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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 44 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◆◇◆
▼トピックス―――――――――――――――――――――――
【1】
（公財）板橋区産業振興公社の窓口名称について
◇４月より「中小企業サポートセンター」の呼称を使用します！
＜板橋区産業振興公社＞

【2】
「板橋区産業データベース」リニューアルのご案内
◇WEB で貴社情報を PR しませんか？
＜板橋区産業振興公社＞

【3】
（公財）東京都中小企業振興公社からの注意喚起情報
「その FAX、メール詐欺かも！」詐欺まがいの文書・メールにご注意ください！
＜都公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】TOKYO 起業塾「実践コース（第１回）
」開催
◇起業を賢く始めませんか？
＜都公社＞

【5】BCP 策定講座 参加企業募集のご案内
◇会社・事業・従業員を守るために事業継続計画（BCP）を策定しましょう！
＜都公社＞

▼展示会・イベント―――――――――――――――――――――

【6】
「MEDTEC JAPAN 2016」出展のご案内（4/20（水）～22（金））
◇平成 28 年度も板橋区ブースを出展します！
＜板橋区産業振興公社＞

【7】
「OPIE’16 レンズ設計・製造展」出展のご案内（5/18（水）～20（金））
◇平成 28 年度も板橋区ブースを出展します！
＜板橋区産業振興公社＞

【8】
「METALEX Vietnam2016」
（平成 28 年度「アジア特別商談会」
）参加企業募集のご
案内
◇東京パビリオンを出展します！
＜東京都＞

【9】多摩支社「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内
◇大手企業との出会い・技術連携を望む中小企業を募集します！
＜都公社＞

▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【10】平成 27 年度補正「小規模事業者持続化補助金」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！(～4/27（水）)
◇省エネ補助金も対象です！
＜板橋区産業振興公社＞

【11】板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度について
◇経費の一部を補助します！
＜板橋区＞

▼その他―――――――――――――――――――――――――
【12】 事業継承・再生支援事業のご案内
◇相談対応、助言、提案を主体とした支援事業を行っております！
＜都公社＞

▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
（公財）板橋区産業振興公社の窓口名称について＜板橋区産業振興公社＞
────────────────────────────────────────

2016 年 4 月 1 日から公社窓口を表す呼び名として、法人名の「産業振興公社」に加え、中
小企業を全力応援する公社使命を表現した「板橋区中小企業サポートセンター」の呼称を
併せて使用します。
■お問合せ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
電話：03-3579-2175 FAX：03-3963-6441
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「板橋区産業データベース」リニューアルのご案内＜板橋区産業振興公社＞
────────────────────────────────────────
ものづくり企業を中心に、販路拡大・受発注促進を目的として板橋区内企業情報を WEB に
掲載しています。
この度、企業情報に写真掲載機能を追加してリニューアルしました！貴社の PR 用に、新
規ご登録又は企業情報の更新を行い、ぜひご活用ください。
■対象：ご登録は、板橋区内で事業を営んでいる企業・団体等（本社又は事業所等が板橋
区内）に限られます
■事業の内容及び詳しくは
https://www.itabashi-industry.jp/
■費用：無料
■お問い合わせ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
電話：03-3579-2175 FAX：03-3963-6441
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
（公財）東京都中小企業振興公社からの注意喚起情報＜都公社＞
────────────────────────────────────────
最近、
（公財）東京都中小企業振興公社の団体名をなりすまし、当団体から建設労働者
のあっせんを依頼する要望書が FAX やメールをとおして各方面に発信されていることが確
認されています。
これらの文書は、当団体とは一切関係がありません。また、当団体では、労働者のあっ
せんは行っておりません。

これらの文書に対応されますと、詐欺等の被害にあう恐れがあります。また、メールな
どでのやり取りをとおして、ウイルスメール等が送られてくる可能性があり、重要情報や
個人情報が発信者に取得され悪用されるおそれ、及びウィルスに感染するおそれ等があり
ますので、充分ご注意頂きますようお願い申し上げます。
ご不審な点等がございましたら当公社（東京都中小企業振興公社）までご連絡をお願い
いたします。
都公社ホームページ http://www.tokyo-kosha.or.jp/
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
電話：03-3251-7886
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】TOKYO 起業塾「実践コース（第１回）」開催＜都公社＞
──────────────────────────────────────
実践コースは、起業のアイデアがある起業予定者に起業のノウハウを身に付けていただ
くためのプログラムです。顧客の見つけ方や必要な資金の算出方法を学び、中身のある事
業計画が作れるようになります。
■会 期：平成 28 年 5 月 14 日（土）、21 日（土）、28 日（土）
、6 月 4 日（土）
、11 日
（土）10：00～16：30（お昼休憩 1 時間）
■会 場：東京都産業労働局 秋葉原庁舎 3 階 第 1 会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
■対 象：起業アイデアがある東京都内の起業予定者・都内での開業予定者、または都内
で開業して間のない経営者。
■費 用：1 万 2,000 円
■申込期限：平成 28 年 5 月 2 日（月）
■定 員：40 名（先着順）
※締切後、選考会により受講企業を決定します。
■事業の内容及び詳しくは

