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もうすぐ敬老の日。高齢者を敬い、長寿を祝う日です！続く秋分
の日は広い意味で祖先を敬う日。先人の築きに感謝しつつ、迎える
秋は天災の影響がないことを祈ります。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 54 号です。
今回もセミナー・講座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】中村修二氏とこれからのものづくりについて考える
「いたばしベンチャーフォーラム」
（10/4）開催のご案内
◇町工場、研究者、ベンチャー、ものづくりに興味がある方必見！
＜板橋区＞
【2】
「第 24 回北区伝統工芸展」開催のご案内（9/24,25）
◇実演、体験、展示即売あります。ご来場お待ちしています！
＜北区＞
【3】
「知って損なしの経営力向上計画」のご案内
◇固定資産税軽減を受けられる上に、補助金申請にも有利になります！
＜中小企業庁＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】
「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＞
【5】
「女性向け起業入門セミナー」
（10/22、29）参加者募集
◇起業経験談が聞ける！相談できる！
＜板橋区＞
【6】ものづくり夜間大学校「生物の機能を「ものづくり」いかす
～バイオミメティクス皆伝～」
（10/27）参加者募集

◇バイオミメティクスをご存知ですか？ぜひご参加ください！
＜北区・板橋区＞
【7】こころの健康づくり講座「気持ちを切り替える脳の使い方」
（10/31）参加者募集
◇こころから健康に！ぜひご参加ください。
＜板橋区＞
【8】
「ISO14001：2015 規格要求事項解説講座」（10/6）
「ISO9001：
2015 規格要求事項解説講座」（10/25）参加者募集
◇2015 年版への変更点、解釈のポイントなど解説いたします！
＜都公社＞
【9】BCP 策定推進フォーラム 2016「危機を乗り越える『動く BCP』
の本質～現地、現物、現実にもとづく事業継続計画とは～」
◇この機会にぜひご参加ください！
＜都公社＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【10】
「事業と暮らしの無料相談会」
（10/22）開催のご案内
◇お悩みを専門家にご相談ください！
＜主催：10 士業、共催：板橋区＞
【11】
「九都県市合同商談会 in さいたまスーパーアリーナ」
（H29/2/2）
［発注側］参加企業募集
◇1 都 3 県（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）の企業が参加します！
＜都公社＞
【12】
「とうきょう特産食材商談交流会」
（10/18）参加者募集
◇多くの飲食店事業者の皆さまのご来場をお待ちしております。
＜東京都＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】
「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＞
【14】
「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＞
【15】
「中小企業越境 EC マーケティング支援事業に係る補助金」
第 2 期募集受付中
◇越境 EC サイト出展を検討中の中小企業者様必見！
＜中小機構＞
◆◇◆本文◆◇◆

▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】中村修二氏とこれからのものづくりについて考える
「いたばしベンチャーフォーラム」開催のご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
板橋区のものづくり企業が、新しいものづくりの分野・取組み
に参加するきっかけづくりとして、先端的な知恵や新規アイデア
を持つ研究者・ベンチャー企業との連携に必要なノウハウや事例
を掘り下げ、ものづくりのこれからについて考える「いたばしベ
ンチャーフォーラム」を開催します。
■日 時：平成 28 年 10 月 4 日（火）13：00～18：00
※懇親会 18：00～19：00（参加費：1,000 円）
■会 場：板橋区役所 9 階 大会議室
（東京都板橋区板橋 2-66-1）
■概 要：青色 LED の開発でノーベル物理学賞を受賞した中村修二
氏をはじめ、町工場、アカデミア、ベンチャー等の各界で活躍する
方々をお招きし、これからのものづくりにおける日本のポテンシャ
ル（底力）について議論を交わします。
■プログラム予定）
＜第一部＞
13:10 講演
株式会社リバネス 代表取締役 CEO 丸幸弘 氏
13:30 基調講演
カリフォルニア大学サンタバーバラ校 教授 中村修二 氏
＜第二部＞
14:00 パネルディスカッション
「町工場と大学発ベンチャーの国際事情」
ファシリテーター：株式会社リバネス 代表取締役 CEO 丸幸弘 氏
カリフォルニア大学サンタバーバラ校 教授 中村修二 氏
学校法人帝京大学理事長・学長 冲永佳史 氏
理化学研究所 大森素形工学研究室 主任研究員 大森整 氏
株式会社サイトウ製作所 代表取締役 斎藤智義 氏
等
＜第三部＞
15:10 セッション 1 ベンチャーピッチ
「町工場との連携で加速したベンチャー」
株式会社チャレナジー
株式会社ホープフィールド
株式会社ロビット
株式会社オリィ研究所

