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（１）プレス「多角的偏光イメージングシステムの開発
～画像センシング展 2018 に出展～」
（２）都産技研・JASA「中小企業のためのサイバーセキュリティー入門」
（３）本部セミナー「測光の基礎の基礎」
（４）多摩講習会「【多摩テクノプラザでスタートアップ】表面粗さ測定」
（５）多摩講習会「静電植毛加工技術」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）プレス「多角的偏光イメージングシステムの開発
～画像センシング展 2018 に出展～」
都産技研と日本ビジュアルサイエンス株式会社は、共同研究により多角的
偏光イメージングシステム「Polamazing(R)（ポーラメージング）1000」を
開発しました。本製品は 6 月 13 日より開催される「画像センシング展 2018」
(パシフィコ横浜)で展示します。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）都産技研・JASA「中小企業のためのサイバーセキュリティー入門」
現状のサイバー犯罪は、不正送金事犯や不正アクセスを起因とした情報
流出事案等、中小企業への脅威も増大しています。
このセミナーでは、サイバーセキュリティについて初心者でも分かりやすい
講演を行い、中小企業の経営者や従業員一人一人がサイバーセキュリティに
ついて考える機会を提供します。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）13：30～16：30
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：20 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：無料
◆申込締切：平成 30 年 6 月 22 日（金）
◆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
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詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180629.html
………………………………………………………………………………………
（３）本部セミナー「測光の基礎の基礎 照明製品スペックシートの
読み方から照度シミュレータの簡単な使い方まで」
LED 照明用光源のスペックシートに関する知識を深め、営業などの現場に
おいて、自社製品のアピールや他社製品との性能比較に役立てていただく
ためのセミナーです。既存製品のスペックシートから仕事に役立つ項目を
具体的に例示し、応用として照明製品を評価する照度シミュレータ DIALUX の
簡単な使い方について解説します。
◆開催日時：平成 30 年 7 月 6 日（金）13：30～16：30
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：30 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,500 円
◆申込締切：平成 30 年 6 月 29 日（金）
◆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 ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/180706.html
………………………………………………………………………………………
（４）多摩講習会「【多摩テクノプラザでスタートアップ】表面粗さ測定」
これから表面性状を学ぶ方向けに表面性状の概要、規格の内容、図面の
図示方法などを解説し、輪郭曲線方式の測定実習を行います。さらに、
面領域の評価について測定デモンストレーション（白色干渉測定機による測定）
を交えながら解説します。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 26 日（火）13：15～17：15
◆会 場：都産技研多摩テクノプラザ（昭島市東町）
◆定 員：6 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：3,000 円
◆申込締切：平成 30 年 6 月 18 日（月）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、FAX または直接持参
◆問合せ先：多摩テクノプラザ 総合支援課 連携支援係
TEL 042-500-2300 FAX 042-500-2397
E-mail: tamakenshu@iri-tokyo.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180626t-hyoumen.html
………………………………………………………………………………………
（５）多摩講習会「静電植毛加工技術」
静電植毛加工の基礎的知識、植毛加工に使用される各種材料および接着剤、
生産現場における加工方法などについて、各分野の専門家がわかりやすく
解説します。また、植毛実験による実習を通じて、静電植毛加工への理解を
深めていただけます。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 28 日（木）13：00～16：30

◆会 場：都産技研多摩テクノプラザ（昭島市東町）
◆定 員：15 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,600 円
◆申込締切：平成 30 年 6 月 18 日（月）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、FAX または直接持参
◆問合せ先：多摩テクノプラザ 総合支援課 連携支援係
TEL 042-500-2300 FAX 042-500-2397
E-mail: tamakenshu@iri-tokyo.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180628t-seiden.html
その他多数のセミナー・講習会を予定しています。ぜひご検討ください。
＜＜＜＜＜＜＜＜ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
☆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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