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==========================================================================================

１．「愛知県IoT推進ラボ講演会」の参加者を募集します

愛知県IoT推進ラボは、「製造業におけるIoTの活用」をテーマに「愛知県IoT推進ラボ講演会」を
「第7回次世代ものづくり基盤技術産業展TECH Biz EXPO 2017」において開催します。
IoTの活用事例を広く紹介することで、IoTの導入効果や課題を広く周知し、IoT活用を目指す地域企業に

対して導入を促進します。
参加費は無料です。是非御参加ください。

【日 時】平成２９年１１月１６日（木） 午後１時１５分から午後４時２５分まで
【会 場】名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）

（名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 電話：052-735-2111）
【主 催】愛知県
【対 象】IoTの活用を検討している企業の経営者・工場長及び担当者
【定 員】１００名（申込先着順、定員に達しましたら受付を締め切ります）
【参加費】無料
【プログラム】
①開会挨拶 １３：１５～１３：２０
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 室長 佐々木 靖志

②講演１ １３：２０～１４：１５
「人が主役のスマートファクトリーづくり」

株式会社ジェイテクト 取締役副社長 井坂 雅一 氏 

③講演２ １４：２０～１５：１０
「『完全自動運転車』時代に求められる中小企業の課題とは？」
久野金属工業株式会社 専務取締役兼CIO 久野 功雄 氏

④ワークショップ １５：１０～１５：２５
「明日から実践するIT化アクションプランの作成」
久野金属工業株式会社 専務取締役兼CIO 久野 功雄 氏

⑤講演３ １５：３０～１６：２５
「KDDIのIoTビジネス戦略と今後の取り組みについて」

KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部
ビジネスIoT企画部 ビジネス開拓2GL 軍地 利尚 氏

【申込み方法】
「愛知県IoT推進ラボ講演会」への参加を希望される場合は、下記の「TECH Biz EXPO 2017」



Webページから事前申込みをお願いします。
http://www.techbizexpo.com/event/index1116.html

また、「TECH Biz EXPO 2017」への御入場には、来場事前登録（無料）が必要です。
http://www.techbizexpo.com/ の『来場事前登録』タブ

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

-----------------------------------------------------------------------------------------

２．「第1回 愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナー」の参加者を募集します

愛知県IoT推進ラボは、高齢者向け『見守りシステム』をテーマに、有識者を招いてセミナーを開催し、
導入ニーズを持つ企業・団体や技術シーズを持つ企業とのマッチングを通じて新たなIoT製品・サービスの
開発に向けた産学連携プロジェクトの創出を目指します。
参加費は無料です。是非御参加ください。

【日 時】平成２９年１１月２１日（火） 午後１時３０分から午後４時３０分まで
【会 場】愛知県立大学サテライトキャンパス会議室（愛知県産業労働センター「ウインクあいち」１５

階）
（名古屋市中村区名駅4丁目4-38 電話：052-571-6131）

【主 催】愛知県立大学・愛知県
【対 象】メーカー、IT企業、介護施設や医療機関などの経営者及び担当者
【定 員】５０名（申込先着順）
【参加費】無料
【プログラム】
①趣旨説明 １３：３０～１３：５０
愛知県立大学 情報科学部 学部長・教授 村上 和人 氏

②基調講演 １３：５０～１４：４０
「生体信号ビッグデータの有用性と課題」
名古屋市立大学大学院 医学研究科 医学・医療教育学分野 教授 早野 順一郎 氏 

③事例講演 １４：５０～１５：３０
「ワンストップ体制で実現する、既存サービスを変革するアルファポイントのIoT戦略」
株式会社アルファポイント ITソリューション事業部 部長 下田平 裕 氏

