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富士山麓産学官金連携フォーラム 20 1 6への協力のご依頼：":; -'" 

拝啓 時下益々ごj青祥の事とお慶び申し上げます。

平素は、公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンターの活動に格段のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。

さて、静岡県におきましては、静岡県東部を中心に医療・健康産業の集積を目指したファルマバ

レープロジェク卜を推進しているところでございますが、首都圏や静岡県を中心とした製薬会社様、

医療機器会社様と、静岡県の地域企業とのネットワーク構築を目指して臨床現場のニーズ、シーズ

の具現化を図る仕組みづくりとマッチング？の機会の創出のため「富士山麓産学官金連携フォーラム

2016Jを開催いたします。本フオ←ラムでは、将来のものづくりの担い手として期待される沼津高

専や当地区工業高校の学生にも広く展示会への来場を呼び掛けておりますので、貴協会の会員各社

様にもご出展頂き技術等の紹介及じ交流をお願いしたくご依頼申し上げます。

敬具

記

1 依頼事項 静岡県製薬協会会員企業様への

「富士山麓産学官金連携フォーラム 2016への出展」呼びかけ

2 フォーラム展示会について

(I)開催日時 平成28年 2月4日（木） I 0時30分～16時45分

(2）会 場 フ。ラサヴ、エルテコンペンションホールA（沼津市大手町1I 4) 

(3）事業計画書 別紙のとおり

(4）参加費 無料

(5）出展企業数 約 120社

（製薬会社（予定）、医療機器会社（予定）、地域の製造業者等の製品、技術）

(6）主 催 公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター

(7）共 催 静岡県、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

静岡県東部地域技術振興協議会東部地域イノベーションセンター

公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター

企画部木内

TEL:055 980 6333 FAX:055 980-6320 
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富士山麓産学官金連携フォーラム 2016 

事業計画書（案） 
 
１ 目的 
  ファルマバレーセンター、静岡県、東部１２市町等が連携し、地域企業や大学、研究機関等が

有する研究内容や技術の紹介、企業間連携、産学連携の促進を図るため、製品・パネル等展示会、

特別講演、産学官金交流会を開催し、マッチングの機会を創出する。 
  また、地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告も併せて行う。 
 
 
２ 内容 
○日時  平成28年2月4日（木） 10:30～18:30 
○会場  プラサヴェルデ 
○対象  ファルマバレープロジェクトの関連企業、行政、大学、研究機関、金融機関等 
○開催概要 

(1) コンベンションホールA 
 ◆産学官金 製品・パネル等展示会 

10：30～16：45   
 出展予定数：120団体 （募集） 
 展示スペース：幅180cm×高さ有効スペース140cm 
        テーブル 

 
◆交流会会場 ホワイエ 
17：30～18：30 産学官金交流会 
 

(2)  コンベンションホールB 
◆発表会場 
13：30～14：30 地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告（20分×2テーマ） 
        ファルマバレーセンター地域連携コーディネーター2名報告予定 
        ※内容未定 
14：30～15：30 展示会場見学時間設定 
15：30～17：00 記念講演（45分×2名） 

１． 医療機器製造分野有識者ご講演予定 
２． 山口 静岡がんセンター総長ご講演予定 

        ※内容未定 
 



 

『富士山麓産学官金連携フォーラム2016』出展者募集のご案内 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 

ファルマバレーセンターでは、静岡県や静岡県東部の 12 市町等と連携し、地域企業、大学、

研究機関等が有する技術の紹介、企業間連携、産学連携の促進を図るため、「富士山麓産学官金

連携フォーラム 2016」を開催いたします。 

当日は出展ブースを設置し、製品・パネル等の展示による交流の機会の場を設定いたします。 

つきましては、本フォーラムにおける製品・パネル等の展示出展にお申込みいただきたく、ご

案内申し上げます。 

 

記 

 

１．日  時  平成28年2月4日（木）10:30～16:45（予定時間） 

 

２．会  場  プラサヴェルデ コンベンションホール A 

〒410-0801 沼津市大手町1-1-4 TEL：055-920-4100 

                           http://www.plazaverde.jp/ 

 

３．フォーラム開催概要 

■内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加費   無料（交流会は参加費３,000円予定） 

■参加予定  企業、大学、研究機関、行政等 400人程度（出展者含む） 

■主 催   公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

■共催（予定）静岡県、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、 

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 

静岡県東部地域技術振興協議会東部地域イノベーションセンター 

 

４．募集小間数 約120小間（定数になり次第、募集を締め切ります。） 

             （出展内容によっては、出展をご遠慮いただく場合があります。） 

 

５．出 展 料  無料 

 

