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========================================================================== 
【新着情報】 
  1．「なごやAI×ロボットセミナー」を開催します！ 
 2．RBC（Regional Business Conference）in グレーター・ナゴヤ フォーラム・ 
   交流会の参加者を募集します 
 
【トピックス】 
  1．名古屋商工会議所IoTワールド」開催のご案内 
 2．「ダントツ工場における先進のIoT活用と小規模から導入可能なIoT活用事例」 
     の見学ツアー参加者を募集します" 
 3．「名工大テクノフェア2019」開催のご案内 
 4．新エネルギー情報発信シンポジウム2019の参加者を募集します 
 5．次世代自動車フォーラム2019の参加者を募集します 
  6.「介護ロボットの普及拠点事業」専用ホームページ開設のお知らせ 
 7.「メディカルメッセ in 第30回日本臨床工学会」のご案内 
 8.「知的財産経営サロンin安城」の参加者を募集します！  
  
【IoT推進ラボからのお知らせ】 
 ◎「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください 
========================================================================= 
～新着情報～ 
【名古屋市からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------- 
１.「なごやAI×ロボットセミナー」を開催します！ 
------------------------------------------------------------------------- 
 名古屋市では、「メッセナゴヤ2019」の併催事業として11月6日（水）に、 
人工知能・ロボットの普及を促進する「なごやAI×ロボットセミナー」を 
開催します。ぜひご参加ください。 
 
＜日時＞ 
 令和元年11月6日（水）13:00～16:00  
＜会場＞ 
 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      
＜内容＞ 
・主催者挨拶 13:00～13:10  
・講演(1)「人工知能技術がもたらす社会と企業の変革」(13:10～14:00) 
 一般社団法人人工知能学会 会長／ 
 株式会社三菱ケミカルホールディングス 先端技術・事業開発室 
 Chief Digital Technology Scientist 浦本 直彦 氏 
・講演(2)「実世界での深層学習の応用」(14:10～15:00)  
  株式会社Preferred Networks 執行役員 最高業務責任者 長谷川 順一 氏 
・講演(3)「中部電力が考える情報銀行について」(15:10～16:00) 
 中部電力株式会社  
 事業創造本部 部長 情報銀行ユニット長 鈴木 春洋 氏 
＜定員＞ 
 300名（事前申込制）         
＜参加費＞ 
 無料 
＜申込方法＞ 

Page 1 of 8

2019/10/15http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/65...



 以下、WEB参加申込フォームからお申し込みください 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN00rF31XMvLYVgJ7JdtahX8 
  L_lBUYzabVkwNMwUQ6hhdirA/viewform 
 ※セミナー聴講には、別途メッセナゴヤへの入場登録が必要です。 
 以下のURLからご登録ください。 
 https://www.messenagoya.jp/ 
＜申込期限＞ 
 令和元年10月30日（水）必着 
＜詳細＞       
 https://local-iot-lab.ipa.go.jp/public/uploads/201909/ 
 f6ade33f8d41dac6b1af8ae0e3411f828ac355d9.pdf  
＜お問合せ＞ 
 名古屋市市民経済局次世代産業振興課 
 TEL 052-972-2419  FAX 052-972-4135 
 E-mail a2419@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp 
＜主催＞ 
 名古屋市  
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【中部経済産業局からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------- 
２.RBC（Regional Business Conference）in グレーター・ナゴヤ フォーラム・ 
  交流会の参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------- 
 愛知県は、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ(GNI)協議会へ構成員として 
参画しております。 
 今般、GNI協議会は、当地域製造業の更なる高度化、製造現場の効率化に資する 
AI・IoT関連の先端技術を持つ外国企業等を招へいし、「RBC（Regional Business 
Conference）in グレーター・ナゴヤ」を開催します。是非御参加ください！ 
 
＜日 時＞2019年10月23日（水）15時20分～19時30分（開場14時50分） 
＜場 所＞名古屋マリオットアソシアホテル16階タワーズボールルーム 
     （名古屋市中村区名駅1丁目1－4） 
＜内 容＞○フォーラム：15時20分～17時50分 
     開会挨拶：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 会長 川口文夫 
     トップセールス：愛知県知事 大村 秀章 
     GN地域の代表企業による講演：トヨタ自動車株式会社  
                                      環境部 部長 山戸昌子 氏 
     GN地域進出の外国企業による講演：TUENKERSジャパン合同会社  
                     取締役社長 スヴェン オッテン 氏 
     挨拶：日本貿易振興機構 理事 仲條一哉 
     招へい外国企業によるショートプレゼンテーション（ピッチリレー） 
 