SERENDIPITY 株式会社
15:35 セッション２パネルディスカッション
「町工場×ベンチャーの連携で実現する世界」
ファシリテーター：株式会社リバネス 執行役員 CKO 長谷川和宏 氏
株式会社 FORMULA 代表取締役 西野充浩 氏
株式会社浜野製作所 代表取締役 浜野慶一 氏
墨田加工株式会社 代表取締役社長 鈴木洋一 氏
SERENDIPITY 株式会社 代表取締役 英真一 氏
株式会社オリィ研究所 代表取締役 吉藤健太朗 氏
16:25 セッション３ベンチャーピッチ
「町工場との連携を希望するベンチャー」
株式会社メタジェン
株式会社アドバンスト・キー・テクノロジー研究所
インテグリカルチャー株式会社
TRYBOTS
16:50 交流会
板橋区立ものづくり研究開発連携センター研究開発室入居企業の
紹介/ベンチャーブース
18:00 懇親会
19:00 終了
■定 員：150 名
■入場料：無料（懇親会参加の方：1,000 円）
■お申込及び詳しくは
URL: http://ivf2016.co-site.jp/
■お問合せ
板橋区産業振興課 担当：高瀬、横田
TEL：03-3579-2193
E-mail：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「第 24 回北区伝統工芸展」開催のご案内＜北区＞
─────────────────────────────
伝統の技を継承する職人たちの手さばきを間近で見ることのでき
る実演、さまざまな伝統の技の体験など、普段身近で触れることの
できない熟練の技と日本のものづくりを体験できます。
■日 時：平成 28 年 9 月 24 日（土）10：00～18：00
25 日（日）10：00～17：00

■会 場：北とぴあ 地下 1 階展示ホール（王子 1-11-1）
■入場料：無料
■詳しくは
URL: https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/event/27dentoukougeiten.html
■お問合せ
北区地域振興部産業振興課商工係
TEL：03-5390-1235
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「知って損なしの経営力向上計画」のご案内
＜中小企業庁＞
─────────────────────────────
中小企業等経営強化法による、経営力向上計画をご存知でしょう
か？「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメント
の向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画
で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができま
す。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受
けることが可能です。
■制度利用のポイント
【ポイント 1】申請書類は実質 2 枚！
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上に
よる経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容など簡単な
計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント 2】計画策定をサポート！
認定経営革新等支援機関（商工会議所・商工会・中央会や士業、地
域金融機関等）に計画策定の支援を受けることができます。
【ポイント 3】認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定
資産税が半分に！
計画認定を受けた場合、資本金 1 億円以下の会社、個人事業主などは、
①160 万円以上の機械及び装置であって、②生産性が年平均１％以上
向上等の要件を満たせば、固定資産税の課税標準が 3 年間半額になり
ます。
【ポイント 4】その他の金融支援もご用意！
計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融

