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======================================================================================= 
 
【愛知県からのお知らせ】 
 １．（★新着）「中小企業のためのＩＴ・ＩｏＴセミナー」の参加者を募集します 
 ２．（★新着）第10回無人飛行ロボット活用ワーキンググループの参加者を募集します 
 ３．（★新着）World Robot Summit開催記念イベント「Aichiロボットフォーラム」シンポジウムの参加
者を募集します 
 ４．（★新着）来年度開催されるパリエアショー2019及びエアロマート名古屋2019に関する出展意向アン
ケートへの協力のお願い 
 ５．「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください（再掲） 
 
【トピックス】 
 ６．「起業家ビジネスプラン発表会」を開催します。 
 
 
======================================================================================= 
 
【愛知県からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
１．「中小企業のためのＩＴ・ＩｏＴセミナー」の参加者を募集します 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
この取組の一環として、県では、中小・小規模企業のＩＴ、ＩｏＴ利活用の促進に向けて、基礎知識の向上
や成功事例の理解を紹介するとともに、企業や支援機関の交流の場を提供する機会としていただくため、
「中小・小規模企業のためのＩＴ、ＩｏＴセミナー」を県内の関係支援機関と連携して開催します。 
参加費は無料ですので、是非御参加ください。 
 
＜日時＞ 
 平成31年1月30日（水曜日）午後2時から午後6時30分まで（受付：午後1時30分～） 
 
＜会場＞ 
 愛知県信用保証協会 8階 会議室 
 （名古屋市中村区椿町7－9） 
 ※なお、会場へは公共交通機関にて御来場ください。 
 
＜対象者＞ 
 中小・小規模企業の経営者、幹部、現場責任者 
 支援機関担当者 
 
＜定員＞ 
 100名（申し込み先着順） 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜内 容＞ 
 1 基調講演（14時05分～15時25分） 
 「ＩＴ・ＩｏＴを活用して経営課題を解決しよう！」 
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   ～DX（デジタル・トランスフォーメーション）を成長のチャンスにする～ 
    特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 理事 
    特定非営利活動法人ITC中部 副理事長 
    株式会社ARU 代表取締役  水口 和美 氏 
 
 2 事例紹介（15時35分～17時05分） 
  (1) 製造業分野の成功事例 
    「1時間で始めるSmart Factory」 
      i Smart Technologies株式会社 執行役員 黒川 龍二 氏 
  (2) 商業・サービス業分野の成功事例 
    「ヘルスケアＩｏＴを起点にしたスマート保育園構想」  
      ユニファ株式会社 代表取締役 土岐 泰之 氏 
 3 支援施策・取組の紹介（17時05分～17時20分） 
 4 交流・マッチング会（17時30分～18時30分） 
 
＜共催＞ 
 愛知県 
 公益財団法人あいち産業振興機構 
 公益財団法人科学技術交流財団 
 公益財団法人中部科学技術センター 
 公益財団法人日比科学技術振興財団 
 愛知県信用保証協会 
 
＜申込期限＞ 
 平成31年1月23日（水曜日）17：00 
 
＜申込方法＞ 
 添付ファイルの「semina」に必要事項を御記入の上、FAXもしくはE-mailにてお送りください 
  ※E-mailで申込みの場合は件名に「IT・IoTセミナー申込み」と明記してください 
 http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/iot-kouen14.html 
 
＜問い合わせ先＞ 
 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：鷹見、山田） 
 電話：052-954-6352 
 ＦＡＸ：052-954-6943 
 メール：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
  
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
２．第10回無人飛行ロボット活用ワーキンググループの参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 愛知県では、産学行政が連携し、ロボットの新技術・新製品を創出し続け、この地域を世界に誇るロボッ
ト産業拠点として発展させることを目指し、平成26年11月に「あいちロボット産業クラスター推進協議会」
を設立しました。 
 また、無人飛行ロボットの開発・実証実験の実施及び新たなビジネスモデルの可能性を検討することを目
的とする「無人飛行ロボット活用ワーキンググループ」を平成27年4月に立ち上げ、これまでに９回開催し
てきました。 
 この度、下記のとおり第10回のワーキンググループを開催しますので、是非御参加ください。 
 
