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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 2018.9.19 H30-26 号（通巻 796 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「品質工学による製品開発期間の短縮」
（２）本部講習会「2 次元複屈折計測とその活用事例」
（３）都産技研、信頼性・安全技術研究会 共催セミナー
「信頼性・安全技術研究会」一般公開
（４）都公社「第 7 回 医療機器産業参入促進助成事業」
（５）東京きらぼしフィナンシャルグループほか
「経営力を向上させる 省エネ対策セミナー」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「品質工学による製品開発期間の短縮」
品質工学の基本的な考え方を事例を通して紹介し、グループ討議を通じて
実際に体験して頂きます。なお、事例解説の中では、受講者ご自身の開発課題
（例：より高機能な製品を低コストで短期間に開発したい、品質を保ちつつ
生産性を高めたい、慢性的な不良を改善したい、など)に関しても解説します。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 10 日（水）10：00～17：00
◆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：4,600 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/181010-1.html
………………………………………………………………………………………
（２）本部講習会「2 次元複屈折計測とその活用事例」
都産技研の機器利用で多くの方にご利用いただく、2 次元複屈折評価
装置のメーカーより講師をお招きし、データの解釈と活用事例について
ご講演いただきます。また、複屈折や偏光という言葉に馴染みはない方
向けに、上記講義の準備として複屈折計測の基礎を職員からご紹介します。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 11 日（木）13：00～16：00

2018 年 9 月 19 日 15:08

◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：5 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,300 円
◆申込締切：平成 30 年 10 月 4 日（木）
◆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/181011.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（３）都産技研、信頼性・安全技術研究会 共催セミナー
「信頼性・安全技術研究会」一般公開
都産技研の技術研究会の 1 つである「信頼性・安全技術研究会」では、
信頼性・安全性技術に関する情報交換や情報発信を行っています。今回は
信頼性・安全性業務に携わる会員が実際の評価事例について報告し、
フリー討論を予定しています。興味のある方はどなたでも参加可能です。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 19 日（金）13：20～17：00
（情報交換会 17：00～18：30）
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：35 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆申込締切：平成 30 年 10 月 12 日（金）
◆申込方法：ウェブサイトより申込
◆主 催：都産技研、信頼性・安全技術研究会
◆問合せ先：
申込について…都産技研 交流連携室 TEL 03-5530-2134
内容について…都産技研 電気電子技術グループ TEL 03-5530-2560
詳細はこちら ⇒
http://www.iri-tokyo.jp/site/jigyou/shinrai-anzen-h30.html
………………………………………………………………………………………
（４）都公社「第 7 回 医療機器産業参入促進助成事業」
東京都および(公財)東京都中小企業振興公社では、都内ものづくり
中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業などとの
マッチング実施に引き続く支援として、製品開発や販路開拓などの取組に
かかる経費の一部を助成する事業が実施されています。
◆事前ヒアリングエントリー受付期間：平成 30 年 9 月 12 日～11 月 12 日
※申請書提出予定件数が一定数を超えた時点で受付終了
◆申請書提出期間：平成 30 年 11 月 22 日～12 月 3 日
◆問合せ先：(公財)東京都中小企業振興公社 取引振興課
TEL 03-3251-7883
E-mail: iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html

………………………………………………………………………………………
（５）首都圏省エネプラットフォーム主催・
東京きらぼしフィナンシャルグループ・きらぼし銀行共催
「経営力を向上させる 省エネ対策セミナー」
中小企業の皆さまの環境活動への取組みの一助としたセミナーが開催
されます。単なる「省エネ」のセミナーでなく、経営力向上に繋がる運用
改善や設備更新事例の解説、各種補助金等の紹介もあり、設備投資、経費
削減などに課題を抱える方向けです。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 26 日（水）14：00～17：00（開場 13：30～）
◆開催場所：きらぼし銀行本店（港区南青山）
◆定 員：100 名 ※先着順
◆参加費用：無料
◆内 容：「省エネ対策による経営改善事例」
（首都圏省エネプラットフォーム）
「中小企業向け省エネ支援策、各団体の事業紹介」
（東京都環境局・東京都環境公社・東京都中小企業振興公社）
※セミナー後は、個別相談が可能です
詳細はこちら ⇒ https://www.kiraboshibank.co.jp/release/
（きらぼし銀行ニュースリリース一覧 2018 年 8 月 9 日
「経営力を向上させる 省エネ対策セミナーの開催について」の項）
☆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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