
Matching HUB Kanazawa 2018 出展ブース番号（大学）

分類 大学名 所在地 キャッチフレーズ url

あ

学 124 石川県公立大学法人 石川県立大学 瀧本裕士教授 石川県野々市 田園エネルギー(水力)の有効活用 http://www.ishikawa-pu.ac.jp/

学 123 石川県公立大学法人 石川県立大学 馬場保徳助教 石川県野々市 捨てるものが調理用ガスに変わります http://www.ishikawa-pu.ac.jp/

学 125 石川県公立大学法人 石川県立大学 百瀬年彦准教授 石川県野々市 夏の農業ハウス内に電力なしで冷熱源を作り出す技術 http://www.ishikawa-pu.ac.jp/

学 215 国立大学法人小樽商科大学 グローカル戦略推進センター 産学官連携推進部門 北海道小樽市 ビジネス系イノベーションに貢献する http://www.otaru-uc.ac.jp/cgs/iag/

か

学 154 学校法人 金沢医科大学 K-DiPSプロジェクト 石川県内灘町 ICTで「災害弱者」の命を守るまちづくり http://k-dips.jp/

学 155 学校法人 金沢医科大学 細胞治療プロジェクト 石川県内灘町 金沢医科大学発、「身近な細胞治療」の実現へ http://www.kanazawa-med.ac.jp/kmu-ct/

学 182 学校法人 金沢学院大学 石川県金沢市 学生が地域の企業、団体、行政とのコラボレーション

学 141 学校法人 金沢工業大学 浦正広講師 石川県野々市 人生をもっと豊かに―― https://www.kanazawa-it.ac.jp/

学 140 学校法人 金沢工業大学 AIラボ 石川県野々市 AIと既存技術を結びSociety5.0を実現

学 138 学校法人 金沢工業大学 ゲノム生物工学研究所 石川県白山市 ウェットとドライをシームレスに使いこなす https://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/gbl/index.html

学 139 学校法人 金沢工業大学 産学連携局 石川県野々市 私立大学研究ブランディングの取組み https://www.kanazawa-it.ac.jp/index.html

学 136 学校法人 金沢工業大学 COI研究推進機構 石川県白山市 次世代インフラシステム構築のための革新材料開発 http://www.icc-kit.jp/

学 137 学校法人 金沢工業大学 COI研究推進機構 石川県白山市 次世代インフラシステム構築のための革新材料開発 https://www.icc-kit.jp/joining/visit.html

学 78 国立大学法人 金沢大学 いしかわ学生定着推進協議会 石川県金沢市 いしかわを夢を叶えるフィールドに https://ishikawadream.org/

学 63 国立大学法人 金沢大学 化学プロセス工学研究室 石川県金沢市 超臨界流体技術が拓くモノづくりプロセス

学 45 国立大学法人 金沢大学 高分子材料物性研究室 石川県金沢市 プラスチック物性のエキスパート http://polymphy.w3.kanazawa-u.ac.jp/nittalab/

学 39 国立大学法人 金沢大学 設備共同利用推進室 石川県金沢市 金沢大学の研究設備を御社の研究開発にも活用! https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/

学 57 国立大学法人 金沢大学 先端科学・イノベーション推進機構 石川県金沢市 金沢大学シーズ紹介 http://o-fsi.w3.kanazawa-u.ac.jp/

学 58 国立大学法人 金沢大学 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 石川県金沢市 楽して安全、振動発電を用いた電池フリー無線センサ

学 31 国立大学法人 金沢大学 熱流体・粒子システム研究室 石川県金沢市 エアロゾル、エアフィルタの新たな応用展開 http://aerosol.w3.kanazawa-u.ac.jp/

学 32 国立大学法人 金沢大学 熱流体・粒子システム研究室 石川県金沢市 ナノ・マイクロ技術が拓くモノづくりプロセス http://aerosol.w3.kanazawa-u.ac.jp/

学 66 国立大学法人金沢大学 理工研究域 機械工学系 環境科学研究室 石川県金沢市 液体で発電!ーエネルギーの新しい貯蔵と利用ー

学 201 公立大学法人 金沢美術工芸大学 社会連携センター 石川県金沢市 美大生ならではの発想や創造力で地域を元気に http://www.kanazawa-bidai.ac.jp

学 226 国立大学法人 九州大学 科学技術イノベーション政策教育研究センター 福岡県福岡市 地域科学技術イノベーション政策立案を支援します! http://www.sti.kyushu-u.ac.jp/

学 205 国立大学法人京都大学 増田央特定講師 京都府京都市 国際ネットワーキングの立上げと推進

学 93 学校法人金城学園 金城大学短期大学部 ビジネス実務学科 石川県白山市 地域の課題に住民と学生が「協働」でとりくむ http://www.kinjo.ac.jp/kjc/business/courses.html

