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JASA および関東支部事業のお知らせ
2019.2.13
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＝ 現在、参加募集中の JASA および関東支部事業をご案内いたします ＝
★☆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆彡
1．関東支部例会［2/21(木)］開催のご案内 ≪再掲≫
2．採用力強化セミナー［2/26(火)］開催のご案内 ≪再掲≫
3．関東・中部支部間交流会［3/1(金)］開催のご案内 ≪再掲≫
4．ET・IoT Technology WEST 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展 関西［6/13,14］《出展のご案内》
5．ET・IoT Technology 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展［11/20～22］《先行予約のご案内》
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1．関東支部例会［2 月 21 日(木)］開催のご案内 ≪再掲≫
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai190221.pdf
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2 月の関東支部例会では、2019 年度事業計画予算案についてご紹介をいたします。
講演会では、大手企業を退職した女性がアイデアと行動力で起業した”UPQ”はライフスタイル家
電や家具などを展開するブランド。
起業から僅か 2 ヶ月で 17 種 24 製品のオリジナル製品を商品化。(格安スマホ、オシャレ家電、バッ
テリー内蔵スーツケース、他)
企業コンセプトは「生活にアクセントと遊び心を 」の（株）UPQ（アップ・キュー）代表取締役の
中澤優子氏にお話を伺います。
また、コンピュータ業界のトレンドやビジネスに深い見識を持つ横田英史氏より、話題の『RISCV』について解説いただきます。
RISC-V はライセンスフリー＆技術的な優位性に世界が注目しています。RISC-V が伸長すると今後の
組込みビジネスにどのようなインパクトがあるのか？ RISC-V は Arm の牙城を崩せるのか？ プロセ
ッサー版 Linux とも呼ばれる RISC-V の活用シーンは？
ぜひ、第一部・第二部講演会および、第三部交流会も併せてご出席くださいますようお願いいた
します。
■日時： 2 月 21 日(木) 【第一部・第二部】14:00～17:15 【第三部】17:30～19:15
■会場：【第一部・第二部】TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A 【第三部】Darts UP 秋葉原
店
■参加費：【第一部及び第二部】 無料 【第三部】1 名/4,000 円
■プログラム詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai190221.pdf
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2．採用力強化セミナー［2/26(火)］開催のご案内 ≪再掲≫
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_190226.pdf
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企業において人財はとても重要です。人材を人財とするために採用は大きく影響します。
今回は戦略的に採用設計を行う為に、採用基準～評価設計、面接までを講演いただきます。
概要を知っていただく事で、自社にあった採用を検討したいただくきっかけを自社に持ち帰ってい
ただけます。
世の中で優秀と言われている方でなく、自社にとっての優秀な方を定義し採用する事を考えている
企業は特に知っていただきたい内容となります。
経営者、採用ご担当の皆様、ぜひご参加ください。
■日時： 2 月 26 日（火）14:00～16:00
■会場： JASA 会議室
■講師： 伊藤 将人 氏 株式会社エンベックスエデュケーション
事業推進室 HR コンサルタント シニアマネージャー
■受講料： 無料
■プログラム詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_190226.pdf
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3．関東・中部支部間交流会［3/1(金)］開催のご案内 ≪再掲≫
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Kouryukai_190301.pdf
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中部地区の産業視察と中部地区会員との交流促進(情報交換)を目的に支部間交流会を開催いたし
ます。
見学会ではトヨタ産業技術記念館にてトヨタの原点である紡機技術から現代の産業となる加工、
制御技術を見学、デンソーギャラリーでは過去・現在・未来の先端技術に向けた取組みを見学しま
す。
その後、懇親会では中部支部会員との交流会を企画しております。 中部地区は様々な産業を創造
し、日本経済を支える拠点でもあります。ビジネスに関する情報交換など、会員の皆様の新たなビ
ジネス開拓のキッカケになれば幸いです。