資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けるこ
とができます。
なお、固定資産税の軽減は、実は一度認定を受けた段階で申請してい
なくても、後日変更申請も可能となっております。
また、固定資産税の軽減は各種補助金により取得した設備に対して
も適用されます！
↓
つまり、現時点で新設備導入が決まっていなくても、一度申請してお
いて、補助金申請が通った段階で変更申請を行って、補助金で購入し
た設備について固定資産税の軽減を受ける、といったことも不可能で
はありません。(補助金申請が通った設備について、全て認定される
とは限りません。)
【注意】
申請から認定まで 30 日程度の期間が必要となります！申請が集中
すればそれ以上の時間がかかることも想定されます。
申請したい補助金が発表されたけれども、〆切までの時間が短くて
経営力向上計画の認定が間に合わない！ なんてことが無いように、
早めの申請をおすすめいたします。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
※「経営力向上計画 策定・活用の手引き(申請の手引き)」は
サイトの下方にございます。
■お問合せ
中小企業庁
TEL：03-3501-1511(代表)
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「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、10 月開催分についてご案内いたします。
■日 時：
≪9 月分≫各回 18：00～21：00
平成 28 年 9 月 20 日（火）
、27 日（火）
≪10 月分≫各回 14:00～17:00
平成 28 年 10 月 5 日（水）
、12 日（水）、19 日（水）
、26 日（水）
■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】
「女性向け起業入門セミナー」参加企業募集＜板橋区＞
──────────────────────────────
会社を辞めて起業したい、今は主婦だけどいつかはお店を開きた
い、
、
、等と考えているけれど、具体的にはどうしたらいいか分から
ない・起業仲間がほしいという方にぴったりな講座です。
起業のノウハウや、板橋区で受けられる支援・実際にお店を開い
た方の体験談も聞くことができます。
■概 要：土曜日 2 日間開催
（１）平成 28 年 10 月 22 日（土）9：30～11：30
「創業の基本・女性の起業について・区内企業家の経験談」
（２）平成 28 年 10 月 29 日（土）13：30～16：00
「区内起業家の経験談・交流会・相談会」
■対 象：起業に興味がある女性
■会 場：板橋区立グリーンホール 503 会議室

■参加費用：1,000 円（どちらか欠席されても返金はありません）
■定 員：20 名（先着順）
■保 育：6 名まで（申込順、4 ヶ月～未就学児）
■お申込方法：
下記について、メール又はお電話にてお伝えください。
1．講座名、2．氏名、3．連絡先、4．年齢
※保育をご希望の場合、住所・お子さんのお名前・月齢もお伝え
ください。
■お申込み及びお問合せ
板橋区 総務部 男女参画課
TEL：03-3579-2486
E-mail:j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ものづくり夜間大学校「生物の機能を「ものづくり」にいかす
～バイオミメティクス皆伝～」参加者募集＜北区・板橋区＞
──────────────────────────────
バイオミメティクスとは、生物「バイオ」と模倣の「ミメティク
ス」を組み合わせた造語で、生物の機能や構造を模倣し、新たな技
術・製品に活かすことです。
身の回りのちょっとしたことに気づき、製品開発のヒントを得て
みませんか？
■日 時：平成 28 年 10 月 27 日（木）17：00～20：00
※19：30 からは名刺交換会の予定です。
■会 場：北とぴあ 14 階 スカイホール（東京都北区王子 1-11-1）
■定 員：50 名（先着順受付）
■対 象：製造業にお勤めの方を対象としていますが、どなたでも
参加可能です。
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/koz
a/monozukuri-02.html

■

お問合せ

東京都北区 産業振興課 商工係
TEL：03-5390-1141
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】こころの健康づくり講座「気持ちを切り替える脳の使い方」
参加者募集＜板橋区＞
──────────────────────────────
数々の著書があり、プロバスケットボールチーム「東京エクセレ
ンス」のスポーツドクターでもある人気の講師にお話しいただきま
す。
■日 時：10 月 31 日（月）10 時～11 時 30 分
■会 場：板橋区立文化会館 4 階大会議室
■内 容：スポーツドクター辻秀一先生による働く世代向けの講演会
■対 象：区内在住、在勤の 65 歳未満の方
■定 員：100 名（保育あり 16 名先着順）
■お申込み及びお問合せ
板橋区 健康生きがい部 志村健康福祉センター
TEL：03-3969-3836
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「ISO14001：2015 規格要求事項解説講座」、
「ISO9001：2015 規
格要求事項解説講座」参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
昨年 2015 年 9 月 15 日に、ISO14001、ISO9001 ともに IS（国際
規格）が発行されました。そこで本講座では、2008 年版から 2015
年版への変更点の説明、及び解釈上のポイント、今後の審査に与え
る影響等を学びます。
≪ISO14001：2015 規格要求事項解説講座≫

