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関東地方もいよいよ梅雨本番！一方、東京の水がめ周辺は記録的な
貯水量の少なさとか。被害が出ない程度のほどよい雨降りを期待したい
ものです。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 48 号です。
今回もセミナーや助成金など経営に役立つ耳寄り情報が満載です。
※本メールは配信専用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】板橋製品技術大賞の募集
◇受賞特典多数・賞金総額は 100 万円以上！ご応募をお待ちしています！
＜板橋区産業振興公社＞
【2】ビジネスチャンス開拓支援事業のご案内
◇課題解決型個別支援まずは何なりとご相談ください！
＜板橋区産業振興公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【3】小阪裕司氏 特別講演 in 板橋
◇日経 MJ 掲載コラム「招客招福の法則」で人気の著者が登壇します！
＜板橋区＞
【4】創業 4 分野マスターコース
◇創業 4 分野をマスターして板橋区でおトクに創業！
＜板橋区＞
【5】板橋ビジネス経営学院「生きている情報を動画で伝え営業強化」
◇お金をかけずに、少しの事から会社の財産を最大限活用！

＜板橋区産業連合会＞
【6】事業継承フォーラム 2016
◇都公社 50 周年記念イベントと同時開催します！
＜都公社＞
【7】
『下町ロケット』に学ぶ中小企業の経営戦略
◇この機会にぜひご参加ください！
＜東京商工会議所＞
▼展示会・イベント―――――――――――――――――――――
【8】第 20 回機械要素技術展(6/22～6/24)に板橋区ブースを出展します！
◇まもなく開催します！
＜板橋区産業振興公社＞

【9】東京都中小企業振興公社 50 周年記念「未来を担う東京の中小企業市」
◇イベント・セミナー多数開催します。多くの方のご来場をお待ちしております！
＜都公社＞
【10】大手・商社ジェグテック商談会
◇中小企業者との取引を検討する大手企業・商社との商談会を開催します！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【11】先端的ものづくり企業誘致助成金
◇工場の取得・新増設に要する経費の一部を助成します！
＜板橋区＞
【12】
「板橋区ものづくり企業立地継続助成金」二次募集
◇事前相談受付け中です！
＜板橋区＞
【13】グローバルニッチトップ助成事業及び説明会
◇知的財産権の取得に伴う経費の一部を助成します！
＜都公社＞

【14】
「製品改良・規格等適合化支援事業」助成事業説明会のご案内
◇製品改良、規格への適合や認証取得のために要する経費の一部を助成します！
＜都公社＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】板橋製品技術大賞の募集＜板橋区産業振興公社＞
板橋区内の中小企業による優れた新製品・新技術を表彰する場を創設することにより、
区内企業の開発力、技術力を広く内外にアピールします。
今年度は、展示会「いたばし産業見本市」の 20 周年を記念して、賞金を増額しており
ます！この機会にぜひご応募ください。
■対象製品・技術
（１）原則として市場発表または販売してから 5 年以内の新製品・新技術
（２）中小企業または中傷企業グループが自ら開発したもの
（３）光学、精密機器、鉄鋼、化学、印刷関連等の製品技術で付加価値を高めるもの、ま
たは健康、医療、福祉、環境等の今日的な課題の解決及び生産効率の向上に資する
新製品･新技術
（４）企業間取引及び一般消費者向取引によって使用される製品・技術（BtoB & BtoC）
■対象企業
（１）板橋区に本社または事務所を有し、事業を営む個人若しくは中小企業者
（２）中小企業グループ（構成メンバー1/2 以上が板橋区に本社または事業所を持ち、
代表者が板橋区内で事業を営んでいること）
■申込期限：平成 28 年 7 月 15 日（金）
■表 彰：応募された製品・技術については、審査により次の賞を決定し、賞金及び記念
品を贈呈します。なお、表彰は平成 28 年 11 月 10 日（木）の「いたばし産業見本市」会
場にて行います。
(予定)
・最優秀賞
・優秀賞（産業団体賞）

