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======================================================================================= 
 
【トピックス】 
  1. 「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください(★新着) 
  2. 「Aichi Matching(あいちマッチング) 2019」県内モノづくり企業とスタートアップのKick  
   Off Event（プログラム説明会）の参加者を募集します！(★新着) 
 3. Aichi-Startup推進事業「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金（起業支援金）」 

   の補助対象事業の公募を開始します(★新着) 
   4. 「愛知の発明の日」記念講演会、「体験！あいち少年少女発明クラブ紹介展」を開催します！ 
   (★新着) 
   5.第1回「知的財産経営サロン」の参加者を募集します！(★新着) 
  6.「新製品開発のための試作体験セミナー」の参加者を募集します！(★新着) 
   7.「中堅リーダー社員管理能力向上研修（2日間コース）」の参加者を募集します(★新着) 
   8. 第6回 ものづくり岡崎フォーラム「IoT導入で成功する企業、失敗する企業の違い」 
      開催のご案内 (★新着) 
=================================================================================== 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
１．「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など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 本庁舎1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＞愛知県立大学教員など 
＜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https://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 
     https://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） 
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     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＞ 
  愛知県経済産業局産業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：奥山・辻本 
  TEL：052-954-6352  FAX：052-954-6943 
  E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
２．「Aichi Matching(あいちマッチング) 2019」県内モノづくり企業とスタートアップの 
  Kick Off Event（プログラム説明会）の参加者を募集します！ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 愛知県では、昨年10月、「Aichi-Startup戦略」を策定し、この戦略に沿って、スタート 
アップ・エコシステムの形成・充実に努めています。 
 本取組の一環として、本県では、過去120社を超える大手企業とスタートアップの事業共創を 
サポートしてきたCreww(クルー)株式会社とタッグを組み、愛知県内の企業とスタートアップと 
のビジネスマッチングプログラム「Aichi Matching 2019」を今年度実施します。 
 愛知県内の優れたモノづくり技術を持つ企業と斬新なアイディアや新しいテクノロジーを 
駆使して新たなビジネスやサービスを展開する全国のスタートアップとのコラボレーションを 
推進していきます。 
 この度、Kick Off Event（プログラム説明会）を、ミッドランドホールで７月５日（金）に 
開催することといたしました。 
 つきましては、その参加者を募集いたしますので、御関心のある方は、是非御参加ください。 
  
＜日 時＞2019年７月５日（金）午後４時30分から午後７時40分まで 
     （受付開始：午後４時から） 
     ※別途、東京でスタートアップに対する説明会を開催（2019年7月9日(火)) 
＜場 所＞ミッドランドホール 
     （名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 ミッドランドスクエア オフィスタワー5F） 
＜参加費＞無料 
＜対 象＞愛知県内に本社を置くモノづくり企業50～100社 
     ※会場の収容席数の都合上、各社３名以上での御参加は御遠慮ください。 
     また、定員に達し次第、募集を締め切ります。 
＜内 容＞本プログラムの説明、過去にスタートアップとの事業共創に成功した企業のトーク 
     セッション、スタートアップのプレゼンなど、本プログラムの魅力を余すところなく 
     お伝えします！ 
    ・プログラム説明 
    ・トークセッション（愛知県庁、Creww株式会社） 
    ・パネルディスカッション（Creww株式会社、過去にマッチング実績のある企業２社） 
    ・スタートアップピッチ（２〜３社） 
    ・懇親会 
＜定 員＞150名程度（先着順） 
＜申込方法＞下記ＵＲＬの申し込み先の入力フォームに必要事項を御入力のうえ送信してください。 
      URL：https://aichi-matching2019-kickoff.peatix.com 
＜申込期限＞2019年７月３日（水）午後６時 
 
