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今月 24 日には関東で初雪観測！11 月都心で雪が降るのは 54 年ぶりで
した。先日までは気温が 20℃になる日もあり、気温差の激しい日々とな
っています。体調を崩さぬようお気をつけください。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 59 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】
「ものづくり補助金」
「小規模事業者持続化補助金」申請サポ
ート窓口のご案内
◇ご相談はお急ぎください！ご予約受付中です！
＜板橋区公社＞
【2】「第 21 回機械要素技術展板橋区ブース」共同出展企業募集！！
◇来場者数の多い人気の展示会です！募集を開始しました！
＜板橋区公社＞
【3】「ハイライフいたばしフェスティバル」（12/4）開催のご案内
◇楽しいイベントをご用意しています！ぜひご来場ください。
＜板橋区公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】ものづくり夜間大学校「次世代を担う企業家のためのセ
ミナー」
（12/5）受講者募集
◇ぜひご参加ください！お申込みは 12/2 まで！
＜板橋区公社・北区＞
【5】
「ファイナンシャルプランナーが解説！知って役立つ確定拠
出年金」
（12/7）参加者募集
◇確定拠出年金に関心のある方必見です！
＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
【6】
「中小企業経営者とこころの健康学」（12/5）参加者募集
◇多くの方のご参加をお待ちしております！

＜都公社＞
【7】
「MICE（企業系会議、報奨・研修旅行）の主催者向けセミナー」
（12/6）参加者募集
◇東京の魅力の伝え方を学ぶ！お申込みは 12/2 まで！
＜東京都＞
【8】
「外国人旅行者受入サービス向上セミナー」参加者募集
◇飲食店事業者対象。インバウンド対応についてご紹介します！
＜東京都＞
【9】経営者、管理者のための「チームで取り組むビジネス整理術」
セミナー（12/7）参加者募集
◇小規模事業者向けのセミナーです！
＜東京商工会議所＞
【10】AIIT イノベーションデザインフォーラム「より良い社会に変え
るためにパワーを繋ぐクルージ戦略」
（12/5）参加者募集
◇「繋げる人工知能」を研究されている講師にお話いただきます！
＜産業技術大学院大学＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【11】東京都・板橋区「医工連携交流会」in 帝京大学医学部付属
病院（12/13）参加者募集
◇医療機器・医工連携に関心のある方、ご参加お待ちしています！
＜東京都・板橋区公社＞
【12】第 11 回ＭＡＣＣフォーラム
「会社の継ぎかた／モノづくり産業のミライ～モノづくり女子ある
あるトーク～」（12/9）参加者募集
◇今を頑張る女性も男性も、皆さんが輝く社会づくりのきっかけに！
＜荒川区＞
▼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】
「新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-」
のご案内
◇まだまだ募集中です！
＜都公社＞
【15】
「東京都中小企業職業訓練助成金」のご案内
◇中小企業の研修をバックアップします！
＜東京都＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「ものづくり補助金」
「小規模事業者持続化補助金」申請サポ
ート窓口のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
平成 28 年度補正予算事業（経済産業省）
「革新的ものづくり・
商業・サービス開発支援補助金」
「小規模事業者持続化補助金」の
公募が始まりました。
板橋区産業振興公社では、今回の公募に合わせ、板橋区・北区内
の事業者様を対象に無料の特別相談窓口を下記日程で開設します。
ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の申請に精通した
アドバイザーが個別面談方式によりご要望をお聞きし、計画づくり
から申請書の完成までを一貫してサポートします。
■申請サポート窓口期間
平成 28 年 11 月 29 日（火）～平成 29 年 1 月 17 日(火)まで
■場 所：
（公財）板橋区産業振興公社
（東京都板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階）
■対 象：板橋区・北区内に本社又は事業所を置く中小企業、
小規模事業者
■相談時間：1 回あたり 60 分程度
■お申込及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/4469
※窓口相談は事前予約制です。必ずご予約をお願いいたします。
■お問合せ
（公財）板橋区産業振興公社/中小企業サポートセンター
経営支援グループ
TEL：03-3579-2175
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「第 21 回機械要素技術展板橋区ブース」共同出展企業募集！！
＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
第 21 回機械要素技術展（M-Tech）の開催に伴い、板橋区ブース
への共同出展企業を募集します！！
機械要素、加工技術を集めた日本最大級のビジネス展示会です。
皆様からのご応募、お待ちしております！！
≪機械要素技術展概要≫
■会 期：平成 29 年 6 月 21 日（水）～6 月 23 日（金）

