Community

Four Businesses 4

コミュニティ

つの事業

入居者に対して、多彩な交流プログラムを通じて国内外のイノベーターコミュニティとの顔の見えるつながりの場を
提供しており、入居者はオンとオフ問わずに積極的な交流を図ることができます。
Shonan iPark provides face-to-face networking opportunities with its community of innovators, from Japan and abroad, through its vast
array of exchange and bonding programs that tenants can join both during work hours and afterwork.

Leasing リース
テナントとして入居し、オフィス/ラボを占有でご利用いただけるリース制度です。

Exclusive office/lab lease system available to tenants.
Day 1 から

研究を
スタートできる
環境

開所1周年記念フォーラム
One-year anniversary forum

iPark gathering

充実した
共有実験
機器

法令や
ガイドラインを
遵守した
環境

湘南アイパーク公認クラブ

Shonan iPark approved clubs

Membership メンバーシップ
オープンオフィスおよび湘南アイパークの各種イベント・システム・サービスにアクセスいただける、会員制度です。

A membership program that allows access to open offices as well as access to various events,
systems, and services at Shonan iPark.

桜祭り

親子サイエンス教室

Cherry Blossom Festival

Science Class

湘南アイパーク秋祭り

Shonan iPark Autumn Festival

湘南アイパークにはメンバーシップ
制度があり、一口200万円（ 2名）にて
右記の付帯サービス等をテナントと
して入居せずとも受けることができ、
湘南アイパークのエコシステムに参画
することが可能。

ハード
付帯
サービス
一覧

+
❶ ICカード発行（登録本人のみ使用可）
追加メンバー1名につき35万円
❷ オープンオフィス利用（フリーアドレス）
❸ 会議室利用
（湘南アイパーク入居テナント価格）
❹ 共用施設利用

ソフト
❻ 各種交流会、イベント、
セミナー参加（有料・無料）
❼ その他湘南アイパーク
提供サービスの利用
（有料・無料）
❽ NewsLetter 配信

iPass（iPark activity support system）

Solution ソリューション

湘南アイパークの内部環境改善のために入居者同士で問題解決を行う制度
Systems that allow tenants to jointly improve the internal environment

❶ サイエンスメンター：経験豊富な入居者
（メンター）
がサイエンスのノウハウを提供するしくみの構築と実施
Science mentorship: Experienced tenants（mentors）establish and operate systems to provide scientific know-how
❷ 羽ばたく人づくり塾：今後求められるイノベーション人材に成長するための能力開発の場を構築し提供

共創する場
Co-Creation
opportunities

湘南アイパークの4つの戦略領域における課題解決を目指して、企業や自治体などが集まり、ビジネスやプラットフォームを
共創していく枠組みです。

This is the framework in which companies and local municipalities convene and collaboratively develop
businesses or platforms, aiming to resolve the agenda in Shonan iPark's four strategic focus areas.

School for people to flourish: Providing core competency development opportunities to further grow
innovative human resources

❸ ボランティア血液供給システム：新鮮血液試料の安定入手ルートを入居NPO団体に協力して構築
（稼働準備中）

Blood donation volunteering system: Our tenant NPO will secure a stable supply of fresh blood samples
（currently under preparation）

必要なガイドライン等の制定を神奈川県国家戦略特区担当を含めて協議
❹ 規制緩和：研究者の障害となる規制緩和、

Easing of regulations: Negotiating with the National Strategic Special Zone to ease regulatory obstacles
for researchers and establish needed guidelines

❺ サイエンス教室：小学生、
中学生を中心とした理系人材育成のためのプロジェクト。
プログラム開発・親子科学教室等実施

❶ 第一期湘南会議（2018年11月から2019年3月）

❷ 第二期湘南会議（2019年7月から2019年11月）

未病に興味を示す企業、自治体が集結し、インフラ設計、

第一期のメタボ男性の行動変容のためのビジネスモデル

設計できるプラットフォームを構築すべく、神奈川県、

第二期では認知症をテーマとして、
新たなビジネスモデル

制度設計、製品開発、サービス開発、各種支援等を一体

藤沢市、
鎌倉市の支援を受けて設立されたコンソーシアム。

構築と並行して、第二期では第一期とは別に4 社が集結。
構築を目指す。

Science class: Program aimed at elementary and middle school pupils to foster future STEM scientists.
Program development and parent-child science classes

再生医療マップ

Proposals for realizing social
implementation of
regenerative cell medicine

❻ 拠点連携：サイエンスパーク間の連携を通じて、
ビジネスチャンスの拡大、
人材の流動化促進を検討

Collaborations between hubs: Expanding business opportunities and encouraging fluid utilization of human resources
2019年 4月現在 / As of April, 2019

有望なシーズを持つ大学やベンチャー企業が、資金、設備、ノウハウの点で参画する大企業と湘南アイパークから事業化
支援を受けられる制度です。

神奈川から世界へつながる拠点間連携
かながわ
サイエンスパーク

Science Park collaborations that will
connect Kanagawa and the world

Kanagawa Science Park

神奈川県
Kanagawa

湘南ヘルス
イノベーションパーク

Shonan Health Innovation Park

Incubation インキュベーション
Universities and ventures with promising R&D can receive commercialization support from Shonan iPark and
large corporations, including funding and access to facilities and know-how.

世界へ
Advance overseas

ライフイノベーション
センター

Life Innovation Center

インキュ
ベーション
システムの
構想

セレクション
●アカデミアと産業における共同での
スタートアップに対する
審査機関の設立

リサーチサポート

エグジットサポート

●リサーチパートナー
・事業計画/管理 ・専門的な知見
●法令、臨床サポート
●知的財産権におけるコンサルティング

●スタートアップの情報収集
●以下によるエグジットサポート
・同産業のメンバーシップ
・VCネットワーク

