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板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第39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】
「つくば産産学連携促進市inアキバ」開催のご案内(2/9(火))
◇最先端研究の成果や最新技術を紹介するとともにビジネスマッチングの場を提供しま
す！

【2】「大企業のリソースを活用した中小企業ビジネスの創出を考える」開催のご案内(2/10
水))
◇大企業のリソースを活用した中小企業との連携の可能性や課題についての対話を行いま
す！

【3】
「ITとものづくりの明日を考える～2016AIIT PBLプロジェクト成果発表会～」開催
のご案内(2/11(木))
◇本学の教育手法であるPBLプロジェクトの発表会です！

【4】EB描画実践セミナー開催のご案内(2/19(金))
◇電子ビーム露光技術の基礎から描画のためのデータ処理技術を分かり易く解説します！

【5】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みを支援します～
(2/22(月)～)
◇平成28年度の助成事業について8回にわけて説明会を開催いたします！

【6】広域多摩イノベーションプラットフォーム 危機管理セミナー「安心・安全な都市の
実現に向けてモノづくり企業ができること」開催のご案内(2/23(火))
◇「スマート＆セキュリティシティ」「ICT」
「多言語翻訳技術」についてご紹介します！

【7】平成 27 年度経営基盤向上等講習会「～中小企業こそチャンスをつかめ！～IoT でつな
がる町工場、収益力 UP の秘策」開催のご案内(2/23(火))
◇『つながる町工場プロジェクト』の発起人である法政大学教授の西岡靖之氏をお招きして
お話いただきます！

【8】平成27年度第2回海外ビジネススタートアップセミナー ～東京から世界へ～ 開催
のご案内(2/24(水))
◇企業の経験談や、AECやTPPなどが中小企業にもたらす具体的な好影響について、説明
します！

【9】城東支社 産業セミナー「ものづくり企業のためのホームページ活用術」～ネットと
リアルの両面で問合せ率をアップさせよう！～ 開催のご案内(3/2(水))
◇営業活動に成果を出せるホームページ活用のポイントをお伝えします！

【10】板橋区こころの健康づくり講座「ぐっすり眠りたい！睡眠力アップのコツ」開催の
ご案内(2/19(金))＜板橋区＞
◇働きざかりの方を対象とした心の健康講座です！

【11】平成27年度いたばし働きがいのある会社賞表彰式・特別講演開催のご案内＜板橋区
＞
◇日本経営品質賞中小規模部門受賞の西精工（株）西社長をお招きし、講演を行います！経
営革新に興味のある経営者はぜひご参加ください！

【12】板橋・北 春のビジネスセミナー「挑戦する企業にこの一本」開催のご案内(2/17(水
))＜板橋区＞
◇補助金のご紹介、産学連携、海外展開等の情報を提供します！

【13】＜予告＞平成28年度 新製品・新技術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】
「つくば産産学連携促進市inアキバ」開催(2/9(火))のご案内
────────────────────────────────────────
首都圏企業と市内研究機関・企業等との交流、ビジネスマッチングを目指し開催する「つ
くば産産学連携促進市inアキバ」
。9回目となる今回は、
「食」をテーマに掲げ、機能性食品
から農まで幅広い食関連の分野について紹介します。
会場では、基調講演、研究事例発表のほか、市内研究機関による最先端研究の成果及び最
新技術や交流自治体・団体のブース展示を行います。
新たなビジネス展開の可能性も大きく期待されます。
企業等関係者はもとより多くの方の
ご来場をお待ちしています。
■日 時：平成28年2月9日（火）13:00～17:30
■会 場：秋葉原ダイビル2階 コンベンションホール（千代田区外神田1-18-13）
■費 用：無料

