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●お知らせ 
 ・「令和元年度 第2回自動車安全技術セミナー」の参加者を募集します！ 
 ・「2020 水素ビジネス参入セミナー」の参加者を募集します！ 
 ・「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！ 
 ・「中小企業のためのIoT講習会、IoT実装技術研修の参加者を募集します！ 
 
------------------------◆◆◆≪ お 知 ら せ ≫◆◆◆--------------------------- 
 
◇「令和元年度 第２回自動車安全技術セミナー」の参加者を募集します 
 
 県ではこの度、自動車安全技術の研究開発に取り組む中堅・中小企業等の拡大を目的と 
した、「第2回自動車安全技術セミナー」を開催します。 
 本セミナーでは、昨今高齢ドライバによる事故に関心が寄せられていることを受け、株 
式会社サン自動車工業 CS本部 鈴木洋平、瀬戸光輝両氏から後付け急発進等抑制装置につ 
いて、また、名古屋大学 特任教授 青木宏文氏から高齢ドライバの安全運転支援に係る最 
新の研究動向について御講演いただきます。 
 自動車安全技術の研究開発に興味をお持ちの中堅・中小企業等の経営者や技術者、自動 
車安全技術の導入を検討されている各種企業・団体関係者等、多くの皆様の御参加をお待 
ちしています。 
 
【日 時】2020年1月30日(木) 午後2時から午後4時20分まで 
【場 所】愛知県産業労働センター（ウインクあいち）15階 
         （公財）科学技術交流財団研究交流センター 
         （名古屋市中村区名駅4-4-38 電話：052-571-6131） 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県 
【定 員】50名（申込先着順） 
【内 容】○講演1 午後2時から午後3時まで  
     株式会社サン自動車工業 CS本部 本部長 鈴木 洋平 氏 
       S-DRIVE戦略G グループ長 瀬戸 光輝 氏 
     「後付け急発進等抑制装置の先駆けメーカーとして」 
          ○講演2 午後3時5分から午後4時5分まで 
     名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任教授 青木 宏文 氏 
         「名古屋大学 人間・加齢特性研究室の取組について」 
     ○質疑応答 午後4時5分から午後4時20分まで 
【申込方法】以下のＵＲＬからチラシをダウンロードし、裏面の参加申込書に必要事項 
         （氏名、会社・団体名、所属・役職、電話番号、メールアドレス）を記入の上 
          FAX又はメールでお申込みください。(同内容を本文に記載の上、メールでお申 
          込みいただいても結構です。） 
【ＵＲＬ】 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/autosafety-seminar020130.html          
【申込み・問合せ先】愛知県経済産業局産業部産業科学技術課  
          科学技術グループ 石原、水谷 
     TEL：052-954-6351 FAX：052-954-6977     
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     E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
【申込締切】2020年1月28日(火)（但し、定員に達し次第締め切ります。) 
 
================================================================================ 
 
◇「2020 水素ビジネス参入セミナー」の参加者を募集します！ 
 
 県では、市場規模の拡大が見込まれる水素エネルギー関連産業への事業参入を促進して 
います。 
 本セミナーでは、既存事業で培った技術力を活かし、新たに水素ステーション関連事業 
に参画して確かな実績を上げている、株式会社キッツと髙石工業株式会社から講師をお招 
きし、商品開発や実際に水素ステーション用部材として採用されるまでの経緯等を紹介し 
ます。さらに講演後、名刺交換・製品説明会も行います。 
 
【日 時】2020年2月6日（木）午後2時から午後4時まで 
【場 所】名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 4階 第7会議室 
         （名古屋市千種区吹上2丁目6-3 電話: 052-735-2111） 
          ※第9回次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2020-において開催 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県 
【定 員】80名（申込先着順） 
【内 容】(1）講演 
            〇午後2時5分から午後2時50分まで 
            テーマ：『株式会社キッツの水素ステーション関連商品の開発について』 
            講 師：株式会社キッツ バルブ事業統括本部 プロダクトマネジメントセ 
      ンター  
            開発部 CLESTEC開発グループ 主任 緒方 邦行 氏 
            概 要：(株)キッツが水素ビジネスへ参入した経緯とその結果得られた成果 
      について、現在水素ステーションで採用されている「CLESTECシリーズ」 
      （※）開発過程のエピソードを交え紹介します。  
           （※）水素ステーション用高圧バルブ 
            〇午後2時50分から午後3時35分まで 
            テーマ：『精密ゴムを用いた水素ステーション関連産業への展開』 
            講 師：髙石工業株式会社  
            代表取締役 髙石 秀之 氏 
            概 要：創業以来70年、水栓機器・ガス機器・エアポンプなどの精密ゴムパッ 
            キン・Oリング等を得意としてきた髙石工業が、なぜ水素ステーション関連産 
            業に参入できたのか。製品開発の経緯や国内外の水素ステーションで採用さ 
      れるようになった経緯とともに、今後の展望等を紹介します。 
          (2）名刺交換・製品説明会 午後3時35分から午後4時まで 
 