URL： http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1602/0014.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略部創業支援課
電話： 03-5822-7230
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】BCP 策定講座 参加企業募集のご案内＜都公社＞
────────────────────────────────────
大地震や洪水・火災等の災害時に、都内中小企業の活力減退を防ぎ、東京都の産業基盤
を維持することを目的として、セミナー、専門家派遣等により BCP（事業継続計画）策定
を支援します。
■普及啓発セミナー 中小企業の BCP の作り方
【前期】平成 28 年 4 月 27 日（水）14：00～16：30

中野サンプラザ 7 階研修室 10

【後期】平成 28 年 10 月中旬 会場調整中
■BCP 策定講座
・前期 各日 10：00～17：00
【第１回】平成 28 年 5 月 17 日（火）エッサム神田ホール 1 号館 3 階大会議室
【第 2 回】平成 28 年 6 月 7 日（火）中野サンプラザ 7 階研修室 10
【第 3 回】平成 28 年 6 月 20 日（火）タワーホール船堀 3 階産業振興センター
【第 4 回】平成 28 年 7 月 6 日（水）一般財団法人三多摩労働会館 3 階大会議室
【第 5 回】平成 28 年 7 月 20 日（水）エッサム神田ホール 1 号館 3 階大会議室
・後期 各日 10：00～17：00
【第 6 回】平 28 年 9 月 8 日（木）東京都中小企業振興公社城南支社 2 階会議室
【第 7 回】平成 28 年 9 月 28 日（水）中野サンプラザ 8 階研修室 1
【第 8 回】平成 28 年 11 月 2 日（水）中野サンプラザ 8 階研修室 1
【第 9 回】平成 28 年 11 月 8 日（火）エッサム神田ホール 1 号館 5 階イベントホール 2
【第 10 回】平成 28 年 11 月 16 日（水）エッサム神田ホール 1 号館 5 階イベントホール
2
■フォローアップセミナー
各日 13：30～16：30
【前期】平成 28 年 7 月 26 日（火）エッサム神田ホール 1 号館 3 階大会議室
【後期】平成 28 年 12 月 2 日（金）中野サンプラザ

8 階研修室 1

■申込期限：各セミナー・講座 開催日の 5 営業日前まで
■事業の内容及び詳しくは
URL： http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/bcp/sakutei.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部総支援課
電話：03-3251-7881
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「MEDTEC JAPAN

2016」出展のご案内（4/20（水）～22（金））＜板橋区産業振興公社＞

────────────────────────────────────────
4 月 20 日（水）から 22 日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「MEDTEC

JAPAN2016」

に板橋区ブースを出展します。板橋区ブースでは、医療機器開発や医療分野へ対応可能な製
品・技術を持つ、板橋区内企業・団体が出展し、関連製品や自社技術を紹介します。

■会 期：平成 28 年 4 月 20 日（水）～22 日（金）10:00～17:00

■会 場：東京ビッグサイト東 4 ホール〔1603〕

■板橋区ブース出展企業：
（１）（株）オーテックシー
（２）MC ヘルスケア（株）
（３）（株）ルケオ
（４）（株）松田技術研究所
（５）JDF（株）
（６）（株）アールストーン

■出展内容及び詳しくは
URL：http://www.medtecjapan.com/

■お問い合わせ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
電話：03-3579-2192

FAX：03-3963-6441

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「OPIE’16 レンズ設計・製造展」出展のご案内（5/18（水）～20（金）
）＜板橋区産業振
興公社＞
────────────────────────────────────────
5 月 18 日（水）から 20 日（金）までパシフィコ横浜で開催される「OPIE’16