■ステージプログラム：
【主催者挨拶】つくば市長

市原 健一氏 13:00

【東京都からのメッセージ】 13:10
【基調講演】 13:20
「農研機構における植物工場の研究成果とつくば発食農イノベーション戦略」
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 上席研究員 中野 明正氏
【研究事例発表】 14:10
「地域食資源の機能性研究」 筑波大学 生命環境系教授 磯田 博子氏
【出展者プレゼンテーション】 14:50
【交流会】 16:30
■参加方法及び詳しくは
URL：http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/016384.html
■お問い合わせ
つくば市 東京事務所
電話：03-5298-2005 FAX：03-5298-0050
Eメール：pln060@info.tsukuba.ibaraki.jp
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【2】
「大企業のリソースを活用した中小企業ビジネスの創出を考える」開催のご案内
────────────────────────────────────────
大企業の中には事業環境の変化から活用されなくなったリソースが存在します。このリソ
ースをうまく活用してくれる中小企業に提供することで、新しいビジネスを創出する、この
ような試みが実際に行われています。
今回は、富士通株式会社が実行している「開放特許を活用した中小企業ビジネスの創出」
の事例を学びながら、
大企業のリソースを活用した中小企業との連携の可能性や課題につい
ての対話を行います。
■日 時：平成 28 年 2 月 10 日（水）19:00～21:00
■会 場：TIP＊S/3×3Labo（千代田区大手町 2-6-2

日本ビル 6f 662 区）

■対 象：中小企業を支援している方（中小企業診断士等）
、中小企業支援に関心のある方、
中小企業の経営者・管理者の方
■定 員：30 名
■費 用：無料（ただし、交流会費として実費 1,000 円を当日いただきます）
■プログラム：

【話題提供】19:00～19:45
「開放特許を活用した中小企業ビジネスの創出」
富士通（株）法務・コンプライアンス知的財産本部

ビジネス開発部長 吾妻 勝浩氏

【ワールドカフェ】19:45～21:00
テーマ「大企業のリソース活用という視点からの中小企業との連携の可能性」
【交流会】21:00～21:50
■申込方法及び詳しくは
URL：http://tips.smrj.go.jp/event/daikigyou20160210/
■お問い合わせ
（独）中小企業基盤整備機構 経営支援部 人材支援グループ TIP＊S 担当
電話：03-6202-9577
E メール：info-tips@smrj.go.jp
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【3】
「ITとものづくりの明日を考える～2016AIIT PBLプロジェクト成果発表会～」開催
のご案内
────────────────────────────────────────
産業技術大学院大学は、創立以来第 9 回目となる 2016 AIIT PBL プロジェクト成果発表
会を、平成 28 年 2 月 11 日（木・祝）に東京国際フォーラムで開催します。本学の PBL は、
研究型大学院の修士論文に値し、2 年生は 1 年間かけて 1 つの PBL プロジェクトに取組み
ます。当該発表会では、本学の学生がプロジェクトの成果を 1 チームあたり 30 分で、プレ
ゼンテーションします。また会場では、学生とご来場の皆様が直接意見を交換できる各チー
ムの成果やパネルの展示を行います。
是非、足をお運びいただき、本学学生の 1 年間の成果をご覧頂ければと思います。
■日 時：平成28年2月11日（木・祝）9:30～17:30
■会 場：東京国際フォーラムホールB5
■費 用：無料
■プログラム：
【学長挨拶】9:50
【午前の部】10:00～11:30
【午後1の部】13:00～14:30
【午後2の部】15:00～17:00
【パネル展示】17:30
＜発表テーマ関連ワード＞

・マイナンバー ・オリンピック ・ロボットとスマホの連携 ・駅デザイン
・遠隔web観光サービス ・訪問介護 ・リーンソフトウェア開発・・・etc
※発表会終了後に大交流会（有料）を開催します
■申込方法及び詳しくは
URL：https://aiit.doorkeeper.jp/events/35601
■お問い合わせ
公立大学法人 首都大学東京 産業技術大学院大学
電話：03-3272-7834 FAX：03-3472-2790
Eメール：info@aiit.ac.jp

