I n f o r m a t i o n
ワイヤレス・テクノロジー・パーク ２０１８出展

JAPEC アイデアコンテスト 2017 作品賞 受賞
並木宏允、海老澤瑞枝、小川大輔、平健吾、磯田和貴、清水研一が平成 30 年 2
月15日に展示会プリンタブルエレクトロニクス 2018 において次世代プリン
テッドエレクトロニクスコンソーシアムより表彰されました。

開催概要
開催日時

平成 30 年 5 月 23 日（水）～ 25 日（金）
10：00 ～ 18：00（最終日は 17：00 まで）

場所

東京ビッグサイト
（江東区有明3-11-1）西3・4ホール
16-3-6

入場料

事前登録無料

ホームページ

https://www.wt-park.com/2018/

主催

国立研究開発法人情報通信研究機構
ＹＲＰ研究開発推進協会
ＹＲＰアカデミア交流ネットワーク

世界発信コンペティション募集開始！
東京では、
「スポーツ・健康」
「バリアフリー」
「環境」
分野をはじめとする幅広い分
野で中長期的なビジネスチャンスが期待されます。
「世界発信コンペティション」
は、
こうしたチャンスを都内中小企業に波及させ、
その優れた製品やサービスを国
内外に発信するため、革新的で将来性のある製品・技術、
サービスを表彰し、
開発・
販売等奨励金を交付します。

募集概要
対象
部門賞

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
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

平成 30 年５月 25 日（金）17 時必着

表彰式

平成 30 年 11 月 14 日
（水）予定

応募方法等

詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.tokyo-kosha.
or.jp/sekai2020/compe/）をご覧ください。

受賞作品：奥ゆかしい表示デバイス
スクリーン印刷機で作成した表示デバイスで、発熱するカーボンインキとサー
モクロミックインキを組み合わせることで、簡便かつ安価に大型表示板をつく
れるアイデアが評価されました。

2018 年度 東京ビジネスデザインアワード
参加企業募集
「東京ビジネスデザインアワード」は、東京都内のものづくり中小企業と優れた課題解
決力・提案力を併せ持つデザイナーとが協働することを目的とした、企業参加型のデザイ
ン・事業提案コンペティションです。
都内ものづくり中小企業が持つ高い技術や特殊な素材をコンペティションのテーマと
して募集します。審査を経て選定されたテーマについて、新たな用途の開発等を軸とした
事業全体のデザインをデザイナーから募り、
優れた事業提案の実現化を目指します。

募集概要
応募対象

都内の中小企業

募集内容

自社保有の高度な技術や特殊な素材等をコンペティションの
テーマとしてご応募ください。

応募期間
応募方法等

平成 30 年４月 19 日（木）〜６月 20 日（水）
（締切日必着）
ホームページ
（https://www.tokyo-design.ne.jp）
から応募用紙をダウンロードして必要事項を記載の上、
郵送・宅配便などにより以下お問い合わせ先までお送り
ください。
詳細はホームページをご覧ください。

お問い合わせ

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

【サービス部門】

TEL 03-5320-4763

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

（地独）東京都立産業技術研究センター

東京ビジネスデザインアワード事務局
（公益財団法人 日本デザイン振興会内）
〒 107-6205 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 5F

TEL 03-6743-3777 FAX 03-6743-3775
E-mail tokyo-design@jidp.or.jp

TIRI NEWS・メールニュースのご案内

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

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

城南支所

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

アンケートにご協力ください。

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

●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。

アンケートは、
Web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。
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編集・印刷／株式会社大成美術印刷所 ※転載・複製をする場合は、広報係までご連絡ください。
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都産技研の電気電子技術グループと電子・機械グループがワイヤレス･テク
ノロジー・パーク 2018 に出展し、
共同研究成果や技術シーズの紹介 ･ 普及を行
います。
ワイヤレス・テクノロジー・パークは、
国内外から多数の無線技術関連企
業や機関が集結し、5G（第 5 世代移動通信システム）
や Internet of Things
（IoT）
といった、
新たなビジネスの可能性を広げるワイヤレス技術について、
「展
示会」
「セミナー」
「アカデミアセッション」
で構成される国内最大級のワイヤレス
専門イベントです。
皆さまのご来場をお待ちしています。

受賞報告