④研究シーズ発表 １５：３０～１６：１０
「ソフトウェア技術による見守りセンサの高度化と応用例」
愛知県立大学 情報科学部 准教授 神谷 幸宏 氏

⑤コンソーシアム編成のご案内 １６：１０～１６：３０
愛知県立大学 情報科学部 学部長・教授 村上 和人 氏

【申込み方法】
参加申込書(添付ファイル)に必要事項を記入し、以下の申込先まで、FAX又はE-mailにて御提出くださ

い。
愛知県立大学情報科学部 担当：林、岡谷

電話：0561-76-8827 FAX：0561-64-1108
E-mail：iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp

【申込期限】
平成２９年１１月２０日（月）１３：００
※参加証は発行しませんので、直接会場へお越しください。
（定員超過により申込みをお断りする場合以外は、御連絡いたしません。）

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp



-----------------------------------------------------------------------------------------

３．「愛知県IoT活用相談窓口」を開設しました《再掲》

愛知県は、IoT活用促進事業の一環として、平成29年9月11日（月）に愛知県立大学内に
「愛知県IoT活用相談窓口」を開設しました。相談窓口では、IoTの導入及び利活用を目指す
県内企業等を対象にコーディネーターによる製造現場へのIoT導入に関する相談対応や、
IoTの導入を図るニーズ企業と提供を図るシーズ企業のマッチング支援、愛知県立大学と
連携した実証実験の支援等を行います。相談料は無料です。

【設置期間】平成30年3月20日（火）まで (平日午前10時から午後5時)
【設置場所】愛知県立大学長久手キャンパス情報科学部次世代ロボット研究所2階

（愛知県長久手市茨ヶ廻間1522番3）
【相談料】 無料
【相談対応者】IoTの導入及び利活用に関して、経験や見識のあるコーディネーターが対応します。

【相談方法】
《手順１》Web申込み又は電子メールにて事前にお申し込みください。

〇Web申込みの場合
愛知県立大学Webページhttp://www.ist.aichi-pu.ac.jp/iot/にアクセスし、
「愛知県IoT活用相談窓口」のページのWeb申込みフォームに必要事項を記載し、お申し込みくださ

い。
〇電子メールの場合
所定様式（愛知県IoT活用相談窓口相談申込み書）に必要事項を記載・添付し、お申し込みくださ

い。
電子メールの件名は「IoT活用相談申込み」としてください。
なお、所定様式は愛知県次世代産業室Webページ

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/iotdounyu-sien30.htmlからダウンロードできます。
（申込み先）
iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp 

《手順２》日程調整を行います。
コーディネーターが受付内容の確認後、相談者へ電話または電子メールにて連絡します。

《手順３》具体的な相談をしてください。
必要に応じてコーディネーターと面談し、御相談ください。相談内容に基づいて情報提供やマッチング支

援等を行います。

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

-------------------------------------------------------------------------------------

４．「スマートものづくり応援ツール・レシピ」が公開されました

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）では、中堅・中小製造業のIoT活用を促進するための
ツール・レシピを公開しています。
中小製造経営者を中心とする選定委員会を踏まえ、応募・提案いただいた中から、96件のツールと

28件のレシピを選定し、ロボット革命イニシアチブ協議会（RRI）のHPにて公表しました。
詳しくは、ロボット革命イニシアティブ協議会のWebを参照ください。

【Web】
https://www.jmfrri.gr.jp/event/seminar/618/

【問合せ先】
ロボット革命イニシアティブ協議会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8（機械振興会館507号室日本機械工業連合会内）
電話 : 03-3434-6571 / FAX : 03-3434-2980
E-mail：jimukyoku@jmfrri.gr.jp 



-------------------------------------------------------------------------------------

５．「愛知県ロボットセミナー」の参加者を募集します

愛知県では、メッセナゴヤ2017において「愛知県ロボットセミナー」を開催します。
併せて、展示会場には「愛知県（あいちロボット産業クラスター推進協議会）」ブースを
設けます。セミナー、展示会ともに参加は無料ですので、是非御参加ください。

