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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40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」のサポート特設
窓口開設のご案内 (2/22(月)～) ＜板橋区＞
◇今年度も公社は、補助金への申請のサポートを行います！

【2】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！

【3】「現場と営業で役立つプラスチック技術」セミナー開催のご案内＜板橋区・北区＞
(2/19(金))
◇プラスチックの基礎を学ばれたい方、ぜひご参加ください！

【4】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(2/22(月))
＜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！

【5】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！

【6】航空産業参入支援セミナー「ジェットエンジン部品の加工技術」開催のご案内(3/2(水))
＜板橋区＞
◇航空産業への関心のある方は是非ご参加ください！

【7】
「第9回としまものづくりメッセ」開催のご案内(3/3(木)～5(土))
◇板橋区ブースを構え、板橋製品技術大賞受賞企業の製品を紹介します！

【8】平成28年度東京都地域中小企業応援ファンド助成金事業説明会開催のご案内(3/4(金)

～3/18(金))
◇地域の魅力向上や都市課題の解決を図る補助金制度の説明会を行います！

【9】第 4 回 IOT（インキュベーションオフィス・TAMA）セミナー開催のご案内（3/10(水)）
◇海外展開の秘訣と現在の海外市場状況についてお伝えします！

【10】
「いざという時のために、事業者が知っておくべき防災のこと」セミナー開催のご案
内(3/11(金))
◇今、あらためて防災について考えませんか！

【11】広域多摩イノベーションプラットフォーム 環境エネルギーセミナー開催のご案内
(3/11(金))
◇環境エネルギー関連ビジネスへ参入するためのヒントが学べます！

【12】文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細加工プラットフォーム「バ
イオ＆計測実践セミナーⅡ」開催のご案内(3/15(火))
◇バイオに興味のある方は、ぜひご参加ください！

【13】＜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」のサポート特設窓
口開設のご案内 (2/22(月)～) ＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
ものづくり補助金の公募が始まりました。申請期限は4月13日（水）（消印有効）です。
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
特別相談窓口を設置いたします。
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
談方式でご要望をお聞きして、
戦略的な計画づくりから申請書の完成までを一貫してフルサ
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。
■期 間：平成28年2月22日（月）～4月8日（金）までの期間で＜毎週月・水・金のみ＞
9時～17時
※相談窓口は、事前予約制です。必ず事前に下記までご連絡いただき、日時の予約をしてく
ださい。
■会 場：
（公財）板橋区産業振興公社窓口（板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5
階）
■費 用：無料

■「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募説明会、要領については、東京
都中小企業団体中央会のHPをご覧ください。
URL
：
https://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/1266-27.ht
ml

