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大隅良典教授（東京工業大学）がノーベル医学生理学賞を受賞！これ
で日本人のノーベル賞受賞は 3 年連続となる。がんやパーキンソン病
の治療に繋がるかもしれないとのことで、今後の経過も注目です。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 56 号です。
今回もセミナーや補助金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】
「板橋オプトフォーラム（IOF）
」
（10/21）開催のご案内
◇組織を超えた連携の強化・拡大をめざして！
＜板橋区＞
【2】「第 20 回いたばし産業見本市」（11/10,11/11）開催のご案内
◇ものづくりの板橋で開催する、製造業のためのビジネス展示会です！
ご来場お待ちしております。
＜板橋区公社＞
【3】ギャラリーモール「世界に誇るメイド・イン・イタバシ」
（10/28 まで）のご案内
◇平成 27 年度製品技術大賞の受賞製品についてご紹介しています！
＜板橋区公社＞
▼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】こころの健康講座「健康な体と心をつくる睡眠」
（11/2）
参加者募集
◇こころから健康に！ご参加お待ちしております。
＜板橋区＞
【6】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた

めには」
（11/8）参加者募集
◇予防・早期発見及び対処についてお話します！
＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
【7】経営セミナー「板橋区製造業の特徴と成功企業のビジネスモ
デル」
（11/2）参加者募集
◇経営者、経営幹部並びに後継者の皆様のご参加をお待ちしいます！
＜板橋産業連合会＞
【8】
「平成 28 年度後期 事業承継塾」（全 8 回）参加者募集
◇徹底的にフォローします！ぜひご参加ください。
＜都公社＞
【9】
「私がベンチャーを成功させた方法～創業の苦労から成功まで
の体験～」
（11/15）参加者募集
◇体験談や考え方、ノウハウをご参考ください！
＜都公社＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【10】広域多摩イノベーションプラットフォーム「新技術創出交
流会～製品展示会・講演～」開催のご案内（10/25）
◇大手企業の開発部門等が注目する、ものづくり中小企業 136 社
の技術を一堂に集積します！
＜都公社＞
【11】
「九都県市合同商談会 in さいたまスーパーアリーナ」
（2/2）
受注側参加企業募集
◇新たなビジネスチャンスの機会として是非、ご活用ください！
＜都公社＞
【12】東京都中小企業知的財産シンポジウム「企業の永続的発展～
強い事業を作る知的財産戦略～」参加者募集（12/2）
◇聴講申込受付を開始しました！
＜東京都＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】
「平成 28 年度節電対策設備等導入費用助成事業」のご案内
◇工場証明の LED 化など、その導入費用の一部を助成します！
＜都公社＞
【14】
「業務改善助成金」のご案内
◇業務改善助成金の制度が拡充されます！
＜厚生労働省＞
【15】
「中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）
」
補助金のご案内（10/31 まで）
◇侵害調査や模倣品業者に対する行政摘発等に要した費用の一部
を助成します！

＜特許庁＞
▼その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【16】ハイライフいたばし「入会金・会費無料キャンペーン」
のご案内＜板橋区公社＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「板橋オプトフォーラム（IOF）
」開催のご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
光学関連の技術者・研究者の更なる連携を生み出し、光学産業
のイノベーションを促すべく「板橋オプトフォーラム（IOF）
」を
開催いたします。板橋区は、今後も成長が期待される光学産業に
焦点を合わせ、地域産業全体の一層の活性化を推進していきます。
■日 時：平成 28 年 10 月 21 日（金）
■会 場：板橋区立グリーンホール（板橋区栄町 36-1）
■概 要
○基調講演 「光量子工学研究による社会課題の解決に向けて」
※無料
講師：和田 智之 氏（東京理科大学連携大学院 教授（兼任）
、
高エネルギー研究所 客員教授、群馬大学 客員教授、東京大学
非常勤講師、理化学研究所 グループディレクタ）
13：10～14：00 グリーンホール 1F ホール
○一般社団法人 日本光学会 光設計研究グループ
※有料
第 60 回研究会 「バーチャルリアリティとウェアラブル」
10：00～17：20 グリーンホール 2F ホール
○国立研究開発法人 理化学研究所 大森素形材工学研究室
※資料のみ有料
第 39 回理研シンポジウム「マイクロファブリケーション研究の最新動向」
～新レーザー応用、光学材料加工と機能性表面研究の最前線～
14:15～17：20 グリーンホール 504 会議室
○技術相談コーナー
11:00～12:00 14:30～16:30

