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日本は史上最多のメダル 41 個獲得！！そんなリオ・オリンピック舞台裏
では、テロ対策やジカ熱対策に日本の技術が使用されたとか。次回東京五輪
でも、選手の活躍とメイドインジャパンの世界発信に益々期待が高まります。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 53 号です。
今回もセミナーやイベントのご案内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】板橋区 若者就職サポート事業 受入企業募集
◇人材不足にお悩みの中小企業様必見です！
＜板橋区＞
【2】
「INNOVESTA！2016」
（9/9、9/10）開催のご案内
◇施設公開「INNOVESTA!」を開催いたします。ぜひご来場ください！
＜都産技研＞
【3】
「2020 年へ向けて！ビジネスチャンス獲得セミナー」参加者募集
◇東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機とするビジ
ネスチャンスを掴みましょう！
＜都公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】いたばし企業塾「ランチェスター競争戦略」～中小、ベンチャー
がライバルや大手企業との競争に勝ち残っていくには？～（9/9）
参加者募集
◇この機会にランチェスター戦略の真髄に触れてください！
＜板橋区＞
【5】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
◇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＞

【6】こころの健康づくり講座「感情のコントロール～“怒り”
とのつきあい方～」
（9/21）
◇こころから健康に！ご参加お待ちしております。
＜板橋区＞
【7】
「金融機関が支援したくなる企業・伸びていく企業になる方法」
（9/9）参加者募集
◇この機会にぜひご参加ください！
＜東京商工会議所＞
【8】
「入社後活躍につながる採用・育成セミナー～今更聞けない
採用と育成の基本＆ノウハウとは～」参加者募集
◇実務担当者必見です！
＜都公社＞
【9】
「ビジネスで事業性（収益）を確保するための勘所」（9/14）
参加者募集
◇創業してどう収益を確保すればよいのかに悩んでいる方に
お勧めのテーマです！
＜都公社＞
【10】
「経営者のための事業継承セミナー」（9/27、11/12）参加者募集
◇経営者交代時に活用できる支援施策について学べる機会です！
＜中小機構＞
【11】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Ⅲ」
（10/4）参加者募集
◇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！
＜産総研＞
【12】公立大学 産業技術大学院大学無料公開セミナー
「AIIT イノベーションデザインフォーラム」
（9/7）参加者募集
◇AIIT マンスリー・フォーラム（ものづくり・デザイン分野）
をリニューアルしました！
＜産業技術大学院大学＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【13】第 3 回「ビジネスマッチング in 東京」（11/2）
受注側企業募集
◇参加予定の発注側企業は 62 社！ぜひご活用ください。
＜都公社＞
【14】
「NIPPON QUALITY in FOODEX JAPAN 2017」
中小機構 海外販路開拓支援ブース 出展者募集

◇海外販路開拓に意欲的な皆さま、この機会にぜひご応募ください！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【15】
「平成 28 年度成長産業分野の海外展開支援事業」申請予約受付中
◇海外展示会等への出展小間料、一部広告費等を助成します！
＜都公社＞
【16】
「次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業」受付中
◇次世代の産業を牽引する大型プロジェクトを支援します！
＜都公社＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】板橋区 若者就職サポート事業 受入企業募集＜板橋区＞
──────────────────────────────
板橋区からの受託事業としてヒューマンタッチ株式会社が運営
し、紹介予定派遣の仕組みを利用して求職者と受入企業とのマッチ
ングを行います。
就労ノウハウはヒューマンタッチ株式会社が提供するため安心し
て受入れが可能、採用可否をじっくり見極めることができます。
人材の不足に悩まされながらも、採用にコストも時間も掛けられ
ない中小企業様は、ぜひ本プロジェクトをご検討ください。
■応募条件：板橋区内に活動拠点を有する中小企業
■対象となる方：板橋区に在住する 40 歳未満の求職者
■実施期間：派遣就労期間
平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日のうちの 1～2 ヶ月
原則週 5 日 １日 8 時間以内
■募集期間：平成 28 年 11 月末まで
■参加費：無料
※派遣就労中はヒューマンタッチが求職者を雇用し、賃金を支払
うため、採用コストの負担は一切ありません。
★★企業の採用担当者様の為のセミナーを開催致します★★
人材確保にお悩みの企業様を対象に、求職者の動向や、より魅力
的な求人票作成のポイントをご紹介します。
■日 時：平成 28 年 9 月 15 日（木）10：30～11：30
■会 場：ハイライフプラザいたばし
（東京都板橋区板橋 1-55-16）

