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<紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=RLsTDFgi-Qg>
＜本日のお知らせ＞
◇冷凍食品の製造に係る基盤技術強化講習会
「日本におけるHACCP制度化への対応方法と認証制度の将来」のご案内
◇香川県機能性表示食品等開発研究会 平成30年度第2回研究会
「農林水産物を活用した機能性表示食品の開発」、
「難消化性デキストリンを用いた機能性表示食品の開発」のご案内
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
【公募】
■(1)「香川県 新技術・新工法展示商談会 in 日立製作所」出展企業募集の
お知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）
■(2)「平成30年度香川県ものづくり分野海外バイヤー招へい事業」参加企業
募集のお知らせ（香川県、ジェトロ香川）
■(3)「かがわ農商工連携ファンド第11期事業」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(4)「香川県台湾商談会」の開催・参加企業募集のお知らせ（香川県）再掲
■(5)「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」「かがわ発！先進的ビ
ジネスモデル2018」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
【セミナー・講習会等】
■(7) 情報化セミナー「ワイヤレスIoTセミナー」開催のお知らせ（かがわ情報化推進協議会）
■(8) 香川大学技術交流協力会講演会「ビジネスに役立つ特許・ノウハウ～特許
の活用方法・活用事例を中心に～」開催のお知らせ（香川大学技術交流協力会）
■(9)「省エネ診断・技術事例発表会」開催のお知らせ
（資源エネルギー庁、省エネルギーセンター）
■(10)「第６回シンポジウム」開催のお知らせ（かがわ冷凍食品研究フォーラム）
■(11)「第26回かがわけん科学体験フェスティバル」開催のお知らせ
（科学体験フェスティバル実行委員会ほか）
■(12)「技術学校祭2018」開催のお知らせ（香川県立高等技術学校）
■(13) 省エネルギー普及促進講座「改正省エネ法を活用したトータル課題解決」
開催のお知らせ（省エネルギーセンター ）
■(14) よろず支援拠点セミナー開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点）
■(15) 機器利用講習会のご案内（ＦＲＯＭ香川、ＲＩＳＴかがわ）
■(16) 日EU・EPAおよびTPP11活用セミナー「関税の調べ方から自己証明までの
具体的手続き」開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）再掲
■(17)「四国地域海外展開応援フォーラム」開催のお知らせ（四国経済産業局等）再掲
■(18)「平成30年度 知的財産セミナー」開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
-----------------------------------------------------------------------◇冷凍食品の製造に係る基盤技術強化講習会
「日本におけるHACCP制度化への対応方法と認証制度の将来」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年１１月２１日（水）１３：３０～１５：３０
所：香川県産業技術センター ３階 研修室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３０年１１月１６日(金)までに、
E-mail(jp2598＠pref.kagawa.lg.jp)又はFAX(087-882-9481)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-11.html#02
◇香川県機能性表示食品等開発研究会 平成30年度第2回研究会
「農林水産物を活用した機能性表示食品の開発」、
「難消化性デキストリンを用いた機能性表示食品の開発」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年１１月２９日（木） １３：３０～１６：３０
所：香川県産業技術センター ３階
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３０年１１月１６日(金)までに、
E-mail(desk＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-882-9481)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-11.html#03
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年７月２２日(日)済､８月２６日(日)済､９月１６日(日)済､
１０月２８日(日)済､１１月２５日(日)､１２月１６日(日)､
平成３１年１月２０日(日)
全て ９：００～１３：００
所：香川県産業技術センター 実験棟 表面改質試験室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて各回開催１週前の金曜日までに、
E-mail(yamasita＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。
（現在、定員に達しておりますが、キャンセルになることもありま
すので、最新の情報は担当までご確認ください。申込み受付中）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-11.html#01
■(1)「香川県 新技術・新工法展示商談会 in 日立製作所」出展企業募集の
お知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）
香川県と(公財)かがわ産業支援財団では、県内企業の新たなビジネスパート
ナーの開拓を図るため、(株)日立製作所の協力を得て下記のとおり展示商談会
を開催します。
自社の優れた技術・製品等を売り込む絶好の機会であり、新規取引先を獲得
するチャンスでもありますので、積極的な御参加をお待ちしております。
【展示商談会】
開催日時：平成３１年１月１８日(金) 10：00～17：00（１日間）
会
場：(株)日立製作所 上野イーストタワー ２階 UEホール
（東京都台東区東上野２－16―１）
開催方法：机上の小間に技術提案パネル、製品等を展示し、(株)日立製作所
及び関連会社の調達等の担当者に対し、県内企業の優れた新技術、
新製品等を説明、売込みを行う。
【申込締切】
平成３０年１１月１６日(金)
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wf8k3g180919095054.shtml
■(2)「平成30年度香川県ものづくり分野海外バイヤー招へい事業」参加企業
募集のお知らせ（香川県、ジェトロ香川）
香川県は、ジェトロ香川に香川県ものづくり分野海外バイヤー招へい事業を
委託し、県内ものづくり企業の製品や技術に関心を有する海外企業４社をバイ
ヤーとして招へいして、県内企業に商談の機会を提供します。
また、商談に先立ち、11月７日（水）には、海外企業と商談を行う際の準備
や商談のコツを学ぶ事前勉強会（ものづくり分野 輸出のための商談スキルセミ
ナー・個別相談会）を開催します。
【海外のバイヤーを招いたものづくり分野 輸出商談会】
日 時：平成３０年１１月２７日（火）、２８日（水）
商談時間は１回２時間、両日とも９時～17時の間で実施
場 所：参加県内企業の事業所（事務所・工場等）
海外バイヤーが商談会に参加する県内企業を訪問し、製造現場等を
視察のうえ、商談を行います。
バイヤー：インド、ベトナム、ドイツ及び英国から計４社
【事前勉強会】
日 時：平成３０年１１月７日（水）14:00～16:30
会 場：高松商工会議所会館 ２階202会議室
（高松市番町2‐2‐2）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/w6tl45181011111400.shtml
■(3)「かがわ農商工連携ファンド第11期事業」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）

