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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 2018.9.13 H30-25 号（通巻 795 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）プレス「新規製品・サービス開発と IoT 利活用を支援する
『IoT 支援サイト』オープン」
（２）施設公開「多摩テクノフェア」
（３）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」
（４）多摩セミナー「【グローバル人材育成（製品安全編）】
製品安全における電気安全の考え方と進め方（実務編）」
（５）第 12 回 臨海地区産学官連携フォーラム
（６）東京都「越境 EC を活用した中国・マレーシアでの出品企業募集」
（７）埼玉県産業技術総合センター オープンラボ
※再案内１件
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（１）プレス「新規製品・サービス開発と IoT 利活用を支援する
『IoT 支援サイト』オープン」
都産技研は、平成 30 年 10 月 15 日に「IoT 支援サイト」をテレコムセンター
ビル内（江東区青海）にオープンし、IoT 製品・サービスの開発や IoT 利活用に
よる生産性向上を目指す中小企業を支援します。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）施設公開「多摩テクノフェア」
都産技研多摩テクノプラザは、施設公開「多摩テクノフェア」にて、親子で
楽しめるプログラムを開催します。皆さまのお越しをお待ちしております。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）10：00～16：00
◆会 場：都産技研多摩テクノプラザ（昭島市東町）
◆主なプログラム：
・ワークショップ
不思議なカッター「スマイリーエッジ」を使って楽しい工作！
・体験工作
熱転写プリント巾着袋づくり
組紐づくり
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プログラミング教室
・科学技術教室
ハイテク航空宇宙工学と「ペーパープレーンの製作」
・設備・装置の実演
振動試験機、強度試験機、3D プリンターなど
◆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
詳細はこちら
⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/tama/sisetukoukai2018.html
◇同時開催「産業サポートスクエア・TAMA ウェルカムデー」
・展示販売コーナー
東京都中小企業振興公社多摩支社
東京都商工会連合会
・東京都立多摩職業能力開発センター「技能祭」
・東京都農林水産振興財団「東京農林水産フェア」
………………………………………………………………………………………
（３）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。
※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 10 月 10 日（水）11：00～17：00
◆会 場：都産技研本部（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 10 月 3 日（水）
◆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/181010.html
………………………………………………………………………………………
（４）多摩セミナー「【グローバル人材育成（製品安全編）】
製品安全における電気安全の考え方と進め方（実務編）」
ご要望の多い低電圧指令の整合規格「IEC/EN61010-1（計測・制御・研究用
電気機器の安全要求事項）」を題材にし、規格の読み方や規格に適合した
製品安全の進め方を紹介します。製品安全に必須の規格書の把握、製品仕様の
提示、リスクマネジメントの実施などを経験できるようになっています。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 3 日（水）13：15～16：45
◆会 場：都産技研多摩テクノプラザ（昭島市東町）
◆定 員：20 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,700 円
◆申込締切：平成 30 年 9 月 26 日（水）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX

◆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
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/181003ts-denan.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（５）都産技研・産総研・MONO「第 13 回 臨海地区産学官連携フォーラム」
企業、大学、公的研究機関などが技術を紹介・議論し、各組織間の連携を
促進することで活動の活性化を図り、新たなオープンイノベーションの
創出を目指す産学官連携フォーラムを開催しています。新技術の情報収集や
参入のチャンスのきっかけとして、お気軽にご参加ください。
◆テーマ：「音・超音波でインフラ・加工から楽器練習まで」
◆開催日時：平成 30 年 10 月 2 日（火）15：00～18：15（受付 14：30～）
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆参 加 費：第 1 部：無料 ／ 第 2 部(交流会)：2,000 円
◆申込締切：第 1 部は当日受付可
第 2 部は平成 30 年 9 月 25 日（火）・当日受付も可
◆申込方法：ウェブサイトより申込
◆主 催：産総研、一般社団法人 MONO、都産技研
◆問合せ先：都産技研 交流連携室 TEL 03-5530-2134
詳細はこちら ⇒ http://peatix.com/event/421840
………………………………………………………………………………………
（６）東京都「越境 EC を活用した中国・マレーシアでの出品企業募集」
東京都は、インターネットなどのメディアを活用して新たな販路開拓に
取り組む都内中小企業に対し、今年度新たに中国・マレーシアにおける
越境 EC（インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引）を
活用した支援を実施します。現在、出品企業を募集しています。
◆募集期間：平成 30 年 9 月 3 日（月）～9 月 28 日（金）※必着
◆支援内容：東京都の特設サイト掲載費用、プロモーション費用、
受発注に伴う物流支援を東京都が負担
（運搬費等一部企業負担もあります）
◆問合せ先：東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 TEL 03-5320-4798
詳細はこちら ⇒
【中国】http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2018/0903_11496.html
【マレーシア】http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2018/0903_11497.html
………………………………………………………………………………………
（７）埼玉県産業技術総合センター「平成 30 年度 オープンラボ」
埼玉県産業技術総合センターにて、研究成果の発表や支援事業を紹介する
「オープンラボ」が開催されます。都産技研からも発表を行います。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 27 日（木）10：00～17：00（受付 9：30～）

◆会 場：埼玉県産業技術総合センター（埼玉県川口市）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆問合せ先：埼玉県産業技術総合センター 企画・総務室 企画担当
TEL 048-265-1368 FAX 048-265-1334
詳細はこちら
⇒ http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/research/happyou/h30/h30happyou.html
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー「若手技術者のための金属加工技術シリーズ（第 3 回）
溶接・接合と破断面の見方編」受付中！
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180928.html
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☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎『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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★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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