■参加費：無料
■セミナーのお申込及び詳しくは
URL：https://human-touch.jp/pss/pdf/20160818seminar.pdf
■事業へのお申込及び詳しくは
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/045/045075.html
■お問い合わせ
【事業の内容、参加申込について】
ヒューマンタッチ株式会社
TEL：03-6388-0115
※板橋区若者就職サポート事業の専用ダイヤルです。
【事業全体について】
板橋区産業振興課産業支援グループ
Tel：03-3579-2172
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「INNOVESTA！2016」開催のご案内＜都産技研＞
──────────────────────────────
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(都産技研)本部
において、
「INNOVESTA! 2016」を開催します。
イノベスタとは、Innovation と Festa を掛け合わせた造語で、都
産技研の技術や設備を見学・体験できるイベントです。
皆さまのご来場をお待ちしております。
■日 時：平成 28 年 9 月 9 日(金) ビジネスデー
10:00～17:00 (開場 9:30 最終受付 16:30)
平成 28 年 9 月 10 日(土) ファミリーデー
10:00～16:30 (開場 9:30 最終受付 16:00)
■開催概要：
【9 月 9 日（金）
】
ビジネスデーとして、ロボットや下町ボブスレーをテーマにした
「特別講演」
、技術セミナーを短時間に凝縮した「ワークショップ」、
各種試験機器や設備を案内する「見学・実演」などの中小企業向け
のプログラムを実施します。
【9 月 10 日（土）
】
ファミリーデーとして、
「工作教室」や「サイエンスショー」など、
ご家族で楽しめるプログラムを実施します。
今回は初めて、中学生以上向けのプログラム(事前申込)も実施します。

■会 場：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター本部
(江東区青海 2-4-10)
■参加費：無料
■事前予約及び詳しくは
URL:http://www.tiri-innovesta.jp/
■お問合せ
≪イベントに関するお問い合わせ≫
「イノベスタ 2016」運営事務局
TEL 03-5489-7385 FAX 03-5489-7382
E-mail info2016@tiri-innovesta.jp
≪その他のお問い合わせ≫
東京都立産業技術研究センター 経営企画部 広報室
TEL 03-5530-2521 FAX 03-5530-2536
E-mail koho@iri-tokyo.jp
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020 年へ向けて！ビジネスチャンス獲得セミナー 参加者募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まであと 4 年。
日本銀行によると、2014 年からの累計で約 30 兆円の経済的波及効果
があると言われています。
2012 年のロンドン大会では、ビジネス案件情報を掲載したインター
ネットサイトの開設により 13,000 を超えるビジネス案件情報が掲載さ
れ、その 4 分の 3 は中小企業が受注したと言われています。
そこで公社では、ロンドン大会時の事例を踏まえ、2020 年へ向けて
どのようなビジネスチャンスが予想されるのか等をご紹介するセミナー
を開催します。
■開催日程：4 回とも同一内容です。いずれか 1 回にご参加ください。
1.【日時】9 月 7 日（水）15：00～17：00
【会場】
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社 2 階
（昭島市東町 3-6-1）
【定員】80 名
2.【日時】9 月 12 日（月）15：00～17：00
【会場】
（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社 2 階
（大田区南蒲田 1-20-20）
【定員】80 名
3.【日時】10 月 7 日（金）15：00～17：00

【会場】
（公財）東京都中小企業振興公社 城東支社 2 階
（葛飾区青戸 7-2-5）
【定員】50 名
4.【日時】10 月 24 日（月）15：00～17：00
【会場】
（公財）東京都中小企業振興公社 本社 3 階
（千代田区神田佐久間町 1-9）
【定員】80 名
■対象者：都内に事業所がある中小企業者
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0014.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業新興公社 総合支援課
TEL：03-3251-7881
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】いたばし企業塾「ランチェスター競争戦略」～中小、ベンチャー
がライバルや大手企業との競争に勝ち残っていくには？～受講者募集
＜板橋区＞
─────────────────────────────
ランチェスター戦略は、ビジネスマンであれば、書店等で誰しも
目にされたことのあるキーワードではないかと思います。
今回は起業家必須知識とも言えるランチェスター戦略について、
この分野のトップコンサルタントであり、数多くの著書でもおなじ
みの福永雅文氏に特別に講演頂きます。
■日 時：平成 28 年 9 月 9 日（金）18：00～20：00
（懇親会 20：00～）
■会 場：板橋区立企業活性化センター研修室
（東京都板橋区舟渡 1-13-10 アイ・タワー2F）
■内 容：
（予定）
・ランチェスター戦略とは？
・ランチェスター戦略の基礎
・弱者戦略、強者戦略
・ライバル、大企業との競争にどう勝ち残っていくか？
・参加者の事業にどう応用するか？＜質疑応答＞
■対 象：
起業を検討されている方、起業に興味のある方、会社経営者（個人
事業を含む）
、起業関連のビジネスに従事されている方

