥生町１－３３） 

３．内 容 

 

「MATLAB アンド Simulink によるモデルベースデザイン」 

講師：マスワークスジャパン インダストリーマーケティング部 

シニアマーケティングスペシャリスト 飯野 浩道 氏 

 

 モデルベースデザインは、自動車や家電等、性能と品質の両立を厳しく要求される組込み制御ソ

フトウェア開発において、有効な手法として長年にわたり利用されています。 

 近年では、信号処理アルゴリズムの開発からハードウェア/ソフトウェアの協調設計、アナログ/

ミックスドシグナルICのトップダウン設計等にもモデルベースデザインが取り入れられ、通信・半

導体・エレクトロニクス業界にも適用範囲は拡大しつつあります。 

 本講演では、MathWorks社製品であるMATLABおよびSimulinkによるモデルベースデザインの概念

や特徴を、業界としていち早く取り入れその浸透度も高い自動車業界での適用事例を中心に、活用

法やメリットを紹介いたします。 

 

※引き続き、15:10から16:30に同会場にて、当研究所が運営している「ロボット・知能機械実用化

研究会」が開催されます。千葉大学 野波研究室による「モデルベース開発を活用した研究事例」

について紹介いたしますので、是非ご参加ください。 

 

４．定 員  ４０名（人数が超過した場合のみご連絡さしあげます） 

５．参加費  無料 

６．お申込  別紙申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

７．お問い合わせ先 

   千葉県産業支援技術研究所 ものづくり技術部生産技術室  

   担当：田中・城之内・名和 ＴＥＬ：043-252-2102 

メカトロ機器、信号処理システム、省エネシステム等の開発において、設計・製造期間の短縮化
やフロントローディング、品質向上、コスト低減等を目的とした仮想試作、動作シミュレーション、
設計パラメータの最適化、システムの動作検証といった事項の重要性が益々高まっています。 
これらを実現する手法の一つに「モデルベース開発」があり、近年広がりを見せています。本

講習会では、制御・信号処理・システム分野のモデルベース開発に焦点をあて、その基本的な考え
方とワークフローについて述べるとともに、具体的なツールを使用した開発事例等を紹介します。 
上記テーマで課題をお持ちの方や、関心のある方が多数ご参加くださいますようお待ちしており

ます。 
 



宛：千葉県産業支援技術研究所生産技術室 行 

電子計測技術講習会 参加申込書 
御連絡先          （関係部所にもご回覧ください） 

貴社名  

 
御住所 

 

〒 
 
 

御連絡先 TEL                 FAX 

御参加者 

御氏名 御所属・役職 メールアドレス ロボット・知能機械 
実用化研究会（○印） 

   聴講する／しない 

   聴講する／しない 

   聴講する／しない 

講師への質問  

 ※この申込書に御記入いただいた個人情報は、本セミナーの目的以外に使用いたしません。 

お申込ＦＡＸ番号：０４３－２５４－６５５５ 

 

 

 

～会場までの交通アクセス～ ※公共交通機関をご利用ください 
 

○ＪＲをご利用の場合 

 西千葉駅下車（南門まで徒歩２分） 

○京成電鉄をご利用の場合 

 みどり台駅下車（正門まで徒歩７分） 
 

会場 千葉大学西千葉キャンパス内 

ベンチャービジネスラボラトリー 

３階会議室 

（千葉市稲毛区弥生町1－33） 
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