学 2 学校法人金城学園 金城大学短期大学部 美術学科 石川県白山市 活発な地域貢献、産学連携で、アートを活かす。 https://www.kinjo.ac.jp/kjc/

学 183 熊本学園大学 境研究室 有害鳥獣の六次産業化 熊本県熊本市 地方創生をキーワードに地域課題を解決する https://www.facebook.com/KGUERILAB/

学 222 国立大学法人 熊本大学 熊本創生推進機構 地域連携部門、株式会社ヒューマン 熊本県熊本市 産学連携で若者を熊本に! https://www.kumamoto-u.ac.jp/kenkyuu_sangakurenkei

学 43 国立大学法人 熊本大学 熊本創生推進機構 イノベーション推進部門 熊本県熊本市 共同研究からベンチャー創出まで、産学連携は任せて https://www.kumamoto-u.ac.jp/

学 157 国立大学法人 熊本大学 大学院先端科学研究部 中島雄太准教授 熊本県熊本市 細胞を管理(操作・計測)する技術 https://www.kumamoto-u.ac.jp/

学 130 国立大学法人 群馬大学 数理データ科学教育研究センター 群馬県前橋市 高度なデータ利活用～ICT教育と教育のICT化～ http://www.cmd.gunma-u.ac.jp/

学 72 公立大学法人 公立小松大学 地域連携推進センター 石川県小松市 まちの活力と未来を創生 https://www.komatsu-u.ac.jp/

さ

学 97 株式会社信州TLO 大学知財の見える化 長野県上田市 大学研究成果の社会実装を支援 http://www.shinshu-tlo.co.jp/

た

学 221 学校法人都築教育学園 第一工業大学 福山厚子教授 鹿児島県霧島市 電子植栽技術(ニードル農法) http://www.daiichi-koudai.ac.jp/

学 27 国立大学法人 筑波大学 産学連携プラットフォーム 茨城県つくば市 時空を越える産学連携 http://sme-univ-coop.jp/

学 116 国立大学法人 東京医科歯科大学 産学連携研究センター 東京都文京区 医療イノベーションをプロデュース http://www.tmd.ac.jp/tlo/index.html

学 184 国立大学法人 東京大学 小林博樹研究室 千葉県柏市 動物IoT
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学 152 学校法人 東洋大学 産官学連携推進センター 東京都文京区 13学部の研究者が貴社のビジネスをお手伝いします http://www.toyo.ac.jp/site/ciit/

学 153 学校法人 東洋大学 生体医工学研究センター 埼玉県川越市 アスリートサポートから高齢者ヘルスサポート技術へ http://www.toyo.ac.jp/site/bme/

学 135 国立大学法人 徳島大学 産業院 徳島県徳島市 世界の課題を地域から解決する企業を支援します https://industal.tokushima-u.ac.jp/

学 42 国立大学法人 富山大学 しらさぎ2プロジェクト 富山県富山市 しらさぎ沿線、大学とのコラボレーションへ https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/shirasagi/

な

学 83 独立行政法人 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 長野県長野市 優れた技術者は、優れた人間でなければならない http://www.nagano-nct.ac.jp/

は

学 76 ふくいCOC+事業推進協議会 活気あるふくいを創造する5大学連携事業(COC+) 福井県福井市 活気あるふくいを創造する5大学連携事業 http://www.allfukui-cocp.jp/

学 217 学校法人 金井学園 福井工業大学 福井県福井市 日本の未来を、福井のソラから考える http://www.fukui-ut.ac.jp/

学 220 国立大学法人 福井大学 堀照夫客員教授 福井県福井市 ポリプロピレン繊維が染色可能に!世界展開

学 111
平成30年度北陸地区国立大学学術研究連携支援 福井大学・金沢大学・富山大学・旭川

医科大学 遠隔実習システムによる実験教育と研究支援の連携プロジェクト
福井県永平寺町 遠隔ネットワークで最先端の実験技術研修を!

学 84 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 浅野文彦准教授 石川県能美市 高周波振動を利用した劣駆動移動ロボットとその応用

学 228 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 伊藤泰信研究室 石川県能美市 文化人類学・エスノグラフィをイノーションに活かす http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/itoyasu/wp/

学 86 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 エクセレントコア推進本部 石川県能美市 世界トップレベルの先端科学技術研究の展開

学 54 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 桶葭興資講師 石川県能美市 天然多糖を組織材料へ!