50 万円
5 万円

・環境賞

10 万円

・審査委員長賞

10 万円

・審査委員賞

2 万円

※その他記念品、フォローアップ支援有り
■お申込及び詳しくは
URL:http://itabashi-kohsha.com/commendation/gizyutuhistory
■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
TEL：03-3579-2192
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ビジネスチャンス開拓支援事業＜板橋区産業振興公社＞
区内の中小企業を対象に【新規販路開拓】
【経営力強化】【技術課題】等を個別に支援
します。
この事業では経験豊かな企業ＯＢ等が貴社の要望や状況をお聞きした上で支援計画を作
成し、貴社の了承を得てから支援開始となります。
支援計画・内容に納得いただけなかった場合はお断りいただいても結構ですので、何か
お困りごとがございましたらお気軽にお問合せください。
■対 象：板橋区内に本社または事業所を持つ、中小企業等
■費 用：5,000 円
■回 数：一社につき 4 回まで（初回訪問含む）
■実施期間：平成 29 年 3 月 17 日（金）まで（予算がなくなり次第終了）
■お申込及び詳しくは
URL:http://itabashi-kohsha.com/archives/4234
■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
TEL：03-3579-2192
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】小阪裕司氏 特別講演 in 板橋＜板橋区＞

──────────────────────────────────
「感性価値創造」
「ワクワク系マーケティング」等で経営者の圧倒的な支持を集める小阪
裕司先生より、板橋区内の飲食店経営者の方を対象に講演会を実施いたします。
ぜひご参加ください。
■講演名：
「儲け」を生み出す「悦び」の方程式
～見える人にしか見えない商売繁盛のしくみとは～
■日 時：平成 28 年 7 月 5 日（火）
受付 13：30 講演 14：00～16：30
■会 場：板橋区文化会館 小ホール（東京都板橋区大山東町 51-1）
■参加対象：板橋区内の飲食店経営者や飲食店の開業を目指している方
板橋区内の食品製造、販売に関連する店舗経営者の方
店舗経営支援に従事している方など
■参加費：無 料
■定 員：250 名（申込先着順）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_event/077/077320.html
■お問い合わせ
板橋区役所 産業振興課 商工振興グループ
TEL：03－3579－2171
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】創業 4 分野マスターコース＜板橋区＞

板橋区内での創業を志す方や創業後間もない方が、創業に必要な 4 分野の授業コース
「創業 4 分野マスターコース」を受講した後、板橋区より「受講証明書」の交付を受けた
場合、創業時に様々な優遇措置を受けることができるようになりました。
6 月、7 月の開催分についてご案内いたします。

■日 時：
平成 28 年 6 月：16 日（木）
、23 日（木）18:00～21:00
平成 28 年 7 月：6 日（水）
、13 日（水）
、20 日（水）、27 日（水）14：00～17：00
■対 象：
１．板橋区内での創業を志す方
２．創業後概ね 5 年以内の区内中小企業者等（個人事業主も含みます）
※いずれもお住いは板橋区外でもかまいません。
■会 場：板橋区立企業活性化センター（板橋区舟渡 1-13-10 アイ･タワー2 階）
■内 容：経営、人材育成、財務、販路開拓
■費 用：無料
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/060/060788.html
■お問い合わせ
板橋区 産業経済部 産業振興課
TEL：03-3579-2172
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】板橋ビジネス経営学院「生きている情報を動画で伝え営業強化」＜板橋産業連合会
＞
──────────────────────────────────
伝える力は今や静止画像から動画の方向に移行しています。経営者のメッセージや物づ
くりの現場等、文字よりはるかに動画による説得力そして印象深く相手に伝わります。
素人でも簡単にできる実践的な営業強化の方法をお伝えさせて頂きます。
■日 時：平成 28 年 7 月 20 日（水）18：00～20：00
■会 場：板橋産業連合会