     ○交流会：18時～19時30分 
     ウェルカムスピーチ：名古屋大学総長 松尾清一 
     乾杯挨拶：名古屋市長 河村たかし 
     閉会挨拶：中部経済産業局長 高橋淳 
＜定 員＞200名（要事前申込、申込先着順） 
＜参加費＞無料 
＜申込方法＞Webページをご確認ください。 
      http://greaternagoya.org/ja/news_event/rbc20191023fk.html 
＜問合せ先＞中部経済産業局 国際課長 鳴瀬 
      担当：今井、北野 電話：052－951－4091（直通） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
～トピックス～ 
【名古屋商工会議所からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------ 
１．「名古屋商工会議所IoTワールド」開催のご案内      ＜入場無料＞ 
------------------------------------------------------------------------ 
 昨今の産業のデジタル化やデジタルテクノロジーの進展により、様々な産業で 
IoT等デジタルツールの活用が進んでおります。 
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 今般、様々な分野におけるデジタルツールの展示会とともに活用事例等をご案内 
する「名古屋商工会議所IoTワールド」を開催いたします。 
 
＜日 時＞10月30日（水）10：00～17：30 
＜会 場＞名古屋商工会議所 5階 ABCD会議室他 
＜内 容＞○展示会 
      全国24社によるデジタルツールを展示 
     ○基調講演・特別講演（要事前申込） 
      経済産業省のDXレポート、ソニーのAIサービスを紹介 
     ○活用事例紹介（要事前申込） 
      製造現場における自動化やAI活用を紹介 
     ○IoT活用セミナー、IoTハンズオンセミナー（要事前申込） 
      活用セミナーの開催、ハンズオンセミナーによるIoT導入を体験 
＜詳 細＞https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1308 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【科学技術交流財団からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------ 
２．「ダントツ工場における先進のIoT活用と小規模から導入可能なIoT活用事例」 
  の見学ツアー参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------ 
（公財）科学技術交流財団では、「ダントツ工場」づくりに取り組んでいる 
株式会社デンソー善明製作所と、IoT化ツール「IoT Go」を導入した久野金属 
工業株式会社 常滑工場の見学会を開催します。 
＜日 時＞ 
 11月29日（金） 
  9:30頃 集合（刈谷駅周辺） 
  17:30 名古屋駅着、解散 
 ※集合場所・時間の詳細は参加証にてお知らせします。 
  （開催日1週間前を目途に送付予定） 
＜場所＞ 
 株式会社デンソー 善明製作所（西尾市善明町） 
 久野金属工業株式会社 常滑工場（常滑市久米） 
＜定 員＞ 
 40名（応募多数の場合は抽選） 
＜参加費＞ 
 無料 
＜ホームページ＞ 
 http://www.astf.or.jp/astf/club/teirei_201.html 
＜申込方法＞ 
 電子メールにてお申込みください。 
 ※研究交流クラブ会員でない方は、入会が必要となるため、 
  上記ホームページから入会申込みをしてください。 
＜申込期限＞ 
 10月30日(水) 
＜申込・問合せ先＞ 
（公財）科学技術交流財団 業務部（丹羽） 
 TEL：0561-76-8325、Fax：0561-21-1651、E-mail：research@astf.or.jp 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【名古屋工業大学からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------ 
３．「名工大テクノフェア2019」開催のご案内 
------------------------------------------------------------------------ 
 産・学・官が集い、先端研究ニーズによる成果を公開・提供することで、 
新たなイノベーションを生み出す”共創の場”を目指して、名古屋工業大学にて 
「名工大テクノフェア」が開催されます。 
 著名なAI分野の第一人者をお迎えすると共に、産業界でAI実装を担う方々との 
パネルディスカッションを予定しております。 
ぜひご参加ください。 
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名工大テクノフェア2019－心豊かな未来社会の創造－ 
＜日 時＞ 
 11月1日（金）10：00～17：00 
＜会 場＞ 
 名古屋工業大学 御器所キャンパス内 NITech Hall 
＜内 容＞ 
 〇特別講演・パネルディスカッション 
  12:30～12:40 学長挨拶 
  12:40～13:20 特別講演『AI技術の活かし方』 
  13:20～14:00 特別講演『機械学習研究の現状と今後の展望』 
  14:10～15:30 パネルディスカッション『”AI×製造業”がもたらす未来社会』 
 〇展示会 
  AI関連の研究シーズ・組織展示 
  名工大の先端研究シーズと学内外の組織展示 
＜詳 細＞ 
 https://technofair.web.nitech.ac.jp/ 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【愛知県からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
４．新エネルギー情報発信シンポジウム2019の参加者を募集します 
-------------------------------------------------------------------------- 
 愛知県新エネルギー産業協議会は、新エネルギー分野における、企業の 
新たな取組の創出等を促す事を目的として、「メッセナゴヤ2019」において 
シンポジウムを開催いたします。 
今回は「脱炭素化に向けたイノベーション」をテーマに、講演とパネル 
ディスカッションを行います。 
 
