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[自動車・次世代自動車分野] 
◎「オートモーティブ ワールド 2020」愛知県ブースへの合同出展企業を募集！ 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/syuttenkigyoubosyu.html 
 １ 目的：愛知県は、「オートモーティブ ワールド 2020」へ愛知県ブースとして合同出展する県内の中
小 
      企業を募集します。出展企業の販路の拡大を支援するとともに、新事業の創出などのビジネス 
      チャンスの機会を提供します。「自社の製品や技術を全国の自動車技術者に売り込みたい」
「新た 
      な取引先や連携先を獲得したい」とお考えの企業は、是非ご応募ください。 
      出展に伴う出展料と基本的なレンタル装飾料は県が負担します。 
 ２ 概要：2020年1月15日（水）～17日（金）に、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される第12 
      回目を迎えるクルマの先端技術展。出展企業と来場者との商談を目的とした展示会。前回は出
展 
      社数が1,002社、来場者数が37,660人。主催はリード エグジビジョン ジャパン株式会社。 
      （公式Webサイト：http://www.automotiveworld.jp/） 
 ３ 募集企業数：3社 
      ※申込み多数の場合は、審査会で出展企業を決定し、8月上旬に応募者全員に文書で結果を通
知 
      します。 
 ４ 応募条件： 
      ア 愛知県内に事業所を有する自動車関連部品製造業に属する中小企業であること。 
      イ オートモーティブ ワールド 2020に向けて愛知県が開催する、「ブラッシュアップ講座」 
        全4回に参加すること。 
        ※①9月上旬、②9月20日（金）、③11月28日（木）、④12月上旬に開催予定 
      ウ 愛知県ブース全体で統一の装飾イメージとなるよう、壁面に設置するタペストリーを作製 
        するなど、愛知県ブースの装飾に協力できる企業であること。 
       ※募集要項に記載の「注意事項」を遵守することも条件です。 
 ５ 応募方法： 
      2019年7月16日（火）午後5時（必着）までに、申込書に必要事項を記入の上、電子メール又は 
      ファックス、郵送で応募してください。申込書は、愛知県産業振興課Webページからダウン
ロード 
      できます。電子メールで応募する場合は、件名を「オートモーティブ ワールド 2020 愛知県
ブース 
      出展申込」としてください。 
 ６ 愛知県ブースの出展場所： 
      東京ビッグサイト 西展示棟2階 「オートモーティブ ワールド 2020」 
      「第６回自動車部品＆加工EXPO」会場内 自動車部品ゾーン「A-56」 
 ７ 愛知県ブースの展示規模： 
      3社合同で1小間（6.0m×2.7m＝16.2㎡） 
 ８ 詳細ＵＲＬ： 
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      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/syuttenkigyoubosyu.html 
 ９ 申込先・問合せ先： 
      愛知県経済産業局産業部産業振興課 自動車産業グループ  
      〒460－8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 
      電話：052－954－6376（ダイヤルイン） ファックス：052－954－6976 
      Eメール：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
 
 
○あいち自動運転ワンストップセンターの設置について 
 http://autonomous-car.pref.aichi.jp/onestop 
    愛知県は、民間事業者の公道での自動運転の実証実験を促進するため、「あいち自動運転ワンス
トップセン 
   ター」を、経済産業局産業振興課内に設置しています。 
    本センターは、平成29年9月5日に開催された国家戦略特別区域諮問会議の審議を経て、同日、内閣
総理大臣の 
   認定を受けた、「愛知県 国家戦略特別区域 区域計画」に基づき設置されております。 
    自動運転の実証実験を希望する民間事業者と実証地域となる市町村等とのマッチングを推進し、実
証実験実施の 
   際には、民間事業者等に対し、関係法令上の手続に係る各種相談への対応や情報提供、関係機関との
調整等を 
   行っています。 
    調整に当たって、「愛知県自動走行公道実証実験実施要項」を平成28年7月に策定し運用していま
すので企業や 
   大学等の皆様におかれましては、事前に、愛知県産業振興課自動車産業グループに対して、「自動走
行公道実証 
   実験実施届出書」を提出いただき、当制度をご活用ください。 
 