■会 場：東京ビッグサイト
■主 催：リードエグジビションジャパン（株）
≪板橋区ブース 募集概要≫
■板橋区ブースの小間数：７小間
■募集企業数：
（ブース展示企業）１５社
（ミニ展示企業） ５社
■出展料（税込）
：
（ブース展示企業）２１万円
（ミニ展示企業）
２万円
■募集対象：機械要素、加工技術の分野に関連した事業を行ってい
る板橋区内の中小企業
■申込期限：平成 28 年 12 月 12 日（月） 必着
■お申込み及び詳しくは
URL:http://itabashi-kohsha.com/archives/3314
■お問合せ
（公財）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
TEL：03-3579-2191
FAX：03-3963-6441
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「ハイライフいたばしフェスティバル」開催のご案内
＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋のいっぴんの試食販売をはじめ、楽しいイベントをたくさん
ご用意して皆さまをお待ちしています。お一人でも、友人をお誘い
しても、もちろんご家族でも楽しめるイベントが盛りだくさんです。
ぜひお越しください！
■日 時：平成 28 年 12 月 4 日（日）10：00～16：00
※販売商品はなくなり次第終了になりますのでご注意ください。
■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）
■入場料：無料
■内 容
○入場者先着プレゼント

先着 300 人に「石鹸＆ミニタオルセット」をプレゼント
○ハイライフいたばし会員様限定プレゼント
共済ニュース 218 号 P11 の「お楽しみ交換券」をご持参の方先着
250 人にいっぴんお買い物券 500 円分をプレゼント
○「区民が選んだ板橋のいっぴん」認定店舗ほか 21 店舗による試食・
試飲・販売
○会場内ポイントラリーの開催
○ビッグチャンス！富くじ大抽選会（15:30～）
○板橋和趣会主催「和菓子をつくろう！」
○板橋発の新製品！印刷・製本会社による一般向け製品の展示・販売
を行います。
○バルーン・アートショー 11：30～12:00 13：30～14:00
○いたばしプロレスの覆面レスラー登場?!時間未定
■詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/3202
■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
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ものづくり夜間大学校「次世代を担う企業家のためのセ
ミナー」受講者募集＜板橋区公社・北区＞
─────────────────────────────
変化の激しい時代の中、企業は新しい価値を作り出し続けなけれ
ば、生き残りは難しいと言われております。新商品・新サービスを
作り出すためのプロセスを学びませんか？
≪ものづくり夜間大学校とは≫
北区・
（公財）板橋区産業振興公社と大学・研究機関が連携して、
ものづくり企業の経営者や従業員の方々を対象に、基礎知識から技
術活用まで講座を実施しています。地域の企業経営者や講師との交
流・意見交換の場として、ぜひご参加ください。
■日 時：平成 28 年 12 月 5 日（月）
18：30 ～20：30 （18：00 受付開始）
■テーマ：
「中小企業の新規事業に欠かせない事業開発のプロセス」
～新規事業の成功率を高めるプロのノウハウとは～
■講 師：山形大学理工学研究科教授 志村 勉 氏
■会 場：ハイライフプラザいたばし（板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：経営者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
■定 員：40 名（申込順）
■申込期限：平成 28 年 12 月 2 日（金）まで
■お申込み方法
http://itabashi-kohsha.com/wpcontent/uploads/2016/10/7e72513ec7d133a7ead2a2cc73c396e4.pdf
から申込書をダウンロードし、下記お問合せ先へまでに、FAX また
は E-mail にてご提出ください。
■お問合せ先
（公財）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
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「ファイナンシャルプランナーが解説！知って役立つ確定拠出
年金」参加者募集＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
──────────────────────────────
確定拠出年金に関心のある方、これから確定拠出年金を始めよ
うと思っている方向けに、メリット・デメリットなどわかりやす
く解説いたします。
■日 時：平成 12 月 7 日（水）18：00～20：00
■会 場：板橋法人会 3 階会議室
■対 象：確定拠出年金に興味のある方
■受講料：一般（法人会非会員）2,000 円
板橋法人会員 1,000 円
■定 員：70 名
■講 師：資格の大原 FP 講座講師 1 級 FP 技能士・CFP
糸川 実 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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「中小企業経営者とこころの健康学」参加者募集
＜都公社＞
─────────────────────────────
人材戦略を達成し経営力を向上させるためには、職場の活性化
を図り、従業員が能力を最大限発揮できる職場を作ることが必要
です。本セミナーでは、精神科医の立場から解き明かす、人とし
ての「こころの健康学」と、従業員の“こころ”に向き合い、働
きやすい職場作りを実践する経営者の考え方・具体策の実例をご
紹介します。
■日 時：平成 28 年 12 月 5 日（月）13：30～16：30
■会 場：新宿エステック情報ビル 21 階 会議室 A
（東京都新宿区西新宿 1-24-1）
■概 要
第 1 部（13：30～14：35）
講演「マインドフルにはたらき、そして生きる」
講師 佐渡充洋 氏
（慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学教室 専任講師 医学博士）
第 2 部（14：45～16：15）
企業事例紹介「働き易い環境と自主的なチームワークの確立」
講師 内野徳昭 氏（株式会社内野製作所 代表取締役社長）
■参加費：無料
■募集人数：40 名（先着順）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1610/0005.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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「MICE（企業系会議、報奨・研修旅行）の主催者向けセミナー」
参加者募集＜東京都＞
──────────────────────────────
東京都は、一度に多くの外国人旅行者を集客することで、高い経
済波及効果が見込める MICE（※）誘致を積極的に進めております。
この度、海外から外国人を招いて行う会議や報奨・研修旅行の都
内での開催を検討されている企業等を対象に、誘致や開催に係る都