●愛知県ロボットセミナー
【日 時】 11月８日（水） 午後１時30分から午後３時50分まで

（入場受付は午後１時から）
【場 所】 ポートメッセなごや 交流センター３階 会議ホール

（名古屋市港区金城ふ頭２丁目２）
【参加費】 無料
【主 催】 愛知県
【内 容】
（１）講演１ 「愛知県はロボット産業拠点を目指す」（30分）

愛知県副知事 森岡 仙太
（２）講演２ 「ロボット革命の実現に向けて

～ロボット政策とWorld Robot Summitについて～」（40分）
経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 講師未定

（３）講演３ 「ロボット・AIのさらなる普及に向けて～WRSへの期待」（60分）
ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役兼CCRO
コンテンツマーケティング本部長 蓮実 一隆 氏

【定 員】 500名（申込先着順）
【参加費】 無料
【申込みフォーム】
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10284

【申込期限】平成29年11月2日（木）（但し、定員に達し次第締め切ります。）

●愛知県（あいちロボット産業クラスター推進協議会）ブース
【日 時】 11月８日（水）から11月11日（土）まで
【場 所】 ポートメッセなごや

（名古屋市港区金城ふ頭２丁目２）
【小間位置】 第３展示館 小間番号：3C-155
【出展内容】 ワールドロボットサミット及び

あいちロボット産業クラスター推進協議会の
取組に関するパネル・映像、
サービスロボット、
災害対応ロボット、
ロボット関連製品 等

○御来場の際は、メッセナゴヤ2017の入場登録が必要となります。事前に入場録をしていただくと、
当日受付での手続きがスムーズになります（入場無料）。

（ http://www.messenagoya.jp/）
○未定情報は、県次世代産業室Webページにおいて随時更新します。
（ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robotseminar2017.html）

【問合せ先】
産業労働部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ
電話：052-954-6352 ＦＡＸ：052-954-6943
E-Mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp
担当：都筑、原

-------------------------------------------------------------------------------------

６．「第16回 新産業技術促進検討会」開催のご案内

IoT推進のための横断技術開発プロジェクトでは、高度なIoT社会の実現のために不可欠となる
次世代IoT基盤技術の研究開発を幅広く実施するとともに、個別技術を統合化しシステムとして
最適に処理・制御を行うための技術開発に取り組んでおります。



今回は、本プロジェクトを主体とし、スマート工場実証事業を加えた研究成果の報告及び
試作品デモの展示を行います。 
また、東京大学 森川教授より「ストーリーとしてのデジタル変革」と題して特別講演をいただきます。

【テーマ】IoT社会の実現に向けた基盤技術の開発
【日 時】11月10日（金）10：15～17：30 （9：45受付開始）
【会 場】ベルサール汐留 2F HALL A,B

東京都中央区銀座8-21-1住友不動産汐留浜離宮ビル
https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXf0xdhndgVDG

【主 催】モノづくり日本会議 ／ 日刊工業新聞社
【共 催】国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
【参加費】無料
【定 員】300名 ※定員に達し次第締め切らせていただきます。
【プログラム】https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXe0xdhndgVDF

※プログラムは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【申込み方法】
・ＩＤをご登録頂いている方
https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXg0xdhndgVDH

・ＩＤを未登録の方
https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXh0xdhndgVDI

※ＩＤ登録について
ＩＤ・パスワードをご登録頂くと、次回より個人情報の入力が省略できます。
登録用URL：https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXi0xdhndgVDJ

【問合せ先】
日刊工業新聞社「モノづくり日本会議」事務局
TEL: 03-5644-7608 FAX: 03-5644-7209
住 所: 東京都中央区日本橋小網町14-1（住生日本橋小網町ビル 3F）
E-mail: monodzukuri@media.nikkan.co.jp
URL: https://nikkan.smartseminar.jp/cc/0m3mXj0xdhndgVDK

-------------------------------------------------------------------------------------