 
○あいち自動運転推進コンソーシアムの設置について～参画を希望する企業、大学、市町村等を募集してい
ます～ 
  http://autonomous-car.pref.aichi.jp/consortium  
 １ 内容：自動運転分野については、国内外の自動車メーカーの他、電機メーカーやIT分野の新興企業等
も技術開発 
      に参入するなど、世界規模で開発競争が加速しています。政府においても、東京オリンピッ
ク・パラリン 
            ピック競技大会が開催される2020年までに、無人自動運転移動サービスの実現を目指し、制
度・インフラ 
            面の環境整備や研究開発等が総合的・計画的に進められているところです。こうしたことか
ら、県は、 
            自動運転システムに関係する企業・大学等や自動運転システムの導入を目指す県内の市町村等
が連携した、 
            「あいち自動運転推進コンソーシアム」を設置しました。本コンソーシアムは、県内各所にお
ける自動運転 
       の実証実験を推進し、将来的には、自動運転に係るイノベーションの誘発により、新たな事
業を創出し、 
      オールあいちによる自動運転の社会実装を目指すことを目的に活動していきます。 
      また、コンソーシアムの下に、ワーキンググループ「自動運転及び電動化部材システムＷ
Ｇ」、「自動運転 
      インフラ・データＷＧ」、「自動運転モビリティサービスＷＧ」を設置し、世界の市場や技術
動向などの 
      情報等を把握しつつ、自動運転に係る新事業や新ビジネスの創出を目指す企業を支援していき
ます。 
 ２ あいち自動運転推進コンソーシアムの主な事業内容 
  （1）最先端の技術を活用した自動運転の実証実験 
  （2）自動運転の実証実験を希望する企業・大学等と市町村とのマッチング 
  （3）自動運転の実証実験に係る手続きのワンストップサービス 
  （4）自動運転システムを活用した地域の先進事例の情報共有 
  （5）自動運転に係る新事業、新ビジネスモデル創出に向けた調査、研究等 
 【ワーキンググループ】   
   ①自動運転及び電動化部材・システムＷＧ 
   ②自動運転インフラ・データＷＧ 
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   ③自動運転モビリティサービスＷＧ 
 ３ 申込：随時入会を募集していますので、上記のホームページをご覧いただき、お申し込みください。 
 
 
 
〔ロボット分野〕 
◎「介護・リハビリ支援ロボット相談窓口」をご利用ください 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/kaigorihabili-madoguti31.html 
 １ 目的：県では、「介護・リハビリ支援ロボット社会実装推進事業」を今年度から推進しており、本事
業の 
      取組の一つとして「介護・リハビリ支援ロボット相談窓口」を設立し、広く県内企業に対して 
      介護・リハビリ支援ロボットの開発・実証評価から社会実装までを見据えた支援を行っていま
す。 
      相談対応では、専門性の高いコーディネータによる適切なアドバイス・指導が受けられます。
（無料） 
 ２ 受付時間：平日9:30～17:30（年末年始と祝日を除く） 
 ３ 場所：藤田医科大学ロボティクスマートホーム・活動支援機器研究センター（豊明市） 
 ４ 相談対応者：藤田医科大学  
         准教授 田辺 茂雄（コンセプト評価技術アドバイス） 
         講師  清野 溪（窓口・マッチング市場性評価） 
         講師  平野 哲（臨床アドバイス） 
 ５ 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 杉山、加藤（僚） 
        TEL：052-954-6352 FAX:052-954-6943 
        E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
 
 
〔情報通信（IoT）分野〕 
◎「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください 
 １ 目的：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。 
 ２ 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) 
 ３ 受付：平日午前8時45分から午後5時30分 
 ４ 相談料：無料 
 ５ 対応者：愛知県立大学教員、コーディネータ 
 ６ 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。 
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   《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。 
 ７ 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 
 
 
 
〔その他の分野〕 
◎「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！ 
 https://aichi-matching2019-kickoff.peatix.com 
 １ 目的：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。 
 ２ 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）） 
 ３ 場所：ミッドランドホール（参加費無料） 
（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） 
 ４ 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。 
 ５ 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 
 ６ 定員：150名程度（先着順） 
 ７ 申込方法：以下「詳細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。 
 ８ 申込期限：2019年７月３日（水）午後６時 
 ９ 詳細ＵＲＬ：https://aichi-matching2019-kickoff.peatix.com 
 10 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） 
 