3 階セミナー会場

■講座内容：
（１）名刺交換後の情報発信
（２）文字より説得力ある動画の有効性

（３）スマートフォン iPhone1 台あれば OK
（４）無料で「コツコツが勝こつ」
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL：http://itabashisanren.org/itabashi-management-academy
■お問い合わせ
（一社）板橋産業連合会
TEL：03-3962-0131 FAX:03-3962-0133
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】事業継承フォーラム 2016＜都公社＞
──────────────────────────────────
企業を永続させる上で、事業承継は避けて通ることのできない事項です。事業承継塾を
参考に、今後の事業承継にお役立てください。
■日 時：平成 28 年 7 月 28 日(木) 13:00～15:00
■会 場：東京都立産業貿易センター台東館 9 階特別大会議室
（東京都台東区花川戸 2-6-5）
■内 容：第 1 部 13：00～13：40【基調講演】
『後継者に伝えたい覚悟の磨き方』
事業承継支援の最前線に長年携わってきた経験から、後継者が「覚悟」し円滑
な事業承継を進めるためには何が必要か、についてご講演頂きます。
第 2 部 13：40～14：55【パネルディスカッション】
『4 社の事業承継、4 人の決断』
事業承継の課題に立ち向かっている事業承継塾の OB・OG 同士の議論により、
事業承継当事者の生の声をお伝えします。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1606/0008.html

■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援課 事業承継塾事務局
TEL：03-3251-7882
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
『下町ロケット』に学ぶ中小企業の経営戦略＜東京商工会議所＞
──────────────────────────────────
経済のグローバル化、新興国の台頭、国内市場の縮小等、わが国企業を取り巻く環境は
かつてない速さで変化し続けており、高度な技術を持っているだけでは世界で勝ち抜くこ
とが困難な時代になりました。
本講演会では、知財戦略の概要と技術を事業競争力につなげる方法について、2011 年直
木賞受賞作『下町ロケット』に登場する神谷弁護士のモデルとなった鮫島弁護士に、ご講
演いただきます。
■日 時：平成 28 年 07 月 19 日（火）14：00〜15：30
■会 場：ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋 1-6-1）
■定 員：100 名（先着申込順）
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-71887.html
■お問い合わせ
東京商工会議所 豊島支部
TEL: 03-5951-1100
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第 20 回機械要素技術展(6/22～6/24)に板橋区ブースを出展します！＜板橋区産業振
興公社＞
──────────────────────────────────
6 月 22 日（水）から 24 日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第 20 回機械要素
技術展」に、板橋区ブースを設け出展します。
機械要素・加工技術をテーマとした日本最大級の本展示会へは、今回で 10 回目の出展

となります。区内企業 18 社が集結しますので、この機会にぜひご高覧ください。
■会 期：平成 28 年 6 月 22 日（水）～24 日（金）
10:00～18:00（24 日（金）のみ 17：00 終了）
■会 場：東京ビッグサイト 東４ホール（小間番号：55-34）
■板橋区ブース出展企業：
【製品展示】
（１）
（株）ＡＺテック
（２）
（株）インテリンク
（３）
（株）オーテックシー
（４）
（株）尾崎製作所
（５）技研精機（株）
（６）
（株）グラント
（７）
（株）サーマル
（８）昭和電器（株）
（９）
（株）ソニックテクノロジー
（１０）日本メカニック（株）
（１１）北陸軽金属工業（株）
（１２）
（株）本間製作所
（１３）
（株）松田技術研究所
（１４）
（株）ラヴォックス
【パンフレット展示】
（１）加藤アルミ管切断（株）
（２）
（株）システムズエンジニアリング
（３）トソモ（株）
（４）
（株）美彫社
■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
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】東京都中小企業振興公社 50 周年記念「未来を担う東京の中小企業市」＜都公社＞
────────────────────────────────────────