■定 員：35 名（先着順）
■費 用：1,000 円
※懇親会に参加される方は、別途実費がかかります。
懇親会のみのご参加はご遠慮ください。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.itabashi-kigyou.jp/
■お問合せ
板橋区立企業活性化センター
TEL:03-5914-3145
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集＜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。
9 月の開催分についてご案内いたします。
■日 時：各回 18：00～21：00
平成 28 年 9 月 6 日（火）
、13 日（火）、20 日（火）
、27 日（火）
■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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】こころの健康づくり講座「感情のコントロール～“怒り”

とのつきあい方～」＜板橋区＞
─────────────────────────────
自分も相手も大事にできるよう、
“怒り”などの感情との上手な
つきあい方を考えましょう。
■日 時：9 月 21 日（水）14：00～16：00
■会 場：高島平区民館ホール（板橋区高島平 3－12－28）
■講 師：ヒーリング＆リカバリー インスティテュート
所長 水澤 都加佐 氏
■対 象：区内在住・在勤の方
■定 員：50 名（申込順）
■お申込み及びお問合せ
板橋区 健康生きがい部 高島平健康福祉センター
TEL:03－3938－8621
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「金融機関が支援したくなる企業・伸びていく企業になる方法」
参加者募集
＜東京商工会議所＞
─────────────────────────────
金融機関は、成長していく企業のことは積極的に支援していこう
とします。その一方、残念ながら衰退していく企業からは、少しず
つ離れていくものです。
本セミナーでは、金融機関が支援したくなる企業になるための方
法を、財務面・非財務面の両面から紹介していきます。さらに、伸
びる企業が取り組んでいることを紹介します。
■日 時：平成 28 年 9 月 9 日（金）14：00～16：00
■会 場：東京商工会議所 板橋支部
（東京都板橋区板橋 3-9-7 板橋センタービル 8F）
■内 容：
Ⅰ．金融機関は企業をこう見る
＜財務面の見方＞
１．決算書の見方
＜非財務面（実態面）の見方＞
２．経営者の見方
３．社員の見方
４．現場の見方

５．製品取引の見方
６．金融機関取引の見方
Ⅱ．伸びる企業・伸びない企業のやり方
７．伸びる企業のやっていること
Ⅲ．重要ポイントの演習
重要ポイントを問題形式で演習し、理解を深めます
■参加費：無料
■定 員：50 名
■申込期限：平成 28 年 9 月 8 日（木）
■お申込及び詳しくは
URL: http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-72220.html
■お問合せ
東京商工会議所 板橋支部
TEL: 03 -3964 -1711
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「入社後活躍につながる採用・育成セミナー」
～今更聞けない採用と育成の基本＆ノウハウとは～
＜都公社＞
──────────────────────────────
「思うように人が採用できない」
「採用したのに、定着しない」等、
悩まれている方は必須！
自社の採用力、育成力を再確認する上で大事なポイントを知識と
実践のハイブリット形式でお伝えします。
■日 時：各回 13：00～17：00
【第 1 回】平成 28 年 10 月 19 日（水）、26 日（水）
【第 2 回】平成 28 年 11 月 1 日（火）、9 日（水）
※第 1 回、第 2 回ともに同じ内容で実施いたします。
■会 場：AP 秋葉原 4 階会議室 H
（東京都台東区秋葉原 1 番 1 号 秋葉原ビジネスセンター）
■内 容：
人材獲得が厳しい昨今において、改めて自社の採用戦略を見直す
上でおさえておくべきポイントや、入社後活躍につながる人材育成
のポイント等を合計 2 日間でお伝えしていきます。
■受講料：無料

■募集人数：40 名
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0004.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業新興公社 企業人材支援課
TEL：03-3832-3675
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「ビジネスで事業性（収益）を確保するための勘所」参加者募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
ビジネスを継続するためには事業性（収益）を確保することが必
須です。これは営利事業のみならず、非営利事業においても活動資
金の確保という意味で同様です。
今回は、事業性（収益）確保の勘所をお話いただくことで、受講
者にビジネスの本質的な意義深さを再認識していただき、創業モチベ
ーションを高めていただくとともに、事業継続に必須な事業性確保の
考え方、取り組み方を身につけていただきます。
■日 時：平成 28 年 9 月 14 日（水） 14：00～17：00
（第一部：14：00～16：00、第二部：16：00～17：00）
■会 場：ソーシャルインキュベーションオフィス
SUMIDA 1 階セミナールーム
（東京都墨田区本所 3-15-5）
■講習内容：
第一部：講演会
14：00～14：05 主催者による挨拶
14：05～16：00 セミナーおよび質疑応答
第二部：施設見学会
16：00～17：00・施設内見学
・施設概要説明、個別相談
（希望者に対して、IM が対応します）
■参加費：無料
■募集人数：30 名（定員になり次第、締め切らせていただきます。
）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/sumida/seminar/h28_0914.html

