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（１）プレス「中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究の募集を開始します」
（２）平成 30 年度中小企業の IoT 化支援事業 セミナー
「製造現場のデジタル化による新たな価値創出」
（３）本部セミナー
「感性工学による製品評価法【入門編】筋電・心電図-表情分析」
（４）墨田講習会「におい分析と官能評価（第 2 回）」
（５）産総研・KISTEC「テクノブリッジセミナー in 神奈川」
（６）関東経済産業局セミナー案内
※再案内１件
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★☆★ TIRI NEWS の読者アンケートにご協力ください ★☆★
https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
TIRI NEWS 1 月号のアンケートは 1 月 31 日まで受付中！
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します！
………………………………………………………………………………………
（１）プレス「中小企業の IoT 化支援事業 公募型共同研究の募集を開始します」
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。
自治体の行政課題解決を特徴とした IoT 関連技術・サービスについて
実証研究テーマの募集を開始します。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）平成 30 年度中小企業の IoT 化支援事業 セミナー
「製造現場のデジタル化による新たな価値創出」
日々のあらゆる企業活動をデジタル化することで、効率的な企業経営の
実現や新たなビジネスモデルの創出につなげる中小・ベンチャー企業の
成功事例がたくさん生まれつつあります。このセミナーではそのような
企業の事例と、支援に向けた取り組みをご紹介します。

2019 年 1 月 31 日 9:45

◆開催日時：2019 年 2 月 13 日（水）13：00～15：35
◆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
◆受 講 料：無料
◆申込締切：2019 年 2 月 8 日（金）
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：プロジェクト事業推進部 IoT 開発セクター
担当：冨岡・浮谷 TEL 03-5530-2286
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190213iot.html
………………………………………………………………………………………
（３）本部セミナー
「感性工学による製品評価法【入門編】筋電・心電図-表情分析」
ユーザーの生体情報を計測し分析することで得られる評価技術は、世界の
多くの企業の製品開発に活用されています。筋電図や心電図による生体計測法
から最新の機械学習による表情分析まで、感性工学と計測の基本をやさしく、
面白く解説していただきます。
◆開催日時：2019 年 2 月 27 日（水）13：30～17：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：30 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,700 円
◆申込締切：2019 年 2 月 20 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/190227-1.html
………………………………………………………………………………………
（４）墨田講習会「におい分析と官能評価（第 2 回）」
においの評価に必要な基礎知識をはじめ、異臭分析に関する内容を中心に、
機器分析法や官能評価法について解説します。機器分析法で使用される
におい嗅ぎ GC や嗅覚試験を体験するとともに、異臭の原因物質と言われている
臭気成分のサンプルを嗅いでいただきます。
※2018 年 10 月に開催した講習会と同一内容です。
◆開催日時：2019 年 2 月 26 日(火）13：30～17：00
◆会 場：都産技研墨田支所（墨田区横網）
◆定 員：4 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,600 円
◆申込締切：2019 年 2 月 15 日（金）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、FAX または直接持参
◆問合せ先：墨田支所 生活技術開発セクター 講習会・セミナー係
TEL 03-3624-3731 FAX 03-3624-3733
詳細はこちら ⇒
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190226-sumida-nioi2.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）産総研・KISTEC「テクノブリッジセミナー in 神奈川」
産業技術総合研究所と神奈川県立産業技術総合研究所の共催で、中小企業に
おける IoT 活用などをテーマとした「テクノブリッジセミナー in 神奈川」が
開催されます。
◆開催日時：2019 年 2 月 14 日（木）13：30～17：00（13：00 受付開始）
※講演終了後、17：50 まで引き続き技術相談会を開催
◆会 場：崎陽軒ヨコハマジャスト 1 号館（神奈川県横浜市西区）
◆定 員：100 名（事前申込制、先着順）※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
◆後 援：かながわ産学公連携推進協議会、神奈川 R&D 推進協議会
◆問合せ先：（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 企画部 経営戦略課
TEL 046-236-1500（代表） FAX 046-236-1526
詳細はこちら ⇒
https://www.kanagawa-iri.jp/sup_comm/iot_sup/technobridge/
………………………………………………………………………………………
（６）関東経済産業局「第 6 回 医師主導による医療機器開発のための
ニーズ創出・事業化支援セミナー」
関東経済産業局は、日本医師会と連携し「医師主導による医療機器開発の
ためのニーズ創出・事業化支援セミナー」への参加者、および併設展示会への
出展者を募集しています。第 6 回セミナーは「近未来の医療技術開発と医産学
連携による多様な連携に向けて」がテーマです。
◆開催日時：2019 年 2 月 16 日（土） セミナー 13：00～17：00
展示会 12：00～17：30
◆会 場：大阪大学銀杏会館（大阪府吹田市）
◆定 員：150 名 ※定員に達し次第締切
◆参加費・出展料：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込、FAX
◆主 催：関東経済産業局、公益社団法人日本医師会
◆問合せ先：日医総研医療機器開発支援窓口 https://jmamdc.med.or.jp
TEL 03-3942-6475 E-mail: supportdesk@jmamdc.med.or.jp
（担当：日医総研 吉田・來島）
詳細・申込はこちら ⇒ https://jmamdc.med.or.jp/seminar/seminar/31
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー
「X 線 CT 装置を用いたリバースエンジニアリング技術の高度化」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190208-1.html
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………………………………………………《TIRI メールニュースここまで》…
☆彡 JASA TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎関東支部例会開催のお知らせ◎
■日程： 2019 年 2 月 21 日（木）14:00～17:15 交流会 17:30～19:30

■会場： TKP 秋葉原カンファレンスセンター7A
■交流会費： 4,000 円
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai190221.pdf
---------------------------------------------------------------------◎IT 業界における中小企業の採用とは
「採用力強化セミナー ～戦略的採用設計編～ 」
■日程： 2019 年 2 月 26 日（火）14:00～16:00
■会場： JASA 会議室
■受講料：無料
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_190226.pdf
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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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