都公社設立 50 周年を記念して、公社の事業を支えてくださった皆様に深く感謝の意を
表すため展示商談会を開催します。成長産業に取り組む東京都の中小企業が集結し、自社
の優れた製品・技術を PR する内容となっています。
■日 時：平成 28 年 7 月 28 日（木）～29 日（金） 10：00～17：00
■会 場：東京都立産業貿易センター 台東館
■展示製品：機械・金属、医療・健康、IT、危機管理・防災、環境・エネルギー
■同時開催イベント：
「現代に活きる伝統工芸士展」
「第 2 回ビジネスマッチング in 東京」
「台東区産業フェア」
「第 2 回タイ優良企業製品技術発表会」
■パネルディスカッション：
平成 28 年 7 月 28 日(木) 10：30～11：45
テーマ「未来を創る中小企業」
■記念式典・講演：平成 28 年 7 月 28 日（木）16：00～17：45
「50 周年記念式典」

16：00～16：45

「50 周年記念公園」

16：45～17：45

■セミナー：
「新サービス創出セミナー」
「医工連携セミナー」
「第 2 回東京都デザイン導入支援セミナー」
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/50th_anniversary/
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社
公社 50 周年展示商談会 運営事務局
TEL：03-4540-6362

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】大手・商社ジェグテック商談会＜中小機構＞
────────────────────────────────────────

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）は、中小企業者との取引を検討する大
手企業・商社との商談会を下記のとおり開催します。
是非、この機会にジェグテック商談会をご活用ください。
ご参加お待ちしております。
■日 時：平成 28 年 7 月 8 日(金）
■会 場：中小機構 会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1）
■参加費：無料（事前予約制）
■申込締切：平成 28 年 6 月 22 日(水）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098498.html
■お問い合わせ
中小機構 関東本部 販路開拓部マーケティング支援課
担当：打田、平井、武藤
TEL：03-5470-1638
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】先端的ものづくり企業誘致助成金＜板橋区＞
────────────────────────────────────────

独自技術や新分野開拓等により区内ものづくり企業を先導する力を持つものづくり企業
が工場を取得又は、新増設する場合に要する経費の一部を助成します。
■対象者：次のすべてを満たすもの
（１）次のいずれかに該当するものづくり企業であり、本事業において事前に「事業認
定」を受けていること。
ア 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において 1 年以上操業する中小企業者
イ 区外において、1 年以上操業し、新たに区内へ移転し、平成 29 年 2 月 15 日（水）

までに操業を開始する中小企業者
（２）中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業以外
の企業の出資比率が 50 パーセントを超えないこと。
（３）法人住民税及び事業税を滞納していないこと。
（４）対象事業による契約の相手方と、親会社等・子会社等の関係ではないこと。
（５）本助成金を受けたことがないこと。
■対象事業
（１）工場取得事業：工場の取得費用（土地取得費用を含む。）
取得した工場及び工場付帯設備の改修費用（購入費・施工費）
（２）新規建設事業：工場を新設または増床を伴う改築を行うために必要な経費
（設計費・建設費・土地造成費・測量費）
※建設確認を行わないものを除く。
■助成率・助成限度額
（１）工場取得事業：助成対象経費の 1/10 以内（限度額 1,000 万円）
（２）新規建設事業：助成対象経費の 1/5 以内（限度額 1,000 万円）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/076/076904.html
■お問い合わせ
板橋区産業経済部 産業振興課 活性化戦略グループ
TEL:03-3579-2193 FAX:03-3579-9756
E-mai:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「板橋区ものづくり企業立地継続助成金」二次募集＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
ものづくり中小企業者が板橋区で操業するための移転費用や、板橋区内の工場設備の操
業改善のための費用を助成することにより、ものづくり企業の板橋区内での立地継続を支
援します。
■助成対称者
（１）次のいずれかに該当するものづくり企業の中小企業者であること。
・板橋区内に本社又は事業所の登記があり、区内において 1 年以上操業する企業で

