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----------------◆◆◆《 今月の内容 》◆◆◆ ----------------

●トピックス＆お知らせ
・「東三河のモノづくりのための知の拠点あいち活用セミナー」の参加者を募集します。
－高度計測分析機器とシンクロトロン光による技術支援－

・「知の拠点あいち重点研究プロジェクト（Ⅰ期）
食の安心・安全技術開発プロジェクト」成果普及セミナーを実施します。

・「知の拠点あいち重点研究プロジェクト（Ⅰ期）」
成果普及セミナー「難削材の高能率・高精度加工技術」の参加者を募集します。

・「デジタルエンジニアリング研修オープンCAE研修」の参加者を募集します。
・「新エネルギー情報発信セミナー2017」の参加者を募集します。
・『知られざるイスラエルとサガミの復活』セミナーの参加者を募集します。
（一般社団法人あいち経営塾）

●技術紹介
・オープンイノベーションによる新製品開発
・芯鞘構造糸を用いたシートクッションの試作について
・蛍光X線分析によるFP法を用いた定量分析について

※あいち産業科学技術総合センターニュースはこちらからダウンロードしてください。
http://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no187_all.pdf (pdfファイル：688.8
kbytes)

●イベント情報
・『知られざるイスラエルとサガミの復活』セミナーの参加者を募集します。
・「東三河のモノづくりのための知の拠点あいち活用セミナー」の参加者を募集します。
－高度計測分析機器とシンクロトロン光による技術支援－

・「水素エネルギー社会形成研究会 平成29年度第3回セミナー」の参加者を募集します。
・「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2018名古屋」
特別企画展示「"モノづくり"、"知恵、技、匠"」における出展企業の募集について

・第2回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会の参加者を募集します。
・「愛知県ロボットセミナー」の参加者を募集します。
・「愛知県IoT推進ラボ講演会」の参加者を募集します。
・「オープンCAE研修（DEXCS-WinXistr）」の参加者を募集します。
・少年少女発明クラブ指導員に関心のある女性を対象とした「発明クラブ見学会」

参加者を募集します。

●お知らせ
・第48回衆議院議員総選挙のお知らせ
・熱田神宮公園野球場及び愛知県口論義運動公園のネーミングライツパートナーを募集

します。

●今月の機器紹介
・MALDI-TOFMS微生物同定システム

--------------------------------------------------------------------------------
＜メルマガ特典情報＞
ニュース・メール版には、イベント情報や当センターで所有する試験研究機器の紹介を

行っております。是非、ご利用ください。



●イベント情報 
◇『知られざるイスラエルとサガミの復活』セミナーの参加者を募集します。

一般社団法人あいち経営塾は、10月25日（水）に株式会社サガミチェーン代表取締役
会長 鎌田敏行 氏をお招きして、鎌田様の伊藤忠商事株式会社時代のイスラエルでの
ご経験を元にした株式会社サガミの復活劇についてご講演いただきます。 

【日 時】平成29年10月25日（水） 午後5時から午後7時まで
【場 所】あいち産業振興機構 14階 セミナールーム

 （名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち））
【参 加 費】一般 ： 3,000円

学生・行政関係者 ： 無料
【主 催】一般社団法人あいち経営塾
【後 援】愛知県、公益財団法人あいち産業振興機構
【定 員】25名（先着順）
【申込方法・詳細】下記URLをご確認の上、申込みフォームからお申込みください。

http://www.aichi-ms.jp/schedule/2017-10-25
【申込期限】平成29年10月24日（火）（但し、定員に達し次第締め切ります。）

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

◇「東三河のモノづくりのための知の拠点あいち活用セミナー」の参加者を募集します。
－高度計測分析機器と
シンクロトロン光による技術支援－
東三河総局、あいち産業科学技術総合センター及びあいちシンクロトロン光センターで

は、シンクロトロン光を始めとする計測分析などをモノづくりに活用するためのセミナー
を、以下のとおり愛知県東三河総合庁舎（豊橋市）にて開催します。
セミナー終了後には、当センター職員及びあいちシンクロトロン光センターコーディ

ネーターによる面談形式の技術相談会を行います（希望者のみ）。
参加費は無料です。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【日 時】平成29年10月27日（金） 午後1時30分から午後5時まで
【場 所】愛知県東三河総合庁舎 2階 大会議室

（豊橋市八町通5-4）
豊橋鉄道市内線「東八町」、下車徒歩3分

【参 加 費】無料
【主  催】東三河総局、あいち産業科学技術総合センター、

あいちシンクロトロン光センター
【申込方法】
下記URLの参加申込みフォームからお申込みいただくか、参加申込書をダウンロード

し、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
http://www.aichi-inst.jp/acist/other/seminar/

