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●お知らせ 

 ・「愛知県 IoT推進ラボ 2Daysセミナー『製造業・農業における IoT技術の導入・活用』」 

   の参加者を募集します 

 ・愛知県 IoT活用相談窓口「IoT導入・活用相談会」のご案内 

 ・技術講演会「革新的金型開発に向けた金属 3Dプリンタ技術の進展」の参加者を募集し 

   ます 

 

------------------------◆◆◆≪ お 知 ら せ ≫◆◆◆--------------------------- 

 

◇「愛知県 IoT推進ラボ 2Daysセミナー『製造業・農業における IoT技術の導入・活用』」 

  の参加者を募集します 

 

 「製造業における IoT技術の導入・活用」と「農業における IoT技術の導入・活用」を 

テーマに、2日間連続のセミナーを開催します。 

  また、どちらの日においても、セミナー終了後に IoT導入・活用相談会を行います。 

参加料は無料です。是非ご参加ください。 

 

【日  時】（1）平成 30年 7月 25日（水）午後 3時から午後 5時 30分まで 

            （2）平成 30年 7月 26日（木）午後 3時から午後 5時 30分まで 

【場  所】TKP名駅桜通口カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 3F 

       （名古屋市中村区名駅 3-13-5 名古屋ダイヤビル 3号館 3F） 

【主  催】愛知県（事業委託先：愛知県公立大学法人愛知県立大学） 

【後   援】公益財団法人科学技術交流財団・あいち産業科学技術総合センター産業技術 

     センター 

【定   員】各 50名（申込先着順） 

【参 加 費】無料 

【内   容】 

 （1）平成 30年 7月 25日（水）「製造業における IoT技術の導入・活用」 



   ①「愛知県内中小企業への IoT導入・活用の促進について」  

     愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏  

   ②「IoT時代のセンサと通信技術 ～AIで分析するデータ収集を目指して～」  

     株式会社ウォンツ 代表取締役社長 松下 剛幸 氏 

   ③「誰でも使える AIによる IoTデータ分析ことはじめ～IoTで集めたデータをどう 

        使うか～」  

     愛知県立大学情報科学部 講師 神谷 直希 氏  

   ④「今後の予定・ワークショップのご案内」  

     愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 

   ⑤「IoT導入・活用相談会」  

     愛知県立大学教員・IoT推進ラボコーディネータ 

 （2）平成 30年 7月 26日（木）「農業における IoT技術の導入・活用」 

   ①「農業分野への IoT導入・活用の促進について」  

     愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏  

   ②「畜産分野への IoTの応用にあたって求められること」  

     岐阜大学応用生物科学部 共同獣医学科 助教 獣医師 松原 達也 氏 

   ③「農業に対するドローン・衛星画像の応用可能性」  

     愛知県立大学情報科学部 助教 小畑 健太 氏  

   ④「今後の予定・ワークショップのご案内」  

     愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 

   ⑤「IoT導入・活用相談会」  

     愛知県立大学教員・IoT推進ラボコーディネータ 

【申込締切】平成 30年 7月 20日（金）午後 5時 

【申込方法】 

 下記 URL（県次世代産業室）から案内チラシ・参加申込書をダウンロードし、必要事項 

をご記入の上、E-mail又は FAXにてお申込みください。 

 http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/iot-kouen13.html 

【申 込 先】 

 愛知県立大学情報科学部   担当：林、玉置 

 TEL：0561-76-8827  FAX：0561-64-1108 

 E-mail:iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp 

【事業に関する問合せ先】 

 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、辻本 

 TEL：052-954-6352  FAX：052-954-6943 

 E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp 
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◇愛知県 IoT活用相談窓口「IoT導入・活用相談会」のご案内 

 

  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マッチング支援等

に 

取り組んでおります。 

 今年度から新たに、愛知県立大学長久手キャンパスに加え、名古屋駅前の愛知県立大学 

サテライトキャンパス（愛知県産業労働センター（ウインクあいち）15階）においても相 

談対応を行うこととしております。 

 今回、サテライトキャンパスにて、平成 30 年 7 月 27 日（金）に「IoT 活用相談会」を

行い 

ます。相談料は無料です。是非ご利用ください。 

 

【日  時】平成 30年 7月 27日（金）午後 1時から午後 5時まで 

【会   場】愛知県立大学 サテライトキャンパス 

            （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 4-4-38） 

【主   催】愛知県（事業委託先：愛知県公立大学法人愛知県立大学） 

【相談対応者】愛知県立大学教員、IoT推進ラボコーディネータ 

【相 談 料】無料 

【申込方法】（事前申し込み制） 

 下記 URL（「愛知県 IoT推進ラボ 2Daysセミナー『製造業・農業における IoT技術の導

入・ 

活用』」の参加者を募集します）から、案内チラシ・参加申込書をダウンロードし、必要 

事項をご記入の上、E-mail又は FAXにてお申込みください。 

 http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/iot-kouen13.html 

【申込締切】平成 30年 7月 20日（金）午後 5時 

【申 込 先】 

  愛知県立大学情報科学部   担当：林、玉置 

 TEL：0561-76-8827  FAX：0561-64-1108 

 E-mail:iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp 

【事業に関する問合せ先】 

 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、辻本 



 TEL：052-954-6352  FAX：052-954-6943 

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

 

【今後の相談会予定】 

 平成 30年 8月 28日(火)、9月 28日(金)、10月 26日(金)、11月 30日(金)、12月 14日(金)、 

 平成 31年 1月 30日(水)、2月 14日(木) 

 

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

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

 

◇技術講演会「革新的金型開発に向けた金属 3Dプリンタ技術の進展」の参加者を募集しま 

  す 

 

 あいち産業科学技術総合センターは、公益財団法人科学技術交流財団との共催により、 

金属 3Dプリンタによる高品位金型の開発や、造形体の新たな設計技術、重点研究プロ 

ジェクト（Ⅱ期）「革新的金型製造技術の開発とその産業応用」で得られた成果等、最新 

の研究開発動向に関する技術講演会を開催します。 

  関係分野の研究・製品開発に取り組む研究者・企業関係者の方を始め、どなたでも参加 

できますので、ぜひご参加ください。 

 

【日  時】平成 30年 8月 2日（木）午後 1時 30分から午後 4時 40分まで 

【場  所】あいち産業科学技術総合センター1階 講習会室 

      （豊田市八草町秋合 1267－1） 

【定   員】120名（申込先着順） 

【参 加 費】無料 

【申込締切】平成 30年 7月 31日（火）（必着） 

【詳  細】下記 URLをご確認ください。 

      http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h300710-kinzoku3d.html 

【申込方法】 

 ・E-mail： 

  タイトルを「革新的金型開発に向けた金属 3Dプリンタ技術の進展」とし、企業名、 

  所在地（郵便番号・住所）、所属、氏名、TEL、E-mailアドレスを記載し、申込先に 

  送信してください。 

 ・郵送又は FAX： 

  下記 URLから講演案内チラシの参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の 

    上、お申し込みください。 



  http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h300710-kinzoku3d.html 

 ※参加申込書は、あいち産業科学技術総合センターでも配布しております。 

 ※定員に達し次第締め切ります。ご了承ください。 

 ※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。 

 ※定員超過の場合は連絡させていただきます。 

【申込先・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 

 担当：加藤（正）、加藤（奈）、佐藤 

  〒470-0356   

 豊田市八草町秋合 1267-1 

  TEL：0561-76-8316  FAX：0561-76-8317 

  E-mail: AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp 

 

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

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

◎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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