＜日 時＞ 
 平成31年2月1日（金曜日） 午後2時から午後4時30分まで 
 
＜場 所＞ 
 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 18階セミナールーム 
 （名古屋市中村区名駅4-4-38） 
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＜定員＞ 
 70名（申込先着順） 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜内容＞ 
（１）講演（午後２時５分～午後２時35分） 
  「荷物配送におけるドローンの活用可能性 (仮)」 
    大同大学 工学部機械システム工学科 講師 橋口宏衛 氏 
（２）講演（午後２時40分～午後３時20分） 
  「改正航空法の概要と環境整備に向けた取組」 
    国土交通省航空局安全部安全企画課 企画調整官 徳永博樹 氏 
（３）講演（午後３時30分～午後４時10分） 
  「ドローン荷物配送実現への課題と国土交通省の取組(仮)」   
    国土交通省総合政策局物流政策課企画室 専門官 東翔太 氏 
（４）事務局からの連絡（午後４時15分～午後４時20分） 
    愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 職員 
 
＜申込方法＞  
 別添「10mujinhikouwg」に必要事項を記入し、FAX又はE-mailにて御提出ください。 
 （定員超過により申込みをお断りする場合のみ、連絡します。） 
 
＜提出期限＞  
 平成31年1月25日（金）（定員になり次第締め切ります。） 
 
＜問い合わせ先＞ 
 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：長谷部、川口） 
 電話：052-954-6352 
 ＦＡＸ：052-954-6943 
 メール：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
３．World Robot Summit開催記念イベント「Aichiロボットフォーラム」シンポジウムの参加者を募集しま
す 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 愛知県では、2020年10月に愛知県で開催されるロボットの国際大会「World Robot Summit」(WRS) の気運
醸成を図るため、シンポジウムを開催します。 
 是非御参加ください。 
 
＜日時＞ 
 平成31年1月14日(月・祝) 13:15～16:30（受付開始12:30） 
 
＜会場＞ 
 KITTE名古屋３階JPタワー名古屋ホール&カンファレンス 
 （名古屋市中村区名駅１-１-１） 
 
＜定員＞ 200名（申込先着順） 
 
＜内 容＞ 
（１）主催者挨拶（15分） 愛知県副知事 森岡 仙太 
（２）WRS 2018 競技参加者レポート（20分） 
   名城大学理工学部電気電子工学科 准教授 
   World Robot Challenge サービスロボットカテゴリー 
   フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ 総合優勝 田崎 豪 氏 
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（３）基調講演（60分） 
  「『2020年、人とロボットが暮らす街』の実現にむけて 
   ～愛・地球博プロトタイプロボット展から13年～」 
   株式会社シンク・コミュニケーションズ 代表取締役 
   元 愛・地球博 ロボットプロジェクトプロデューサー 石川 勝 氏 
（４）パネルディスカッション（90分） 
  「人とロボットが共生する社会はいつ実現する？」 
   モデレーター／石川 勝 氏 
   パネリスト ／株式会社ZMP 新規事業推進室長 
           キャリロ事業部長 笠置 泰孝 氏 
          東京農工大学工学研究院先端機械システム部門 
           准教授 水内 郁夫 氏 
          中部国際空港株式会社経営企画部 
           戦略推進グループリーダー 宮下 豊 氏 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜申込期限＞ 
 平成31年1月9日（水）17：00 
 
＜申込方法＞ 
 以下申込フォームからお申し込みいただけます。 
 https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15035 
 
★同会場で子ども向けワークショップ(事前申込制)・ロボットデモンストレーションを実施します。 
 イベントの詳細は以下Webページから御確認ください。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robot2019.html 
 
＜参加募集に関する問い合わせ先＞ 
 Aichiロボットフォーラム事務局（㈱インターグループ内） 
   電話：052-581-3241 
   （電話受付時間：午前10時から午後5時まで（年末年始、土日祝除く）） 
 
＜イベントに関する問い合わせ先＞ 
 愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 
 次世代産業第三グループ 担当：原 
   電話：052-954-6374 
   E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
--------------------------------------------------------- 
４．来年度開催されるパリエアショー2019及びエアロマート名古屋2019に関する 
 出展意向アンケートへの協力のお願い 
--------------------------------------------------------- 
 