＜日時＞2019年11月7日（木）10時30分～12時30分 
＜内容＞ア 講演 
    『新エネルギー施策の最新動向』  
     経済産業省 中部経済産業局 資源エネルギー環境部長 岩田則子 氏 
 
    『中部電力における最新の技術開発とイノベーション』 
     中部電力株式会社 技術開発本部 技術企画室 企画グループ長 高村幸宏 氏 
 
    イ パネルディスカッション 
    『新エネルギー有効利用のための取り組みと技術開発』 
    （コーディネータ） 愛知工業大学工学部 教授 鈴置保雄 氏 
    （パネリスト） 
    ・新エネルギー産業協議会会長 架谷昌信 氏 
    ・名古屋大学工学部 教授 加藤丈佳 氏 
    ・中部電力株式会社 技術開発本部 技術企画室 企画グループ長 高村幸宏 氏 
    ・経済産業省 中部経済産業局 資源エネルギー環境部長 岩田則子 氏 
    ・豊田市 企画政策部長 安田明弘 氏 
    ・愛知県 経済産業局 技監 西村 美郎 
＜場所＞ポートメッセなごや イベント館2階 ホール 
＜参加費＞無料 
＜主催＞愛知県新エネルギー産業協議会 
＜定員＞300名（申込先着順） 
＜参加対象＞新エネルギーに関心のある方 
＜申込方法＞webページをご確認ください。 
      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/messe2019.html 
＜申込期限＞2019年10月31日（木） 
＜申込み・問合せ先＞〒460-8501（住所記載不要） 
愛知県経済産業局産業部産業科学技術課 新エネルギー産業グループ（水田、川澄） 
         TEL：052-954-6350 FAX：052-954-6977 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------- 
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５．次世代自動車フォーラム2019の参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------- 
 愛知県では、次世代自動車産業の更なる発展に向け、メッセナゴヤ2019に 
おいて、以下のとおり「次世代自動車フォーラム2019」を開催いたします。 
 本フォーラムでは、水素・燃料電池自動車（FCV）に関する最新動向や、 
先進の安全技術・自動運転への取組について、関連主要企業からご講演いた 
だきます。 
 
＜日 時＞2019年11月7日（木）13時30分～15時30分 
＜内 容＞講演１『水素社会実現に向けたトヨタ自動車の取り組み』 
     講師：トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー  
        先進技術統括部環境技術企画室 水素・FC推進G 主査 近藤政彰 氏 
 
     講演２『スズキにおける軽自動車安全技術推進の取り組み』 
     講師：スズキ株式会社 四輪技術本部長 常務役員 生熊昌広 氏 
＜場 所＞ポートメッセなごや イベント館2階 ホール 
＜参加費＞無料 
＜主 催＞愛知県 
＜定 員＞300名（申込先着順） 
＜参加対象＞新エネルギーに関心のある方 
＜申込方法＞webページをご確認ください。 
      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/messe2019.html 
＜申込期限＞2019年10月31日（木） 
＜申込み・問合せ先＞〒460-8501（住所記載不要） 
 愛知県経済産業局産業部産業科学技術課 新エネルギー産業グループ（平木、磯部） 
         TEL：052-954-6350 FAX：052-954-6977 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【厚生労働省からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
６．「介護ロボットの普及拠点事業」専用ホームページ開設のお知らせ 
-------------------------------------------------------------------------- 
 厚生労働省では「介護ロボットの普及拠点事業」の中で、全国47都道府県で行う 
介護ロボットに関するフォーラムの情報等を掲載した本事業のホームページを掲載 
しました。 
 こちらのホームページでは、各フォーラムの開催日程や講演の演題等概要を掲載 
しているほか、来場登録や介護ロボットの試用貸出の申込等を行うことができます。 
 なお、愛知県での介護ロボットフォーラムは11月5日（火）に開催予定であります 
ので、是非来場登録のうえ、フォーラムへご参加ください。 
 
