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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
★「産業交流展 2018」特別号 ★
TIRI メールニュース 2018.11.2 H30-33 号（通巻 803 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
■□中小企業による国内最大級のトレードショー「産業交流展 2018」■□
東京ビッグサイトにて開催！！
平成 30 年 11 月 14 日（水）から 16 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイトにて
首都圏の中小企業（情報、環境、医療・福祉、機械・金属の 4 分野）による
国内最大級のトレードショー「産業交流展 2018」が開催されます。
販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスと
して、大いにご活用ください。
◇開催日時：平成 30 年 11 月 14 日（水）～11 月 16 日（金）10：00～18：00
(最終日のみ 17：00 終了)
◇会 場：東京ビッグサイト東 4・5・6 ホール（江東区有明）
◇入 場 料：無料
◇問合せ先：産業交流展 2018 運営事務局 ofc@sangyo-koryuten.tokyo
TEL 03-3263-8885 FAX 03-3263-6598
詳細はこちら ⇒ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
アクセス
⇒ http://bigsight.jp/access/transportation/index.html
◆「出展者検索ページ」
気になる出展者を検索し、「質問・問い合わせ」ができます。
詳細はこちら ⇒ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/NormalMatches
━━━★ 都産技研出展情報 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
都産技研は、"特別企画"である「首都圏テクノネットワークゾーン」と
「次世代ロボットゾーン」にて、さまざまな研究成果や活動内容をご紹介します。
出展の詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/2018sankoten.html
◆首都圏テクノネットワークゾーン（東 6 ホール）
都産技研をはじめ首都圏の公設試験研究機関などが技術シーズや支援事業を
ご紹介します。技術開発や製品化のヒントとなる展示が多数ありますので、
ぜひご来場ください。

■都産技研の技術シーズや事業などを紹介する動画を放映
｜「3D プリンターでバイオリン、その設計と製作」
｜ 都産技研の保有する 3D ものづくり関連設備と技術を活用して、
｜ 研究成果の一つとして実際に演奏可能なバイオリンを制作しました。
｜ 製作過程の動画上映およびバイオリンの展示、実演を行います。
｜
｜その他放映予定の動画はこちら ⇒
｜https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/2018sankoten.html#video
■中小企業の IoT 化支援事業のご紹介
｜IoT 製品・サービスの開発や自社業務の IoT 化を支援する拠点として
｜10 月 15 日にテレコムセンタービルに開設した「IoT 支援サイト」を中心に、
｜中小企業の IoT 化支援事業についてご紹介します。
■都産技研の各研究グループの事業紹介・研究紹介
｜都産技研の各研究グループが取り組んでいる事業の内容や、都産技研の
｜重点研究分野である「環境・エネルギー」「生活技術・ヘルスケア」
｜「機能性材料」「安全・安心」分野を中心に、研究事例をご紹介します。
｜
｜展示一覧はこちら ⇒
｜https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/2018sankoten-tenji.html
■製品開発支援ラボ入居企業紹介
｜都産技研の製品開発支援ラボに入居する企業の製品や技術を紹介します。
｜
｜出展企業一覧はこちら ⇒
｜https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/2018sankoten.html#lab
◆次世代ロボットゾーン（東 6 ホール）
ロボット産業活性化事業により都産技研と中小企業が共同研究開発した、
案内、産業、点検、介護支援のためのロボットを展示、実演します。
また、多言語で対話・翻訳する案内ロボットや荷物を運ぶ運搬ロボット
などのデモンストレーションを行います。
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━━━☆ 他機関による企画紹介 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━
○メインステージ
基調講演「日本経済のゆくえ」
野口 悠紀雄 氏
（早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問 一橋大学名誉教授）
◆開催日時：平成 30 年 11 月 14 日（水）13：00～14：30
◆会 場：東京ビッグサイト 東 5 ホール メインステージ（江東区有明）
◆参 加 費：無料
◆講演内容：私たちを取り巻く生活・経済環境は、大きく急速に変化して
います。日本経済の最新の動向について、独自の切り口で
問題点と解決の方向を示唆します。
メインステージイベント詳細はこちら ⇒
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/StageEvents
………………………………………………………………………………………

○全国食品産業フェア
東京都では、日本各地と連携して、双方の強みを活かし、双方に高い効果が
見込まれる産業振興施策を「ALL JAPAN ＆ TOKYO プロジェクト」として
実施しています。今年度は「食品」をテーマに日本各地の素材を使った
魅力ある商品を豊富に揃え、試食・販売します。
○テーマゾーン
昨今中小企業をはじめとするビジネスシーンにて注目度の高い事業を
展開している企業を集約した「テーマゾーン」を特別企画の一環として設置
します。「企業間連携」「海外販路開拓」「事業承継」の 3 つのテーマに沿って、
ビジネスマッチングで成果を上げている勢力的な中小企業を集結します。
○国際ゾーン
日本でのビジネス展開に積極的な海外企業が、製造技術・製品の展示などを
行います。今年度より、東京都が都内に誘致した外国企業が出展する
「東京都誘致企業ブース」を新規に設置し、日本企業との連携に前向きな
海外企業が集結します。
その他特別企画はこちら ⇒
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/Tokubetsuzones
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☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ET2018・IoT Technology 2018／組込み総合技術展・IoT 総合技術展
■会期： 11 月 14 日（水）～16 日（金）10:00～17:00
*15 日は ET Festa 開催につき 18:00 まで
■会場： パシフィコ横浜
■入場料：1,000 円 *但し、来場事前登録者および、招待状持参者は無料
■ET・IoT Technology 2018 公式 HP⇒ http://www.jasa.or.jp/expo/
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◎ET・IoT Technology NAGOYA 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展 名古屋 《出展募集中》
http://www.jasa.or.jp/etnagoya/
■日時： 2019 年 2 月 6 日(水)・7 日(木) 10:00～17:00
■会場： 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
★出展案内・申込書ダウンロード、出展要項、詳細
⇒ http://www.jasa.or.jp/etnagoya/entry/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★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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