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板橋・北 産業情報ネットマガジン
「いた×きた 産活ジャーナル」
第42号
発行：板橋・北企業活性化支援ネットワーク 発信：公益財団法人板
橋区産業振興公社
▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第42号です。
毎月、現場で役立つ情報をお届けします。公的機関の中小企業支援、
経営情報、セミナー開催情報など、耳よりな情報満載です。
なお、配信専用のアドレスのため、返信はできませんのでご了承ください。

■ＩＮＤＥＸ■
【1】平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」を始めとした各種
補助金に関するサポート窓口を開設しています！(～4月27日(水)）＜板橋区＞
◇小規模事業者、省エネ補助金も対象です！

【2】デジタル化時代の映像著作権ビジネス実務～映像著作権ビジネスにかかわる契約上の
工夫と将来の展望～(3/18(金))
◇著作権ビジネスの全体像や中小企業の諸方策について解説します！

【3】
【東京都知的財産活用製品化支援事業】
「「下町ロケット」のビジネスは現実にどこま
で通用するか ～中小・ベンチャー企業が学ぶべき「ビジネスモデルと知財マネジメント入
門」
」開催のご案内(3/22(火))
◇今話題の「下町ロケット」を絡めたビジネスセミナーです！

【4】第4回募集「成長産業等設備投資特別支援助成事業 事業説明会」開催のご案内
(3/22(火)～)
◇健康、環境、エネルギー、危機管理、航空機、ロボットが対象です！

【5】平成28年度先進的防災技術実用化支援事業 説明会開催のご案内(4/11(月)～)
◇都市の防災力を高める技術、製品、試作品に関する補助金です！

【6】
「ものづくり商談会～企業間マッチング～」開催のご案内＜板橋区＞(～4/28(木))
◇平成28年度も開催決定しました！

【7】
「TOKYO企業塾 入門コース」開催のご案内(4/23(土)、24(日))
◇起業経験のない方を対象にした基礎講座です！

【8】城南支社第4回産業セミナー「洞察力を活かした、これからの新製品開発」開催のご
案内(3/28(月))