■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA 桑原・三宅
TEL：03-3622-3681
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】
「経営者のための事業継承セミナー」参加者募集＜中小機構＞
─────────────────────────────
全国 47 都道府県で開催します。ぜひご参加ください。
■セミナー内容：第一部 経営者交代時に活用できる支援施策
第二部 事業引継ぎ支援センターの取り組み
■東京会場開催日時：平成 28 年 9 月 27 日（火）
、11 月 12 日（土）
14：00～17:00（受付 13:30～）
※他、全国で実施
■東京会場：アットビジネスセンター池袋駅前 別館
（豊島区東池袋 1-6-4 伊藤ビル 6～9 階）
■対象者：中小企業・小規模事業者の経営者ならびに後継者等
■参加費：無料（予約制）
■お申込及び詳しくは
URL: https://28jss.smrj.go.jp/
■お問合せ
（独）中小企業基盤整備機構 事業承継セミナー事務局
担当：田村、藤澤
TEL：03-3470-0577
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】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Ⅲ」
参加者募集 ＜産総研＞
─────────────────────────────
産業技術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF) は、
「バイオ＆
計測実践セミナーⅢ」を、つくば市の産総研にて開催いたします。
今回は、微生物や食品・農業に関する計測技術、デバイスに関し
て取り上げます。講師の方には、この分野のシーズやニーズについ
てもざっくばらんに触れていただく予定です。オーサーズ・インタ
ビューの時間を設けましたので、講師の方々に個別に質問をするこ
とが可能です。

■日 時：平成 28 年 10 月 4 日（火）12：55-17：10
■会 場：産業技術総合研究所つくば中央 2-12 棟第 6 会議室
URL:http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html
■参加費：無料
■定 員：90 名（先着順、参加登録をお願いします）
■お申込及び詳しくは
URL：https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-2/index.html
★★光リソグラフィ技術を用いてマイクロ流路を作製していただく
実習コースを併設しました。★★
■実 習：マイクロ流路作製
■日 時：平成 28 年 10 月 (詳細日程は応相談）
■場 所：産業技術総合研究所つくば中央 2-12 棟
ナノプロセシング施設（NPF）
■参加費：無料
■定 員： 2-4 名
※実習コースを受講される方は、講義を受講している必要があり
ます。
■お問合せ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
TIA 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
電子メール：tia-npf-school2@aist.go.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公立大学 産業技術大学院大学無料公開セミナー
「AIIT イノベーションデザインフォーラム」 参加者募集
─────────────────────────────
「AIIT イノベーションデザインフォーラム」第 2 弾を開催いたし
ます。第 2 回は「テクノロジー前提の人間中心設計」と題し、イン
タラクションデザイン研究における気鋭の若手研究者でいらっしゃ
る渡邊恵太先生（明治大学 総合数理学 先端メディアサイエンス学
科）をお招きします。ぜひご参加ください。
■日 時：9 月 7 日（水）18:30～21:00

講演会 18：30～20：00
懇親会 20：00～21：00

（こちらは参加費￥1,000）

■会 場：産業技術大学院大学４階 ４３３教室
http://aiit.ac.jp/about/access.html
■講演タイトル：
「テクノロジー前提の人間中心設計」
■講演者：
明治大学 総合数理学 先端メディアサイエンス学科
准教授 渡 邊 恵 太
※研究者紹介
Keita Watanabe - Interaction and Application Design Research
http://www.persistent.org/
■お申込及び詳しくは
URL: http://aiit.ac.jp/event_news/view/214
■お問合せ
産業技術大学院大学 管理部管理課 OPI 企画運営係
TEL:03(3472)7833
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】第 3 回「ビジネスマッチング in 東京」受注側企業募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
都内中小企業様の新規取引先開拓を支援するために商談会を開催
します。
本商談会に参加する発注企業様が求める下記「発注企業情報」に
該当する技術や製品をお持ちの企業様は、是非お申し込みください。
※産業交流展 2016 と併催となります。
URL:http://www.sangyo-koryuten.tokyo/
■日 時：平成 28 年 11 月 2 日（水）13：00～17：00（予定）
■会 場：東京ビッグサイト 会議棟 1F レセプションホールＡ
（江東区有明 3-11-1）
■対 象：東京都内に事業所のある中小企業
■募集数：150 社程度
■参加費：無料