管理部管理課 教務学生入試係
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【4】EB描画実践セミナー開催のご案内
────────────────────────────────────────
文部科学省委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として、
『EB描画実践
セミナー』を2016年2月19日（金）産業技術総合研究所（つくば）にて開催いたします。
電子ビーム露光技術の基礎から描画のためのデータ処理技術について、
初心者にも分かり
易く解説します。また、最新の露光装置を使った事例を紹介しますので、より具体的なイメ
ージを持つことができると思います。
このセミナーに併設して、
“データ処理ソフトの使い方”についての無料実習コースを準
備いたしました。
露光実験を検討されている皆様に、
是非一度使っていただきたく思います。
また、実際の露光装置を使った実習プログラムも用意しています。皆様のご参加をお待ちし
ております。
※無料実習のみの参加はできませんのでご留意下さい。
■日 時：平成28年2月19日（金）9:55～12:30
■会 場：産業技術総合研究所 中央第2事業所 OSL棟（2-12棟）第6会議室
URL：http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html
■費 用：無料
■定 員：60名（先着順。参加登録をお願いします）
URL：https://nanoworld.jp/npf/training/h27-5/index.html
■プログラム：
【開会 はじめに】9:55～10:00
産総研 多田 哲也氏
【電子ビーム露光の基礎】10:00～11:00
東京工業大学 宮本 恭幸
【電子ビーム露光における近接効果】11:00～11:30
産総研 有本 宏氏

【電子ビーム描画のための様々なデータ処理技術】11:30～12:00
GenISys 竹本 等氏
【微細加工プラットフォームの紹介と実施機関からの最新露光装置を使った事例】12:00～
12:30
東京大学 島本 直伸氏
＜実習コースのご案内＞
【データ処理ソフトの使い方】
「GenISys社のBeamer：露光データ処理ソフトウエアを使って、近接効果補正、パター
ン分割最適処理、輪郭分離処理などのEB露光特有のデータ処理ソフトについて、初心
者にもわかり易く教えます。また、持参されたデータを使って実際に変換を行うことも
可能です。また、下記の描画実習コースに応募して比較露光を実施することもできます。
」
■会 場：東京工業大学大岡山キャンパス
■定 員：8名（4名づつ2回実施）
■実習期間：3時間／各実習（2月23日（火）午前4名、午後4名）
■費 用：無料
■お問い合わせ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
Eメール：tia-npf-school@aist.go.jp
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【5】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みを支援します～
────────────────────────────────────────
東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社では、都内中小企業者等の本格的な開発の初
期段階のアイデアや構想の技術検証、新製品や新技術の開発、
ものづくり基盤技術の高度化、
国内外の展示会への出展などにかかる経費の一部を助成します。
この度、平成28年度の助成事業について説明会を開催いたしますので、是非ご参加くだ
さい。
■日 時：各日10:00～16:00
第1回：平成28年2月22日（月）
第2回：平成28年2月24日（水）
第3回：平成28年2月26日（金）
第4回：平成28年2月29日（月）
第5回：平成28年3月1日（火）
第6回：平成28年3月2日（水）
第7回：平成28年3月8日（火）
第8回：平成28年3月10日（木）
■会 場：
第1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）
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
第5回：
（公財）東京都中小企業振興公社
第6回：
（公財）東京都中小企業振興公社
第7回：
（公財）東京都中小企業振興公社
第8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）
本社3階第1会議室（千代田区神田佐久間町1-9）
多摩支社2階大会議室（昭島市東町3-6-1）
本社3階第1会議室（千代田区神田佐久間町1-9）
本社3階第1会議室（千代田区神田佐久間町1-9）

■定 員：
第1回：100名
第2回：50名
第3回：80名
第4回：150名
第5回：150名
第6回：100名
第7回：150名
第8回：150名
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0017.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】広域多摩イノベーションプラットフォーム 危機管理セミナー「安心・安全な都市の
実現に向けてモノづくり企業ができること」開催のご案内
────────────────────────────────────────
大都市・東京では、2020年の東京オリンピック・パラリンピック五輪開催や外国人観光
客の増加を受け、全ての人々が治安の良さや生活の安心を時間できる都市の実現に向けて
様々な製品やサービスの開発が進められています。それらの製品やサービスは、2020年以
降の日常生活での活動を見据えて開発することが求められます。
本セミナーでは、2020年を節目とした街の姿について中長期的な展望をお伝えします。
“監視”と“警護”の観点から、安心・安全な日常生活のためのパブリックセーフティ（公
共安全）について、
“誘導”と“案内”の側面から、イベント時における来訪者の利便性向
上のための多言語音声翻訳技術についてご紹介し、製品・技術開発に役立つ情報をお届けし
ます。
皆様のご参加をお待ちしております。
■日 時：平成28年2月23日（火）14:00～17:10
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社多摩支社
業サポートスクエア・TAMA）
■定 員：50名（先着順）
■費 用：無料