＜「介護ロボットの普及拠点事業」専用ホームページ＞ 
 https://kaigo-robotforum.jp/ 
＜愛知県開催＞ 
 2019年11月5日（火） 予定 
＜詳細＞ 
 https://kaigo-robotforum.jp/forum/314 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------- 
７．「メディカルメッセ in 第30回日本臨床工学会」のご案内 
------------------------------------------------------------------------- 
 県、名古屋市、名古屋商工会議所等が主催となり、医療×モノづくり技術の 
展示商談会『メディカルメッセ』を 2020年５月23日、24日に、名古屋国際 
会議場にて開催します。  
 「メディカルメッセ」は、医療関係者と医療機器メーカー、そしてモノづくり 
企業が一堂に会し、新たな医療機器の開発・改良・改善を目指す展示商談会です。  
 第６回目となる今回は、医療機器のスペシャリストである「臨床工学技士」が 
全国から集まる「日本臨床工学会」と同時開催いたします。 
 医療現場の多種多様な課題を解決すべく、企業との連携を望む臨床工学技士と 
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新たなネットワークを広げる絶好の機会です。 
 この度、メディカメッセに出展する企業を募集します。 
 
＜日時＞2020年５月23日（土）９時～17時  
         24日（日）９時～15時  
＜会場＞名古屋国際会議場イベントホール（名古屋市熱田区熱田西町1-1） 
＜対象＞ 
 医療機器の設計・開発・改良に向けたシーズ・ニーズの提案  
 ・医療機器メーカー及び大学関係者に対し、部材供給、技術協力等を 
   希望するモノづくり企業  
 ・部材や技術のニーズを有する医療機器メーカー  
＜開催規模＞出展者数 100小間（予定）  
      来場者数 3,000名（予定）  
＜内 容＞ 展示、商談会、医療現場ニーズ発表会等  
＜その他＞ 
 ・メディカメッセWEBサイト 
  （https://www.medicalmesse.com/） 
 ・メディカメッセパンフレット 
  （https://docs.wixstatic.com/ugd/b88e1b_73916e7f2a5442b6acef021ef54ddac9.pdf） 
 ・日本臨床工学会WEBサイト 
  （http://www.congre.co.jp/jace30/） 
＜募集締切＞2019年12月27日（金）  
＜問合せ先＞ 
 メディカルメッセ事務局 
  名古屋商工会議所 産業振興部  
  モノづくり・イノベーションユニット 加藤・林・新木 
  TEL：052-223-8603 FAX：052-232-5752 
  E-mail：medical-device@nagoya-cci.or.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【愛知県からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
８．「知的財産経営サロンin安城」の参加者を募集します！ 
-------------------------------------------------------------------------- 
 愛知県では、企業関係者等と弁理士が、少人数のグループ制で、知的 
財産を題材に語り合う、「知的財産経営サロン」を安城市において開催します。 
参加は無料です。気軽に弁理士と知的財産について意見交換できますので、 
是非、御参加ください。 
 
＜日 時＞令和元年10月30日（水） 午後3時から午後5時まで 
＜内 容＞○ミニセミナー 
      「知的財産は必要？中小企業のための知的財産入門」 
     ○座談会 
      「弁理士は何をしてくれるの？～賢い弁理士の使い方～」 
＜場 所＞安城市文化センター 3階 大会議室（安城市桜町17番11号） 
＜参加費＞無料 
＜主 催＞愛知県、日本弁理士会東海会、安城市、安城商工会議所、 
     （一社）愛知県発明協会 
＜定 員＞30名（申込先着順、要事前申込み） 
＜参加対象＞企業経営者、企業担当者（知的財産担当者に限りません）、 
      個人事業主 
＜申込方法＞下記Webページの申込専用フォームからお申込みいただくか、 
      申込書に必要事項を記載のうえFAX又は郵送でお申し込みください。 
＜詳 細＞ https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019-10.html 
＜申込期限＞令和元年10月25日（金） 
＜申込み・問合せ先＞〒460-8501（住所記載不要） 
      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(村上、近藤) 
      TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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【IoT推進ラボからのお知らせ】 
---------------------------------------------------------------------------- 
◎「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 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、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） 
     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 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
============================================================================ 
 
○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） 
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 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 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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