【申込締切】平成29年10月25日（水）
【申込み・問合せ先】

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 担当：中尾、中川
TEL：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317
E-mail：AIC0000027@chinokyoten.pref.aichi.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝′＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇「水素エネルギー社会形成研究会 平成29年度第3回セミナー」の参加者を募集します。

本県では、水素エネルギー社会の形成に向けた地域の気運を醸成するため、企業や地域
の先進的な取組や最新の技術動向等に関するセミナーを定期的に開催しています。

今回のセミナーでは、水素活用の意義と課題に関する講演及び水素社会の実証事業に関
する講演を以下のとおり行います。

是非ご参加ください。

【日 時】平成29年11月1日（水） 午後1時45分から午後4時35分まで
（受付開始：午後1時15分）

【場 所】愛知芸術文化センター 12階 アートスペースA
 （名古屋市東区東桜一丁目13番2号）

【参 加 費】無料
【主 催】愛知県



【定 員】200名（申込先着順）
【内 容】

○講演1 『水素活用の意義と課題』
 東京理科大学イノベーション研究科
教授・研究科長 橘川 武郎（きっかわ たけお）氏

○講演2 『ミルクだけじゃない！
北海道鹿追町・帯広市「家畜ふん尿由来水素を活用した水素サプライ
チェーン実証事業」』
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社
資源・エネルギー事業部 営業部
マネジャー 新妻 大明（にいづま ひろあき）氏

○講演3 『岐阜県八百津町における再エネ水素による水素社会の実証』
株式会社清流パワーエナジー 
代表取締役 酒井 康弘（さかい やすひろ）氏

【申込方法】
下記URLの申込フォームからお申込みいただくか、参加申込書をダウンロードし、

必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso291101.html

【申込締切】平成29年10月25日（水）必着（但し、定員に達し次第締め切ります。）
【申込み・問合せ先】

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 産業労働部 産業科学技術課 新エネルギー産業グループ
TEL：052-954-6350 FAX：052-954-6977
E-mail:jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp

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

◇「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2018名古屋」
特別企画展示「"モノづくり"、"知恵、技、匠"」における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「自動車技術展：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）から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が実施されます。
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。この展示を通じ、異業種間の融合が促進
され、新たな技術を生み出す機会となることが期待されます。またこの展示に加えて来場
者が技術を体験できる「実演」を交えていただけますと、注目度、並びにご来場者の理解
度アップに繋がると考えております。
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、期日までに
アンケートの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】平成30年7月11日（水）から13日（金）まで
【場 所】名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや）

（名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地）
【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】
平成29年11月6日（月）までに、「展示アンケート」をE-mailでご提出してください。
※ 出店希望者は、下記アドレスまでE-mailをお送りください。

折り返し、「展示アンケート」をお送りします。
【問合せ・「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 担当：土本、福田
TEL：052-954-6376



E-mail:sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp

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

◇第2回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会の参加者を募集します。

本県では、大企業等が保有する開放特許を活用して、県内中小企業の新製品開発・新事
業創出を支援する取組を進めています。
この度、その一環として、瀬戸信用金庫、瀬戸市と共催で「第2回せとしん知財活用

ビジネスマッチング交流会」を開催します。
是非ご参加ください。

【日 時】平成29年11月7日（火） 午後2時から午後4時10分まで
【場 所】瀬戸信用金庫 熱田支店4階 名古屋研修センター

 （名古屋市熱田区沢上1丁目2－1）
【参 加 費】無料
【主 催】瀬戸信用金庫
【後 援】愛知県、瀬戸市
【定 員】100名（申込先着順、要事前申込み）
【内 容】

（1）講演会
① 「愛知県における中小企業支援施策」～知財戦略の推進～
② 開放特許の活用について

「中小企業のニーズと知財マッチング～企業訪問の観点から～」
（2）開放特許技術の紹介

① 中部電力株式会社
② 株式会社イトーキ
③ 富士通株式会社

（3）個別相談会（申込先着順、要事前申込み）
※申込者には、後日連絡調整のためご連絡させていただきます。

【申込方法】
下記URLから参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み

ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/1107setoshin.html

【申込締切】平成29年10月31日（火）
【申込み・問合せ先】
（1）瀬戸信用金庫 営業支援部 営業企画グループ 担当：市川

TEL：0561-86-0215 FAX：0561-21-4149
（2）愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 担当：近藤、加藤

TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977

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

◇「愛知県ロボットセミナー」の参加者を募集します。

本県では、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、是非ご参加ください。

●愛知県ロボットセミナー
【日 時】平成29年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】名古屋市国際展示場（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番地）
【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）



【申込方法】
下記URLの申込フォームからお申込みいただくか、県次世代産業室Webページから参加

申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお申込みくださ
い。

https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10284
【申込締切】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】 平成29年11月8日（水）から11月11日（土）まで
【場 所】 名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや）

 （名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地）
【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

○ご来場の際は、メッセナゴヤ2017の入場登録が必要となります。下記URLから事前に
入場登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】

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：都筑、原
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943

 E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

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

◇「愛知県IoT推進ラボ講演会」の参加者を募集します。

地域企業に対してIoTの導入を促進することを目的に、主にIoT活用事例について講演を
行う「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。
テーマは「製造業におけるIoTの活用」とし、IoT導入事例を広く紹介することで、IoT

の導入効果や導入時に課題となった事項を広く周知し、IoTの導入を目指す地域企業に対
して導入を促進します。

【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
【場 所】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）
【参 加 費】無料
【主 催】愛知県
【定 員】100名（申込先着順）
【内 容】

（1）開会挨拶 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 「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 「『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 「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 「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

【申込方法】
・「愛知県IoT推進ラボ講演会」は、「第7回次世代ものづくり基盤技術産業展TECH Biz 
EXPO 2017」内にて開催します。「愛知県IoT推進ラボ講演会」への参加は、事前申込み
が必要ですので、下記URLの申込みフォームからお申込みください。

http://www.techbizexpo.com/event/index1116.html
・「第7回次世代ものづくり基盤技術産業展TECH Biz EXPO 2017」へのご入場には、
「来場事前登録」が必要となります。下記URLの「来場事前登録フォーム」から登録し
てください。
http://www.techbizexpo.com/

【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



TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
 E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

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

◇「オープンCAE研修（DEXCS-WinXistr）」の参加者を募集します。

本県では、講師に岐阜工業高等専門学校 柴田良一教授をお招きし、CAEの利用を検討
している方向けの「オープンCAE研修（DEXCS-WinXistr）」を開催します。

【日 時】平成29年11月24日（金） 午前10時から午後4時まで
平成29年11月27日（月） 午前10時から午後4時まで

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター
CAD/CAM研修室
（刈谷市恩田町1丁目157番地1）

【参 加 費】無料
【主  催】あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター
【共  催】岐阜工業高等専門学校、愛知工研協会
【定  員】7名（県内中小企業優先）
【内  容】11月24日（金）・CAEの概要

・CAEソフトのインストール方法概要
・弾性解析解説・実習、CAE結果と試験結果の比較

11月27日（月）・シェル形状解析の解説・実習
・計算結果検証のための荷重試験
・弾塑性変形解析の解説・実習

【申込方法・詳細】
下記URLの「お知らせ」から参加申込書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、

FAXまたはE-mailにてお申込みください。
http://www.aichi-inst.jp/sangyou/

【申込締切】平成29年11月10日（金）午後5時まで
【申込み・問合せ先】
あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター
自動車・機械技術室 担当：斉藤、水野
TEL：0566-24-1841 FAX：0566-22-8033
E-mail：jidousha_kenshuu@aichi-inst.jp

【参考】 講師である柴田先生が実行委員長を務めるオープンCAEシンポジウム2017が
12月7日（木）から9日（土）に開催されます。

オープンCAEについて詳しく知りたい方は以下URLのHPもご覧ください。
http://www.opencae.or.jp/activity/symposium/opencae_symposium2017/

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

◇少年少女発明クラブ指導員に関心のある女性を対象とした「発明クラブ見学会」
参加者を募集します。

本県では、女性の活躍推進による発明クラブの一層の活性化のため、発明クラブ指導員
に関心のある女性を対象に、発明クラブの取組みについて理解を深めて頂く「発明クラブ
見学会」を10回開催します。是非ご参加ください。

【第 1回】平成29年12月16日（土）日進市少年少女発明クラブ
【第 2回】平成29年12月17日（日）岡崎市少年少女発明クラブ
【第 3回】平成29年12月23日（土）幸田町少年少女発明クラブ
【第 4回】平成30年 1月13日（土）名古屋少年少女発明クラブ
【第 5回】平成30年 1月27日（土）刈谷少年少女発明クラブ
【第 6回】平成30年 2月 3日（土）西尾市少年少女発明クラブ
【第 7回】平成30年 2月10日（土）高浜市少年少女発明クラブ
【第 8回】平成30年 2月17日（土）一宮少年少女発明クラブ
【第 9回】平成30年 2月18日（日）碧南市少年少女発明クラブ
【第10回】平成30年 2月24日（土）蒲郡少年少女発明クラブ

