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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 2018.4.18 H30-3 号（通巻 773 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）「Tokyo ふしぎ祭（サイ）エンス 2018」に出展します
（２）本部講習会「プラスチック射出成形シミュレーション入門」
（３）本部セミナー「現場で役立つシリーズ
ジュネーブモーターショー・ミラノサローネ質感デザイン最前線」
（４）広域首都圏公設試「ものづくり技術 新技術説明会」
（５）東京都・都公社「第 6 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■■□■■□■ INNOVESTA!2018 ビジネスデー ■□■■□■■□■
都産技研本部の施設を公開！
☆★☆イノベスタ特設 Web サイトにて事前予約受付中！☆★☆
http://www.tiri-innovesta.jp/
………………………………………………………………………………………
（１）「Tokyo ふしぎ祭（サイ）エンス 2018」に出展します
「4 月 18 日・発明の日」を含む『科学技術週間』の特別行事として東京都が
開催する『Tokyo ふしぎ祭（サイ）エンス 2018』に都産技研が出展します。
見て・触って・体験しながら科学技術を楽しく学べる内容です。ぜひ
ご来場ください。
※都産技研は 4 月 21 日（土）のみの出展となります。
◆開催日時：平成 30 年 4 月 21 日（土）、22 日（日）10：00～17：00
◆会 場：日本科学未来館、シンボルプロムナード公園（江東区青海）
◆入 場 料：無料
＜都産技研出展情報＞
【簡単に作れる！ホバークラフト工作教室】
身近にあるペットボトルと CD と風船を使った簡単なホバークラフトを
作って、ホバークラフトの仕組み等を楽しく学ぶことができます。
◇出 展 日：4 月 21 日（土）のみ
◇出展場所：日本科学未来館 7 階 ロビー
◇実施回数：全 3 回（10:30～/12:00～/14:00～）30 分程度
※各回開始の 10 分前に受付、その場で抽選
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◇定 員：1 回 16 名
◇対 象 者：小学校低学年（1 年生～3 年生）以上
詳細はこちら ⇒ http://www.fushigi.metro.tokyo.jp/
………………………………………………………………………………………
（２）本部講習会「プラスチック射出成形シミュレーション入門」
プラスチックの射出成形シミュレーションについての講義と実習を
行います。自由演習時にはご持参いただいた 3D-CAD データ※を試すことも
できます。プラスチック射出成形にシミュレーションの導入をお考えの方、
ご興味ある方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
※3D-CAD データを持参される場合は、step、stl、Iges 形式のデータに
変換後、CD-R、DVD-R（持ち帰り用も含む）でご用意ください。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 22 日（火）11：00～17：00
◆会 場：本部（江東区青海）
◆定 員：16 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：3,800 円
◆申込締切：平成 30 年 5 月 15 日（火）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆問合せ先：技術経営支援室 技術振興係 講習会・セミナー担当
TEL 03-5530-2308 FAX 03-5530-2318
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/20180522.html
………………………………………………………………………………………
（３）本部セミナー「現場で役立つシリーズ
ジュネーブモーターショー・ミラノサローネ質感デザイン最前線」
「ジュネーブモーターショー2018」「ミラノサローネ 2018」にプレスとして
参加した講師が、プレス取材ならではの高解像度ディテール画像を中心に、
通常では見られない素材や質感の最先端情報を紹介・解説し、製品開発や
企画のヒントとなる素材や加工、デザインに関する情報を提供します。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 29 日（火）13：00～17：00
◆会 場：本部（江東区青海）
◆定 員：30 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,000 円
◆申込締切：平成 30 年 5 月 22 日（火）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆問合せ先：技術経営支援室 技術振興係 講習会・セミナー担当
TEL 03-5530-2308 FAX 03-5530-2318
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/170529.html
………………………………………………………………………………………
（４）広域首都圏公設試「ものづくり技術 新技術説明会」
広域首都圏公設試（TKF）共同主催で、各公設試の研究成果に基づく特許
技術の説明会が開催されます。特許技術の実用化・技術移転を目的とし、

研究者（発明者）自らがプレゼンテーションを行います。新技術や産学連携に
興味のある企業関係者のご参加をお待ちしています。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 17 日（木）9：55～15：25
◆会 場：JST 東京本部別館（千代田区五番町）
◆参 加 費：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込
詳細はこちら ⇒
http://shingi.jst.go.jp/kobetsu/kousetsushi/2018_kousetsushi.html
………………………………………………………………………………………
（５）東京都・都公社「第 6 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会」
東京都および(公財)東京都中小企業振興公社では、都内ものづくり
中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等との
マッチング実施に引き続く支援として、製品開発や販路開拓等の取組に
かかる経費の一部を助成する事業を実施しています。この度、事業の
説明会が開催されます。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 15 日（火）14：00～16：00
◆会 場：(公財)東京都中小企業振興公社（東京都千代田区）
◆定 員：50 名（先着順・要事前申込）
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：(公財)東京都中小企業振興公社 取引振興課
TEL 03-3251-7883
E-mail iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1804/0003.html
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★『異業種交流 BBQ Party in お台場』 ＜参加者募集中＞
■日時：2018 年 6 月 2 日（土）11:40～14:15
■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) 14:30～17:20／17:45～19:15
■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。ご予定くださいませ♪
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★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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