■

日 時：平成 28 年 10 月 6 日（木）10：00～17：00

■

会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社セミナールーム
（台東区台東 1-3-5 反町商事ビル 6 階）

■

対 象：(1)ISO14001：2015 の新規取得をご検討中の企業の方
(2)ISO14001：2015 の移行審査を予定されている企業
の方
(3)すでに ISO14001：2014 内部監査員の資格をお持ちの
方で 2015 年版監査員への資格の移行をされる方

■

受講料：8,000 円

■

募集人数：20 名（先着順）

■

講 師：株式会社シスウエイ エグセクティブコンサルタント
CEAR 環境審査員補 山口 勝則 氏

≪ISO9001：2015 規格要求事項解説講座≫

■

日 時：平成 28 年 10 月 25 日（火）10：00～17：00

■

会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社セミナールーム
（台東区台東 1-3-5 反町商事ビル 6 階）

■

対 象：管理責任者、内部監査員、事務局メンバーの方 等

■

受講料：8,000 円

■

募集人数：20 名（先着順）

■

講 師：ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
トレーニングサービスグループ 吉野 定治 氏

■

お申込及び詳しくは
≪ISO14001：2015≫
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0006.html
≪ISO9001：2015≫
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0012.html

■

お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 企業人財支援課
TEL：03-3832-3675
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】BCP 策定推進フォーラム 2016「危機を乗り越える『動く BCP』
の本質～現地、現物、現実にもとづく事業継続計画とは～」
＜都公社＞
─────────────────────────────
「危機に直面した時、事業を継続するという社会的使命を果たせ
るかどうか」が、今、問われています。これはマニュアル化という
次元で解決できる問題ではなく、危機に直面したときの「企業経営
のあり方」そのものといえます。
甚大な災害による被害にもいかに有効な事業継続の戦略を見いだし、

対策を実施し、取組の改善していくべきか、そのヒントを本フォーラ
ムを通じて感じ取っていただければ幸いです。

■

日 時：平成 28 年 10 月 12 日（水） 13：00～17：30

■

会 場：秋葉原コンベンションホール 秋葉原ダイビル 2Ｆ
（東京都千代田区外神田 1-18-13）

■

対 象：どなたでも自由にご参加いただけます

■

定 員：400 名（定員）

■

参加費：無料

■

お申込及び詳しくは
URL:http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1608/0015.html

■

お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援課
ＢＣＰ策定支援事業 ＢＣＰ策定推進フォーラム事務局
TEL：03-3251-7881
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】
「事業と暮らしの無料相談会」開催のご案内
＜主催：10 士業、共催：板橋区＞
──────────────────────────────
ご自身の相談内容が，どの専門家に相談すべきことなのかがわか
らなかったり，複数の専門家にまたぐ問題であったりして，相談を
ちゅうちょしてしまうことはありませんか。
複数の専門家「士業」が一堂に会し，相談者さまのお困りごとを
いろいろな角度からアドバイスする，無料相談会を開催します。
■日 時：平成 28 年 10 月 22 日（土）12：30～16：00
■会 場：板橋区立グリーンホール 2 階
■対 象：板橋区内在住・在勤者あるいは板橋区内の事業者
■相談会に参加する専門家：
司法書士，税理士，社会保険労務士，建築士，行政書士，
不動産鑑定士，土地家屋調査士，マンション管理士，弁理士，弁護士
■予約受付電話番号：03-5979-2920
※事前予約制となります。定員を上回った場合は、お断りをさせて