(公財)かがわ産業支援財団では、平成21年度に造成した「かがわ農商工連携
ファンド」を活用して、県内の中小企業者と農林漁業者が連携し、互いの経営
資源を生かして取り組む商品開発等を支援しています。
この事業では、香川県の様々な特産品を生かした新商品づくりをはじめ、農
商工連携事業で開発した商品の販路開拓も支援します。
この度、第11期の助成事業の募集を行っています。
【支援メニュー】
①新商品等開発支援事業
助成率：2/3以内、限度額：20万円以上400万円以下、
助成期間：平成32年1月31日まで
②販売力強化・ブランド化支援事業
助成率：2/3以内、限度額：20万円以上100万円以下
助成期間：平成32年1月31日まで
【募集期間】
平成３０年１０月２２日（月）～ １２月１１日（火）必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/nousyokou_fund/
■(4)「香川県台湾商談会」の開催・参加企業募集のお知らせ（香川県）再掲
香川県及び香川県・台湾経済交流促進協議会では、県内企業の海外展開を支
援するため、台湾において「香川県台湾商談会」を開催します。
本商談会では、台湾の政府機関及び経済団体の協力のもと、台湾企業とのビ
ジネスマッチングを実施しますので、台湾市場への進出、販路開拓にご興味を
お持ちの県内企業は、是非参加をご検討ください。
【商談会】
日 時：平成31年1月22日（火）10：00～17：00（現地集合9：00）
会 場：台北世貿展覧館（台北市信義路5段5号）2階 第4・5会議室
商談形式：事前マッチングによる個別商談形式（1商談約30分）
【申込期限】
平成３０年１１月１６日（金）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wi3gv6180925135327.shtml
■(5)「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」「かがわ発！先進的ビ
ジネスモデル2018」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
(公財)かがわ産業支援財団では、創造的な技術や商品、サービスなどを自ら
新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、斬新なビジネスプ
ランを募集しコンペを行うとともに、そうしたビジネスプランを樹立し成功し
た先進的モデルプランを表彰することにより、県下の幅広い中小企業を元気に
し、地域経済の活性化を図ることを目的として募集を行っています。
＜かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ2018＞（創業者向け）
【募集期間】
平成３０年９月２５日（火）～ １１月２日（金）必着
【表彰内容】
最優秀賞1件、優秀賞2件（受賞者には表彰状及び楯を贈呈）
＜かがわ発！先進的ビジネスモデル2018＞（実績者向け）
【募集期間】
平成３０年９月２５日（火）～ １１月３０日（金）必着
【表彰内容】
大賞1件、優秀賞2件（受賞者には表彰状及び記念品を贈呈）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/kensyou/newbusiness/
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「平成30年度香川県中小企業外国出願支援事業」申請受付（随時、申請はPCT出願を行う30日前まで）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wamgh6180522112912.shtml
○「香川県海外ビジネスチャンス活用支援事業補助金」（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/300403kaigai.shtml
○「香川県直行便就航地域現地調査支援事業補助金」申請受付（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wnisnm180406134534.shtml
■(7) 情報化セミナー「ワイヤレスIoTセミナー」開催のお知らせ（かがわ情報化推進協議会）
かがわ情報化推進協議会では、地域情報化に関する普及啓発事業活動の一環
として、四国情報通信懇談会、情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ)との共催で、
情報化セミナー(「ワイヤレスIoTセミナー」～最新の技術動向と活用事例につ
いて～)を開催します。（申込みは10/26ですが募集継続中！）