＜申込み・問合せ先＞ 
     Creww株式会社（業務受託事業者） 
     申込み先：https://aichi-matching2019-kickoff.peatix.com 
     問合せ先：Aichi Matching 2019事務局 小田 
          （aichi-matching2019@creww.me） 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
３．Aichi-Startup推進事業「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金（起業支援金）」 
  の補助対象事業の公募を開始します 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 愛知県では、産業の競争力を維持・強化していくために、絶え間ないイノベーション創出の 
好循環（エコシステム）の形成が喫緊の課題となっており、スタートアップ企業が重要な担い 
手となるとの認識の下、2018年10月に策定した「Aichi-Startup戦略」に基づく事業を推進し 
ています。 
 Aichi-Startup戦略の推進に当たって、愛知発のスタートアップ企業創出を促進するため、 
新たに「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金（起業支援金）」を創設し（2019年４月 
１日発表済み）、2019年度の補助対象事業の公募を開始します。 
 
＜公募期限＞2019年７月17日（水）午後５時 
＜書類提出先等＞公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 創業・新事業育成グループ 
        住所：〒450－0002 
           愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号 ウインクあいち14階 
        電話：052－551－2262          
＜起業支援金の額＞：上限額200万円（50万円を下限額とします。） 
＜スケジュール＞※想定であり、時期は前後する場合があります 
 2019年６月17日  起業支援金受給申請の受付開始 
    ７月から８月頃 
          審査、採択者の決定 
     ８月頃   起業支援金対象事業の開始（2020年1月15日まで） 
 2020年２月頃   起業支援金対象事業者に対する検査 
     ３月頃   起業支援金の支払い 
＜説明会＞ 
 ・名古屋会場 
  日 時：2019年７月１日（月） 13：30〜14：30 
  場 所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）14階セミナールーム 
      （名古屋市中村区名駅四丁目４番38号） 
 ・岡崎会場 
  日 時：2019年７月３日（水） 10：00〜11：00 
  場 所：愛知県西三河総合庁舎402会議室（岡崎市明大寺本町一丁目４） 
 ・豊橋会場 
  日 時：2019年７月３日（水） 15：00〜16：00 
  場 所：愛知県東三河総合庁舎402会議室（豊橋市八町通五丁目４） 
＜詳細＞補助対象経費を始めとする詳細事項については、下記URLに掲載されている募集要項を 
    ご確認ください。 
    URL：http://www.aibsc.jp/tabid/586/Default.aspx 
 
＜申込み・問合せ先＞ 
     愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 スタートアップ推進グループ 
      電 話：052－954－6331 
      メール：kinyu@pref.aichi.lg.jp 
     公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 
     創業・新事業育成グループ 
      電 話：052－551－2262 
      メール：info-startup@aibsc.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
４.「愛知の発明の日」記念講演会、 
 「体験！あいち少年少女発明クラブ紹介展」を開催します！ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 愛知県では、この地域の産業の礎を築いた豊田佐吉翁が、明治３１年に日本最初の動力織機の 
特許を取得した８月１日を「愛知の発明の日」と定め、広く県民の皆様に、発明や知的財産の 
重要性について考えていただくための機会としています。 
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 そのメイン行事として、「愛知の発明の日」記念講演会及び「体験！あいち少年少女発明 
クラブ紹介展」を開催します。是非ご参加ください。 
 
○第16回「愛知の発明の日」記念講演会 
＜日 時＞ 令和元年8月1日（木）13:30～15:55 
＜会 場＞ トヨタ産業技術記念館 大ホール（名古屋市西区則武新町4-1-35） 
＜主 催＞ 愛知県、中部経済産業局、一般社団法人愛知県発明協会 
＜内 容＞ ・講演①「リチウムイオン電池の発明について」 
      ・講演②「オープンイノベーションと知財戦略」 
＜参加費＞ 無料 
＜定 員＞ 200名（申込先着順） 
＜締 切＞ 令和元年7月25日（木）  
＜詳細・申込方法＞  
            https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/aichi-hatsumei2019.html 
 