あること。
・都内かつ板橋区外において、1 年以上操業し、新たに区内へ移転し、平成 29 年 1 月
27 日（金）までに移転を完了する企業であること。
（２）法人住民税及び事業税（個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車
税）を滞納していないこと。
■助成事業の内容・経費
（１）工場の改修等事業
・区内の現工場の改修費用（新増築にかかる費用は対象外）
・区内の現工場の改修、増築、建替するための一時移転費用（一時移転先は、区内の
貸工場に限る）
（２）工場の移転事業
・区内への工場移転（一部移転含む）に伴う機械等設備の輸送、設置費用
・区内の移転先工場の改修費用（工場移転には工場の新増築を伴うものを含む）
■事前相談期限：7 月 14 日（木）
※本助成金を申請する場合は、事前相談が必須となります。
■申請受付期間：平成 28 年 7 月 1 日（金）～7 月 22 日（金）
■事業実施機関：交付決定の日（9 月上旬）～平成 29 年 1 月 27 日（金）
■詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/067/067964.html
■お問い合わせ
板橋区産業経済部 産業振興課 活性化戦略グループ
TEL:03-3579-2193 FAX:03-3579-9756
E-mai:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】グローバルニッチトップ助成事業及び説明会＜都公社＞
────────────────────────────────────────
世界規模で事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権
の取得等に要する経費の助成及び知財戦略の策定から実施までの支援を約３か年にわたり
実行します。

■対 象：以下の要件を満たし、都内に主たる事務所を有する中小企業等
（１）東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業で、
技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けて
いること
（２）上記の技術や製品に係る特許権が、国内外のいずれかで、既に権利化されて
いること
（３）世界規模（概ね３か国、地域以上）での事業展開の計画を有しており、
その計画に基づき、海外での知財の権利取得・維持等を推進しようと
していること
■助成率：助成対象となる経費の合計額に対し、１／２以内
■助成限度額：３か年で１，０００万円
■助成対象経費
・外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用（周辺・改良技術等に
関するものを含む）
・知財トラブル対策費用（訴訟に要する費用は対象外）
・先行調査費用（特許・商標・意匠・実用新案等）
■助成件数

5 件程度

■公募受付期間：平成２８年６月２７日（月）～８月１０日（水）（土曜・日曜・祝日は
除く）
※上記期間内に電話で申請日時を予約したのち、所定の様式に必要書類を添えて直接来所
のうえ、提出してください（郵送不可）
。
■説明会開催
（１）平成 28 年 6 月 23 日（木）15：00～17：00
多摩会場（昭島市東町 3-6-1 産業サポートスクエア・TAMA 内）
（２）平成 28 年 6 月 24 日（金）15：00～17：00
秋葉原会場（千代田区神田佐久間町 1-9）
■お申込及び詳しくは
URL:

■お問い合わせ
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東 1-3-5 反町商事ビル１階
TEL：03-3832-3656
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「製品改良・規格等適合化支援事業」助成事業説明会のご案内＜都公社＞
────────────────────────────────────────
東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社では、都内中小企業の国内外における新た
な販路開拓を支援するため、市場投入にあたり、製品改良が必要となった場合に要する経
費の一部と規格への適合や認証取得のために要する経費の一部を助成する「製品改良・規
格等適合化支援事業」を実施します。
このたび、当該助成事業の説明会を、以下のとおり開催いたしますので、ぜひご参加く
ださい。
■説明会：日時及び会場
（１）平成 28 年 7 月 21 日（木）14：00～16：00（受付 13：30 から）
（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）
（２）平成 28 年 7 月 25 日（月）14：00～16：00（受付 13：30 から）
（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 19）
（３）平成 28 年 7 月 26 日（金）14：00～16：00（受付 13：30 から）
（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 1-2020）
（４）平成 28 年 7 月 28 日（木）14：00～16：00（受付 13：30 から）
東京都立産業貿易センター台東館 第 5 会議室（台東区花川戸 2-6-5）
■対象事業：国内外の市場ニーズへの適合のための自社製品の改良や、規格適合・認証取
得
■助成額：対象経費の 1/2 以内（助成限度額 500 万円/助成下限額 50 万円）
■対象期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日まで

■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1605/0017.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail：josei@tokyo-kosha.or.jp

