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★☆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆彡
1．関東支部例会（講演会・忘年会）について ≪再送≫
2．「組込み/IoT に関する動向調査」に関するご協力のお願い ～経済産業省～
3． 第 5 回 KDF・CXDS デザイン思考セミナー・ワークショップ開催のご案内
～CXDS～
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1．関東支部例会（講演会・忘年会）について ≪再送≫
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai181207.pdf
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今週、7 日(金)開催の関東支部例会・第一部(行政機関)講演をご紹介いたします。
●講演 1「消費税軽減税率制度の説明会」 ＜東京国税局＞
2019 年 10 月 1 日から消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げら
れると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。それに伴い帳簿及び
請求書等が変わります。珪税税率制度は全ての事業者の方に関係があります。
事業者に知っておいていただきたい軽減税率制度のポイントを紹介いたします。
●講演 2「製造にとっての組込み/IoT に関する動向調査」 ＜IPA＞
組込みソフトウェア産業動向調査（組込み/IoT に関する動向調査）は、2003 年
より組込みソフトウェアに係る全ての企業を対象に実施しており、調査結果は
経済産業省や IPA の組込み/IoT 産業の施策などの資料として活用されています。
昨年度の調査結果とともに、今年度の調査の特徴である技術動向や市場動向
及び、施策に向けた動きなど製造業を中心にどのようなメリットがあるかに
ついて紹介いたします。
★本年も「組込み/IoT に関する動向調査」を実施中です。
以下の”2．「組込み/IoT に関する動向調査」に関するご協力のお願い”
をご覧ください。
尚、第一部・第二部ご出席の方には、アンケート調査票を準備いたしますので
ご協力くださいますようお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------【開催概要】

■日時： 12 月 7 日（金）
【第一部・第二部（講演会）】 14:00～17:15
【第三部（忘年会）】 17:30～19:30
■会場：【講演会】新宿エルタワー サンスカイルーム 1C
http://www.sunskyroom.jp/l_tower/traffic.htm
【忘年会】UP 新宿 靖国通り店
https://r.gnavi.co.jp/h2n9dn800000/map/
■参加費：【第一部・第二部（講演会）】無料
【第三部（忘年会）】5,000 円/1 名
■プログラム・詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai181207.pdf
■Web 申込フォーム⇒ https://goo.gl/forms/PEcJzGWJgdyXqF9J2
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★日経 BP 社より「IT 業界徹底研究 就職ガイド 2020 年版」が刊行されました
https://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/18/269040/
ご希望の方に関東支部例会にて配布いたしますので、お知らせ願います。
[締切：12/5(水) 16 時まで]
⇒ mailto:jasa-kanto@jasa.or.jp
（本年 9 月求人情報掲載を募集した媒体です）
⇒ http://jasa.or.jp/TOP/download/members_only/joboffer_NikkeiBP2018.pdf
尚、JASA 来局の折、お渡しすることも可能です。
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2．「組込み/IoT に関する動向調査」に関するご協力のお願い
http://www.esic.or.jp/research/index.html
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経済産業省では、組込み/IoT 産業における技術力の強化、人材の確保、標準
化など戦略的な取組みを進めるために、関係省庁・機関の協力を得つつ、組込み
/IoT 産業の競争力強化、持続的発展のための施策を立案し、推進しているとこ
ろです。
今回、アンケート調査のご協力をさしあげているものは、経済産業省の所管
団体である独立行政法人情報処理推進機構が組込み/IoT 産業の実態及び今後の
動向を把握するために行う調査であり、その成果は経済産業省の施策立案におい
ても参考となるものです。事業者の皆様方におかれましては、趣旨をご理解いた
だき、積極的なご回答をいただきたく、ご協力をお願い申し上げます。
※「組込みソフトウェアに関する動向調査」アンケート調査の概要
⇒ http://www.esic.or.jp/research/index.html
■ご回答の対象となる方■
・貴社の経営に携わる方、組込みシステム／ソフトウェアに関連した事業部門
の責任者の方

・ご回答は、1 社 1 回答に限定はしておらず、1 事業部門 1 回答でも有効な回答
となります。
*詳細⇒ http://www.esic.or.jp/research/index.html
■アンケート(電子版調査票)の入手・提出先
⇒ http://www.esic.or.jp/research/index.html
*Word 形式または、Excel 形式のファイルをダウンロードいただき、
ご記入のうえ、E-mail にてお送りください
■本調査に関する問合せ・送付先■
（委託先） 一般社団法人組込みイノベーション協議会 調査担当：伊藤
TEL: 03-5434-7076 E-mail: research@esic.or.jp
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3．第 5 回 KDF・CXDS デザイン思考セミナー・ワークショップ開催のご案内
＝体験設計支援コンソーシアム(CXDS)＝
https://kokucheese.com/event/index/544371/
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神奈川県内事業者の方を主に対象としてデザイン思考の理解と最新研究の
設計技術及び、デザイン手法を紹介する全６回のセミナー・ワークショップ
を開催しております。
今回は、その 5 回目となり体験設計（エクスペリエンスデザイン）を
実現するためのエクスペリエンス・ラピッド・プロトタイピングのワーク
ショップです。
今回のワークショップでは IoT システムやロボットなどのアイデア展開と
これをシミュレーション（使い方を体験できる簡易な試作）するための
ツールとして、HOTMOCK を使用して作成します。使い方を試行錯誤しながら、
うれしい体験を動くモデルで実現する楽しいワークショップです。
回路設計の知識やプログラムスキルを必要としない新たなモノづくりの進
め方を学ぶラピッドプロトタイピングに是非、挑戦してください。

●日 時：平成 30 年 12 月 13 日（木）10:00～17:00（17:20 より交流会）
●会 場：神奈川中小企業センタービル 6 階（横浜市中区尾上町 5-80）
http://www.hol-on.co.jp/email/cxds/181213/01/
●参加費：神奈川県内の方 2000 円
KDF・CXDS 会員・学生 1000 円
その他一般 3000 円
ACROSS LAUNGE・交流会 3000 円（一律）
●定 員：16 名（※機材の準備のため必ずご予約ください。）
●主 催：公益社団法人 かながわデザイン機構
体験設計支援コンソーシアム（CXDS）

■詳細とお申込み
http://www.hol-on.co.jp/email/cxds/181213/02/
■お問合せ
体験設計支援コンソーシアム・CXDS 事務局
http://www.hol-on.co.jp/email/cxds/
Mail to: office@cxds.jp
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎平成 31 年 新春講演会・賀詞交歓会 開催日程のお知らせ◎
■日程： 2019 年 1 月 17 日（木）講演会 16:00～ 賀詞交換会 17:30～
■会場： 品川プリンスホテル
*詳細は 近日中に連絡担当者様あてに配信いたします *ご予定お願いいたします
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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/
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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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