◇洞察力をつけて、
「下請型企業」からの脱却をしませんか？

【9】＜予告＞平成28年度 開発チャレンジ補助金事業 申請受付のご案内＜板橋区＞
◇対象経費の2/3、最大300万円の補助金事業は、4月1日申請受付開始です！
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【1】平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」を始めとした各種
補助金に関するサポート窓口を開設しています！(～4月27日(水)）＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
平成 27 年度補正予算事業（経済産業省）補助金の公募が始まりました。
現在、以下の補助金事業の公募要領が発表されています。
事前の準備次第で採択が近づきます。
板橋区産業振興公社の申請サポート窓口（無料相談）
をご利用ください。
■公募中・公募開始直前の補助金
（1）ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金（公募中～4 月 13 日（金））
URL
：
https://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/1266-27.ht
ml
（2）小規模事業者持続化補助金（公募中～5 月 13 日（金））
URL：http://h27.jizokukahojokin.info/
（3）中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進補助金（1 次公募）
（3 月 22 日（火）～4
月 22 日（金）
）
URL：https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html
※（1）
、（2）の補助金は、申請書類提出前に別途、支援機関等のサポートを得ることが用
件になっていますのでご注意ください。
＜申請サポート・窓口相談（無料）ご案内＞
板橋区産業振興公社では、今回の公募に合わせ、板橋区・北区内の事業者様を対象に無料
の特別相談窓口を開設します。
ものづくり補助金の申請に精通したアドバイザーが個別面談
方式によりご要望をお聞きし、
計画づくりから申請書の完成までを一貫してサポートします。
期間後半になりますと混雑することが予想されます。お早目の準備をお奨めします。
■窓口開設日：
平成 28 年 4 月 27 日（水）までの毎週月・水・金 9：00～16：00
■対 象：板橋区・北区内の中小企業
■会 場：板橋区産業振興公社窓口（板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階）
■お問い合わせ・ご予約
（公財）板橋区産業振興公社 経営支援グループ
電話：03-3579-2175 FAX：03-3963-6441
E メール：ispc@itabashi.or.jp
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【2】デジタル化時代の映像著作権ビジネス実務～映像著作権ビジネスにかかわる契約上の
工夫と将来の展望～開催のご案内
────────────────────────────────────────
アニメーション映画などの映像著作物は日本国内のみならず海外でもクールジャパンの
代名詞として大人気を博するとともにビッグビジネスとなって久しく、関係する企業は中小
企業を含め膨大な数になっております。
まずこのような著作権ビジネスの全体像や中小企業各社の立ち位置、コンテンツのデジタ
ル化による著作権法と実務の変容を説明のうえ、
具体的な契約の視点や契約条項などの内容
にも触れつつ、
中小企業の利益の保護拡大の諸方策についてわかりやすく具体的に解説しま
す。
■日 時：平成 28 年 3 月 18 日（金）14：00～17：00
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社 3 階第 1 会議室（千代田区神田佐久間町 1-9
産業労働局秋葉原庁舎）
■対 象：都内中小企業の方で、映像系コンテンツ制作に従事し、自社コンテンツの保護に
関心がある方
■定 員：50 名
■費 用：無料
■講 師：N＆S 法律知財事務所 野田 幸裕氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2015/280318digital.html
■お問い合わせ
東京都知的財産総合センター セミナー担当
電話：03-3832-3656
E メール：chizai@tokyo-kosha.or.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
【東京都知的財産活用製品化支援事業】
「「下町ロケット」のビジネスは現実にどこま
で通用するか ～中小・ベンチャー企業が学ぶべき「ビジネスモデルと知財マネジメント入
門」～」開催のご案内
────────────────────────────────────────
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、中小企業が大企業、公的研究機関や
大学等の保有する技術シーズを活用することにより、中小企業の製品化を促進し、技術革新
を実現しイノベーションを起こすことで産業競争力の一層の強化を図るべく、東京都知的財
産活用製品化支援事業を実施しています。
本事業ではこのたび、中小・ベンチャー企業が知っておきたいビジネスモデルとそれを支
える知財マネジメント等をテーマにセミナーを開催します。
「技術力で勝る日本が、なぜ事
業で負けるのか」の著者が、人気ドラマを題材に事例を交え分かりやすく解説します。是非
ご参加ください。

※「下町ロケット」
（小説・DVD等）をご覧いただいてから受講されますと、より理解が深
まります。
■日 時：平成28年3月22日（火）10：00～12：00
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社3階 第1会議室（千代田区神田佐久間町1-9 産
業労働局秋葉原庁舎）
■定 員：80名
■費 用：無料
■対 象：都内中小企業の方
■プログラム：
【第1部】セミナー
「下町ロケット」のビジネスモデルと知財マネジメントを吟味する
産業生態系は「IoT」で革命的に変わる
特定非営利活動法人 産学連携推進機構理事長/一橋大学大学院（MBA）客員教授
賢一郎氏

妹尾

【第2部】知的財産活用製品化支援事業ご紹介
東京都知的財産総合センター 製品化支援コーディネーター
■対 象：都内中小企業の方
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2015/280322chizaikatsuyo.html
■お問い合わせ
東京都知的財産総合センター セミナー担当
電話：03-3832-3656 FAX：03-3832-3659
Eメール：chizai@tokyo-kosha.or.jp
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【4】第 4 回募集「成長産業等設備投資特別支援助成事業」事業説明会開催のご案内
────────────────────────────────────────
東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社では、都内中小企業が更なる成長に向けて、
次なる一歩を踏み出す取組を支援するため、成長産業分野（健康、環境、エネルギー、危機
管理、航空機、ロボット）での事業展開に必要となる機械設備や付加価値の高いものづくり
を目指すために必要となる先端機械設備の新たな導入に要する経費の一部を助成する
「成長
産業等設備投資特別支援助成事業」を実施しています。
このたび、第4回の募集を開始いたします。つきましては助成事業の説明会を以下のとお
り開催いたしますので、是非ご参加ください。
■日 時：
（1）平成28年3月22日（火）

