I n f o r m a t i o n
東京都異業種交流グループ会員募集

・原則として中小企業者で、都内に主たる事業所があること
・技術・経営に責任を有する方（原則として経営者）で、技術開
発、技術改善および経営改善などに意欲をお持ちの方
・毎月行われる定例会に参加できること

主な活動

定例会（月 1 回、平日午後）において、参加者による自社紹介、
情報交換、施設見学、ほかの異業種グループとの交流を行います

参 加 期 間 2020 年７月から 2021 年３月まで
参 加 費 用 無料

象

都内の中小企業等が開発し販売する商品化５年未満の製品・技術、
サービス

「製品・技術（ベンチャー技術）部門」、「サービス部門」両部門
とも各賞に開発・販売等奨励金を授与
部 門 賞
大賞 300 万円、優秀賞 150 万円、奨励賞 100 万円、特別賞
50 万円
締

切 2020 年４月 24 日（金）17 時必着

表 彰 式 2020 年 11 月上旬予定

都産技研ウェブサイトに掲載している「参加申込書」に所定事
申 込 方 法 項 を ご 記 入 の 上、 メ ー ル（sangakuko@iri-tokyo.jp）、FAX
（03-5530-2318）または郵送でお申し込みください
申 込 受 付 2020 年４月６日（月）～ 2020 年６月５日（金）
参加可否

対

業種構成などを考慮の上、申込者宛に６月下旬に通知します
（募集人数：20 名程度）

お問い合わせ
交流連携室 異業種交流担当

TEL

03-5530-2134

応募方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/compe/

お問い合わせ
製品・技術（ベンチャー技術）部門
東京都 産業労働局 商工部 創業支援課

TEL

03-5320-4763

サービス部門
公益財団法人東京都中小企業振興公社
中小企業世界発信プロジェクト事務局

TEL

03-5822-7239

受賞報告
一般社団法人情報システム学会
ベストペーパー特別賞

情報技術グループの吉次 なぎ 研究
員が、一般社団法人情報システム学会
第 15 回全国大会・研究発表大会で、ベ
ストペーパー特別賞を受賞しました。

（地独）東京都立産業技術研究センター
本部

〒135-0064 江東区青海 2-4-10
TEL 03-5530-2111（代表）FAX 03-5530-2765

城東支所

〒125-0062 葛飾区青戸 7-2-5
TEL 03-5680-4632 FAX 03-5680-4635

墨田支所・
生活技術開発セクター

〒130-0015 墨田区横網 1-6-1KFC ビル 12 階
TEL 03-3624-3731（代表）FAX 03-3624-3733

城南支所

〒144-0035 大田区南蒲田 1-20-20
TEL 03-3733-6233 FAX 03-3733-6235

多摩テクノプラザ

〒196-0033 昭島市東町 3-6-1
TEL 042-500-2300（代表）FAX 042-500-2397

バンコク支所
（タイ王国） MIDI Building, 86/6, Soi Treemit, Rama IV
Road, Klongtoei, Bangkok 10110.
TEL 66-（0）
2-712-2338 FAX 66（0）
2-712-2339
※ 2020 年 3月号に誤植がありました。
下記のとおり、
お詫びして訂正いたします。
・information 受賞報告 誤）
玉置 賢治 ⇒ 正）
玉置 賢次

環境技術グループの片岡 憲昭 研究員が、Joint JHPSSRP-KARP Workshop of Young Generation Network
で、CERTIFICATION OF BEST PRESENTATION
AWARD を受賞しました。

【受賞日】
2019 年 12 月 4 日
【題目】
Surface treatment for shell egg
by low energy electron beam

TIRI NEWS・メールニュースのご案内
TIRI NEWS の無料定期配送、およびメールニュース（週 1 回
発行のメールマガジン）の配信をご希望の方は、お名前とご
住所（TIRI NEWS の場合）、メールアドレス（メールニュー
スの場合）を下記までご連絡ください。
連絡先：経営企画室 広報係 ＜本部＞
TEL 03-5530-2521 FAX 03-5530-2536
E-mail koho@iri-tokyo.jp

アンケートにご協力ください。
アンケートは、
ウェブサイトからでも
ご回答いただけます。
こちらの QR コードをお使いください。
今号のチリンは、何ページにいたでしょうか ?
アンケートに答えを書いて送付してください。抽選で記念品をお送りします。

TEL 03-5530-2521

【受賞日】
2019 年 11 月 30 日
【題目】
災害危険度を考慮した避難経路の導出

一般社団法人日本保健物理学会（JHPS）
CERTIFICATION OF BEST PRESENTATION AWARD

発行日／2020年4月1日
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参加要件

都内中小企業がその技術力
を活かして新たに開発した「革
新的で将来性のある製品・技術、
サービス」を表彰するコンテス
トです。優れた製品・サービス
を国内外に発信するため、受賞
企業には開発・販売等奨励金を 前回（2019 年度）の表彰式の様子
交付し、パンフレットの発刊等
による広報活動を行います。

2020年4月号

2020 年度東京都異業種交
流グループ会員を募集します。
東京都異業種交流グループは、
現在 29 グループ、約 400 企業
が活動しています。初年度は助
言者の指導の下、定例会
（月 1
回）での交流や施設見学会など
前回の合同交流会の様子
を行い、次年度以降は自主運営
していただきます。

世界発信コンペティション応募受付中！