※時間、会場等の詳細は、下記URLをご覧ください
【参 加 費】無料
【主  催】愛知県
【定  員】各回10名（申込先着順、要事前申込み）
【申込方法・詳細】

下記URLからチラシ兼申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、E-mail、FAX



又は郵送にてお申し込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/kengaku2017.html

【申込締切】各回とも開催日の5日前（必着）
【申込み・問合せ先】

愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 担当：三輪、近藤
TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977
E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp

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

●お知らせ 
◇第48回衆議院議員総選挙のお知らせ

メールマガジンをご利用の皆さまへ

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。
「衆院選 思いを託す この一票」
▽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

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

◇熱田神宮公園野球場及び愛知県口論義運動公園のネーミングライツパートナーを募集し
ます。

本県では、自主財源確保のための取組として、施設に対するネーミングライツの導入を
進めており、次のとおり、2つの施設についてそれぞれネーミングライツパートナーを募
集します。ネーミングライツにより得られた財源は、施設の管理等に役立てていきます。
ネーミングライツパートナーは、施設に愛称をつけることができる他に、施設名称を表示
している看板、印刷物、ウェブページ、パンフレット等へ愛称を掲出できます。

【募集施設】
① 熱田神宮公園野球場（所在地：名古屋市熱田区旗屋一丁目地内）
・ 毎年高校野球の愛知大会が開催され、1日2試合、年12日間程度使用されています。
・ 野球愛好者から「熱田球場」として広く親しまれています。

② 愛知県口論義運動公園（所在地：日進市北新町西口論義323-8）
・ 県内で数少ない屋内型の公認50ｍプールを有している地域スポーツの拠点施設で
す。

・ 例年、シンクロナイズドスイミングの国体・東海ブロック予選や、日本マスターズ
水泳長距離大会が開催されています。

【ネーミングライツ料】
① 熱田神宮公園野球場  年間100万円以上（税抜き）
② 愛知県口論義運動公園 年間350万円以上（税抜き）

【契約期間】平成30年4月1日から平成33年3月31日まで（3年間）
【募集期間】平成29年10月12日（木）から平成29年12月8日（金）まで
【申込方法・詳細】
下記URLをご確認の上、提出書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、それぞれ

の応募先へ持参または郵送にてお申込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/namingrights2910.html

【応 募 先】
① 熱田神宮公園野球場に関すること

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 建設部 公園緑地課 業務・管理グループ
（県庁本庁舎5階南東）

② 愛知県口論義運動公園に関すること
〒460-8534 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県 教育委員会 保健体育スポーツ課 振興・施設グループ
（県庁西庁舎8階北東）

【問合せ先】
① 熱田神宮公園野球場に関すること

愛知県 建設部 公園緑地課 業務・管理グループ



TEL：052-954-6525 E-mail：koen@pref.aichi.lg.jp
 ② 愛知県口論義運動公園に関すること

 愛知県 教育委員会 保健体育スポーツ課 振興・施設グループ
TEL：052-954-6796 E-mail：sports@pref.aichi.lg.jp

③ ネーミングライツ制度全般に関すること
 愛知県 総務部 総務課 行政経営企画グループ
TEL：052-954-6077 E-mail：somubu-somu@pref.aichi.lg.jp

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

●今月の機器紹介
◇MALDI-TOFMS微生物同定システム
（設置機関：あいち産業科学技術総合センター 食品工業技術センター）

微生物の分類・同定を迅速に行う装置です。
微生物コロニー（または培養液）をMALDI-TOFMSで直接測定し、得られたマススペクト

ルを解析ソフトに登録されている微生物スペクトルデータベース（約1,500種）と照合し
て分類・同定を行います。

対象となる微生物は、バクテリア、酵母および一部のカビです。
食品加工分野における混入微生物の同定や、微生物群の網羅的な樹形図作成などに利用

できます。

※詳しくは、下記URLをご覧ください。
http://www.aichi-inst.jp/analytical/machine_search/371.html

===============================================================================
◎メール配信申込み・登録内容（アドレス等）変更・メール配信停止については
http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/
上記のセンターニュースのページにある各専用フォームからご連絡ください。
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