■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
Eメール：ispc@itabashi.or.jp
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【2】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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【3】
「現場と営業で役立つプラスチック技術」セミナー開催のご案内＜板橋区・北区＞
────────────────────────────────────────
金属やセラミックス、ガラス材料の歴史と比べ、プラスチックは、製造開始から100年ほ
どの新しい材料といえます。しかしながら、我々の生活に欠かすことのできない材料の一つ
となっており、多種多様の製品がプラスチックで作られています。
本セミナーでは、プラスチック材料の種類、特性、成形方法、試験事例および強化プラス
チックについて解説します。
一部専門的な内容も含みますが、これからプラスチック製造業で働く新人の方、プラスチ
ックを主材料とした製品の営業の方、プラスチックの基礎を学ばれたい方など、多くのご参
加をお待ちしています。
■日 時：平成28年2月19日（金）13:00～17:25
■会 場：北とぴあ 13階飛鳥ホール（北区王子1-11-1）
■対 象：原則として都内中小企業の方（都外の方でも東京に本社、事業所等があれば応募
できます。
■定 員：80名
■費 用：2,200円
■プログラム：
・
「プラスチック材料の種類と一般特性」13:00～13:45
・
「プラスチックの製品と成形方法」13:45～14:30
材料技術グループ 主任研究員 安田 健氏
・
「プラスチック材料の強度特性」14:40～15:40
多摩テクノプラザ 電子・機械グループ 副主任研究員 西川 康博氏
・
「プラスチック材料の衝撃試験事例」15:50～16:20
材料技術グループ 主任研究員 安田 健氏
・
「炭素繊維によるプラスチックの強化」16:25～17:25
多摩テクノプラザ 電子・機械グループ 副主任研究員 西川 康博氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.iri-tokyo.jp/seminar/h27/160219plastic.html
■お問い合わせ
（地独）東京都立産業技術研究センター 技術経営支援室技術振興係
電話：03-5530-2308 FAX：03-5530-2318
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【4】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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【5】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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】航空産業参入支援セミナー「ジェットエンジン部品の加工技術」開催のご案内＜板橋
区＞
────────────────────────────────────────
ジェットエンジン部品では、チタン合金および耐熱合金が使われています。それら金属の
特徴と加工上の注意事項、
品質の良い部品を低コストで製造する技術などについてご講演い
ただきます。航空産業への関心のある方は是非ご参加ください。
■日 時：平成 28 年 3 月 2 日（水）14:00～15:30
■会 場：板橋区立ハイライフプラザいたばし 2 階（板橋区板橋 1-55-16）
■定 員：20 名（申込順）
■講 師：
（株）IHI 航空宇宙事業本部生産センター 主任調査役 落合 宏行氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3648
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 事業第 2 グループ
電話：03-3579-2191 FAX:03-3963-6441
E メール：jshien@itabashi-kohsha.com
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【7】
「第9回としまものづくりメッセ」開催のご案内

────────────────────────────────────────
としまものづくりメッセは、区内の基幹産業である印刷業をはじめ、精密機器、金属製品
等の製造業や独自の技術を持った区内企業などがそれぞれ優れた製品や高い技術を一堂に
展示する見本市です。
販路拡大や企業間交流を通じて区内企業のさらなる発展を支援し、
地域経済の活性化を図
ることを目的としています。また、ものづくりに触れる多彩な企画を通じて、一般の皆様に
地域産業に対する理解を深めてもらいます。
■日 時：平成 28 年 3 月 3 日（木）～5 日（土）10:00～17:00（最終日は 16:00 まで）
■会 場：サンシャインシティ展示ホール B（文化会館 4F）
（豊島区東池袋 3-1-4）
■出展規模：100 社・団体/110 小間（見込み）
■費 用：無料
■概要等詳しくは
URL：http://www.toshima-messe.jp/index.html
■お問い合わせ
としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区文化商工部生活産業課商工係内）
電話：03-4566-2742 FAX：03-5992-7088
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【8】平成28年度東京都地域中小企業応援ファンド助成金事業説明会開催のご案内
────────────────────────────────────────
地域資源を活用した地域の魅力向上や東京の課題解決を目的として都内中小企業者等が
取り組む、意欲とアイデアに溢れた新たな事業に対して、事業に要する経費の一部を助成す
るほか、
「地域応援ナビゲータ」が事業の立ち上げから事業化までを一環してサポートを行
う「東京都地域中小企業応援ファンド事業」を行っています。
このたび、事業説明会を以下のとおり開催いたします。是非ご参加ください。
■日 時：各日10:00～12:00
第1回：平成28年3月4日（金）
第2回：平成28年3月7日（月）
第3回：平成28年3月11日（金）
第4回：平成28年3月15日（火）
第5回：平成28年3月18日（金）
■会 場：
第1回：
（公財）東京都中小企業振興公社
第2回：
（公財）東京都中小企業振興公社
第3回：
（公財）東京都中小企業振興公社
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
■定 員：

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）
城東支社2階中会議室（葛飾区青戸7-2-5）
城南支社2階東京都研修室(大田区南蒲田1-20-20）
多摩支社2階大会議室（昭島市東町3-6-1）