 
◎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 
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 １ 目的：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。 
 ２ 公募期限：2019年７月17日（水）午後５時 
 ３ 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 
          ＵＲＬ：http://www.aibsc.jp/tabid/586/Default.aspx 
 ４ 内容：愛知県内において起業する方に対し、起業に要する経費の一部支援（起業支援金の支給）とと
もに、 
      事業の成長を加速するための経営面等に係る伴走支援を行います。主な内容は以下のとおりで
す 
      （補助対象経費を始めとする詳細事項については、書類提出先等のＷｅｂページ等に掲載され
ている 
      募集要項をご確認ください。）。 
 ５ 起業支援金の上限額：200万円（50万円を下限額とします。） 
 ６ 補助率：２分の１ 
 ７ 起業支援金の支払方法：精算支払い（補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなりま
す。） 
 ８ 補助対象者：愛知県内において、2019年４月１日から2020年１月15日の間に個人事業 
        の開業届出もしくは株式会社等の設立を行い、その代表者となる方。 
 ９ 補助対象事業：愛知県内において、ＩＴや新しい技術等の活用により、地域課題の解決を目指し、か
つ、 
          新市場の開拓や高成長を目指して実施する事業。 
 10 補助対象経費：補助対象事業の期間中（補助事業の採択決定を受けた日から2020年１月15日まで）に 
          おいて、補助対象事業に関して支出した経費。 
 11 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 
 12 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 
 13 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） 
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◎「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。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】 
 １ 日時：2019年8月1日（木）13:30～15:55 
 ２ 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） 
 ３ 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 
 ４ 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」 
 ５ 参加費：無料 
 ６ 定員：200名（申込先着順） 
 ７ 締切：2019年7月25日（木）  
 ８ 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】 
 １ 日時：2019年8月1日（木）・8月2日（金）各日10:00～16:30 
 ２ 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） 
 ３ 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 
 ４ 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 
 ５ 参加費：無料 
 ６ 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 
 
 
◎「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！ 
 １ 目的：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。 
 ２ 日時：（第１回）2019年7月29日（月）13:30～16:30 
      （第２回）2019年8月8日（木） 13:30～17:00 
 ３ 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 
 ４ 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） 
 ５ 参加費：無料 
 ６ 主催：愛知県、愛知県立芸術大学 
 ７ 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。 
 ８ 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。 
 ９ 申込期限：（第１、２回参加者）2019年7月25日（木） 
         （第２回のみ参加者）2019年8月7日（水） 
 10 詳細：https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/shisaku2019.html 
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 11 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 
 
 
◎第1回「知的財産経営サロン」の参加者を募集します！  
 １ 目的：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。 
 ２ 日時：2019年7月18日（木）17:00～20:00 
 ３ 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 
 ４ 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） 
 ５ 参加費：無料（交流会に参加される方のみ参加費3,000円） 
 ６ 定員：50名（申込先着順） 
 ７ 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。 
 ８ 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 
 ９ 申込期限：2019年7月12日（金） 
 10 詳細：https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019.html 
 11 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 
 
 
◎「デザイン思考セミナー」初級編 ワークショップ  
  ～イノベーティブに考える「デザイン思考」を学ぼう！～ 
 １ 目的：デザイン思考は文学・科学・エンジニアリング・ビジネスなど異分野を有機的につなぐユニー
クな 
      方法論であり、昨今、デザイン思考をもとに様々なイノベーションが生まれています。実際に
デザイン 
      思考は、Apple、Google、GEなど、世界を先導する企業のアプローチ方法としても採用されて
います。 
      今般はデザイン思考をワークショップ形式で学びます。ご関心のある方は是非ご参加くださ
い。 
 ２ 日時：2019年7月11日（木）18:00～20:30 
 ３ 会場：名古屋商工会議所 5階 会議室D 
 ４ 定員：25名（先着順） 
 ５ 内容：①講演 「デザイン思考」とは？（30分程度） 
      ②ワークショップ（2時間程度） 
      「デザイン思考」を体験的に理解するために、 
      参加者同士で考えるワークをグループに分かれて行います。 
 ６ 詳細：https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1112 
 ７ 備考：（一社）未来マトリクス https://www.miraimatrix.com/ 
 
 
================================================================================================
========== 
○メールアドレスの変更・メール配信停止については、 
 sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
 上記の電子メールアドレスに御連絡ください。（件名例：【配信停止】あいち自動車産業イノベーション
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ニュース） 
 
○新たに、あいち自動車産業イノベーションニュース（メルマガ）を配信希望される方は、産業振興課 
のEメール（sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp）宛に、タイトルに「あいち自動車産業イノベーションニュー
ス配信希望」 
と明記のうえ、メールをお送りください（本文が空でもかまいません）。 
 
※ メール配信停止のご連絡をいただいた場合、その都度、配信リストからの削除を行っています。 
万が一、今回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。) 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 
◆編集・発行◆ 
愛知県経済産業局 産業部 産業振興課 
自動車産業G 
電 話 052-954-6376(直通) 
ＦＡＸ 052-954-6976 
E-mail sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 
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