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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 2018.11.13 H30-35 号（通巻 805 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「重大事故防止のためのねじ締結体設計の基礎（第 2 回）」
（２）共催セミナー「光学測定機セミナー及び技術相談会」
（３）共催セミナー「海外で通用する高品質な評価試験」
（４）東京都立皮革技術センター「ファッションと皮革商品のトレンド」
（５）「産業交流展 2018」ピックアップイベント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□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」■□
★☆★ いよいよ明日から開催！！ ★☆★
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
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。
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。
↓↓ 都産技研出展情報はこちら ↓↓
https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/2018sankoten.html
………………………………………………………………………………………
（１）本部講習会「重大事故防止のためのねじ締結体設計の基礎（第 2 回）」
重大事故の原因の一つとなりうるねじ締結体の設計基礎についての講義と、
ねじの締付け管理法の主流となっているトルク法についての実験を行います。
実習では、ねじ締付け試験機を用いてボルトの締付け実験を行い、トルク
係数を測定し、軸力のばらつきを把握します。
◆開催日時：平成 30 年 12 月 18 日（火）13：00～16：15
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：12 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,300 円
◆申込締切：平成 30 年 12 月 11 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/20181022k.html
………………………………………………………………………………………
（２）都産技研・日本光学測定機工業会 共催セミナー
「光学測定機セミナー及び技術相談会」
光学測定機全般の理解を深め、測定対象物に合った最適な測定機の選択が
できるように、さまざまな光学測定機の特性や測定事例の紹介などを通じて
わかりやすく解説します。また、各光学機器メーカーによる技術相談会も
開催しますので、測定に関するお困りのことなどを個別にご相談いただけます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 27 日（火）13：00～17：00
◆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：無料
◆申込方法：メールまたは FAX
◆問合せ先：日本光学測定機工業会「光学測定機セミナー」事務局
Tel/Fax 03-3435-8083 E-mail: info@j-oma.jp
詳細はこちら ⇒ https://www.j-oma.jp/info_expo/expo04.html
………………………………………………………………………………………
（３）北区・板橋区・都産技研 共催セミナー
「海外で通用する高品質な評価試験」
ものづくりの競争力を高めるために欠かせない製品評価とその規格認証
制度について、都産技研の支援事例を交えて紹介いたします。品質管理や
品質保証に携わる方、海外展開に向けて品質を強化していきたい方などに。
◆開催日時：平成 30 年 12 月 14 日（金）13：30～17：30
◆会 場：板橋区役所 北館（板橋区板橋）
◆定 員：50 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,900 円
◆申込締切：平成 30 年 12 月 7 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 ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181214.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（４）東京都立皮革技術センター 第 6 回皮革関連ゼミナール
「ファッションと皮革商品のトレンド」
東京都立皮革技術センター台東支所にて開催される皮革関連ゼミナールです。
どのような流れで今の流行と皮革商品がリンクしているのか、また、パンプスの
トレンドから、流行のデザインを靴に落とし込む際の品質面や安全面などに
おいて留意すべき点について解説されます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）第 1 部 13：30～15：30

第 2 部 15：40～16：40
◆会 場：東京都立皮革技術センター台東支所（台東区花川戸）
◆定 員：40 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆申込方法：電話、FAX またはメール
◆問合せ先：東京都立皮革技術センター台東支所 指導担当
TEL 03-3843-5912 FAX 03-3843-8629
E-mail: S0000610@section.metro.tokyo.jp
（アットマーク前の部分は、"S"以外は全て数字です）
詳細はこちら ⇒
http://www.hikaku.metro.tokyo.jp/shisho/oshirase18-08.html
………………………………………………………………………………………
（５）「産業交流展 2018」ピックアップイベント
平成 30 年 11 月 14 日（水）から 11 月 16 日（金）に開催される国内最大級の
トレードショー「産業交流展 2018」では、特別企画や同時開催イベントを
多数実施いたします。ぜひご来場いただき、自社の販路拡大や情報収集などに
お役立て下さい。
■■21 回目を迎える今回の注目企画■■
「次世代ロボットゾーン」
高度技術の結集であり、その関連技術分野が多岐にわたるロボットを展示
するゾーンです。中小企業・研究機関などの最新の技術力を PR いたします。
「スポーツ産業見本市」
スポーツ産業をリードする企業の先進的な技術や製品を紹介します。
■■メインステージイベントより■■
3 日目の 11 月 16 日（金）には、株式会社吉野家ホールディングス会長の
安部修仁氏の特別講演「吉野家の事業承継～後継者に求められるもの～」を
行います。吉野家の事業承継ストーリーや後継者の育成方法など、事業承継の
ポイントをご紹介いたします。
◆問合せ先：産業交流展 2018 運営事務局
TEL 03-3263-8885 E-mail: ofc@sangyo-koryuten.tokyo
詳細はこちら ⇒ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<< いよいよ明日開催です！！ご来場の際は事前登録にご協力ください！ >>
★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 開催のため 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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎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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