第1回：150名
第2回：150名
第3回：50名
第4回：80名
第5回：100名
■助成事業の概要
【対象事業】
都市課題解決型ビジネス または 地域資源活用型ビジネス
【対象経費】
新製品・新サービスの開発から需要開拓までに要する経費
【助成限度額】
800万円（助成対象経費の1/2以内）
【対象者】
都内に主たる事業所のある中小企業者（会社・個人事業者）
・組合等・一般財団法人・一般
社団法人・特定非営利活動法人・中小企業グループ・都内での創業（開業・法人設立）を予
定している方
■参加方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1601/0026.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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第4回IOT（インキュベーションオフィス・TAMA）セミナー開催のご案内
────────────────────────────────────────
「国内の市場は先が見えているので海外展開を目指している、でも何から初めていいのか
わからない・・・」そのような悩みを抱えている中小製造業の方が増えています。そこで、
本セミナーでは、世界最大級の展示会Ambiente2016（ドイツ・フランクフルト）の最新現地
取材や、成功企業がどのようにマーケティングの具体的方法もお伝えします。
「いつかは海外に！」とお考えのみなさま、この機会にぜひご参加ください。
■日 時：平成28年3月10日（木）14:00～16:00
■会 場：（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社1階連携ルームA（昭島市東町3-6-1
産業サポートスクエア・TAMA 経営サポート館）
■対 象：都内に事業所を有する小規模企業・都内で創業予定の方
■費 用:無料

■定 員：20名（先着順）
■講 師：
（株）オージュ・コンサルティング 代表取締役 大森 渚氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/tama/seminar/h28_0310.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
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【10】
「いざという時のために、事業者が知っておくべき防災のこと」セミナー開催のご案
内(3/11(金))
────────────────────────────────────────
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。あれから 5 年が経過しました。あの頃、
盛んに叫ばれていた BCP、帰宅困難者の対応、食料や生活用品の備蓄、地域との協力・・・。
今、皆様の会社で、どれくらい真剣に取り組まれていらっしゃるのでしょうか。
「喉元過ぎ
れば熱さ忘れる」と言っていて、果たして良いのでしょうか。今、改めて事業者が自社を、
従業員を、地域を守るために知っておくべき防災のことを解説いたします。
■日 時：平成 28 年 3 月 11 日（金）14:00～16:15
■会 場：東京商工会議所板橋支部会議室（板橋区板橋 3-9-7 板橋センタービル 8 階）
■講 師：
（一社）地域防災支援協会 理事 鈴木 正弘氏
■内 容：
（１）事業継続マネジメントのためのワークショップ（図上演習）～首都直下地震に備える
事業者向け防災研修～
（２）日本政策金融公庫からのお知らせ～BCP・災害関連等の資金について～
■費 用：無料
■定 員：36 名
■申込方法及び詳しくは
URL：http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67724.html
■お問い合わせ
東京商工会議所 板橋支部
電話：03-3964-1711 FAX：03-3964-3434
Eメール：itabashi@tokyo-cci.or.jp
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【11】広域多摩イノベーションプラットフォーム 環境エネルギーセミナー開催のご案内

────────────────────────────────────────
2015年12月にフランス・パリにおいて開かれた気候変動枠組条約の国際会議（COP21）で
2020年以降の温暖化対策の道筋が示され、わが国は2030年までにCO2の排出量を26%削減
（2013年比）することになりました。それに伴い、環境負荷が少ない「自然エネルギー分野
（太陽光・水力・風力・バイオマス・地熱等）」の開発が、今以上に活発に行われると予想
されます。また、自然条件によって発電量が大きく変化する自然エネルギーを貯蔵する役割
として、エネルギーを安定的かつ効率的に供給する「蓄電分野」の開発も急務となっており
ます。本セミナーでは蓄電池とバイオガスエネルギーを取り上げ、それぞれの現状・課題・
動向等について講演いたします。
都内企業の皆様が環境エネルギー関連ビジネスへ参入する
ためのヒントをお届けいたします。
■日 時：平成28年3月11日（金）13:30～17:00
■会 場：（公財）東京都中小企業振興公社多摩支社
ア・TAMA経営サポート館）
（昭島市東町3-6-1）