■日程： 3 月 1 日（金） ＊現地 集合(9:45)・解散(19:00)
＊現地までの交通手配は参加者にてお願いします
また、交通費はご自弁ください
■集合時間・場所： 9 時 45 分・JR 名古屋駅「銀の時計」
■参加費： 関東支部会員 5,400 円（税込、貸切バス代、見学費込み）
■行程・詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Kouryukai_190301.pdf
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4．ET・IoT Technology WEST 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展 関西［6/13,14］《出展のご案内》
http://www.jasa.or.jp/etwest/
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すべての人・モノ・コトがつながる IoT 時代を迎えた今、組込み技術の重要性と将来への期待
は、ますます高まっています。
進化する組込みの先進技術が集まる Embedded Technology West。

“つながる”技術の最先端を網羅する IoT Technology West。
これからの成長分野を支えていく重要な技術にフォーカスした、ET West 展と新設の IoT
Technology West 展を同時開催することで、自動車、医療、インフラ等、あらゆる産業で求められて
いる双方の最先端テクノロジーとソリューションを提案する場とし、シナジー効果を創出します。
☆★来場者の約 9 割が関西圏からの来場！ 関西圏での顧客開拓・販路拡大にご活用いただけます
ので、是非出展のご検討をお願いいたします★☆彡
【 展示会概要 】
■日時： 2019 年 6 月 13 日(木)・14 日(金) 10:00～17:00
■会場： グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター
【出展要項】
■出展料
・A ブース（パッケージブース）［2m×2m＝4 ㎡］
［JASA 会員］250,000 円（税別）［一般］300,000 円（税別）
・B ブース（スペース渡し *4 小間から申込可能）［2m×2m＝4 ㎡］
［JASA 会員］150,000 円（税別）［一般］200,000 円（税別）
★出展案内・申込書ダウンロード、出展要項
⇒ http://www.jasa.or.jp/etwest/entry/
■申込締切： 2 月 28 日（木）
＊但し、満小間になり次第、締め切らせていただきます
■ET・IoT Technology WEST HP ⇒ http://www.jasa.or.jp/etwest/
■この件に関する問い合わせ先■
ET/IoT Technology 事務局
Tel:03-5657-0756 E-mail: etinfo@jasa.or.jp
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5．ET・IoT Technology 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展［11/20～22］《先行予約のご案内》
http://www.jasa.or.jp/expo/
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キャッチフレーズは＜ET×ET（エッジテクノロジー）＞。
組込みとつなげる技術を背景に「エッジ領域でどこまでのことができ、どんなもの（新たな価値）
を生み出せるのか」をテーマに置き、テクノロジー視点にとどまらず、インダストリ、マーケット
視点からの訴求を含め幅広い領域から最新トレンドを発信、新たな IoT サービスの創出を強力に促
進いたします。
ET/IoT Technology は 2019 を起点に、「アジア最大規模のエッジテクノロジー総合技術展」へとさ
らなる進化を遂げてまいります。
【 展示会概要 】
■日時： 2019 年 11 月 20 日(水)～22 日(金) 10:00～17:00 *21 日(木)は 18:00 まで
■会場： パシフィコ横浜
★先行予約後にご出展を本申込いただいた場合、以下特典をご用意いたします
特典①：公式ホームページ上での特別紹介枠をプレゼント！
特典②：メール配信にて出展社情報のご紹介枠をプレゼント！
●先行予約申込書はこちら⇒

http://www.jasa.or.jp/TOP/download/ET/ETIoT2019_pre_reservation_info.pdf
※申込書に必要事項をご記入の上、メールまたは FAX で ET 事務局までお送りください。
※先行予約は本申込ではございませんので、キャンセル料は一切かかりません
●先行予約申込締切：2 月 28 日(木)
※出展要領⇒ http://www.jasa.or.jp/expo/entry/
■この件に関する問い合わせ先■
ET/IoT Technology 事務局
Tel:03-5657-0756 E-mail: etinfo@jasa.or.jp
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一般社団法人 組込みシステム技術協会 関東支部
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*関東支部 HP もご覧ください［JASA HP＞事業案内＞支部活動＞関東支部］
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