2階大会議室（昭島市東町3-6-1 産

■対 象：都内に事業所を有するモノづくり中小企業
■プログラム：
【主催者挨拶】14:00～
【講演（1）
】14:00～15:00
「日本発“スマート＆セキュリティシティ”を目指して」
（株）日本総合研究所 常務執行役員 創発戦略センター 所長 井熊 均氏
【講演（2）
】15:00～16:00
「2020年を起点としたICTでつくる未来」
日本電気（株） 東京オリンピック・パラリンピック推進本部 パブリックセーフティ 事
業推進室 室長 水口 喜博氏（予定）
【講演（3）
】16:10～17:10
「世界の“言葉の壁”をなくす多言語音声翻訳技術」
国立研究開発法人 情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター
内元 清貴氏

企画室長

■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0012.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社
電話：042-500-3901 FAX：042-500-3915
Eメール：tama-event@tokyo-kosha.or.jp
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【7】平成27年度経営基盤向上等講習会「～中小企業こそチャンスをつかめ！～IoTでつな
がる町工場、収益力UPの秘策」開催のご案内
────────────────────────────────────────
日本の製造業を支えている中小企業。しかし近年、大企業の業績悪化や海外企業との厳し
い価格競争などにより、
これまでの受け身の体制だけでは生き残るのが難しい時代になりつ
つあります。また、従来のものづくりに大変革をもたらすといわれる第四次産業革命の波も
すぐそこまで来ています。
そうした中で、東京下町にある町工場同士が生き残りをかけ、IoT を活用した新たな取り
組みが、各メディアで注目されています。それが中小企業版インダストリー4.0 とも言える
『つながる町工場プロジェクト』です。
当セミナーでは。プロジェクトの発起人である法政大学教授・西岡靖之氏を、プロジェク
トを推進する企業や、IT を戦略的に活用している企業をお招きし、新時代に向けた新たな
挑戦についてお話しいただきます。
初めて公式にキーマンたちが一堂に会する絶好の機会をお見逃しなく！
■日 時：平成 28 年 2 月 23 日（火）13:30～16:30
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社 3 階 第一会議室（千代田区神田佐久間町 1-9）

■講 師：法政大学 デザイン工学部 システムデザイン学科 教授 西岡

靖之氏

■費 用：無料
■定 員：80 名（先着順）
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0008.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課
電話：03-3251-7883 FAX：03-3251-7888
Eメール：torihiki@tokyo-kosha.or.jp
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【8】平成27年度第2回海外ビジネススタートアップセミナー ～東京から世界へ～ 開催
のご案内
────────────────────────────────────────
新たなビジネスチャンスを求めて、海外市場を目指す中小企業の皆様に、現在取り組み奮
闘されている企業の経験談や、AECやTPPなどマクロ環境の変化が中小企業にもたらす具
体的な好影響について、わかりやすく説明するセミナーです。
本セミナーをきっかけにして、海外市場への第一歩を踏み出しましょう。
■日 時：平成28年2月24日（水）14:00～16:45
■会 場：秋葉原ダイビル5階 カンファレンスフロア5B（千代田区外神田1-18-13）
■定 員：70名（先着順）
■費 用：無料
■プログラム：
【第1部】14:00～15:00
「ものづくり企業が取り組む海外販路開拓」
大和合金（株） 代表取締役 萩野 源次郎氏
【第2部】15:00～16:15
「AECとTPPがもたらす中小企業への効果」
日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部 アジア大洋州課 蒲田 亮平氏
【第3部】16:15～16:30
「公益財団法人東京都中小企業振興公社タイ事務所等紹介」
東京都中小企業振興公社 総合支援部 国際化支援室 室長 須崎 数正氏
■対 象：海外市場を目指す都内中小企業者

