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【転送】TIRI メールニュース「TIRI クロスミーティング」直前号（2018.7.9 H30-16 号）
関東支部事務局@JASA <jasa-kanto@jasa.or.jp>
To: 関東支部会員向け ML <kanto@ml.jasa.or.jp>

会員各位
一般社団法人組込みシステム技術協会 関東支部
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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 2018.7.9 H30-16 号（通巻 786 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
■□ TIRI クロスミーティング 2018 ～中小企業と技術の出会いの場～ □■
☆★☆ いよいよ今週末開催です！ ☆★☆
TIRI クロスミーティングとは？
「TIRI クロスミーティング」は、都産技研や連携機関などの技術シーズを
発表し、中小企業との技術マッチングを促進するイベントです。
技術開発や製品開発のヒントとなる幅広い分野の口頭発表に加え、
成長産業の技術動向や取組事例を解説する特別プログラムを行います。
関連設備の見学会も開催します。
◆開催日時：平成 30 年 7 月 12 日（木）、13 日（金）10：00～17：00
◆開催場所：都産技研本部（江東区青海 2-4-10）
◆参 加 費：無料
◆参加方法：一部事前予約制（現在予約受付中）
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＜口頭発表 PICK UP！＞
7 月 12 日（木）13:00～13:20
「RoHS 指令に対応したフタル酸エステル類の分析方法」
7 月 12 日（木）15:20～15:40
「商品展示用ディスプレイ向け静電植毛加工技術と評価方法の検討」
7 月 13 日（金）13:00～13:20
「豪雨災害危険個所 UAV 調査技術の開発」※UAV（ドローン）
7 月 13 日（金）15:20～15:40
「広角カメラ映像からの人物姿勢認識手法」
7 月 13 日（金）15:20～15:40
「挟み込み構造のワイヤレス給電アンテナの開発」
※TIRI NEWS 7 月号掲載 ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
7 月 13 日（金）15:40～16:00
「東京染小紋型紙の微細加工」
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7 月 13 日（金）16:00～16:20
「AM 材料として応用可能な木粉を基材とした複合材料の開発」
※TIRI NEWS 7 月号掲載 ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
その他口頭発表詳細はこちら
⇒ http://www.tosangiken-seika.jp/presentation.html
各発表の概要も掲載しましたので、ぜひご覧ください。
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＜特別プログラム PICK UP！＞ ※要事前予約
7 月 13 日（金）10：00～11：30
【基調講演／機能性材料】
「日本発！石から生まれた紙・プラスチックの代替となる新素材とは」
平池 佑介 氏（株式会社 TBM 開発本部エンジニア）
LIMEX（ライメックス）は石灰石を主成分にした紙・プラスチックの
代替となる「エコロジーとエコノミーを両立」する日本発の革命的新素材で、
グローバルな水資源問題、石油資源問題に素材の力でアプローチします。
グローバル課題に対するソリューションとしてのマテリアル開発や、
スタートアップ×大企業のイノベーションについて紹介します。
7 月 13 日（金）13：00～13：40
【特別発表／生活技術・ヘルスケア】
「睡眠で企業の健康経営を支援する」
谷本 潤哉 氏（株式会社 O:（オー） Founder/CEO）
【はじめての健康経営/働き方改革は、睡眠がオススメです】
日本は世界で最も睡眠時間が短い国で、2000 万人以上の国民が不眠を
抱えていますが、生産性の低下やメンタルヘルス不調の主な要因です。
O:は睡眠医学を基にした睡眠コーチングアプリを従業員向けに、
その睡眠状況から組織の生産性を分析、改善まで実施する分析システム
「O:SLEEP」を人事向けに展開、「休退職者の削減」「組織の生産性向上」
を支援しています。
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■□■ 詳細・事前予約はこちら ■□■
http://www.tosangiken-seika.jp/
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◆◇◆ 口頭発表（事前予約不要） ◆◇◆
都産技研や連携機関などによる、70 件を超える幅広い分野の技術シーズの
口頭発表を実施します。
【発表技術分野】
環境・エネルギー、生活技術・ヘルスケア、機能性材料、安全・安心、
ロボット、IoT、ものづくり要素技術
詳細はこちら ⇒ http://www.tosangiken-seika.jp/presentation.html
◆◇◆ 特別プログラム（事前予約制） ◆◇◆

≪7 月 12 日（木）≫------------------------------------------------【基調講演】10：00～11：30
「競争しない競争戦略～競争しないで利益率を上げる方法～」
山田 英夫 氏（早稲田大学ビジネススクール 教授）
【特別発表／IoT】13：00～13：40
「0 円でつながるクラウド見積りネットワーク」
名取 磨一 氏（月井精密株式会社 代表取締役）
【特別発表／IoT】13：40～14：20
「ウエラブル IoT による高齢者の自立支援サービスの現状と今後」
高萩 昭範 氏 （株式会社 Moff 代表取締役）
【パネルディスカッション／IoT】14：30～15：30
「中小・ベンチャー企業目線の IoT 導入～データ取得と可視化で他社と差をつける～」
＜パネリスト＞
名取 磨一 氏（月井精密株式会社 代表取締役）
高萩 昭範 氏（株式会社 Moff 代表取締役）
櫻井 政考（都産技研 プロジェクト事業推進部担当部長）
＜モデレーター＞
澤谷 由里子 氏（名古屋商科大学ビジネススクール 教授）
≪7 月 13 日（金）≫------------------------------------------------【基調講演／機能性材料】10：00～11：30
「日本発！石から生まれた紙・プラスチックの代替となる新素材とは」
平池 佑介 氏（株式会社 TBM 開発本部エンジニア）
【特別発表／生活技術・ヘルスケア】13：00～13：40
「睡眠で企業の健康経営を支援する」
谷本 潤哉 氏（株式会社 O:（オー） Founder/CEO）
詳細はこちら ⇒ http://www.tosangiken-seika.jp/program.html
◆◇◆ 見学会（事前予約不要） ◆◇◆
口頭発表に関連した設備や製品開発・評価に役立つ装置や設備をご覧いただき
ながら、職員が取り組み内容を紹介します。見学会のみの参加も可能です。
≪7 月 12 日（木）午後≫
▼金属 AM 設備見学と意見交換
▼めっきコース
▼ものづくり（デザイン）コース
≪7 月 13 日（金）午後≫
▼スクリーン印刷機コース
▼情報技術コース
▼東京ロボット産業支援プラザコース
詳細はこちら ⇒ http://www.tosangiken-seika.jp/kengaku.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ 詳細・事前予約はこちら ■□■
お席に限りがございますので、お早めの事前予約をおすすめいたします。
http://www.tosangiken-seika.jp/
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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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