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（１）TIRI NEWS 1 月号 発行
（２）展示会出展情報「TCT Japan 2019」
「SURTECH 2019」
「JFlex 2019」
「第 9 回 化粧品開発展」
（３）本部講習会「3D-CAD 入門（第 6 回）」
（４）医工連携セミナー
「新たな参入を促進・支援するための『医療機器産業と医工連携』」
（５）FPGA コンソーシアム「東京 FPGA カンファレンス 2019」
（６）内部通報・外部通報窓口のご案内
※再案内１件
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（１）TIRI NEWS 1 月号 発行
・[新年特別企画] 役員鼎談
進化する「ものづくり」を捉えさらなる飛躍の年に
・[特集]生活技術・ヘルスケア
生活技術開発セクター「人間にとっての使いやすさ」を製品開発に活かす
・覚えておきたい景品表示法 医薬品医療機器等法の基本的な考え方
・認知症研究に新たな光 変性タンパク質を摘出する高精度解析システム
・TIRI NEWS EYE
ポジションセンシングパッドがベッドでの姿勢と睡眠の質を可視化
・設備紹介 分子間相互作用測定装置
※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=19
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/
………………………………………………………………………………………
（２）展示会出展情報
1 月末～2 月初旬の展示会出展スケジュールをお知らせします。都産技研の
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技術をぜひ間近でご覧ください。多くの方のご来場をお待ちしています。
【TCT Japan 2019】-----------------------------------------------◆日 時：平成 31 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金）10：00～17：00
◆会 場：東京ビッグサイト（江東区有明）
◆小間番号：6N-19
◆入 場 料：3,000 円（税込）※事前登録者無料
◆出展所属：3D ものづくりセクター、各拠点 3D プリンター担当
◆展示内容：「3D プリンターで製作したバイオリンの展示」など
展示会ウェブサイト ⇒ https://www.tctjapan.jp/
都産技研出展概要 ⇒
http://nanotech2019.jcdbizmatch.jp/Info/nanotech/jp/ExhibitorDetail?val=YO0jYwiLoC0
【SURTECH 2019 表面技術要素展】---------------------------------◆日 時：平成 31 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金）10：00～17：00
◆会 場：東京ビッグサイト（江東区有明）
◆小間番号：4P-01
◆入 場 料：3,000 円（税込）※事前登録者無料
◆出展所属：表面・化学技術グループ、環境技術グループ
◆展示内容：「熱処理木材用の高耐候性塗料の開発」
「大電流パルススパッタ膜の成膜技術の開発」
「めっきによるナイロン樹脂 AM（3D プリンター）モデルへの
意匠性付与」など
展示会ウェブサイト ⇒ http://www.surtech.jp/
都産技研出展概要 ⇒
http://nanotech2019.jcdbizmatch.jp/Info/nanotech/jp/ExhibitorDetail?val=qo3erRIuaSE
【JFlex 2019】---------------------------------------------------◆日 時：平成 31 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金）10：00～17：00
◆会 場：東京ビッグサイト（江東区有明）
◆小間番号：2Z-06（地域活性化ゾーン）
◆入 場 料：3,000 円（税込）※事前登録者無料
◆出展所属：複合素材開発セクター
◆展示内容：「亀裂検知用 e テキスタイルの開発」など
展示会ウェブサイト ⇒ http://www.convertechexpo.com/category.html#jflex
都産技研出展概要 ⇒
http://nanotech2019.jcdbizmatch.jp/Info/nanotech/jp/ExhibitorDetail?val=Apuwu3gFPqI
【第 9 回化粧品開発展】--------------------------------------------時：平成 30 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金）10：00～18：00
（最終日のみ 17:00 まで）
◆会 場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
◆小間番号：24-40
◆入 場 料：5,000 円（税込）※事前登録者無料
◆出展所属：バイオ応用技術グループ
◆展示内容：「化粧品開発支援事業の紹介」など
◆日

展示会ウェブサイト ⇒ https://www.cosme-i.jp/

都産技研出展概要 ⇒ https://d.cosme-i.jp/ja/Expo/5310863
………………………………………………………………………………………
（３）本部講習会「3D-CAD 入門（第 6 回）」
これまで 3D-CAD に触れたことがない方や、これから 3D-CAD の導入を検討
されている方を対象に、3D-CAD の概要とモデル作成の流れを理解していた
だく講習会です。
※パソコンが操作できる 3D-CAD 操作初心者を対象としています。
※本講習会は年 6 回開催しており、今回の第 6 回で本年度最終回となります。
毎回同じ内容で実施しています。
◆開催日時：平成 31 年 2 月 6 日（水）10：00～16：30
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：8 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：4,200 円
◆申込締切：平成 31 年 1 月 30 日（水）
◆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/190226.html
………………………………………………………………………………………
（４）医工連携セミナー
「新たな参入を促進・支援するための『医療機器産業と医工連携』」
都産技研では、東京都の委託を受けて「医療機器産業参入における
ものづくり系中小企業等に対する技術的支援事業」を行っています。
このセミナーでは、これから医療機器産業に参入しようと関心をお持ちの
皆さまに向けて、臨床・研究機関と中小企業の医工連携を着実に進めていく
ためのヒントを提供いたします。
◆開催日時：平成 31 年 1 月 21 日（月）13：30～17：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：100 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆申込締切：平成 31 年 1 月 18 日（金）
◆問合せ先：交流連携室 TEL 03-5530-2313 FAX 03-5530-2318
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190121-1.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（５）FPGA コンソーシアム（都産技研共催）
「東京 FPGA カンファレンス 2019 with プログラマブルデバイスプラザ」
FPGA コンソーシアムは、電子機器・組込みシステム設計者、半導体設計
技術者向けに、FPGA 設計における設計技術セミナー＆展示会『FPGA
カンファレンス』を毎年開催しています。本年のテーマは「IoT およびそれを

支える LPWA 技術の現状と将来」で、テーマに沿った最新情報が紹介されます。
◆開催日時：平成 31 年 1 月 18 日（金）10：00～17：00（展示は 9:30～）
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：150 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 料：無料（事前登録制）
◆申込方法：ホームページより事前登録
◆問合せ先：FPGA カンファレンス事務局 E-Mail: fpgacon@fpga.or.jp
詳細はこちら ⇒ http://www.fpga.or.jp/FPGAC21/tokyo2019.html
………………………………………………………………………………………
（６）内部通報・外部通報窓口のご案内
都産技研では、内部統制の一環として、内部通報および外部通報窓口を
設けています。通報は誰でも行うことができ、都産技研の業務における法令
および都産技研内規定違反行為、社会通念上の倫理に明らかに違反する行為、
その他これらに準ずる不正行為について通報が可能です。
通報は、以下の連絡先に、電子メールなどでご連絡ください。
※都産技研ウェブサイトに通報シートを用意していますので、ご活用ください。
◆総務課・経営企画室
E-mail: tsuho@iri-tokyo.jp TEL 03-5530-2296
◆大栗法律事務所 大栗 悟史 弁護士
E-mail: s-oguri@oguri-law.jp TEL 03-6257-1044
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/reporting.html
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー「初心者のための電気用品安全法の概要と動向」
申込受付は本日 1 月 9 日まで！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190116.html
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………………………………………………《 TIRI メールニュースここまで 》…
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発信元
一般社団法人 組込みシステム技術協会 関東支部
東京都中央区日本橋大伝馬町 6-7 住長第二ビル 3F
TEL 03-5643-0211 FAX 03-5643-0212 E-mail jasa-kanto@jasa.or.jp
★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/
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