グリーンホール 1F ホール

○国立大学法人 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター

※無料
第 12 回 UUO サロン「バイオセンシング＆イメージング」
～光は明日のバイオテクノロジーを拓く～
14：15～17：20 グリーンホール 601 会議室
○企業パネル展示
展示時間： 11：00～17：00
展示場所： グリーンホール 1F ホール
○コーヒーブレイク
利用時間： 15:05～15:50
設置場所： グリーンホール 1F ホール
○交流会
開催時間： 17：30～19：00
開催場所： グリーンホール 1F ホール
参 加 者 ： 各研究会参加者・区内企業・その他
参 加 費 ： 2,000 円（飲み物・軽食）
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/079/079489.html
■お問合せ
板橋区産業振興課
TEL：03-3579-9756
E-mail：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「第 20 回いたばし産業見本市」開催のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋区は都内有数の工業集積地であり、光学・精密機器産業を始
めとして、多数の実力ある企業が事業を展開しています。「製造と
加工技術展」と題した＜いたばし産業見本市＞では、このような板
橋区の産業特性を活かし、多くの製造業の企業による優れた製品・
技術の展示はもちろん、幅広い産業を支えている区内企業の技術、
板橋発の新製品もご紹介します。
■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（東京都板橋区加賀 1-10-5）
■開催規模：出展企業・団体数（予定） 約 120 社
来場者数（予定） 約 2,500 名
■入場料：無料

※いたばし産業見本市ホームページより、事前登録をしていただく
とスムーズにご入場いただけます。
事前入場登録フォーム：http://www.itabashi-iie.jp/pre_registration/
■セミナー：無料 要申込
※上記、事前入場登録フォームよりお申込ください。
○日本の医療機器開発・製品化の課題と今後の展望
～植込型補助人工心臓の開発に係る中から学んだこと～
日時：11 月 10 日（木） 11:15～12:15
講師：東京都健康長寿医療センター長 許 俊鋭 氏
○長寿企業にみる企業の発展（長寿企業に共通する特徴）
日時：11 月 10 日（木） 14:00～15:00
講師：元日刊工業新聞社社長
電気通信大学特任教授 千野 俊猛 氏
○ジェットエンジン部品と加工技術
日時：11 月 11 日（金） 10:30～12:30
講師：株式会社 IHI 航空宇宙事業本部生産センター
主任調査役 落合 宏行 氏
○町工場発！女社長の経営改革と人財改革
日時：11 月 11 日（金） 13:50～15:20
講師：ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪 貴子 氏
○小説「下町ロケット」に学ぶニッチトップ企業になるための
知財戦略・経営戦略
日時：11 月 11 日（金） 15:40～16:40
講師：弁護士/弁理士 鮫島 正洋 氏
■お申込及び詳しくは
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内）
TEL：03-3579-2191
E-mail:iie@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ギャラリーモール「世界に誇るメイド・イン・イタバシ」
（10/28 まで）のご案内
─────────────────────────────
板橋区では、区内の中小企業による優れた新製品・新技術を表
彰しています。この度、板橋区役所 1 階ギャラリーモールにて平