2階大会議室（産業サポートスクエ

■費 用：無料
■対 象：都内企業の経営者及び従業員の方
■定 員：100名（先着順）
■プログラム：
【主催者挨拶・事業説明】13:30～13:35
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社
【第1部
蓄電池セミナー】13:35～15:45
(1)「再生可能エネルギーの大量導入と電力貯蔵」
渡邊重信氏（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究セン
ター 統括研究員）
(2)「東芝リチウムイオン二次電池SCiBTMの特長とその応用」
石塚 芳樹氏（
（株）東芝 社会インフラシステム社 鉄道・自動車システム事業部 自動
車システム統括部 SCiB技術部 部長）
【第2部
バイオガスセミナー】15:55～16:45
「国内のバイオガス施設と事業参入の可能性」
岡庭良安氏（バイオガス事業推進協議会 事務局長（（一社）地域環境資源センター 技術
調査役）
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1512/0013.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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【12】文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細加工プラットフォーム「バ
イオ＆計測実践セミナーⅡ」開催のご案内
────────────────────────────────────────
産業技術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF)と筑波大学微細加工プラットフォーム
は、バイオ＆計測実践セミナーⅡを、昨年 9 月に引き続き、2016 年 3 月 15 日（火）産業
技術総合研究所臨海副都心センターにて開催いたします。前半では、バイオイメージングに
関する基礎から最新の技術の紹介、後半では、バイオデバイスに関する最近の研究成果の紹
介を致します。前半、後半とも 20 分程度のオーサーズインタビューの時間を設けておりま
すので、
講師の方に個別にご質問することが可能です。産学官いずれのご所属にかかわらず、
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
■日 時：平成 28 年 3 月 15 日（火）12:55～17:30
■会 場：産業技術総合研究所
2-3-26）

臨海副都心センター別館 11F

会議室 1（江東区青海

■費 用：無料
■定 員：90 名（先着順、参加登録をお願いします）
■プログラム：
【はじめに】12：55～13：00
【講演】
・「 光 学 顕 微 鏡 に よ る バ イ オ イ メ ー ジ ン グ ～ 基 礎 か ら 超 解 像 光 学 顕 微 鏡 ま で ～ 」
13:00-13:40
産総研／筑波大学生命環境科学研究科 加藤 薫氏
・
「蛍光バイオイメージングのトレンドと検出器」 13:40-14:10
浜松ホトニクス 伊東 克秀氏
・
「超短パルス電子加速器を使ったバイオイメージングに関する研究」 14:10-14:40
産業技術総合研究所計量標準総合センター 豊川弘之氏
・
「透過型電顕による生体試料の観察～組織から分子まで～」 14:40～15:10
産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門 広瀬 惠子氏
・
「人類の強敵インフルエンザウイルスをたたく（仮題）
」 15:30～16:00
筑波大学医学医療系 川口 敦史氏
・
「Point-of-Care バイオ化学分析に向けたヘテロ集積蛍光検出マイクロシステム」 16:00
～16:30
産業技術総合研究所電子光技術研究部門 亀井 利浩氏
・
「好中球の殺菌活性を指標としたストレス測定デバイス」 16:30～17:00
筑波大学数理物質系 横川 雅俊氏

・
「筑波大共用施設の紹介」

17:00～17:05 筑波大学 加藤 一郎氏

・
「産総研共用施設の紹介」

17:05～17:10 産総研

浅沼 周太郎氏

※オーサーズインタビュー（15:10～15:30、17:10～17:30）
■URL：http://www.open-innovation.jp/npf/training/h27-6/index.html
■お問い合わせ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばイノベーションアリーナ推進センター
共用施設運営ユニット 共用施設ステーション ナノプロセシング施設
E メール：tia-npf-school6@aist.go.jp
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【13】＜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
＊＊＊＊＊************************