（2）平成28年3月23日（水）
（3）平成28年3月24日（木）
（4）平成28年3月25日（金）
各日14：30～16：30
■会 場：
（1）コンベンションルーム AP秋葉原 秋葉原ビジネスセンタービル5階 ABC室（台東
区秋葉原1-1）
（2）（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）
（3）コンベンションルーム AP秋葉原（台東区秋葉原1-1）
（4）
（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）
■定 員：
（1）
、
（3）120名
（2）80名
（4）100名
■助成事業の概要、説明会の申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/seicho.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備リース課 特別支援担当
電話：03-3251-7884
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【5】平成28年度先進的防災技術実用化支援事業 説明会開催のご案内
────────────────────────────────────────
（公財）東京都中小企業振興公社では、先進的防災技術の普及による都市防災力の向上と
産業の活性化を図るため、都内中小企業者等が、自社で開発・製造した都市の防災力を高め
る優れた技術、製品・試作品の実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成する「先進的防
災技術実用化支援事業」を実施しています。
このたび、
当該事業の説明会を、
以下のとおり開催いたしますので、ぜひご参加ください。
■日 時：各日とも 10：00～12：00
【第 1 回】平成 28 年 4 月 11 日（月）
【第 2 回】平成 28 年 4 月 14 日（木）
【第 3 回】平成 28 年 4 月 15 日（金）
【第 4 回】平成 28 年 4 月 19 日（火）
【第 5 回】平成 28 年 4 月 22 日（金）
■会 場：
【第 1 回】
（公財）東京都中小企業振興公社 本社 3 階第 1 会議室（千代田区神田佐久間町
1-9）
【第 2 回】
（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）
【第 3 回】
（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）
【第 4 回】
（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）
【第 5 回】
（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）
■定 員：
【第 1 回】100 名
【第 2 回】50 名
【第 3 回】50 名
【第 4 回】50 名
【第 5 回】100 名
■対 象：東京都内に主たる事業所を有し、引き続き 1 年以上事業を営んでいる中小企業
者等
■費 用：無料
■概要等詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1602/0012.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
電話：03-3251-7895 FAX：03-3253-6250
E メール：josei@tokyo-kosha.or.jp
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【6】
「ものづくり商談会 ～企業間マッチング～」開催のご案内
────────────────────────────────────────
板橋区・品川区・目黒区・江戸川区・北区の中小ものづくり企業が100社以上集まる商談
会で、連携・交流を通して企業間ネットワークを拡大・再構築しませんか？
■日 時：平成28年9月6日（火）13:00～17:00（予定）
■会 場：品川産業交流施設[SHIP]3階大崎ブライトコアホール（品川区北品川5-5-15 C1
棟）
■対 象：板橋区・品川区・目黒区・江戸川区・北区内中小製造業者
■費 用：無料
■商談方式：事前の希望調査・調整により商談の組み合わせを決定します。1回20分程度の
商談を最大で5回実施の予定です。
■申込期限：平成28年4月28日（木）
■参加方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3769