○体験！あいち少年少女発明クラブ紹介展 
＜日 時＞ 令和元年8月1日（木）・8月2日（金）各日10:00～16:30 
＜会 場＞ トヨタ産業技術記念館 エントランスロビー（名古屋市西区則武新町4-1-35） 
＜主 催＞ 愛知県、一般社団法人愛知県発明協会、トヨタ産業技術記念館 
＜内 容＞ ・県内少年少女発明クラブの紹介及び作品展示 
      ・発明工作体験コーナー         等 
＜参加費＞ 無料 
＜詳細＞  https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/aichi-hatsumei2019.html 
 
＜問合せ先＞  
           愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援G 
           TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
５．第1回「知的財産経営サロン」の参加者を募集します！  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 愛知県では、知的財産を産業競争力の源泉と位置付け、経営戦略に組み込む「知財経営」の 
推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財産経営サロン」を開催します。 
 キックオフとなる第１回は、知的財産に関して幅広く気軽に意見交換頂ける異業種交流会を 
開催します。 
 
＜日 時＞ 令和元年7月18日（木）17:00～20:00 
＜内 容＞ ○第１部：リアルな知財攻防術 ～警告状にうろたえない心と技～ 
      ○第２部：知的財産を経営に活かす！ ～知的財産経営サロンとは？～ 
      ○交流会 
＜場 所＞ セミナー：名古屋商工会議所3階会議室 
      交流会：名商グリル（名古屋商工会議所2階） 
＜参加費＞ 無料（交流会に参加される方のみ参加費3,000円） 
＜定 員＞ 50名（申込先着順） 
＜申込方法＞日本弁理士会東海会Webサイト（http://www.jpaa-tokai.jp/）の申込専用フォーム、 
      もしくは申込書に必要事項を記載の上、メール、FAX又は郵送でお申し込みください。 
      ※参加証は発行いたしません。また定員を超えた場合以外はご連絡を差し上げませんので、 
       直接会場へお越しください。 
＜申込み先＞日本弁理士会東海会 メール info-tokai@jpaa.or.jp  FAX 052-220-4005 
       〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル8階 
＜申込期限＞令和元年7月12日（金） 
＜詳  細＞https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019.html 
 
＜問合せ先＞日本弁理士会東海会 事務局 電話 052-211-3110  FAX 052-220-4005 
      愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 
       電話 052-954-6370 FAX 052-954-6977  
   
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

Page 4 of 7

2019/07/04http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/F3...



【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
６．「新製品開発のための試作体験セミナー」の参加者を募集します！ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 愛知県では、製品の価値づくりに役立つ手法を実践的に学んでいただくため、 
３Ｄスキャナ、プリンタ等を活用したワークショップ、製品デザインに関する 
講演等を開催します。 
 
＜日 時＞ （第１回）令和元年7月29日（月）13:30～16:30 
       （第２回）令和元年8月8日（木） 13:30～17:00 
＜内 容＞ （第１回）・製品デザインのためのグループワーク – Vol.1 
       （第２回）・製品デザインのためのグループワーク – Vol.2 
           ・講演：デザイン経営によるものづくり 
                     ・試作事例紹介：３Ｄプリンタでバイオリン、その設計と製作 
＜場 所＞ あいち産業科学技術総合センター 1階 モノづくり体験コーナー 
          （愛知県豊田市八草町秋合1267-1） 
＜参加費＞ 無料 
＜主 催＞ 愛知県、愛知県立芸術大学 
＜定 員＞ （第１回）２０名（申込先着順）※第２回にもご参加をお願いします。 
       （第２回）８０名（申込先着順）※第２回のみの参加も可能です。 
＜申込方法＞ http://www.aichi-inst.jp/acist/other/seminar/ 
           上記ＵＲＬより、当セミナーの欄の「申込」から「講演会・研修会等参加申し込み 
           フォーム」に必要事項をご記入の上、お申込みいただくか、または、チラシの参加 
           申込書にご記入の上、FAX、又はE-mailでお送りください。 
           参加申込書は、あいち産業科学技術総合センターで配布するほか、以下の愛知県の 
           Webページからダウンロードできます。 
           ※定員に達し次第締め切ります。御了承ください。 
           ※参加受付証は発行しません。お申込みの上、直接会場にお越しください。なお、定員 
             超過の場合は連絡させていただきます。 
＜申込期限＞（第１、２回参加者）令和元年7月25日（木） 
      （第２回のみ参加者）令和元年8月7日（水） 
＜詳 細＞ https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/shisaku2019.html 
 
