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世界累計ダウンロード数が推定 1 億を突破した「ポケモン GO」
。世代
や性別、国を超えた人気ぶりがすごい。お盆帰省や旅行などで人の移動
が多いこの時期は、特に事故が無いよう注意したいものです。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 52 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】
「平成 28 年度いたばし働きがいのある会社賞」表彰企業募集
◇働きがいのある会社を表彰します！
＜板橋区公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【2】
「赤外線の基礎と利用技術」
（8/26）参加者募集
◇赤外線の基礎～応用、最近の動向まで取り上げ解説します！
＜板橋区、北区、都産技研＞
【3】
「創業期における資金調達の実践的な知識」～融資制度の活用
方法～（9/6）参加者募集
◇創業者必見。ぜひご参加ください！
＜都公社＞
【4】
「売り上げ半減に直面した社長の決断」～ものから価値を売る
という発想の転換～（9/21）参加者募集
◇経営上のヒントが満載です！
＜東京中小企業家同友会＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――

【5】
「第 20 回いたばし産業見本市」
（11/10、11/11）出展者募集
◇お申込みの締め切りは 8/31（水）までです！
＜板橋区公社＞
【6】
「板橋区ものづくり企業商談会」（11/10）参加者募集
◇お申込みの締め切りは 8/31（水）までです！
＜板橋区公社＞
【7】
「外資系企業と都内企業とのマッチング商談会」（9/14）
参加者募集
◇外資系企業との提携をご検討の方、ご参加をお待ちしています！
＜東京都＞
【8】「海外展開・大手自動車商社ジェグテック商談会」（9/7）
参加者募集
◇皆様のご応募、ご提案をお待ちしております！
＜中小機構＞
【9】「大手・商社ジェグテック商談会」（9/7）参加者募集
◇新しいパートナーに出会えるチャンスとして、是非この機会を
ご活用ください！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【10】平成 27 年度補正予算｢ものづくり・商業・サービス新展開
支援補助金」2 次公募のご案内
◇もうすぐ締め切り！8/24（水）までです。
＜中小企業庁＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「平成 28 年度いたばし働きがいのある会社賞」表彰企業募集
＜板橋区公社＞

──────────────────────────────
この度平成 28 年度の募集を開始いたしました。ぜひご応募ください！

■

いたばし働きがいのある会社賞とは
経営者が社員を育て、社員が元気でやる気に溢れその能力を発揮し

ている会社、活力に満ち今後も成長の期待される会社を表彰する制度
として、平成２２年度から開始され、今年で 7 回目を迎えました。
優秀な評価を得られた企業には、板橋区長から「いたばし働きがい
のある会社賞」を贈呈いたします。
■受賞のメリット
○社員のさらなるモチベーション UP につながります！
○すべての応募企業に評価レポートを進呈します！
○働きがいのある会社、雰囲気のいい会社として人材確保面で
有利になります！
○将来の成長、安定が期待される企業として注目度が高まります！
■応募対象
板橋区内に本社または事業所を置く中小企業、社会福祉法人など
■審査基準
ES（従業員満足度）調査票、経営者調査票、各種資料及び訪問
審査に基づき、1.働きがい 2.人材育成 3.安心して働く仕組みの 3
項目を軸として、それぞれ専門家が評価を行います。
※ご応募いただいたすべての企業に専門家から、モチベーション
アップ、人材育成、人事・労務面でのさらなる改善に役立つ提案
レポートを進呈します。
■審査費用
正社員 1～29 名

10,000 円

正社員 30～99 名 30,000 円
正社員 100 名以上 50,000 円
※遠方の事業所を対象に訪問審査を行う場合には、別途交通費を頂
く場合があります。
■審査の流れ
書類提出→訪問審査→審査委員会→認定委員会→受賞決定
※平成 28 年 11 月下旬までの期間に実施します。
お申込受付後に、日程調整のご連絡をします。
■申込受付期間

平成 28 年 9 月 20 日（火）まで
■応募方法
下記お問合せ先（電話・FAX・E メール）で応募の旨をお伝えく
ださい。応募書類をお送りします。
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/2469
■お問合せ先
公益財団法人 板橋区産業振興公社
中小企業サポートセンター