成 27 年度の受賞製品をご紹介しています。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

■

開催期間：平成 28 年 10 月 28 日（金）まで
※本庁舎開庁時間

■

会 場：板橋区役所 1 階 ギャラリーモール
（東京都板橋区板橋 2-66-1）

■

詳しくは

URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/068/068989.html

■

お問合せ

≪ギャラリーモールに関するお問合せ≫
板橋区 政策経営部 いたばし魅力発信担当課
TEL：03-3579-2025
≪製品技術大賞に関するお問合せ≫
（公財）板橋区産業振興公社 第 1 グループ
TEL：03-3579-2192
▽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。
10 月、11 月開催分についてご案内いたします。
■日 時
≪10 月分≫各回 14:00～17:00
平成 28 年 10 月 19 日（水）
、26 日（水）
≪11 月分≫各回 18:00～21:00
平成 28 年 11 月 2 日（水）
、9 日（水）、16 日（水）
、30 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】こころの健康講座「健康な体と心をつくる睡眠」参加者募集
＜板橋区＞
──────────────────────────────
日ごろから、良質な睡眠で気持ちよく働けるようお話いただきます。
■日 時：11 月 2 日（水）10：00～12：00
■会 場：板橋保健所・板橋健康福祉センター地下１階講堂
■内 容：講義、簡単なリラクゼーション
■講 師：国立精神・神経医療研究センター 心理療法士 鈴木みのり
■対 象：区内在住・在勤の方
■定 員：40 名 （生後 4 か月以上のお子さんの保育 10 名あり）
■お申込及びお問合せ
板橋健康福祉センター
TEL:03-3579-2333
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた
めには」＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
──────────────────────────────
仕事上のストレスが原因で、うつ病などのメンタルヘルス不調に
よる従業員が増加しています。
労災保険の請求にとどまらず、損害賠償訴訟に発展するケースも
あり、深刻化する職場のメンタルヘルス問題は、企業の取り組むべ
き重要な課題の１つです。
本セミナーでは、メンタルヘルスが会社経営を揺るがす問題とな
りつつある中で、新たに求められている企業の安全・健康配慮義務
についての理解や労災補償・損害賠償などとの関係性について解り
やすく解説いたします。
■日 時：平成 11 月 8 日（火）18：30～20：30

■会 場：板橋法人会 3 階会議室
■対 象：経営者及びそれに準ずる方
■受講料：一般（法人会非会員）1,000 円
板橋法人会員 無料
■定 員：50 名
■講 師：社会保険労務士・精神保健福祉士 赤澤

将 氏

■お申込方法：窓口にて配付中のチラシに必要事項をご記入の上、
FAX、E-mail 等にてお申込ください。
■お申込及びお問合せ
（公財）板橋法人会
TEL：03-3964-1413
E-mail：info@itabashi-houjinkai.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】経営セミナー「板橋区製造業の特徴と成功企業のビジネスモ
デル」参加者募集＜板橋産業連合会＞
──────────────────────────────
平成 26 年の工業統計調査で板橋区は製造品出荷額で東京 23 区
第 1 位となりました。
そこで「成功企業のビジネスモデルから学ぶ、成功への法則」を
題材として板橋区中小企業診断士会、中谷氏をお招きしご講演いた
だきます。
■日 時：平成 28 年 11 月 2 日（水）18：00～20：00
■会 場：板橋産連会館 3 階会議室
■内 容
（１）製造品出荷額等で東京 23 区中第１位の板橋区のものづくり
（２）板橋区ものづくりの歴史と特徴
（３）成功企業のビジネスモデル・自社にあった成功の法則
（４）多様性を持つ板橋区のものづくりの今後の勝筋
■講 師：中谷 健 氏（中小企業診断士）
■参加費：無料

■お申込及びお問合せ
（一社）板橋産業連合会
TEL：03-3962-0131 FAX:03-3962-0133
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「平成 28 年度後期 事業承継塾」（全 8 回）参加者募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
後継者が、次世代の経営者として会社を導くために必要な知識と、
経営戦略・事業計画を策定し実践する能力を、短期集中型の講座で
習得します。
■事業承継塾の特長
(1)従来 8 日間のカリキュラムで学んでいた経営の基礎知識を 4 日間
に凝縮して学習します。
(2)前半 4 日間を基礎編、後半 4 日間を実践編とします。
・前半 4 日間：グループワークと講義による経営の基礎知識全般
の習得（インプット）
・後半 4 日間：講師と綿密な連携のもと、御社の市場戦略・事業
計画を作成（アウトプット）
最終日は、銀行や取引先との折衝を想定したプレゼンテーションの
訓練
■日 程：全日程 9:30～16:30 （全 8 回）
≪前半 4 日間≫
平成 28 年 10 月 29 日（土）
、11 月 5 日（土）
、12 日（土）
、19 日（土）
≪後半 4 日間≫
平成 28 年 11 月 26 日（土）
、12 月 17 日（土）
、平成 29 年 1 月 21 日
（土）
、2 月 25 日（土）