６．出展申込み〆切 平成27年1２月2１日（月） 

別紙「富士山麓産学官金連携フォーラム2016展示出展申込書」に 

必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はE-mailにてお申し込みください。 

 

７．申込み・問合せ先 

ファルマバレーセンター企画部  

〒411-8777 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 静岡がんセンター研究所1階 

TEL：055-980-6333 FAX：055-980-6320 

E-mail：kikaku@fuji-pvc.jp 

 

 10:30～16:45 製品・パネル等展示会 

＜その他日程＞ 

Ⅰ 13:30～14:30 地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告 

 （14:30～15:30 展示会会場 見学） 

Ⅱ 15:30～17:00 記念講演 

 Ⅲ 17:30～18:30 産学官金交流会 

※上記内容、タイムスケジュールは都合により変更する場合がございます。 

http://www.plazaverde.jp/
mailto:kikaku@fuji-pvc.jp


 

公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 宛 

（FAX：055-980-6320） 

（E-mail：kikaku@fuji-pvc.jp） 

 

「富士山麓産学官金連携フォーラム2016」 

展示出展申込書 

 

次のとおり「富士山麓産学官金連携フォーラム2016」に展示出展を申込みます。 

 

団 体 名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

所 在 地 
〒 

 

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

ご担当者の所属・氏名  

展示物の種類 
 

※該当する種類にチェッ

クマークをご記入くだ

さい。 
 後日、詳細にお聞きしま

すので、現時点では確定

でなくても結構です。 

  サイズ  （  タテ  ：  ヨコ  ：  高さ  ） 

□ パネル  （     ・     ・  －  ） 

□ 製 品  （     ・     ・     ） 

□ 電 源（電気製品名：      、容量：   Ｖ、  Ｗ） 

□ パンフレット・資料 

展示物の概要  

御社のＰＲをお願いし

ます。 
 

御社の売りとなる技

術、サービスをご記入

ください。 

 

※平成27年11月2１日（月）までにFAX又はE-mailにてご送付ください。 

※申込書到着後、FAX、E-mail又はお電話にて確認のご連絡をいたします。 



 

『富士山麓産学官金連携フォーラム2016』製品・パネル等展示出展要領 

 

１．開催日時 平成28年2月4日（木）10:30～16:45（予定時間） 

 

２．開催場所 プラサヴェルデ コンベンションホール A 

〒410-0801 沼津市大手町1-1-4 TEL：055-920-4100 

 

３．主  催 公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 

４．出 展 料 無料 

 

５．展示内容 製品、パネル等展示 

 

６．出展スペース等（別紙参照）（予定） 

①パネル展示スペース 幅180cm×高さ有効スペース約140ｃｍ 

②テーブル（製品・パネル展示スペース） 幅180cm×奥行き45cm（×高さ70cm） 

※展示に使用する事務用品や道具類は出展者様でご用意ください。 

なお、パネル展示用フック及びチェーンは当方でご用意いたします。 

（画びょう、粘着力の強いガムテープ等の使用はご遠慮ください。） 

※「出展者名表示看板」は当方でご用意いたします。 

※火気及び水の使用はできません。 

※給排水設備はありません。 

※電源は各ブースにコンセント（100Ｖ）を配線いたします。 

※床はカーペット敷きになりますので、過重量や機械油脂により、汚したり、傷つけるお

それがある展示物は、出展をご遠慮願います。 

   ※床に展示物を固定する場合は、低粘着力の接着テープを使用してください。 

    （粘着力の強いガムテープ等の使用はご遠慮ください。） 

 

７．搬入・搬出 

■搬入 平成28年2月3日（水）15:00～18:30（予定時間） 

平成28年2月4日（木） ８:45～10:30（予定時間） 

■搬出 平成28年2月4日（木）16:30～（予定時間） 

 

   ※持ち運びが容易な展示物は、通常の入口から会場へ搬入願います。 

   ※展示物の搬出入は、会場南側搬入出口から行うことができます。 

    搬入出口駐車スペースは４台程度になりますので、速やかな搬入出作業、車輛移動をお 

願いいたします。 

    注1）車輛のホール進入積み下ろし作業はできません。 

    注2）台車搬入の場合、車輪へのテープ養生をご配慮願います。 

   ※持参による搬入・搬出を原則とします。 

     

８．そ の 他 

・一般駐車場は減免（有料）となります。 

 

  



 

別 紙 
展示ブースイメージ図（予定） 

（展示者表示名は文字数等により寸法変更有∴パネルおよそH1400有効スペース） 

 

 

 

 

 

  
ファルマバレーセンター 

2,400 

2,000 

450 

1800 

700 
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テーブル（白布有） 

バックパネル 