事業第 2 グループ

〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「赤外線の基礎と利用技術」参加者募集
＜板橋区、北区、都産技研＞
──────────────────────────────
赤外線技術はエアコン・電子レンジなどの家電製品をはじめ、
人体検知、自動車の安全性・快適性評価のセンサから、気象や
天文観測、火山活動観測などのリモートセンシングまで、さま
ざまな分野で利用されています。
加えて、近赤外線を利用して人の健康状態を非侵襲、非接触
で計る生体計測、遠赤外線を利用した食物・穀物、海産物など
の加熱・乾燥や半導体関連装置への応用などが注目されています。
本セミナーでは、日々進歩している赤外線について基礎から
応用、最近の技術動向や研究動向まで取り上げ、解説します。
■日 時：平成 28 年 8 月 26 日（金）13：00～17：20
■会 場：板橋区立グリーンホール 601 会議室
（東京都板橋区栄町 36-1）
■受講料：2,200 円
■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、事務所等があれば受講できます）
■申込期限：平成 28 年 8 月 19 日（金）まで
（定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。）

■お申込及び詳しくは
URL:http://www.iri-tokyo.jp/seminar/index.html
■お問合せ
（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
TEL：03-5530-2308
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「創業期における資金調達の実践的な知識」～融資制度の活
用方法～ 参加者募集 ＜都公社＞
──────────────────────────────
創業する場合、ビジネスプランに基づき、事業内容に相応した
資金を確保することが必要です。創業資金を創業者個人の出資に
頼るだけでなく、補助金や銀行融資を活用することが有効です。
本セミナーでは、金融機関のご担当者様が、創業時における資
金調達の実情及び融資制度の活用方法について詳しく解説します。
受講者は実践的な知識を習得でき、具体的な御相談もできます。
また、セミナーの休憩時間に、インキュベーション施設「ベンチャ
ーKANDA」の見学会を行います。
■日 時：平成 28 年 9 月 6 日（火）15：00～17：30
■会 場：ベンチャーKANDA 4 階セミナールーム
（東京都千代田区内神田 1-1-5 4 階）
■募集人数：16 名
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/kanda/seminar/h28_0906.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 ベンチャーKANDA 公社事務室
TEL：03-5281-4781
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「売り上げ半減に直面した社長の決断」～ものから価値を売る
という発想の転換～ 参加者募集 ＜東京中小企業家同友会＞
──────────────────────────────
株式会社タニタハウジングウェアの谷田泰社長より、売り上げ
減や 2011 年東日本大震災による子会社の被災など、危機を乗り越
え売り上げ回復に導いた経緯をお話いただきます。
何をヒントに、どこを変え、実践してきたのか、この機会に是非

ご参加ください。
■日 時：平成 28 年 9 月 21 日（水）18：30～21：00
■会 場：グリーンホール 601 会議室
（東京都板橋区栄町 36-1）
■参加費：1,000 円（懇親会費は別途実費）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/common/meeting.php?meeting_id=14730
■お問合せ
東京都中小企業家同友会
TEL：03-3261-7201
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「第 20 回いたばし産業見本市」出展者募集＜板橋区公社＞
────────────────────────────
都内有数の工業集積地である板橋区で開催する、製造業のため
の産業展示会です。
おかげさまで第 20 回を迎え、今回も充実した企画と出展効果
向上サポート、さらなる来場者増加のための広報など出展者の皆
様のビジネスを応援します。
■日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）10：00～18：00
11 月 11 日（金）10：00～17：00
■会 場：板橋区立東板橋体育館（板橋区加賀 1-10-5）
■開催規模：出展企業・団体数 約 120 社・団体（予定）
来場者数約 2,500 名（予定）
■出展料：展示小間（約 4 平方 m/W2m×D2m）
板橋区内企業：15,000 円
区外企業
：20,000 円
ミニ展示（約 0.5 平方 m/W1m×D0.5ｍ）
板橋区内企業：3,000 円
区外企業
：4,000 円
■出展者特典
（1）出展効果向上のためのセミナーを開催
（2）会場内ステージでプレゼンテーションを実施
（3）出展者が一堂に会する懇親会の実施

■申込期限：平成 28 年 8 月 31 日（水）
■申込方法
「いたばし産業見本市」ホームページの「出展申込フォーム」よ
り必須事項を入力してください。
※インターネットの環境が無い場合は、ご相談ください。
URL:http://www.itabashi-iie.jp/
■お問合せ
いたばし産業見本市実行委員会事務局
（
（公財）板橋区産業振興公社）
TEL:03-3579-2191
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「板橋区ものづくり企業商談会」参加者募集＜板橋区公社＞
────────────────────────────
板橋区で開催する製造業を対象とした個別商談会です。受注側
は技術・製品の特長や自社の強みの PR に、発注側は将来的な案
件も含め、この機会をぜひご活用ください。
■日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）13:00～
■会 場：板橋区立東板橋体育館
■対 象：製造業
（光学、精密関連、鉄鋼、化学、印刷、健康、環境など）
■内 容：受発注案件の商談、招致企業に対する技術提案や PR、
企業間のネットワーク構築を目的とした個別面談
■参加費：1 社 2,000 円
※発注側として参加する企業/板橋区に本社・事業所がある企業は
無料
■申込期限：平成 28 年 8 月 31 日（水）まで
■お申込方法
「いたばし産業見本市ホームページ」内の「板橋区ものづくり企
業商談会」のページをご覧ください。
※インターネットの環境が無い場合は、ご相談ください。
URL：http://www.itabashi-iie.jp/
■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
TEL：03-3579-2192

