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（１）TIRI NEWS 2 月号 発行
（２）本部セミナー「ガラス製品の基礎知識」
（３）城東講習会「ファイバーレーザー加工入門」
（４）城東講習会「グラフィックデザイン入門」
（５）バンコク支所「ものづくり企業交流会 2019 in バンコク」
（６）展示会出展情報
（７）科学技術振興機構(JST) 新技術説明会
※再案内１件
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（１）TIRI NEWS 2 月号 発行
[研究事例紹介]
・3D ものづくりセクター
3D プリンターで実用物がつくれる時代に
[支援事例紹介]
・デザイン技術グループ
巻きスカート形状の転倒骨折軽減用エプロン
・城東支所
伝統工芸「印伝」に最新技術を注ぎ込む
・城南支所
3 次元レーザー加工機による微細加工技術
・TIRI NEWS EYE 身につけて“歩ける”椅子で医療現場の疲労を和らげる
・設備紹介 解析機能付き白色干渉計
※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=20
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）本部セミナー「ガラス製品の基礎知識」
ガラス製品の特徴を理解するために、ガラス食器メーカーの方より、
ガラスの性質や種類といった基本的な内容から実際の製造方法まで解説し、
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ガラス製品の試験機関の方からは、ガラス製品を取り扱う上で必要な
規格や試験、よくあるトラブルを紹介します。
◆開催日時：2019 年 3 月 4 日（月）13：00～17：00
◆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：2,000 円
◆申込締切：2019 年 2 月 25 日（月）
◆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/190304.html
………………………………………………………………………………………
（３）城東講習会「ファイバーレーザー加工入門」
金属の切断、マーキング加工に興味のある方、板金を使って試作品を製作
したい方に。講座の前半では加工機を操作するための専用ソフトを利用した
NC データの作成方法、後半では城東支所にて機器利用が可能なファイバー
レーザー加工機の操作方法を、実際に加工をしながら学ぶことができます。
◆開催日時：2019 年 3 月 19 日（火）13：30～16：30
◆会 場：都産技研城東支所（葛飾区青戸）
◆定 員：5 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,300 円
◆申込締切：2019 年 3 月 12 日（火）
◆申込方法：FAX または直接持参
◆問合せ先：城東支所 担当 上野
TEL 03-5680-4632 FAX 03-5680-4635
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190319fiber-laser.html
………………………………………………………………………………………
（４）城東講習会「グラフィックデザイン入門」
写真入り名刺のデザイン実習を行いながら、グラフィックデザインの基本
ソフトウェア「イラストレーター」と「フォトショップ」の操作方法を学ぶ
ことができる講習会です。当日は基本的な操作のみとなりますが、配布する
テキストで復習や応用の機能も学べる内容となっています。
◆開催日時：2019 年 3 月 27 日（水）13：30～16：30
◆会 場：都産技研城東支所（葛飾区青戸）
◆定 員：5 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,300 円
◆申込締切：2019 年 3 月 20 日（水）
◆申込方法：FAX または直接持参
◆問合せ先：城東支所 担当 上野
TEL 03-5680-4632 FAX 03-5680-4635
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190327graphic-design.html
………………………………………………………………………………………

（５）バンコク支所 ものづくり企業交流会 2019 in バンコク
「経営の現地化と幹部育成～これからを担う優秀な幹部人材が育つ会社とは～」
タイでの経営の現地化を進める企業が増える中、次世代の優秀な幹部人材の
育成について関心が高まっていますが、さまざまな理由で、日本からの派遣
幹部に頼るケースもあります。
このイベントでは、講演とパネルディスカッションを通じて、優秀な幹部が
育つ会社について考え、また、情報交換・交流の場も用意しております。
※このセミナーはタイ王国バンコクにて開催されます。
◆開催日時：2019 年 2 月 27 日（水）第 1 部 13：30～16：45
第 2 部 17：00～19：00
◆会 場：The Landmark, Bangkok 7 階（タイ王国バンコク）
◆定 員：50 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：第 1 部 無料 / 第 2 部 300THB（税込）
◆申込締切：2019 年 2 月 20 日（水）
◆申込方法：ウェブサイト内イベント申込フォームより web 申込
◆問合せ先（タイ国内）：
・東京都立産業技術研究センター バンコク支所 担当 須間
E-mail: seminar.tiri-bb@iri-tokyo.co.th
・東京都中小企業振興公社タイ事務所 担当 津田 または シリン
E-mail: thai-branch@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒
https://www.topics.tho.tokyo-trade-center.or.jp/jp/info/2019/01/-in-bangkok-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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（６）展示会出展情報
都産技研は、東京都主催で開催される「ライフ・ワーク・バランス EXPO
東京 2019」に出展します。多くの方のご来場をお待ちしています。
【ライフ・ワーク・バランス EXPO 東京 2019】--------------------◆日 時：2019 年 2 月 7 日（木）10：00～18：00
◆会 場：東京国際フォーラム ホール E1
◆ブース No：出展企業団体ブース 3
◆主 催：東京都
◆入 場 料：無料（要事前登録）
◆出展所属：プロジェクト事業推進部
◆展示内容：ロボット実演など
◆展示会 HP：https://www.lwb-expo.metro.tokyo.jp/
………………………………………………………………………………………
（７）科学技術振興機構(JST) 新技術説明会
JST では、大学などの公的研究機関から創出された研究成果に基づく特許
技術による新技術説明会を開催しています。
今回、「スマート QOL（Quality Of Life）」をテーマに新技術説明会を
開催します。都産技研は「次世代暗号を用いた安全・安心なファイル共有
方法の開発」について発表します。各々の発表シーズについてご興味のある

方は個別相談も可能です。
◆開催日時：2019 年 2 月 14 日（木）13：00～15：55
◆会 場：JST 東京本部別館 1F ホール（千代田区五番町）
◆定 員：150 名（事前申込制、先着順）※定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆参加・個別相談申込方法
：どちらも JST 新技術説明会サイトより申込
◆共 催：都産技研、首都圏産業活性化協会(TAMA 協会)、首都大学東京、
電気通信大学、東京農工大学、埼玉大学、東洋大学
◆後 援：特許庁、関東経済産業局
◆問合せ先：JST 産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ
TEL 03-5214-7519 FAX 03-5214-8399
詳細はこちら ⇒
https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/tamaweb/2018_tamaweb.html
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■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」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190227-1.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： 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： 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
---------------------------------------------------------------------◎「関東・中部支部間交流会」開催のお知らせ
■日程： 3 月 1 日（金）
■集合時間／場所：10:00／名古屋駅
*集合場所までに交通費・手配等は参加者にてお願いします
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Kouryukai_190301.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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