■申込方法及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0014.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 国際化支援室
電話：03-5822-7241 FAX：03-5822-7240
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【9】城東支社 産業セミナー「ものづくり企業のためのホームページ活用術」～ネットと
リアルの両面で問合せ率をアップさせよう！～ 開催のご案内
────────────────────────────────────────
多くのものづくり企業がホームページを持つようになりましたが、
実際に問合せが来てい
るでしょうか？
本セミナーでは、
ものづくり企業の営業活動に成果を出せるホームページ活用のポイント
をお伝えいたします。
■日 時：平成 28 年 3 月 2 日（水）14:30～17:00
■会 場：城東支社（城東地域中小企業振興センター内）2 階（葛飾区青戸 7-2-5）
■定 員：50 名（先着順）
■費 用：無料
■対 象：都内に事業所を有するものづくり企業様
■講 師：実践 IT 研究所、中小企業診断士 村上 和也氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0005.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 城東支社
電話：03-5680-4631 FAX：03-5680-0710
E メール：joto@tokyo-kosha.or.jp
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【10】板橋区こころの健康づくり講座「ぐっすり眠りたい！睡眠力アップのコツ」開催の
ご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
「もっと寝たい・・・」
「途中で目が覚める・・・」
「寝ても寝ても眠たい」等のような症状
がある方、眠れる方法を知りたい方、睡眠に困っている家族や親類、友人が近くにいる方、
ぜひご参加ください。
■日 時：平成28年2月19日（金）14:00～16:00
■会 場：赤塚健康福祉センター 1階講堂（板橋区赤塚1-10-13）

■費 用：無料
■定 員：30名（一時保育あり、先着8名まで）
■講 師：国立精神・神経医療センター 睡眠障害センター 医師 都留 あゆみ氏
■申込方法：赤塚健康福祉センターへ電話予約してください。
■お問い合わせ
板橋区 健康生きがい部 赤塚健康福祉センター
電話：03-3979-0511
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【11】平成27年度いたばし働きがいのある会社賞 表彰式・特別講演開催のご案内＜板橋
区＞
────────────────────────────────────────
いたばし働きがいのある会社賞表彰式では、活力ある地元企業を表彰し、その優れた取り
組みをご紹介します。
また、特別講演として2013年度日本経営品質賞中小規模部門受賞企業の「西精工株式会
社の西泰宏社長」をお招きしてその優れた取り組みをご披露いただきます。
経営革新にご興味のある経営者の方は、ぜひご参加ください。貴方の会社でも取り組める
役に立つお話が伺えます。
■日 時：平成28年2月22日（月）18:30～21:00
■会 場：ハイライフプラザいたばし（板橋区板橋1-55-16）
■プログラム：
【平成27年度いたばし働きがいのある会社賞表彰式】 18:30～
【特別講演「人が輝く組織を作る」西精工株式会社

代表取締役 西 泰宏氏】19:30～

■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3372
■お問い合わせ
（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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【12】板橋・北 春のビジネスセミナー「挑戦する企業にこの一本」開催のご案内＜板橋
区＞
────────────────────────────────────────
挑戦する企業にこの1本！補助金情報、産学連携、海外展開などのセミナーでサポートし

ます。
■日 時：平成28年2月17日（水）14:00～17:30
■会 場：ハイライフプラザ板橋 2階B・Cホール（板橋区板橋1-55-16）
■費 用：無料
■対 象：主にものづくり企業にお勤めの方（どなたでもご参加いただけます）
■プログラム：
【板橋・北 事業紹介】14:00～14:20
【関東経産局 補助金説明会】14:25～14:50
【産学連携セミナー】15:00～16:00
講師：千野 俊猛氏（2003年～2010年
学特任教授）

日刊工業新聞社代業取締役社長 現在電気通信大

【休憩兼交流時間】16:00～16:30
【海外展開セミナー】16:30～17:30
講演協力：日刊工業グローバルビジネスサポート
■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3451
■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
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【13】＜予告＞平成 28 年度 新製品・新技術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

＊＊＊＊＊************************