○日
○場

時：平成３０年１１月１日（木）１３：００～１６：５０
所：情報通信交流館（e－とぴあ・かがわ） BBスクエア（講演会）、
スタジオサロン（情報交流会、機器展示）
（高松市サンポート2－1 高松シンボルタワー タワー棟5階(4階入口)）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir7/dir7_2/dir7_2_1/wed241181029090126.shtml
■(8) 香川大学技術交流協力会講演会「ビジネスに役立つ特許・ノウハウ～特許
の活用方法・活用事例を中心に～」開催のお知らせ（香川大学技術交流協力会）
香川大学技術交流協力会は、「ビジネスに役立つ特許・ノウハウ～特許の活
用方法・活用事例を中心に～」と題して講演会を開催します。
本講演会では、、特許の活用方法について、分かりやすい事例を挙げながら、
ノウハウか権利化かの見極めによって、ビジネスに活かすテクニックについて
ご講演頂きます。
○日
○場

時：平成３０年１１月２日（金）１５：００～１６：００
所：香川大学産学連携・知的財産センター ３階 セミナー室
（高松市林町2217-20）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.kagawa-u.ac.jp/ccip/king/2008/20181102.pdf
■(9)「省エネ診断・技術事例発表会」開催のお知らせ
（資源エネルギー庁、省エネルギーセンター）
資源エネルギー庁、(一財)省エネルギーセンターでは、中小企業等における
省エネルギー対策の推進を図るため、「省エネ診断・技術事例発表会」を全国
８か所で開催します。四国では、高松市にて開催されます。
最新省エネ技術や省エネ診断をきっかけとして省エネ効果をあげた事例、省
エネ推進の着眼点や具体的な実施方法、また、支援サービス・助成策の活用等
について情報提供いただきます。
○日
○場

時：平成３０年１１月２日（金）１４：００～１６：１５
所：サンポートホール高松【建築設備展2018】
（高松市サンポート2-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.shindan-net.jp/pdf/2018takamatsu.pdf
■(10)「第６回シンポジウム」開催のお知らせ（かがわ冷凍食品研究フォーラム）
かがわ冷凍食品研究フォーラムは、香川県内に立地している冷凍調理食品製
造業及び冷凍水産食品製造業などの冷凍食品を製造する食品企業を対象に、新
製品・新技術の開発支援並びに関係企業が抱える課題を解決するため、産学官
が連携して、総合的な支援事業を実施することを目的として、平成25年９月に
設立されました。
この度、本フォーラムの第６回シンポジウムを開催します。
○日
○場

時：平成３０年１１月８日（木）１４：００～１６：４０
所：サンメッセ香川（２階）中会議室
（高松市林町2217-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20181012-010.docx
■(11)「第26回かがわけん科学体験フェスティバル」開催のお知らせ
（科学体験フェスティバル実行委員会ほか）
科学体験フェスティバル実行委員会、香川大学、四国産業･技術振興センター
では、第26回かがわけん科学体験フェスティバルを開催します。
○日
○場

時：平成３０年１１月１１日（日）９：００～１６：００
所：香川大学教育学部体育館 他
（高松市幸町1－1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.kagawa-u.ac.jp/event_calendar/2018/11/22595/
■(12)「技術学校祭2018」開催のお知らせ（香川県立高等技術学校）
香川県立高等技術学校では、ものづくりの素晴らしさや訓練成果を広く発信
するため、技術学校祭を開催します。
家族みんなで楽しめる学校祭です。来て、見て、ふれてみてください。
○日
○場

時：平成３０年１１月１７日（土）､１８日（日）１０：００～１５：００
所：香川県立高等技術学校 高松校
（高松市郷東町587-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/takamatugijutsu/pdf/gakkousai.pdf
■(13) 省エネルギー普及促進講座「改正省エネ法を活用したトータル課題解決」
開催のお知らせ（省エネルギーセンター ）
(一財)省エネルギーセンターでは、省エネルギー普及促進講座を全国９箇所
で開催しており、四国では、高松市にて開催されます。
本講座はエネルギー需要家様向けの講座で、「改正省エネ法を活用したトー
タル課題解決」についてご講演いただけます。
○日
○場