いただくことがございます。
■予約受付期間：
平成 28 年 10 月 11 日（火）から 10 月 21 日（金）まで
10：00～16：00（土日は除く）
■主 催：板橋法曹会，東京司法書士会板橋支部，
東京税理士会板橋支部，東京都社労士会板橋支部，
（一社）東京都建築士事務所協会板橋支部，
東京都行政書士会板橋支部，(公社)東京都不動産鑑定士協会，
東京土地家屋調査士会板橋支部，板橋区マンション管理士会，
日本弁理士会関東支部
■共 催：板橋区，弁護士法人東京パブリック法律事務所
■後 援：東京商工会議所板橋支部，
（一社）板橋産業連合会，
板橋区商店街連合会，
（公社）板橋法人会，（公社）板橋青色申告会，
（公財）板橋区産業振興公社
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】九都県市合同商談会 in さいたまスーパーアリーナ
［発注側］参加企業募集のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────
首都圏産業の国際競争力の強化を図るため、平成 20 年度から九都
県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市）が連携して合同商談会を開催しています。
是非ともこの機会に発注企業としてご参加いただき、協力・外注企
業の新規開拓や将来的な発注に結びつく情報収集活動等の場としてご
活用ください。
■開催日時：平成 29 年 2 月 2 日（木）10：20～16：35
■会 場：さいたまスーパーアリーナ
（埼玉県さいたま市中央区新都心 8 番地）
■募集対象：首都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）エリアにお
いて、協力・外注企業の新規開拓、将来的な発注案件に向
けた情報収集等を希望する企業
■商談形式：発注側参加企業ごとに商談テーブルを配置。
受注側参加企業と対面形式により商談を行っていただきます。
商談スケジュールは事前に設定します。
■募集予定数：80 社

■参加費：無料
■申込期限：平成 28 年 9 月 30 日（金）
■お申込及びお問合せ
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0001.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
TEL：03-3251-7883
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「とうきょう特産食材商談交流会」参加者募集＜東京都＞
──────────────────────────────
東京都では、都内の飲食店事業者などの皆さまに、都内産の新鮮で
安全安心な食材の魅力や生産者の方々を紹介し、提供する料理等に都
内産食材を活用してもらうため「とうきょう特産食材商談交流会」を
開催します。
■日 時：平成 28 年 10 月 18 日（火）14：00～16：00
■会 場：練馬区立区民・産業プラザ
（練馬区練馬 1 丁目 17 番 1 号 Coconeri 4 階）
■内 容：約 20 事業者が出展
都内産野菜、果実、青果加工品、TOKYO X、東京しゃも、都内産水産物、
牛乳、乳製品、東京都地域特産品認証食品（注） など
※（注）東京都地域特産品認証食品とは、都内産の原材料を使用してい
る加工食品、または生産方法などに特徴があると認められる食品につい
て味や品質等を審査し、都が認証した食品です。
■参加費：無料
■申込期限：平成 28 年 9 月 30 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/05/07.html
■お問合せ
東京都 産業労働局 農林水産部食料安全課
TEL：03-5320-4882
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「中小企業越境 EC マーケティング支援事業に係る補助金」
第 2 期募集受付中＜中小機構＞
──────────────────────────────
環太平洋パートナーシップ協定（以下、「TPP」という。）交渉参加国
を主たる対象として、新たに越境 EC サイトを出店又は構築する者に対
して、その出店又は構築等に要する経費の一部を補助します。
■対象事業：TPP 交渉参加国を主たる対象として、新たに越境 EC サイト
を出店又は構築等する事業を対象とします。
（注）TPP 交渉参加国以外の国を主たる対象とする場合は対象となりま
せん。既に越境 EC サイトを出店又は構築している場合であって、当該
サイトをリニューアルする場合は対象となりません。
■補助対象者：中小企業者
■補助率：補助対象経費（税抜）の 2/3 以内で
■補助限度額：100 万円
■募集期限：平成 28 年 9 月 30 日（金）17：00 まで
■お申込及び詳しくは
URL：http://crossborder.smrj.go.jp/_subsidy.html
■お問合せ
中小企業越境 EC マーケティング支援事業事務局
TEL:050-5541-6547

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