７．「人とくるまのテクノロジー展２０１８名古屋」特別企画展示への出展企業の募集について

公益社団法人自動車技術会主催の「人とくるまのテクノロジー展２０１８ 名古屋」が、
2018 年7 月11 日（水）～13 日（金）の3 日間に亘って、ポートメッセなごやにて開催されます。
この展示会では、一般展示に加えて、社会の関心の高いトピックスに焦点を当てた、主催者企画による

出展料が無料の特別企画展示を実施されます。今回、この特別企画展示の出展企業様を募集します。

名古屋で4 回目となる2018 年の特別企画展示では、「“モノづくり”、“知恵、技、匠”」をキーワー
ドに、
新たな技術への可能性を持ち、様々な分野に渡り重要である“要素技術”にスポットを当て、
“知恵・技・匠”を駆使し、更に進化する数々のユニークな技術を日本各地から発掘して展示する企画とな

ります。

特別企画展示への出展をご検討いただける場合は、下記のお問い合わせ先までメールにてご連絡くださ
い。
折り返し、「展示アンケート」をお送りしますので、アンケートへ回答し、期日までにご提出をお願いしま

す。
なお、「展示アンケート」をもとに、公益社団法人自動車技術会の事務局による出展企業選定が行われま

す。
選定の結果、特別企画展示に出展いただけない場合もありますのでご承知ください。

【2017年報告書】人とクルマのテクノロジー展2017名古屋 展示会報告書 リンク
http://expo-nagoya.jsae.or.jp/wp-content/uploads/2017/09/0a722ed88b9e73c43e9e0e58979ba523.pdf

【日 時】2018年7月11日（水）～13日（金）
【場 所】ポートメッセなごや
【一般展示規模】 300社以上 ／ 700小間（予定）
【来場者数】 40,000名（見込み）
【募集内容】特別企画展示「"モノづくり"、"知恵、技、匠"」における出展
【出展料】主催者企画のため無料
【応募期日】11月6日(月) までに「展示アンケート」をメールで提出してください。
【問合せ先・「展示アンケート」提出先】



愛知県産業労働部産業振興課 自動車産業グループ
E-mail：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp
TEL：052-954-6376 担当：土本、福田

-------------------------------------------------------------------------------------

８．「第48回衆議院議員総選挙」のお知らせ

１０月２２日（日）は、衆議院議員総選挙の投票日です。
あなたの一票を大切にし、忘れずに投票しましょう。
投票時間は、午前７時から午後８時までです。なお、山間部及び離島の一部では午後６時又は７時に

終了するところがあります。
また、投票日当日に予定がある方は、１０月２１日（土）まで、期日前投票ができますので、ぜひ、御利

用ください。
▽第４８回衆議院議員総選挙特設ページ
http://aichi-oursenkyo.jp/

▽愛知県選挙管理委員会Facebook
http://www.facebook.com/aichisenkyo

▽愛知県選挙管理委員会Twitter
http://www.twitter.com/aichisenkyo

「衆院選 思いを託す この一票」

===============================================================================

○アドレス変更・配信の追加および停止については、以下へご連絡ください。
jisedai@pref.aichi.lg.jp
なお、この手続きによりあいちロボット産業クラスター推進協議会、
あいち健康長寿産業クラスター推進協議会からのお知らせの配信は停止されません。

○メール配信停止のご連絡に基づいて配信リストからの削除を行っています。
万が一、メールが届いてしまった場合は御迷惑をおかけして申しわけありませんが、
その旨をご連絡くださいますようお願い致します。

○愛知県ではメールアドレスの漏えい防止のため、すべての宛先に対して
「bcc」を使用して送信しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（問合せ先）
愛知県 産業労働部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
担当：稲垣、岩田

TEL： 052-954-6352 FAX: 052-954-6943
URL： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/
E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

添付ファイル:

TP2_IoTセミナー申込書.pdf


