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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 2018.5.30 H30-9 号（通巻 779 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
（２）展示会「電子機器トータルソリュション展 2018」出展
（３）本部講習会「有機合成の基礎技術」
（４）都公社「白鬚西 R&D センター」入居者募集
（５）八王子市「先端技術セミナー（東京農業イノベーションプロジェクト）」
（６）神奈川県「ものづくりの転換期を乗り越えるための
『不具合・故障解析実務セミナー』」
※再案内１件
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ INNOVESTA!2018 ビジネスデー 終了しました ■□■
★☆★ 多数のご来場ありがとうございました ★☆★
………………………………………………………………………………………
★ リニューアルした TIRI NEWS の読者アンケートにご協力ください ★
http://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
TIRI NEWS 5 月号のアンケートは 5 月 31 日まで受付中！
誌面中のチリンを見つけた人には抽選で記念品をプレゼントします！
………………………………………………………………………………………
（１）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
本部 5 階図書室は、一般の方もご利用になれます。調査研究活動などに
ご活用ください。
ご利用は閲覧のみで、複写は可能ですが有料となります。複写をご希望の
際は、お手数ですが小銭をご用意ください。
5 月～7 月の企画展示は「中小企業と IoT」です。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/book-shinchaku.html
………………………………………………………………………………………
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（２）展示会「電子機器トータルソリュション展 2018」出展
電子回路業界および関連業界全体の発展を目指す「電子機器トータル
ソリュション展 2018」に、都産技研の情報技術グループが出展します。
開発支援事例として高速シリアル伝送規格の試験や、研究開発事例の
展示と、都産技研における FPGA を活用した製品開発事例を発表します。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 6 日（水）～8 日（金）10：00～17：00
◆会 場：東京ビッグサイト 東 4～8 ホール（江東区有明）
◆小間番号：8B-23（マイクロエレクトロニクスショー アカデミックプラザ内）
◆入 場 料：1,000 円（事前登録証・招待状持参者は無料）
詳細はこちら ⇒ http://www.jpcashow.com/show2018/index.html
（展示会ウェブサイト）
………………………………………………………………………………………
（３）本部講習会「有機合成の基礎技術」
簡単な構造の医薬品の合成とその分析までを、講義・実習を交えて行います。
有機合成の基礎技術に触れていただく機会であるとともに、当センターの
有機材料分析に関する各設備の紹介も同時に行います。
有機材料に関わる多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
◆開催日時：平成 30 年 7 月 3 日（火）10：00～16：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：4 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：3,800 円
◆申込締切：平成 30 年 6 月 26 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/180703-1.html
………………………………………………………………………………………
（４）都公社「白鬚西 R&D センター」入居者募集
東京都では、白鬚西共同利用工場施設のうち空区画となっている区画を
活用し、技術開発もしくは研究開発または試作のための施設として提供して
います。現在、東京都中小企業振興公社にて入居者を募集しています。
◆施 設 名：白鬚西 R&D センター（荒川区南千住）
◆募集区画：4 室
◆月額貸付料：43,181 円～73,971 円（消費税込）
※その他費用負担あり
◆施設見学会：平成 30 年 5 月 31 日（木）、6 月 8 日（金）、6 月 13 日（水）
※申込みにあたっては、施設見学会への参加が必須です。
◆問合せ先：公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業支援課
TEL 03-5220-1141 E-mail: incu@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/shirahige/boshu/index.html

………………………………………………………………………………………
（５）八王子市 平成 30 年度 第 2 回先端技術セミナー
「東京農業イノベーションプロジェクト」
～農業と工業の融合が生み出す新たな生産技術！～
都市近郊地域での農業事情を背景とした、東京都農林総合研究センターに
よる「東京農業イノベーションプロジェクト」をご紹介するセミナーです。
第 1 部は「農工融合による東京型生産システム」、第 2 部は「高収益を実現
する周年栽培技術」となっています。
講演会終了後、交流会が予定されています。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 22 日（金）16：00～18：30
◆会 場：八王子先端技術センター「開発・交流プラザ」
（八王子市旭町）
◆定 員：50 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：無料（交流会参加のみ参加費 1,000 円）
◆申込方法：メールまたは FAX
◆問合せ先：八王子先端技術センター「開発・交流プラザ」
TEL/FAX 042-648-3276
E-mail: u6895cu429x@asahi-net.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/002/002/011/p023268.html
………………………………………………………………………………………
（６）神奈川県立産業技術総合研究所 KISTEC 教育講座
「ものづくりの転換期を乗り越えるための『不具合・故障解析実務セミナー』」
ものづくりに携わる方が、トラブルを前に立ちすくんだり、その場しのぎで
先送りせず、見通しを立て、現場で起こっている不具合・故障の解析を前へ
進めるための、実践的な学びの場となる講座です。
トラブルのないものづくりはありません。だからこそ、将来に通用する
トラブル対応の基礎固めとして活用いただけます。
◆開催日程：2018 年 7 月 17 日（火）、18 日（水） 計 2 日間
◆会 場：かながわサイエンスパーク（川崎市高津区坂戸）
◆定 員：20 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：30,000 円
◆申込方法：Web 申込または申込書 FAX
◆問合せ先：地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）
人材育成部 教育研修課 教育研修グループ
TEL 044-819-2033 FAX 044-819-2097
E-mail: ed@newkast.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.kanagawa-iri.jp/human_res_devl/ed30_seminar_07/
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー「騒音の基礎 -測定・評価・音質改善-」受付中！
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180615-1.html
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☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「第 32 回社員総会／交流会」開催のご案内
■日時：平成 30 年 6 月 21 日(木) 15:30～17:00／17:30～19:00
■会場：ザ ランドマークスクエア トーキョー（品川 GOOS）
30F「LOTUS」／29F「COAST」
詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/32th_JASA-Soukai.pdf
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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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