 愛知県及び名古屋市が中心となり設立した「あいち・なごや海外販路開拓推進コンソーシアム」では、来
年度開催されるパリエアショー2019（6月17日から23日）及びエアロマート名古屋2019（9月4日から6日）に
おける出展支援を予定しています。 
 そこで、県内企業の皆さまの出展意向を事前に調査させていただきたく、簡単なアンケートをご用意しま
したので、ご回答をお願いします。 
 本調査は、あくまで事前の意向調査であり、出展支援の申し込みについては後日、別途公募を行う予定で
す。 
 なお、出展料について、国庫、他の自治体、独立行政法人から補助を受ける場合、当該出展支援は受ける
ことができませんのでご了承ください。 
 
＜回答方法＞ 
   以下をご参照ください 
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   https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15116 
 
   ※アンケートは２から３分程度で簡単にご回答いただけるものになっています。 
   ※「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし画面下方の「同意する」からアンケート画
面に入ってください。 
 
＜回答期限＞ 
 平成30年12月26日（水）17:30 
 
 ○参考 
  ①パリエアショー2019 
   世界最大の航空ショー 
   公式サイト http://nagoya.bciaerospace.com/jp/ 
 
  ②エアロマート名古屋2019 
   日本最大の航空宇宙産業の商談会 
   公式サイト https://www.siae.fr/en/ 
 
＜問合せ先＞ 
  愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 
  次世代産業第一グループ 
  TEL：052-954-6349 FAX：052-954-6943 
  E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
  担当：榊原・井上 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
--------------------------------------------------------- 
５．「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください 
--------------------------------------------------------- 
 
 愛知県IoT推進ラボでは、製造現場へのIoT導入に関する相談対応や実証実験・マッチングの支援に取り組
んでいます。 
 愛知県立大学の教員や、IoT導入に実績のあるコーディネータが相談に対応します。 
 相談料は無料です。是非ご活用ください。 
 
＜場所＞ 
 愛知県立大学長久手キャンパス 
  (長久手市茨ケ廻間1522-3) 
 愛知県立大学サテライトキャンパス 
  (名古屋市中村区4-4-38 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15階) 
 愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 
  (名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県庁 西庁舎7階) 
 
＜受付＞ 
 平日午前8時45分から午後5時30分 
＜相談料＞ 
 無料 
＜対応者＞ 
 愛知県立大学教員、コーディネータ 
＜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。 
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    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/site/aichi-pref-iot/iotdounyu-sien32.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。 
   ○相談対応者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。 
   ○必要に応じて相談対応者と面談し、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：鷹見・辻本 
  TEL：052-954-6352  FAX：052-954-6943 
  E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【あいち産業振興機構からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
６．「起業家ビジネスプラン発表会」を開催します 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
（公財）あいち産業振興機構「創業プラザあいち」内の「創業準備スペース」および「あいち創業道場」修
了者の中から、事業の新規性や市場性等を高く評価された起業家（５名）がビジネスプランの発表と個別商
談を行います。 
起業家の新規ビジネスにご関心のある方は是非ご参加ください。 
 
＜日 時＞ 
 平成31年1月24日（木曜日） 午後2時から午後4時45分まで 
 
＜場 所＞ 
 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 18階セミナールーム１・２ 
 （名古屋市中村区名駅4-4-38） 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜内容＞ 
 14:00～15:45 発表会 
   ① 茶々助 
      本玉露抹茶専門の喫茶店。点てて服す抹茶から抹茶スイーツまで、本物を気軽に楽しめる店 
   ② 株式会社ダンデライオンズ 
      インターネットを利用する情報システムの企画・デザイン・開発 
   ③ Brilliant Impression株式会社 
      経営者対象イメージコンサルティング及びコーチング、組織改革、社員研修、講演活動 
   ④ 株式会社シェアショーファー 
      買い物弱者と言われる高齢者の方々への新しい「お出掛け」サービスの提供 
   ⑤ hacro 
      レディースアパレルのセレクトショップ運営、異業種と連携したイベントの開催 
 15:45～16:45 展示商談会 
 
 詳しくは http://www.aibsc.jp/tabid/390/Default.aspx をご覧ください。 
 
 
＜問い合わせ先＞ 
 公益財団法人あいち産業振興機構 

Page 6 of 7

2018/12/25http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/35...



 創業・新事業育成グループ 
 電話：052-715-3075 
 メール：info-shinjigyo@aibsc.jp 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
=============================================================================== 
 
○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、この手続きでは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：鷹見、辻本 
 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:

semina.docx 10mujinhikouwg.doc
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