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<< TIRI メールニュース転送 >>
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
TIRI メールニュース 2018.4.12 H30-2 号（通巻 772 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）プレス「（平成 30 年度）東京都ロボット産業活性化事業
共同開発テーマの募集説明会を開催」
（２）プレス「（平成 30 年度）中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究
事業説明会の開催」
（３）INNOVESTA!2018 ビジネスデー 事前予約を開始しました
（４）都公社「東京都デザイン導入支援セミナー」
（５）(地独)神奈川県立産業技術総合研究所「一般公開」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）プレス「（平成 30 年度）東京都ロボット産業活性化事業
共同開発テーマの募集説明会を開催」
都産技研は、ロボットシステムの開発やそれらを活用して新しいサービスの
提供を目指す中小企業を支援するため、公募型共同研究開発事業を実施して
います。
平成 30 年度の共同開発テーマの募集について、説明会を開催します。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）プレス「（平成 30 年度）中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究
事業説明会の開催」
都産技研は、中小企業の IoT（Internet of Things）活用による生産性の
向上や IoT 関連の製品開発を支援するため、公募型共同研究を実施しています。
平成 30 年度の共同研究テーマの募集について、説明会を開催します。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（３）INNOVESTA!2018 ビジネスデー 事前予約を開始しました
「INNOVESTA!（イノベスタ）2018」は都産技研の技術や設備を見学・
体験できるイベントです。各分野で活躍されている方を招いた特別講演、
海外展開特別セミナー、都産技研研究員によるワークショップや施設見学
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など、中小企業向けのプログラムを実施します。
特設サイトにて、実施プログラムの詳細を公開しました。特別講演、
海外展開特別セミナー、ワークショップの事前予約を開始しました。
皆さまのご来場をお待ちしております。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 25 日（金）10:00～17:00（開場 9:30）
◆会 場：本部（江東区青海）
◆参 加 費：無料
【特別講演】
「医療の未来と医工連携」
東京労災病院 氏家 弘 氏
「国内外の事例から探る日本のスマートシティの現在地とこれから」
シスコシステムズ合同会社 三村 雄介 氏
「AI ロボット・IoT デバイスの開発と事業化の秘訣
-ゼロベースで考える新しい時代のモノづくり-」
株式会社ハタプロ 伊澤 諒太 氏
【海外展開特別セミナー】
「海外展開における知財戦略の重要性」
東京都立産業技術研究センター MTEP 専門相談員 生島 博 氏
■----------詳細プログラム・事前予約は特設 Web サイトから----------■
http://www.tiri-innovesta.jp/
………………………………………………………………………………………
（４）都公社「東京都デザイン導入支援セミナー」
(公財)東京都中小企業振興公社では、デザインを活用して商品開発等を
図ろうとする中小企業者に対し、デザインの役割や導入方法などを紹介する
「デザイン導入支援セミナー」が開催されています。今回は下記テーマが、
都産技研本部で開催されます。
◆タイトル：中小企業が取り組む新商品開発
～プロが分析する成功と失敗の分かれ目とは？～
◆開催日時：平成 30 年 5 月 16 日（水）13：00～16：30
（12：30 開場、15：30 セミナー終了後に都産技研施設見学）
◆会 場：本部（江東区青海）
◆募集人数：50 名（先着順・要事前申込）
◆受 講 料：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込、郵送または FAX
◆問合せ先：(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
TEL 03-5822-7250 FAX 03-5822-7233
E-mail：design@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1803/0011.html
………………………………………………………………………………………
（５）(地独)神奈川県立産業技術総合研究所「一般公開」
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所にて「一般公開」が行われます。
試験・研究機器の公開や、技術支援事業の紹介、見学ツアーの他、昨年
11 月に文化勲章を受章した藤嶋昭氏の講演会が開催されます。

◆開催日時：平成 30 年 4 月 17 日（火）9：30～16：30
◆場 所：(地独)神奈川県立産業技術総合研究所
・海老名本部（海老名市下今泉）
・溝の口支所 ※川崎技術支援部及び光触媒ミュージアム
（川崎市高津区坂戸）
◆参 加 費：無料 ※講演会を除き、事前申込は不要
詳細はこちら ⇒ http://www.kanagawa-iri.jp/topics/h30_0417/
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「リフレクティブ・プロジェクトマネジメント」研修 <<申込締切:4/16am>>
■日時：4 月 18 日(水) 9:00～17:30
■会場：JASA 会議室（最寄駅：小伝馬町）
■参加費：JASA 会員 無料
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_180418.pdf
☆………………………………………………………………………………………☆
★『異業種交流 BBQ Party in お台場』の開催日程が決定しました♪
■日時：2018 年 6 月 2 日（土）11:30～14:00
■場所：デジキューBBQ CAFE デックス東京ビーチ店
■参加費：4,000 円
(BBQ 会場費用およびセット食材・プレミアム飲み放題料金含む）
*ソフトドリンク飲み放題の場合は、3,000 円
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Event180602.pdf
☆………………………………………………………………………………………☆
★『関東支部例会（講演会／交流会）』開催 ≪予告≫
■日時：5 月 24 日(木) PM
■会場：新宿エルタワー サンスカイルーム 1C
■交流会参加費：4,000 円
※1 ヶ月前を目途にご案内いたします。スケジュールお願いします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★平成 30 年度 関東支部年間予定表⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
★メルマガ配信 Back No.⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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