レンズ設

計・製造展」に板橋区ブースを設け出展します。
『光学産業といえば板橋』をテーマに、区内企
業の優れた製品・技術をご紹介します。

■会 期：平成 28 年 5 月 20 日（水）～20 日（金）10:00～17:00

■会 場：パシフィコ横浜

■板橋区ブース出展企業：
（１）（株）アソー
（２）（有）オルサ
（３）（株）金門光波
（４）日本特殊光学樹脂（株）
（５）（株）ユーカリ光学研究所
（６）ユニオン光学（株）
（７）（株）ルケオ

■出展内容及び詳しくは
URL：http://www.opie.jp/index.php

■お問い合わせ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
電話：03-3579-2191

FAX：03-3963-6441

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「METALEX

Vietnam2016」
（平成 28 年度「アジア特別商談会」）参加企業募集のご案内＜東

京都＞
────────────────────────────────────────
ベトナム・ホーチミン市で開催される工作機械・金属加工及びその関連技術・部品等を対象
とする「METALEX
ます。

Vietnam2016」に東京都が設ける「東京パビリオン」への出展企業を募集し

■会期：平成 28 年 10 月 6 日（木）～8 日（土）

■会場：Saigon Exhibition Convention Center(ベトナム・ホーチミン)

■対象：
（１）東京都内に本店又は支店を有する中小企業（いわゆる「みなし大企業」は除く）
（２） 出展する技術や製品を自ら製造しており、それらが本展示会に適したものであること
（３）海外販路開拓を目指しており、それに向けた具体的な事業計画を有していること
（４）東京の技術力・ブランド力の PR にふさわしい高い訴求力のある技術又は製品を有してい
ること

■募集数：15 社程度（選定委員会で審査を行い、出展企業を選定いたします）

■費用：小間料、ブース設置、商談通訳の配置など出展にかかる基本的な費用は、東京都で負
担

■募集期限：平成 28 年 4 月 20 日（水）

■事業の内容及び詳しくは
URL：http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2016/0328_8527.html

■お問合せ
東京都産業労働局商工部経営支援課
電話：03-5320-4798

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【9】多摩支社「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────────────
新技術創出交流会には、様々な開発ニーズを持つ大手企業が参加します。
大手企業との 1 対 1 の個別面談だけでなく、製品展示会場での来場者との情報交換も貴重
な PR の機会となります。
■日時：平成 28 年 10 月 25 日（火） 10：00～18：00
■対象：都内に事業所を有する中小企業

■会場：パレスホテル立川（ＪＲ立川駅 北口 徒歩 3 分）
東京都立川市曙町 2-40-15
■費用：5,000 円（税込）
■申込期限：平成 28 年 6 月 10 日（金）
■事業の内容及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1603/0016.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社
TEL：042-500-3901
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】平成 27 年度補正「小規模事業者持続化補助金」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！（～4/27（水）まで）＜板橋区産業振興公社＞
────────────────────────────────────────
平成 27 年度補正予算事業（経済産業省）の補助金は、まだまだ公募中です！
事前の準備次第で採択に近づきます。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。

■公募中の補助金
（1）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/
（2）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）
（公募中～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ています。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。

▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度について＜板橋区＞
────────────────────────────────────────

地球温暖化対策の一環として、温室効果ガスの削減効果が高い新エネルギー・省エネルギ
ー機器等を事業所に設置される方に、経費の一部を補助します。
■補助対象機器：
（１）太陽光発電システム
（２）省エネルギー診断の結果に基づき導入する節電その他の省エネルギーに質する設
備・機器等
■補助金額：
・板橋エコアクション等取組事業者：設置に要する経費の 20％（上限 100 万円）
・その他の事業者：設置に要する経費の 20％（上限 50 万円）
■申請期間：平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 1 月 31 日までに、補助金交付申請書等を提出できること。
平成 29 年 3 月 17 日までに、設置完了報告書等を提出できること。
■事業の内容及び詳しくは

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/035/035062.html
■お問合せ
板橋区 資源環境部環境戦略担当課環境政策グループ
TEL：03-3579-2596
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【12】事業継承・再生支援事業＜都公社＞
───────────────────────────────────
中小企業経営者の皆様が抱える後継者不足や過剰債務等による経営・事業継続の課題に専
門支援スタッフがお応えいたします。お気軽にご相談ください。
■対象：都内の中小企業で経営者、または後継者など改善計画等を実行できる経営責任の
ある方
■費用：無料

■事業の内容及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/index2.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部総支援課
電話：03-3251-7882

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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★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。
────────────────────────────────
************************＊＊＊＊＊
中小企業サポートセンター／（公財）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
＊＊＊＊＊************************