【申込方法】下の専用フォームからお申し込みいただくか、添付の申込書に必要事項を記 
入の上、FAXでお申し込みください。なお、申込書は愛知県HPページから入手できます。 
専用フォーム  
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=20572 

愛知県HP 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso020206.html 

【申込み・問合せ先】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 
                   TEL:052-954-6350 FAX:052-954-6977 
【申込締切】2020年1月31日(金)（但し、定員に達し次第締め切ります。) 
 
================================================================================ 
 
◇「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！ 
 
 県では、企業関係者等と知的財産の専門家である弁理士が、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」を豊田市において開催します。 
当サロンでは、知的財産を活用した企業戦略をテーマにセミナーと座談会を行い、特に、 
座談会では日常業務で知的財産についての疑問や知的財産をどのように経営に活かすのか 
弁理士と気軽に質問や意見交換できます。また、参加した他企業の意見も聞くことができ 
ます。参加は無料です。是非、御参加ください。 
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【日 時】2020年2月13日(木) 午後3時から午後5時まで 
【場 所】ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町2-1-1） 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県、日本弁理士会東海会、豊田市、（一社）愛知県発明協会 
【定 員】30名（申込先着順、要事前申込み） 
【内 容】○ミニセミナー 
「知的財産でビジネスチャンスをつかもう！～知財戦略で差をつける新商品開発～」 

          ○座談会 
「弁理士と語ろう！～会社の知的財産を経営にどう活かす？～」 

【申込方法】下の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 
事項を記載の上、FAX又は郵送でお申込みください。 
https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html 

【申込み・問合せ先】愛知県経済産業局産業部産業科学技術課 研究開発支援グループ 
          TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977 
【申込締切】2020年2月7日(金) 
 
================================================================================ 
 
◇中小企業のためのIoT講習会、IoT実装技術研修の参加者を募集します 
 
 産業技術センターでは、中小企業のためのIoT講習会、IoT実装技術研修を開催します。 
講習会では、IoTとクラウドの基礎知識から、それらを組み合わせた活用方法等を紹介し 
ます。実装技術研修(2日間)では、実際に機器を使用して、システムの構築を体験してい 
ただきます。 
 IoTに取り組みたい中小企業の実務者の方が対象です。多くの皆様の御参加をお待ちし 
ています。 
 
【日 時】○IoT講習会 
      2020年2月7日(金) 午後1時30分から午後4時40分まで(受付は午後1時から) 
     ○IoT実装技術研修 
      2020年2月13日(木)、14日(金) 
      午前9時20分から午後5時まで(受付は午前9時から) 
【場 所】産業技術センター講堂 
     （刈谷市恩田町1-157-1） 
【共 催】あいち産業科学技術総合センター産業技術センター、 
     公益財団法人科学技術交流財団、愛知工研協会 
【協 力】愛知県IoT推進ラボ 
【定 員】IoT講習会：50名(申込先着順） 
    IoT実装技術研修：15名(申込先着順、講習会受講者優先） 
【申込方法】申込書を下記URLからダウンロードし、必要事項を御記入のうえ、FAX又は 
E-mailでお申込みください。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/r202-iot.html 
【申込み・問合せ先】産業技術センター 総合技術支援・人材育成室 
          電話：0566-24-1841 FAX：0566-22-8033  
 E-mail：cts-hrd@aichi-inst.jp 
【申込締切】2020年1月31日(金)（但し、定員に達し次第締め切ります。） 
 
================================================================================ 
◎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。 
================================================================================ 
 
************************************************** 
◆編集・発行◆ 
あいち産業科学技術総合センター 管理部 
〒470-0356愛知県豊田市八草町秋合1267-1 
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