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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 2018.8.8 H30-21 号（通巻 791 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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（１）プレス「東京都立産業技術研究センターと足立区が協定を締結」
（２）本部講習会「商品企画のためのパッケージデザイン入門」
（３）東京都主催 第 7 回 コンテンツ×異業種コラボレーションセミナー
『コンテンツ活用促進セミナー＆コンテンツ企業×異業種企業マッチング交流会』
（４）(公財)日本発明振興協会 第 44 回発明大賞候補者募集
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■□■■□■■□ INNOVESTA!2018 ファミリーデー □■■□■■□■
都産技研本部の施設を公開！ご家族で楽しめるイベントです
http://www.tiri-innovesta.jp/
【工作・体験教室 PICK UP】
●「ひずみ計をつくってみよう!」
偏光板を使ってひずみ計を作り、ガラスなど身の回りの透明な物を
観察し、見え方の違いについて学ぼう。
●「オリジナル入浴剤を作ろう」
食用のクエン酸、重曹、片栗粉から入浴剤を作ろう。
色やかたちを自分で選んで、オリジナルの入浴剤を作れます。
●「あつまれ、南極探検隊！～-30℃の世界～」
マイナス 30℃の世界でシャボン玉はどうなる？
その他工作・体験教室の詳細や参加方法はこちらから
⇒ https://www.tiri-innovesta.jp/experiment.html
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（１）プレス「東京都立産業技術研究センターと足立区が協定を締結
－産業振興事業・セミナーの連携により地域産業を活性化－」
都産技研と足立区は、平成 30 年 8 月 6 日（月）、業務連携に関する協定を
締結しました。
この協定は、企業などの支援に関する業務を連携・協働して実施する
ことにより、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
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（２）本部講習会「商品企画のためのパッケージデザイン入門」
菓子メーカーの商品や、中小企業のパッケージデザイン、ディレクション
などを幅広く手掛け、デザインの第一線で活躍するデザイナーが、「新規創出
案件」と「リニューアル案件」の事例において重要な点を、実習を交えながら
解説します。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 11 日（火）13：00～17：00
◆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：3,000 円
◆申込締切：平成 30 年 9 月 4 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/180911.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
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（３）東京都主催 第 7 回コンテンツ×異業種コラボレーションセミナー
『コンテンツ活用促進セミナー＆コンテンツ企業×異業種企業マッチング交流会』
東京の中小企業などが、コンテンツ企業とのコラボレーションによって、
お互いの製品やサービスの付加価値を高め、発展することを目的とした
セミナーと、マッチング交流会が開催されます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 7 日（水）13：00～17：30
◆会 場：東京 23 区内を予定（詳細が決まり次第、専用サイトにて告知）
◆対 象：異業種企業（製造／医療・福祉／教育／商店街／小売分野）
コンテンツ企業（映像／アニメ／ゲーム／アプリ／音楽／
キャラクター／WEB／ICT／VR 等）
◆定 員：100 名（異業種企業：25 社程度、コンテンツ企業：40 社程度）
※先着順、定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆募集期間：異業種企業を先行募集：8 月 10 日（金）～8 月 31 日（金）
※コンテンツ企業の申込みは 9 月中旬頃開始予定
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：(特非)映像産業振興機構（VIPO） 第 5 事業部
TEL 03-3543-7531
Email：contentcollabo.tokyo@vipo.or.jp
詳細はこちら ⇒ https://contentcollabo.tokyo
………………………………………………………………………………………
（４）(公財)日本発明振興協会「第 44 回発明大賞 候補者募集」
第 44 回（平成 30 年度）発明大賞表彰事業の候補者が募集されています。

優秀な発明考案によって、わが国科学技術の振興、産業の発展、国民生活の
向上、環境問題の解決などに寄与した中小企業または発明研究者が表彰されます。
◆主 催：(公財)日本発明振興協会、日刊工業新聞社
◆公募期間：平成 30 年 7 月 1 日（日）～9 月 30 日（日）（当日消印有効）
◆賞の種類：
・発明大賞 本賞 1 件-----------------賞状・副賞 100 万円
東京都知事賞 1 件----------賞状・副賞 50 万円 ほか
・発明功労賞 7 件----------------------賞状・副賞 20 万円
・考案功労賞 10 件---------------------賞状・副賞 10 万円
・発明奨励賞 5 件----------------------------------賞状
・発明育成賞 1 件----------------------------------賞状
◆応募費用：無料
◆問合せ先：(公財)日本発明振興協会 発明大賞推進委員会
TEL 03-3464-6991 FAX 03-3464-6980
E-Mail：jsai_aaa@jsai.org
詳細はこちら ⇒ http://www.jsai.org/taishou-30.html
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎『関東支部例会』
【第零部】iCD 説明会・体験設計セミナー【第一部】講演会【第二部】交流会
■日時：8 月 23 日（木）
【第零部】13:00～14:45【第一部】15:00～17:25【第二部】17:45～20:15 頃
■会場：【第零部・第一部】ヒューリックカンファレンス Room1
【第二部】三浦屋（屋形船）
■プログラム・詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180823.pdf
■申込 Web フォーム⇒ https://goo.gl/forms/NasmiUe2vvzxahY72
☆今回は第零部にて、若手向けセミナーを実施いたします
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
◎『設計プロセスの解説とヒューリスティクス演習』
■日時：10 月 17 日（水） 研修：9:30～17:00 交流会：17:30～20:15
■会場：JASA 会議室（最寄駅：小伝馬町）
■参加費；研修：会員 無料、一般 5,400 円 交流会：会員/一般 4,500 円
■詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_181017.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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