■申請締切：平成 28 年 9 月 16 日（金）17：00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2016/index6.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 取引振興課
担当：栗原・宇田川・上野
TEL：03-3251-7883
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】NIPPON QUALITY in FOODEX JAPAN 2017」
中小機構 海外販路開拓支援ブース 出展者募集
＜中小機構＞
──────────────────────────────
2017 年 3 月に開催される「FOODEX JAPAN 2017」に『NIPPON QUA
LITY』ブースを出展し、これから海外展開を目指す中小企業の皆さま
や、さらなる海外販路開拓に取り組む中小企業の皆さまに向け、海外
ビジネスの機会を提供するとともに、万全の支援体制で海外販路開拓
をサポートいたします。
■会 期：平成 29 年 3 月 7 日（火）～10 日（金）
■会 場：幕張メッセ国際展示場 第 42 回 FOODEX JAPAN 2017 内
（6 ホール 輸出食品～MADE IN/BY JAPAN～ゾーン 予定）
※海外への輸出を目的とする出展者が集まるゾーンとなります。
※輸出食品～MADE IN/BY JAPAN～については、以下 URL をご確認下さい。
URL:http://www.jma.or.jp/foodex/exhibit/target.html
■対象企業：自社で生産、製造・加工、企画・開発された商品を取り
扱い、海外市場への販路開拓・拡大を目指す中小企業・
小規模事業者
■募集企業数：50 社程度募集
普通小間 20 社程度
ミニ小間 20 社程度
※平成 28 年熊本地震に係る災害救助法適用地域企業枠
ミニ小間 最大 10 社程度
■出展料：普通小間：118,800 円（税込）
ミニ小間：59,400 円（税込）
■募集期限：平成 28 年 9 月 16 日（金）17:00 まで
■お申込及び詳しくは

URL: http://nipponquality.smrj.go.jp/foodex/apply/
■お問合せ
NIPPON QUALITY 事務局
電話：050-3733-2201
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「平成 28 年度成長産業分野の海外展開支援事業」
申請予約受付中＜都公社＞
──────────────────────────────
健康、医療、環境、危機管理などの成長産業分野に属する自社の
技術・製品等の販路開拓のために、海外展示会等への出展小間料、
出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成し
ます。
申請書類の提出に当たっては、混雑緩和を図るため、事前に申請書
類提出日を予約していただいています。
事前予約申込期間内にお申し込みください。
■助成限度額：300 万円
■助成率：助成対象と認められる経費の 2 分の 1 以内
■助成対象期間：
平成 29 年 1 月 1 日から最長平成 30 年 3 月 31 日まで（１年 3 ヶ月）
■申請書類の提出について：
平成 28 年 10 月 3 日（月）
、4 日（火）のうち、公社が指定した日時
※お申し込みのあった方から先着順で申請書類提出希望日を受付し
ますので、重複した場合、希望日以外の日時でお願いする場合があ
ります。
※書類提出の日時は、お申し込み後 5 営業日以内に、電子メール又
は電話にてご連絡いたします。
5 営業日を超えて、連絡がない場合は、下記までお問い合わせくだ
さい。

■

お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0019.html

■

お問合せ
（公財）東京都中小企業新興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・5
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業」
受付中＜都公社＞
──────────────────────────────

2020 年に「世界一の都市、東京」を実現するため、都市課題の解
決に役立つ中小企業等が行う技術・製品の開発等に関する経費の一部
を助成します。
■対 象：東京都内に主たる事業所を有し、他企業・大学・研究機
関等との連携により、製品開発に取り組む中小企業者等
■助成限度額：8,000 万円（申請下限額 800 万円）
■助成率：助成対象経費の 2/3 以内
■助成対象期間：平成 29 年 1 月 1 日～平成 32 年 12 月 31 日
■申請書類提出希望日申し込み期間：平成 28 年 8 月 10 日～9 月 12 日
■申請受付期間：平成 28 年 10 月 3 日～10 月 11 日
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/index.html#jisedai
■お問合せ
（公財）東京都中小企業新興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・7895
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当公社ＨＰ（http://itabashi-kohsha.com/）
配信停止をご希望の方は、当公社 HP 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
＊＊＊＊＊************************

