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（１）プレス「東京都ロボット産業活性化事業
公募型共同研究開発事業 テーマ決定」
（２）プレス「中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究事業 テーマ決定」
（３）TIRI NEWS 10 月号 発行
（４）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
（５）本部セミナー「多孔質材料の触媒関連分野への応用」
（６）東京テレポート駅バス乗り場変更のお知らせ
（７）都産技研本部食堂運営終了のお知らせ
（８）東京都 「冬の時差 Biz」実施と時差ビズセミナー
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（１）プレス「東京都ロボット産業活性化事業
公募型共同研究開発事業 テーマ決定」
都産技研は、ロボットを活用した事業の創出を目指す中小企業を支援する
ため、平成 27 年度より「公募型共同研究開発事業」を実施しています。
今回、短期展開型として応募があった 19 テーマから、5 テーマを採択しました。
採択したテーマについて、都産技研が開発経費を負担（委託）するほか、
都産技研と共同研究を実施し、ロボットの実用化・事業化に向けた開発を
支援していきます。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）プレス「中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究事業 テーマ決定」
都産技研は、中小企業の IoT（Internet of Things）活用による生産性の
向上や IoT 関連の製品開発を支援するため、公募型共同研究を実施しています。
今回、46 テーマの応募の中から、10 テーマを採択しました。採択したテーマ
については、都産技研が開発経費を負担（委託）するほか、都産技研と共同
研究を実施し、IoT 関連製品の開発や新サービスの創出を支援していきます。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
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（３）TIRI NEWS 10 月号 発行
・[特集] 機能性材料
ナノ構造による光の制御
基礎データを収集し実用化を目指す セルロースナノファイバー
・技術研究会紹介「ユニバーサルファッション商品の企画開発研究会」
・都産技研のブランド試験 「非破壊透視試験」「環境防かび試験」
・TIRI NEWS EYE
「熟練の技を IT により標準化 20 代男女が活躍する精密加工メーカー」
・設備紹介 生地用インクジェットシステム
・Information
※TIRI NEWS 読者アンケートにご協力ください
https://www.iri-tokyo.jp/ques/questionnaire.php?openid=20&check
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！
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
………………………………………………………………………………………
（４）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
都産技研本部 5 階図書室は、一般の方もご利用になれます。調査研究活動
などにご活用ください。
ご利用は閲覧のみで、複写は可能ですが有料となります。複写をご希望の
際は、お手数ですが小銭をご用意ください。
図書室のサービス内容について、詳しくはこちらをご覧ください
⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/tosho.html
10 月～11 月の企画展示は
「GDPR：一般データ保護規則と情報管理」です。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/book-shinchaku.html
………………………………………………………………………………………
（５）本部セミナー「多孔質材料の触媒関連分野への応用」
多孔質材料を用いた触媒開発の入門者を対象に、多孔質材料の合成技術や
触媒反応、分析手法の基礎を解説し、応用事例として、VOC(揮発性有機
化合物)や悪臭処理触媒、空気電池用電極触媒、自動車排ガス処理触媒に加え、
多孔質材料を鋳型に用いて合成した量子ドット触媒について解説します。
◆開催日時：平成 30 年 10 月 30 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：2,000 円
◆申込締切：平成 30 年 10 月 23 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 ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181030.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。
＜＜＜＜＜＜＜＜ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（６）東京テレポート駅バス乗り場変更のお知らせ
東京テレポート駅前広場工事に伴い、10 月 8 日より、都産技研本部無料送迎
バスの乗降車位置を再度変更いたします。
送迎バスをご利用の方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。
◆期間：平成 30 年 10 月 8 日（月・祝）から平成 31 年 2 月 28 日（木）まで
◆場所：8 番乗り場付近（多少前後することがあります）
※改修工事終了後の乗降車位置については、また改めてお知らせいたします。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/bus-181008.html
………………………………………………………………………………………
（７）都産技研本部食堂運営終了のお知らせ
平成 30 年 12 月末日をもちまして、都産技研本部 5 階の食堂は運営を終了
いたします。1 月以降につきましては、飲食可能な休憩スペースとして
存続する予定です。
食堂をご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程何卒
よろしくお願い申し上げます。
◆問合せ先：総務部総務課 TEL 03-5530-2750 FAX 03-5530-2765
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/soshiki/30/shokudo.html
………………………………………………………………………………………
（８）東京都 「冬の時差 Biz」実施と時差ビズセミナー
東京都は、時差出勤やテレワークなどを利用し、通勤時間をずらすことで
快適な通勤を体験する「時差 Biz」を、冬も実施します。参加登録は無料で、
資格や決まりは必要ありません。
企業の取り組みの事例を紹介する時差ビズセミナーも開かれます。
◆期 間：平成 31 年 1 月 21 日（月）～2 月 1 日（金）
◆取組み例：時差出勤やテレワーク、フレックスタイム制などを利用した
オフピーク（8 時～9 時以外）通勤の実践など
《時差ビズセミナー》
◆開催日時：1 回目：2018 年 10 月 22 日（月）14：00～16：00
2 回目：2018 年 10 月 29 日（月）14：00～16：00
3 回目：2018 年 11 月 8 日（木）14：00～16：00
◆会 場：1・2 回目：アクセス渋谷フォーラム（渋谷区渋谷）
3 回目：アクセス青山フォーラム(港区南青山)
◆内 容：＜1 部＞時差 Biz について
（時差 Biz の取組、事例紹介、ゲスト講演など）
＜2 部＞「2020TDM 推進プロジェクト」について

◆申込方法：下記ページより Web 申込
https://jisa-biz.tokyo/bizseminar/
◆問合せ先：時差 Biz 運営事務局
TEL 03-3479-0254 E-mail: jisa-biz@access-t.co.jp
詳細はこちら ⇒ http://jisa-biz.tokyo/
☆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』 ＜申込締切：10/12＞
■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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