■

会 場：エッサム神田ホール１号館

401 もしくは 501 会議室

■

受講料：無料

■

対 象
・都内中小企業の後継予定者、または承継後間もない方
・全ての回が連携しておりますので、
全 8 回全てにご参加いただける方に限らせて頂きます。
※講師と同業の方やコンサルタントの方はお断りさせて
いただく場合がございます。
■定 員：２０社（２０名）
※定員に達し次第締め切らせて頂きます
■講師筆頭：事業承継センター(株) 取締役兼ＣＭＯ東條 裕一氏

※東條氏を筆頭に、事業承継センター(株)の精鋭が講師を務めます。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0018.html
■お問合せ
（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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「私がベンチャーを成功させた方法～創業の苦労から成功まで
の体験～」参加者募集＜都公社＞
──────────────────────────────
本セミナーでは、ベンチャーKANDA の卒業企業の中から現在順調
に成長している会社の社長に、創業時の苦労話や事業成長の契機、
成功するための心がけなど、体験談をお話しして頂きます。これか
ら創業する人、創業後に試行錯誤中の人は、先駆者の体験談から貴
重なヒントが得られるでしょう。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 11 月 15 日（火）15：00～17：30
※16：00～16：30 セミナー参加者様向けに施設見学を行う予定です。
■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 産業労働局神田庁舎 4 階）
■対 象：新たな企業を創出しようとする個人、又は会社設立後
１年未満の中小企業者の方
■参加費：無料
■募集人数：16 名
■講 師：小野 慎二郎 氏（bloomax 株式会社 代表取締役 CEO）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/kanda/seminar/h28_1115.html
■お問い合わせ
ベンチャーKANDA 公社事務室
TEL：03-5281-4781
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】広域多摩イノベーションプラットフォーム「新技術創出交流会

～製品展示会・講演～」開催のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────
339 社の中小企業様が本交流会にお申し込みいただき、参加大手
企業様から面談指名を受けた 136 社が本交流会の「製品展示会」に
参加します。ぜひ会場にお越しいただき、都内中小企業の優れた技
術をご覧ください。
■日 時：平成 28 年 10 月 25 日（火）10：00～18：00
■会 場：パレスホテル立川 4 階ローズルーム
（東京都立川市曙町 2-40-15）
■交流会の構成：
「製品展示会」
・
「個別面談会」・
「講演会」を 1 日で
実施します。
≪特別講演≫10:30～11:30
■講演テーマ：
「IOT の動向と新たなビジネスモデル」
■講演者：株式会社 野村総合研究所 コンサルティング事業本部
ICT・メディア産業コンサルティング部長 桑津 浩太郎氏
■入場料：無料 ※事前登録無し。直接会場へお越ください。
■詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0009.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社 担当：望月・宮本
TEL：042-500-3901
▽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」受注側
参加企業募集＜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。
このたび、東京都内の参加受注企業を募集しますので、新規取引
先の開拓及び新たなビジネスチャンスの機会として是非、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：ホームページ記載の発注案件に対する個別商談を希望
する東京都内の中小企業 （全体では、埼玉県・千葉県・東京都・
神奈川県内の中小企業が対象となります）
■商談形式：発注側参加企業ごとに商談テーブルを配置。
発注側参加企業と対面形式により商談を実施します。商談スケ
ジュールは事前に設定します。
■募集定数：50 社（全体で 225 社程度）
■参加費：3,000 円/社
受付確定後、請求書を送付します。
払込手数料は申込者負担となりますのでご了承ください。
■受付期限：平成 28 年 11 月 4 日（金）まで
※受付開始日以降、先着順で受付します。申込受付期間内であって
も募集定員に達し次第、受付締切となります（定員を超えた場合は
キャンセル待ちの扱いとさせていただきます）。
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0015.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】東京都中小企業知的財産シンポジウム「企業の永続的発展～
強い事業を作る知的財産戦略～」参加者募集＜東京都＞
──────────────────────────────
社会経済環境が激しく変化する現在、中小企業がその持てる力を
発揮し、自社の技術やサービスを事業優位につなげるためには、知
的財産権の数ではなく、権利化・秘匿化・標準化、適切な契約締結
など、知的財産を活かす様々な「知恵」を持つことが重要です。
本シンポジウムは、企業経営者や実務家の具体的なお話を交えな
がら、
『中小企業の実態に即した知財の活用』について、みなさんと
考えていきます。
■日 時：平成 28 年 12 月 2 日（金）13：00～ 16：30
■会 場：イイノホール
（東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 1 号 飯野ビルディング 4 階）
■対 象