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「外資系企業と都内企業とのマッチング商談会」参加者募集
＜東京都＞
────────────────────────────
東京都は、世界から人材、情報、資本を集め、世界に開かれた
グローバル都市となることを目指し、外国企業誘致や国際的ビジ
ネス環境の整備に取り組んでおり、その取組の一環として、下記
日程にて「外資系企業と都内企業とのマッチング商談会（IT、電
子・精密分野）
」を開催いたします。
IT、電子・精密分野の外資系企業 10 社に、事業内容等について
プレゼンテーションを行っていただいた後、外資系企業と都内企
業との商談会を開催いたします。
■日 時：平成 28 年 9 月 14 日（水）14：00～17：15
第一部 14:00-15:00：外資系企業によるプレゼンテーション
第二部 15:15-17:15：外資系企業と都内中小企業とのマッチング
商談会
■会 場：新宿 NS ビル 3F 会議室 M・L
（東京都新宿区西新宿 2 丁目 4-1）
■対象企業：IT、電子・精密分野の外資系企業とのビジネス提携に
関心のある都内中小企業
■定 員：50 名（セミナーの参加者含む。1 社 2 名まで参加可能）
■参加費：無料
■申込締切日：第一部のみ参加希望の場合
9 月 7 日（水）
第一部及び第二部希望の場合 8 月 26 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL：http://seminar.invest-tokyo.jp/jp-2016.html#cont04
■お問合せ
「外資系企業と都内企業とのマッチング商談会」事務局
TEL：03-3431-7175
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「海外展開・大手自動車商社ジェグテック商談会」参加者
募集 ＜中小機構＞
────────────────────────────
大手自動車商社と連携し、海外展開を目指す中小企業者との

商談会を開催します。
是非、この機会にジェグテック商談会をご活用ください。皆様
のご参加お待ちしております。
■日 時：平成 28 年 9 月 7 日（水）10：00～18：00
■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 8 月 19 日(金）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098773.html
■お問合せ
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
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「大手・商社ジェグテック商談会」参加者募集
＜中小機構＞
────────────────────────────
中小企業者との取引や連携を希望する大手企業・商社との商談
会を開催いたします。
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 9 月 7 日（水）10：00～18：00
■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：一次締切 2016 年 8 月 19 日(金）18：00
最終締切 2016 年 8 月 24 日(水）12：00
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098818.html
■お問合せ
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】平成 27 年度補正予算｢ものづくり・商業・サービス新展開支
援補助金」2 次公募のご案内＜中小企業庁＞
────────────────────────────
中小企業庁では、平成 27 年度補正予算において、革新的なサー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規
模事業者の設備投資等の経費の一部を補助する事業「ものづくり・
商業・サービス新展開支援補助金」の 2 次公募を実施中です。
■対象者：認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小
企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。
（1）革新的サービス・ものづくり開発支援
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示さ
れた方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの
改善であり、3～5 年で、
「付加価値額」年率 3%及び「経常利益」年
率１%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづく
り高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な
試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画
であること。
（2）交付決定日から平成 28 年 12 月 31 日（土）までに申請事業
（発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続き）を終了するこ
と。
■補助率：対象経費の 3 分の 2 以内
■補助上限：
（1）一般型
1000 万円
中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
に必要な設備投資等を支援。
※一般型においては、7 月 1 日施行「中小企業等経営強化法」に
基づく経営力向上計画に認定された事業者等に対して、審査にお
いて加点があります。
（2）小規模型 500 万円
小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を支援。
■申込期限：平成 28 年 8 月 24 日（水）まで（当日消印有効）
■採択予定件数：全国で概ね 100 件程度
■採択発表：平成 28 年 10 月上旬（予定）

■申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyochuokai.or.jp/flash/1234-27.html
■お問合せ
東京都地域事務局 東京都中小企業団体中央会
TEL:03-6264-7545
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