＜申込・問合せ先＞ 
            あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部試作評価室 
           〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1 
            電話：0561-76-8316    FAX：0561-76-8317 
            E-mail: idt-info@chinokyoten.pref.aichi.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【AiAからのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
７.「中堅リーダー社員管理能力向上研修（2日間コース）」の参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 （一社）愛知県情報サービス産業協会（略称：AiA）では、チームメンバーを実際に統率 
管理していく中堅リーダー社員の管理・指導能力を高める研修と、参加者の意見交換の場として 
懇親会を開催します。 
 同じ内容で、8月、9月で2回開催しますので、申し込みの際、ご希望の回をお知らせください。 
 
＜日 時＞ 1回目 8月29日（木）、9月5日（木）9:30～16:40 
      2回目 9月25日（水）、26日（木）9:30～16:40 
＜場 所＞ ウインクあいち（名古屋市中村区） 
＜参加対象＞後輩・部下を指導する立場となる管理職前の方々（主任・係長層） 
＜定 員＞ 各回30名（定員超過の場合、別途調整） 
＜参加費＞ 24,000円（ＡｉＡ会員は14,000円）※懇親会費用を含む 
＜申込期限＞7月5日（金） 
          （1回目）http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=687 
           (2回目）http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=694 
 
＜問合せ先＞ 
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          （一社）愛知県情報サービス産業協会事務局 
           電話：052-219-0546 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【岡崎ものづくり推進協議会からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------------ 
８.第6回 ものづくり岡崎フォーラム「IoT導入で成功する企業、失敗する企業の違い」開催の 
  ご案内 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 岡崎商工会議所では、ものづくり企業、特に中小規模事業者様へのＩｏＴ導入促進のきっかけの 
場となることを目的に標記フォーラムを開催します。 
 
＜日 時＞ 令和元年７月３１日（水）１４～１７時 
＜内 容＞ ・基調講演 
        テーマ「ＩｏＴ活用による世界との戦い方とその落とし穴」  
        講師 中日本炉工業株式会社顧問/元富士ゼロックス株式会社 古市 候史 氏 
      ・事例紹介① 
        テーマ「従業員想いの“身の丈ＩｏＴ”」 
        講師 日進工業株式会社 代表取締役社長 長田 和徳 氏 
      ・事例紹介② 
        テーマ「従業員１１人の型破りな金型屋のＩｏＴ」 
        講師 有限会社高木金型製作 代表取締役 高木 雅英 氏 
＜場 所＞ 岡崎商工会議所 １階 大ホール 
＜参加費＞ 無料（ただし、事前予約は必要） 
＜定 員＞ 50名（申込先着順） 
＜申込方法＞申込書に必要事項を記載の上、メールまたはFAXでお申し込みください。 
＜申込み先＞岡崎ものづくり推進協議会（岡崎商工会議所内） 
       メール info@okamono-fair.com  FAX 0564-53-0101 
＜申込期限＞令和元年７月24日（水） 
＜詳細/申込書＞http://www.okazakicci.or.jp/kosyu/20190731.pdf 
 
＜問合せ先＞岡崎ものづくり推進協議会（岡崎商工会議所内） 
        住 所：〒444-8611 岡崎市竜美南１丁目２番地 
      電話：0564-53-6191 FAX：0564-53-0101  
      メール：info@okamono-fair.com   
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
=============================================================================== 
 
○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 経済産業局 産業部 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：奥山、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:
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