学 5 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 木谷俊介助教 石川県能美市 すべてのヒトの聴力を守るために

学 100 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 高性能天然由来マテリアル開発拠点 石川県能美市 驚きの天然マテリアルを開発しています https://www.jaist.ac.jp/research/core-center/hnm

学 122 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 小矢野研究室 石川県能美市 エネルギー変換の最先端 ～熱電による廃熱利用～ http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/kotai/koyano/

学 1 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 石川県能美市 研究者と社会を結ぶ。 http://www.jaist.ac.jp/hic/

学 196 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 敷田麻実・坂村圭研究室 石川県能美市 地域づくりの未来を資源利用と働き方から研究する http://www.jaist.ac.jp/~as-asami/

学 35 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 島原秀登助教 石川県能美市 二酸化炭素に関連する研究です

学 114
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 シングルナノイノベーティブデバイス研究

拠点
石川県能美市 原子スケール高機能デバイスの拓く夢の世界 https://www.jaist.ac.jp/research/core-center/

学 104 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 高村禅教授 石川県能美市 健康と環境保全のためのバイオチップ技術 http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

学 216 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 永井由佳里研究室 石川県能美市 人に寄り添う、避難所のデザイン。

学 60 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 長尾研究室 石川県能美市 高分子鎖を並べて機能化する http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/nagao-www/

学 26
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 JAISTナノテクノロジープラットフォーム

事業
石川県能美市 JAISTの先端機器を企業・他大学も利用できます http://www.jaist.ac.jp/NanoPlat/

学 161 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 Biyani Manish特任准教授 石川県白山市 環境の安全と健康を守る

学 48 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 前園涼教授 石川県能美市 第一原理シミュレーションによる産学連携研究

学 200 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 宮田研究室 石川県能美市 メディアの力で未来を楽しく http://www.jaist.ac.jp/~miyata/LabHP/index-j.html

学 90 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 内平直志研究室 石川県能美市 外国人人財と日本企業・社会の価値共創 http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/uchihira/wordpress/

学 128 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 エクセレントコア 石川県能美市 ユビキタスからIoTへ

学 119 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 岡田研究室 石川県能美市 各種センサ情報から人間行動を解析する人工知能

学 193
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 加賀友禅下絵の電子アーカイブ化プロジェ

クト
石川県能美市 伝統と先端の架け橋

学 79 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 姜理惠研究室 石川県能美市 スタートアップを生む職場、マネジメントを研究支援

学 203 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 グローバルコミュニケーションセンター 石川県能美市 多様性を活かす会社・学校づくり

学 234
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端大学+経営情報学会IT-CMF研究会

+iCD協会
石川県能美市 失われた30年をとりもどす組織と個人の変革実践集 http://www.jaist.ac.jp/~fuji/index.html

学 15 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 小林重人講師 石川県能美市 シミュレーションの力で自分たちが望む未来をつくる https://sites.google.com/site/shigetok/
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学 105 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 酒井平祐講師 石川県能美市 柔軟なエレクトロニクスデバイス

学 36 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 謝浩然助教 石川県能美市 仮想空間と現実空間をシームレスに融合させる http://www.jaist.ac.jp/~xie/

学 52 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 谷池俊明准教授 石川県能美市 イノベーション創出に特化した次世代材料設計 http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/taniike/

学 46
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 解

析技術グループ
石川県能美市 大学の実験装置を、あなたの研究に活かしませんか? http://www.jaist.ac.jp/

学 62 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 堀田研究室 石川県能美市 電子デバイスの環境に優しい低温作製技術 http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/handoutai/

学 49 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 本郷研太准教授 石川県能美市 スパコンとインフォマティクスが拓く革新的材料開発 http://www.jaist.ac.jp/~hongo/

学 158 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 増田研究室 石川県能美市 持続可能社会に即した液体科学を追及する https://www.jaist-masuda.com/

学 156 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 松村研究室 石川県能美市 機能性バイオマテリアルの設計

学 176 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 藪内公美特任助教 石川県能美市 美イノベーション

学 98 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 吉高淳夫准教授 石川県能美市 画像解析技術の産業応用お手伝いします http://www.jaist.ac.jp/

学 8 学校法人 北陸大学 地域連携センター 石川県金沢市 地域連携2.0 地域活性化のDo tankへ http://www.hokuriku-u.ac.jp/index.html

学 7 学校法人 北陸大学 ブランディング事業研究推進チーム 石川県金沢市 北陸地方の天然物から健康を創る大学 http://www.hokuriku-u.ac.jp/index.html

学 41 北陸地区国立4大学知財戦略研究会 富山市富山市 北陸地区国立4大学の特許であなたの技術課題を解決

わ

学 197 国立大学法人 和歌山大学 災害科学教育研究センター 秋山演亮教授 和歌山県和歌山市 半島電網計画 -あひるさんボードが拓くIoT- https://www.sensor-network.jp/ahiru/


