
　電子機器や組込みシステムを開発している技術者の皆さまに
向けた「東京FPGAカンファレンス with プログラマブルデバイ
スプラザ」を、NPO法人FPGAコンソーシアムとの連携で開催し
ます。
　今年のテーマは「プログラマブルデバイスで広がる可能性！」と
題し、FPGAだけでなく他のプログラマブルデバイスにまで拡大
した内容を予定しています。恒例のスペシャルセッション企画、最
新分野の製品展示やデモ、出展社セミナーなど、最新情報満載と
なっており、プログラマブルデバイスの今後の動向を掴むには
打ってつけのチャンスです。都産技研からは情報技術グループの
研究成果等を発表・展示します。是非ご参加ください。

平成25年1月25日（金）　10:00～17:00（予定）

●会　場 都産技研本部2F　東京イノベーションハブ
●参加費 無料（事前登録制）
●ホームページ　
　http://www.fpga.or.jp/3city2012/city2012.html

第15回東京FPGAカンファレンス
with プログラマブルデバイスプラザを開催

　近年、安全性や快適性の追及によりクルマの質量やサイズが増大す
る中、燃費向上のためにますます重要になる軽量化技術。
　本展は、クルマの軽量化に必要なあらゆる素材・材料、加工技術、軽
量化部品などが一堂に出展する世界唯一の専門技術展です。
　都産技研からは、情報技術グループ、機械技術グループ、電子・機械
グループが出展します。

平成25年1月16日（水）～18日（金）
 10:00～18:00（18日は17時まで）

●会　場 東京ビッグサイト　
 東ホール（江東区有明3-11-1）
●入場料 無料（登録制）  
●展示内容（予定）
・熱流解析システムによる効率的な熱設計のサポート
・軽量異種金属の摩擦撹拌接合(FSW)による複合化
・高速造形機による部品の試作、CAEによる強度解析　など

第3回クルマの軽量化技術展 

展示会出展情報

※イベントの詳細は、都産技研ホームページ　【イベントスケジュール】　（http://www.iri-tokyo.jp/joho/event/）をご覧ください。 

　公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業が行う新製品や新技術の開発、国内外の見本市への出展等の取り組みにかかる経費の
一部を助成する事業を行っています。
　このたび、平成25年度の助成事業について下記のとおりで募集説明会を開催します。
1. 開催日時・会場　平成25年1月22日～2月14日、全9回開催

2. 参加方法
　 •説明会参加には事前のお申し込みが必要です。
　 •（公財）東京都中小企業振興公社ホームページよりお申し込みください。ホームページからお申し込みできない場合は、お電話でお問い合わせください。
●ホームページ　
　 https://www.tokyo-kosha.or.jp
●お問い合わせ　
　 産業労働局商工部創業支援課　TEL 03-5320-4694　（公財）東京都中小企業振興公社助成課　TEL 03-3251-7895

平成25年度新製品新技術開発・市場開拓助成事業説明会のご案内
～中小企業の経営や技術の活性化の取組を支援します～

多摩テクノプラザの確かな技術でクルマの軽量化をサポート

I N F O R M A T I O NI N F O R M A T I O N

『第3回クルマの軽量化技術展』に出展
展示会出展情報

3D-CADによる設計とCAE解析

　製品の強度・剛性を保持しつつ、軽量化を進める設計を行
うにはCAEの利用が有効です。会場では、3D-CADによる
設計・CAE解析事例をご紹介します。

機能評価のための性能試験

　開発品の機能を評価するには性能試験が欠かせません。
万能試験機や疲労試験機、振動試験機などを用いた各種試
験の内容を紹介します。

　自動車部品の軽量化や試験等の各種ご相談、共同研究等
のご相談も、お待ちしています。

3Dプリンタによる迅速試作

　3Dプリンタを利用すれば、作成した図面から、すぐに試
作品が製作できます。図面からでは得られない製品の詳細
なイメージや質感を感じることができます。

ノ

電子・機械グループ　<多摩テクノプラザ>　
　　　　西川　康博　TEL 042-500-1263
　　　　E-mail：nishikawa.yasuhiro@iri-tokyo.jp

図3　万能試験機による性能試験（CFRPパイプの圧縮試験）

図2　3Dプリンタ外観（左）と試作事例

図1　3D-CADおよびCAEシステム

　平成25年1月16日（水）から18日（金）まで、東京ビッグサイト（江東区有明）で開催される『クルマの軽量化技術
展』は、クルマの軽量化に必要な材料、加工技術、軽量化部品などが一堂に会する専門技術展です。
　都産技研多摩テクノプラザの電子・機械グループは、3D-CADによる設計とCAE解析、 3Dプリンタによる部品
試作、および開発品の性能試験に関する展示を行います。ぜひお越しください。

第1回　 平成25年1月22日（火）　14時00分～16時00分

第2回　 平成25年1月23日（水）　14時00分～16時00分 

第3回　 平成25年1月24日（木）　10時00分～12時00分 
第4回　 平成25年1月24日（木）　14時00分～16時00分 

第5回　 平成25年1月25日（金）　10時00分～12時00分 

第6回※  平成25年1月28日（月）　14時00分～16時00分

第7回※  平成25年1月29日（火）　14時00分～16時00分 

第8回※  平成25年1月31日（木）　10時00分～12時00分 

第9回※  平成25年2月14日（木）　14時00分～16時00分 

※新製品・新技術開発助成事業のみの説明です。

（公財）東京都中小企業振興公社　多摩支社2階大会議室　昭島市東町3-6-1　
産業サポートスクエア・TAMA

（地独）東京都立産業技術研究センター　本部2階　東京イノベーションハブ　　
江東区青海2-4-10

（公財）東京都中小企業振興公社　中小企業会館9階講堂　中央区銀座2-10-18

（公財）東京都中小企業振興公社　本社3階第一会議室　千代田区神田佐久間町1-9

（公財）東京都中小企業振興公社　城東支社2階中会議室　葛飾区青戸7-2-5　
城東地域中小企業振興センター

（公財）東京都中小企業振興公社　城南支社2階東京都研修室　大田区南蒲田1-20-20　　
城南地域中小企業振興センター

（公財）東京都中小企業振興公社　本社3階第一会議室　千代田区神田佐久間町1-9

東京都立産業貿易センター浜松町館　2階展示室　港区海岸1-7-8
　

回 日　時 会場･定員
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