時：平成３０年１１月１９日（月）１３：００～１７：００
所：レクザムホール
小ホール棟 ４階 大会議室
（高松市玉藻町9-10）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.eccj.or.jp/education/promo-seminar/pdf/sem2018/07_takamatsu.pdf
■(14) よろず支援拠点セミナー開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点）
香川県よろず支援拠点では、「時代に左右されないブランドをつくる」、
「専門店で、人を呼ぶ。」（高松市共催）と題して、セミナーを開講します。
「時代に左右されないブランドをつくる」
○日 時：平成３０年１１月２０日（火）１４：００～１６：００、
○場 所：香川産業頭脳化センタービル ３階 第３会議室
（高松市林町2217番地15）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20181012-030a.pdf
「専門店で、人を呼ぶ。」高松市共催（よろずあきんど塾）
○日 時：平成３０年１１月２１日（木）１８：３０～２０：３０、
○場 所：瓦町ＦＬＡＧ８階 ＩＫＯＤＥ瓦町 市民活動センター会議室
（高松市常磐町1丁目３番地１）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20181019-030a.pdf
■(15) 機器利用講習会のご案内（ＦＲＯＭ香川、ＲＩＳＴかがわ）
(公財)かがわ産業支援財団のＦＲＯＭ香川（香川県科学技術研究センター）
及びＲＩＳＴかがわ（地域共同研究部）では、分光光度計や電子顕微鏡、マイ
クロ波加熱装置等の汎用的な測定や分析用の各種研究機器を設置し、一般の方
にも広く解放し、ご利用（有料）頂いています。
この度、機器利用講習会を開催しますので、ご利用される方やご関心のある
方は、是非この機会にご参加下さい。
○日

○場

時：平成３０年１１月２７日（火）、１２月４日（火）、１１日（火）
午前の部 9:00～12:00、午後の部 13:00～16:00
平成３０年１２月１４日（金）
午前の部 10:00～12:00、午後の部 13:00～16:00
所：ＦＲＯＭ香川 １階 共同機器室及びバイオ関連共同実験室
ＲＩＳＴかがわ 精密測定室1、2

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20181026-020.pdf
■(16) 日EU・EPAおよびTPP11活用セミナー「関税の調べ方から自己証明までの
具体的手続き」開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）再掲
環太平洋パートナーシップ（TPP）については米国を除く11ヵ国による包括的
および先進的な協定（TPP11）として2018年3月に署名、日EU経済連携協定（EPA）
については2018年7月に署名がなされました。
これらEPAが発効されると、世界の巨大市場で多くの品目の関税が撤廃され、
輸出の拡大が期待されるほか、投資・サービス分野でも規制緩和が進むなど、
様々な分野でビジネス環境が整備されます。
本セミナーでは、EU市場およびアジア太平洋地域でのビジネス機会の拡大に
つながるよう、両EPAについて概説した後、香川県産品を例に取り、現行関税へ
の影響や品目ごとの具体的な調べ方、そして、EPA活用に必須となる自己証明に
よる原産地証明書発行の具体的な方法について実践的に説明します。
○日
○場

時：平成３０年１１月１日（木）１３：３０～１６：３０
所：高松商工会議所会館 ５階 501会議室
（高松市番町2‐2‐2）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/widr35181009110517.shtml
■(17)「四国地域海外展開応援フォーラム」開催のお知らせ（四国経済産業局等）再掲

四国経済産業局等では、海外展開へ挑戦する事業者をお招きし、より多くの
企業に海外展開の秘訣を知っていただき、新しいチャンスを掴んでいただける
よう、海外展開事例紹介セミナーを徳島市及び高松市において開催します。
【徳島会場】「地域商社を活用した海外展開」
日 時：平成３０年１１月６日（火）１３：３０～１７：００
場 所：アスティとくしま 第４会議室
（徳島県徳島市山城町東浜傍示１番地１）
【香川会場】「ＡＳＥＡＮ（ベトナム）への進出」
日 時：平成３０年１２月３日（月）１３：３０～１７：００
場 所：高松サンポート合同庁舎北館低層棟２階アイホール
（香川県高松市サンポート３－３３）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b2/kokusai/3_event/180928/180928.html
■(18)「平成30年度 知的財産セミナー」開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
香川県知財総合支援窓口では、県内の創業者や中小企業等の方々が、知的財
産の重要性や活用についての関心・意識を高め、知的財産を活用することによ
り、企業競争力の強化に繋げていくため、身近な事例などを交えながら、地域
に密着した知的財産に関するセミナーを、高松市、小豆島において、順次５回
開催しています。
第４回「著作権のトラブル事前回避」
○日 時：平成３０年１１月８日(木）１４：００～１６：００
○場 所：高松市（ネクスト香川3F 会議室）
第５回「販路拡大のための知的財産」
○日 時：平成３０年１２月１３日（木）１３:３０～１５:３０
○場 所：小豆島町（小豆島町役場西館 ２階 会議室５）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180711-010.pdf
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■技術情報メーリングリストへの登録
香川県産業技術センターのホームページから登録（変更・停止）依頼できます。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/
このメールは、当センター利用者でご希望のあった方に配信しています。本メールサ
ービスの配信停止をご希望の方は、お手数ですが本メールへその旨ご返信いただきま
すようお願いします。（上記ホームページからも手続きできます。）
【お問合せ先】
香川県産業技術センター 企画情報部門 desk@itc.pref.kagawa.jp
TEL 087-881-3175 FAX 087-881-0425
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