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（１）展示会出展情報「エヌプラス」
「BioJapan 2018」
「CEATEC Japan 2018」
（２）本部講習会「VOC 排出抑制と計測技術」
（３）日本セラミックス協会 資源・環境関連材料部会 講演・討論会
「これからの社会を支える『低環境負荷技術』を考える」
（４）都公社「白鬚西 R&D センター」入居者募集
（５）(一社)首都圏産業活性化協会「地域イノベーション・技術連携交流会」
※再案内１件
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★ TIRI NEWS の読者アンケートにご協力ください ★☆★
http://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
TIRI NEWS 9 月号のアンケートは 9 月 30 日まで受付中！
誌面中のチリンを見つけた人には抽選で記念品をプレゼントします！
………………………………………………………………………………………
（１）展示会出展情報
都産技研は、本日より開催されている「エヌプラス～新たな価値をプラス
する材料・機械・技術の展示会～」に出展しています。10 月、11 月はさらに
さまざまな展示会への出展やイベント開催を予定しています。
10 月前半までの展示会出展スケジュールをお知らせします。
【エヌプラス】---------------------------------------------------◆開催日時：平成 30 年 9 月 26 日（水）～28 日（金）10：00～17：00
◆会 場：東京ビッグサイト 東ホール（江東区有明）
◆入 場 料：2,000 円（招待券持参者、事前登録者は無料）
◆小間番号：R-03
◆展示内容：多摩テクノプラザ複合素材開発セクターにおける
試験装置や研究開発成果
◆展示会 HP：http://www.n-plus.biz/top.html

2018 年 9 月 26 日 15:25

【BioJapan 2018】------------------------------------------------◆開催日時：平成 30 年 10 月 10 日（水）～12 日（金）10：00～17：00
◆会 場：パシフィコ横浜 A・B・C・D ホール（横浜市西区）
◆入 場 料：5,000 円（Web 事前登録・招待券持参者は無料）
◆小間番号：C-05
◆展示内容：都産技研の医療機器分野の研究・シーズのご紹介
◆展示会 HP：http://www.ics-expo.jp/biojapan/ja/
【CEATEC Japan 2018】--------------------------------------------◆開催日時：平成 30 年 10 月 16 日（火）～ 19 日（金）10：00～17：00
◆会 場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
◆入 場 料：当日登録 一般 1,000 円・学生 500 円
（Web 事前登録・招待券持参による当日登録者は無料）
◆小間番号：B005
◆出展内容：AI/ビッグデータ分野の製品や技術に関する都産技研の
研究について
◆展示会 HP：http://www.ceatec.com/ja/
………………………………………………………………………………………
（２）本部講習会「VOC 排出抑制と計測技術」
光化学スモッグ対策の観点から、東京都における VOC の削減目標や排出内訳、
夏季の排出抑制の必要性や、工場の自主的取組への東京都の技術支援について
解説し、排ガス風量の測定方法、排ガスのサンプリング方法、水素炎イオン化形
VOC 分析計(FID)による排ガス中の VOC 濃度の計測方法に関する講義・実習を行います。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 12 日（金）15：00～17：00
◆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：1,500 円
◆申込締切：平成 30 年 10 月 5 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 ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/181012.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）日本セラミックス協会 資源・環境関連材料部会 講演・討論会
「これからの社会を支える『低環境負荷技術』を考える」
（公社）日本セラミックス協会資源・環境関連材料部会主催、都産技研
共催により、すべての資源・環境関連材料を対象とした研究成果について
発表・討論するセッションを設けた「講演・討論会」が開催されます。

◆開催日時：平成 30 年 11 月 2 日（金）13:00～19:00（意見交換会含む）
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：50 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：日本セラミックス協会および協賛団体会員 5,000 円
非会員 8,000 円、学生 2,000 円、意見交換会 3,000 円
◆申込締切：【参加】平成 30 年 10 月 12 日（金）
◆申込方法：メールまたは Web 申込
◆問合せ先：福岡県工業技術センター 化学課 ナノセラミック材料チーム
阪本尚孝
TEL：092-925-7721 FAX：092-925-7724
E-mail：sakamoto@fitc.pref.fukuoka.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.ceramic.or.jp/bgenryo/
………………………………………………………………………………………
（４）都公社「白鬚西 R&D センター」入居者募集
東京都では、白鬚西共同利用工場施設のうち空区画となっている区画を
活用し、技術開発もしくは研究開発又は試作のための施設として提供して
います。東京都中小企業振興公社にて、現在、入居者を募集しています。
※申込みにあたっては、施設見学会への参加が必須です。
◆施 設 名：白鬚西 R&D センター（荒川区南千住）
◆募集区画：3 室
◆月額貸付料：27,090 円～56,938 円（消費税込）
※その他費用負担あり
◆施設見学会：平成 30 年 10 月 1 日（月）、10 月 5 日（金）、10 月 10 日（水）
※施設見学会に参加されない方は、申込みできません。
◆申込方法：施設見学会に参加の上、申込書類を下記「問合せ先」に持参
◆問合せ先：公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業支援課
TEL：03-5220-1141
E-mail:incu（アットマーク）tokyo-kosha.or.jp
※（アットマーク）を＠に置き換えてメールして下さい。
詳細はこちら ⇒
http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/shirahige/boshu/index.html
………………………………………………………………………………………
（５）(一社)首都圏産業活性化協会「地域イノベーション・技術連携交流会」
単なる受発注にとどまることなく、従来技術的に難しかった試作品の開発や、
公的助成金を獲得して技術開発を実施するなどの連携促進を目指す交流会です。
【同日開催】都産技研研究者による技術プレゼンテーションを行います。
都産技研の技術シーズを有効活用し、イノベーションを創出にお役立て下さい。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 5 日（金）12：00～18：30
（都産技研技術プレゼンテーション 16：30～18：00）
◆会 場：中野サンプラザ（中野区中野）
◆参 加 費：無料
◆申込方法：
・ダイバーシティ・セミナー＆女性研究者によるシーズ発表会：FAX または Web 申込
・都産技研技術プレゼンテーション：メール申込

◆問合せ先：(一社)首都圏産業活性化協会 （羽村市緑ヶ丘）
TEL 042-570-3481 FAX 042-570-3482
E-mail: tcs@tamaweb.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10660 （地域イノベーション・技術連携交流会）
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10592 （都産技研シーズ発表会）
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 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」受付中！
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/181010.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
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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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