■お問い合わせ
いたばし中小企業サポートセンター（（公財）板橋区産業振興公社内）
電話：03-3579-2192 FAX：03-3963-6441
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【7】
「TOKYO企業塾 入門コース」開催のご案内
────────────────────────────────────────
起業という生き方、お伝えします。
入門コースは、起業がどのようなものかが学べるセミナーです。現在の環境や準備すべき
こと、
さらに起業アイデアの発想方法等を起業支援の専門家や起業家が実体験を交えながら
お伝えします。
どんなビジネスを始めるかが決まっていない方や起業に関して不安をお持ちの方は是非ご
参加ください！
■日 時：
平成28年4月23日（土）13：00～16：30
平成28年4月24日（日）10：00～12：00、13：00～16：30
■会 場：東京都産業労働局秋葉原庁舎3階第1会議室（千代田区神田佐久間町1-9）
■費 用：3,000円
■定 員：100名
■プログラム：
【23日（土）
】
・
「TOKYO起業塾の起業支援メニュー」TOKYO起業塾事務局
・
「起業アイデアが沸いてくる！ビジネス発想トレーニング」中小企業診断士 関口 大介
氏
【24日（日）
】
・
「起業家体験談」
（株）トランスリアル 代表取締役 長谷川 正憲氏
・
「ここから始める起業準備」ビジネスクリエイション（株）代表取締役 平村 一紀氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1602/0013.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 新事業創出課
電話：03-5822-7230
Eメール：kigyo@tokyo-kosha.or.jp
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【8】城南支社第4回産業セミナー「洞察力を活かした、これからの新製品開発」開催のご
案内
────────────────────────────────────────
大手企業からの受注に依存していた中小企業はグローバル化や技術革新に伴う市場の変

化で継続的な事業活動が困難になっており、
「下請型」企業から自社製品を展開する「自立
型」企業への脱皮が求められています。
このような状況のなか、
下請型中小企業への新たな事業展開の軸となる独自の新製品を開
発するためのきっかけを掴む「洞察力」について考えます。
また、中小企業が洞察力を活かして実際に製品開発をした事例を紹介します。
■平成28年3月28日（月）10：00～12：30
■会 場：城南地域中小企業振興センター（大田区産業プラザPIO）2階 東京都研修室（大
田区南蒲田1-20-20）
■定 員：80名（先着順）
■費 用：無料
■講 師：
・
（株）デザイン・ホロン 代表取締役 田中 堅四郎氏
・
（株）ラヤマバック 代表取締役 羅山 能弘氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1603/0001.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社 経営支援係
電話：03-3733-6284 FAX：03-3735-3758
Eメール：jonan@tokyo-kosha.or.jp
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【9】＜予告＞平成 28 年度 開発チャレンジ補助金事業申請受付のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
板橋区中小ものづくり企業を対象とした新製品・新技術の開発を技術と資金の両面でサポー
トする使いやすい開発助成金です。
■申請受付：平成 28 年 4 月 1 日（金）～4 月 19 日（火）≪予約制≫
■事業内容：対象経費の 2/3 最大 300 万円助成
技術アドバイザーを派遣し、技術課題の相談に応じます。
■助成内容
【助成対象】
（1）新規製品の開発・試作・研究
（2）既成製品に改良を加えた製品の開発・試作・研究
（3）新技術もしくは新生産方式などによる製品の開発・試作・研究
【対象経費】
（1）原材料費・副資材費
（2）機械装置・工具器具の購入または借用費

（3）外注加工費
（4）大学・試験研究機関等に対する研究開発の一部委託費
（5）産業財産権の出願・導入費
（6）技術指導受け入れ費
■申請方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/assist/newitemchallenge
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 事業第1グループ
電話：03-3579-2192 FAX：03-3963-6441
Eメール：khk@itabashi-kohsha.com

板橋区産業振興公社では、ホームページのほか、フェイスブック、ツイッターでも産業関連
のニュースをお届けしています。
■フェイスブック https://www.facebook.com/itabashi.kohsha
「公益財団法人板橋区産業振興公社」で検索してください。
■ツイッター https://twitter.com/Itabashi_kohsha
「板橋区産業振興公社」で検索してください。
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★★配信停止★★
当公社ＨＰ（http://itabashi-kohsha.com/）
右下の「メールマガジンの登録」より、メールアドレスをご入力いただき、
削除にチェックを入れて、送信してください。
────────────────────────────────
************************＊＊＊＊＊
公益財団法人板橋区産業振興公社

〒173-0004 板橋区板橋2-65-6
電話：3579-2175 FAX：3963-6441
Eメール：ispc@itabashi.or.jp
＊＊＊＊＊************************