・都内中小企業経営者及び従業員、個人事業主等
・都内関係機関職員（都、区市町村、商工団体、中小企業支援団体、
地域金融機関等）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.chizaisympo-tokyo2016.jp/
■お問合せ
東京都中小企業知的財産シンポジウム事務局
TEL.03-5644-7499 FAX.03-5644-7397
E-mail：info@chizaisympo-tokyo2016.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「平成 28 年度節電対策設備等導入費用助成事業」のご案内
＜都公社＞
──────────────────────────────
都内中小企業の方が、自家発電設備、蓄電池、LED ランプ等を導
入する際に、その費用の一部を助成します。この度、申請期間を延
長しましたので、お知らせいたします。
■助成対象となる設備
（１）自家発電設備
（２）蓄電池
（３）デマンドコントローラー
（４）進相コンデンサ
（５）インバータ
（６）LED ランプ
■助成対象事業：都内の中小企業者及び中小企業グループ
■助成対象経費
設備の導入に必要な「設備費」
、
「設計費」及び「工事費」のうち、
公社が必要かつ適切であると認める経費
■助成率：助成対象経費の 1/2 以内
※中小企業グループは 2/3 以内（LED ランプの場合は 1/2 以内）
■助成限度額：1,500 万円（LED ランプの場合は 1,000 円）
■申請期限：平成 28 年 12 月 22 日（木）まで
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/jikahatsu.html

■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備リース課
TEL：03-3251-7889
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「業務改善助成金」のご案内＜厚生労働省＞
──────────────────────────────
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援
し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図る
ための制度です。
生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム等の導
入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
■支給対象者
全国 47 都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が
1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意く
ださい。
■支給要件
1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる（就業規則等に規定）
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務
改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3) 社会通念上当然に必要となる経費 は除きます。
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
■助成額
申請コースごとに異なります。詳しくは下記 URL をご覧ください。
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zig
yonushi/shienjigyou/03.html
■お問合せ
厚生労働省 労働基準局賃金課
TEL：03-5253-1111（代表）
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）
」
補助金のご案内＜特許庁＞

──────────────────────────────
海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業のお客様のために、
模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現
地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかっ
た経費の 2/3（上限額：400 万円）をジェトロが負担します。
■対象者：中小企業者又は中小企業で構成されるグループ（構成員
のうち中小企業者が 3 分の 2 以上を占める者）
■対象経費：現地侵害調査費、模倣品業者への警告文作成費、行政
摘発費用 等
■補助率・上限額：対象経費 2/3（上限額 400 万円）
■申込期限：平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html
■お問合せ
（独）日本貿易振興機構（JETRO）知的財産課
担当：秋葉、髙村
Tel：03-3582-5198 Fax：03-3585-7289
E-mail：chizai@jetro.go.jp
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】ハイライフいたばし「入会金・会費無料キャンペーン」
のご案内＜板橋区公社＞
──────────────────────────────
板橋区で働く勤労者の皆様の豊かなくらしと明るい職場をめざす
勤労者福利共済制度です。会員と同居のご家族の方に手軽にご利用
いただける、さまざまな施設や企画をそろえています。
なにより、すべてに割安です。職場の福利厚生としてご活用くだ
さい。
■キャンペーン期間
平成 28 年 10 月 1 日（土）～12 月 28 日（水）
■キャンペーン内容
○入会者特典
期間中に新規加入されたすべての方について、入会金（200 円）
、会
費（500 円）3 か月分を無料とし、あわせて、1 人につき区内共通商
品券 1,000 円分を差し上げます。
○紹介者特典

会員のご紹介により事業所が入会された場合、紹介者には、新規加入
者 1 人につき区内共通商品券 1,000 円分を差し上げます。
（ただし 1 事業所 20 人まで）
■お問合せ
（公財）板橋区産業振興公社 ハイライフいたばしサービスセンター
TEL：03-5375-8102
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