の支援制度等を紹介するセミナーを行います。
企業内でインバウンドの会議や報奨・研修旅行をご担当されてい
る皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
※MICE とは、M：Meeting（企業系会議）
、I：Incentive（報奨・研
修旅行）
、C：Convention（国際会議）、E：Exhibition/Event（展示
会、イベント等）を総称した造語です。
■日 時：平成 28 年 12 月 6 日（火） １7：00～ 19：00
■会 場：すみだ北斎美術館 ※11/22 にオープン
（東京都墨田区亀沢二丁目７番２号）
■対象者：
（１）海外から外国人を招いて行う会議や報奨・研修旅行を都内で
開催する予定のある企業
（２）上記企業を顧客に持つミーティングプランナー及び DMC*等
*MICE 等に係るプログラム、ツアー等を企画・提案し、サービスを
提供する専門会社
■参加費：無料
■定 員：25 名程度
■申込期限：平成 28 年 12 月 2 日（金）まで
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/15/06.html
■お問合せ
≪事業全般に関すること≫
東京都産業労働局観光部企画課
TEL：03-5320-4695
≪セミナーの内容及び申込みに関すること≫
（公財）東京観光財団コンベンション事業部
TEL：03-5579-2684
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「外国人旅行者受入サービス向上セミナー」参加者募集
＜東京都＞
─────────────────────────────
このたび、飲食事業者の皆様を対象に、外国人旅行者受入サービ
ス向上に向けたセミナーを開催します。
外国人旅行者の現状や今後の動向、多言語対応などの受入環境整
備や集客、サービス向上にあたって必要な対応策や先進事例等をご
紹介いたします。
■開催日時・会場

平成 28 年 12 月 6 日（火）TKP 新宿カンファレンスセンター
平成 29 年 1 月 11 日（水）グラントウキョウサウスタワー
平成 29 年 1 月 12 日（木）むさし府中商工会議所
平成 29 年 1 月 13 日（金）リッチモンドホテルプレミア東京押上
■開催時間
14：00～16：30（開場 13：30）
■対象者：飲食事業者
■定 員：50 名（先着順）
■参加費：無料
■講演概要
○第一部「インバウンド旅行者の現状と日本の食に対する期待と課
題とは？」
○第二部「インバウンドで特別な存在になるためのポイント」
○第三部「明日から始められる！システムを活用したインバウンド
対応」
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/10/17/07.html
■お問合せ
≪事業全般について≫
産業労働局観光部受入環境課
TEL：03-5320-4802
≪申込方法・実施内容等詳細について≫
飲食向け外国人旅行者受入サービス向上セミナー・アドバイザー事務局
TEL：03-6835-6255
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】経営者、管理者のための「チームで取り組むビジネス整理術」
セミナー参加者募集＜東京商工会議所＞
──────────────────────────────
売上増加・コスト削減は「仕事の渋滞」を解消し、業務を効率化
することによって実現します。また、個人がバラバラに取組んでも、
全体としての改善効果には限界で、職場や会社という「チーム」を
見据えてお互いに協力し合うことが必要です。仕事の渋滞を解消し、
チームとして効率的な仕事を実現するために、このセミナーでは「
仕事の渋滞を解消し、チームとして効率的な仕事を実現する」ビジ
ネス整理の考え方をご紹介いたします。
■日 時：平成 28 年 12 月 7 日（水）14：00～16：00
■会 場：廣瀬第 2 ビル地下 1 階（東京都千代田区神田錦町 3-19）

■対 象：小規模事業者
■講 師：芳垣 玲子 氏（株式会社人材育成社 取締役）
■受講料：無料
■定 員：50 名
■申込期限：平成 28 年 12 月 5 日（月）
■お申込及び詳しくは
URL: http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-73738.html
■お問合せ
東京商工会議所 千代田支部
TEL: 03-5275-7286
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】AIIT イノベーションデザインフォーラム「より良い社会に
変えるためにパワーを繋ぐクルージ戦略」参加者募集
＜産業技術大学院大学＞
──────────────────────────────
AIIT マンスリー・フォーラム（ものづくり・デザイン分野）リ
ニューアル！「AIIT イノベーションデザインフォーラム」第 4 弾
を開催いたします。
第 4 回は「より良い社会に変えるためにパワーを繋ぐクルージ
戦略」と題し、
『繋げる人口知能』を研究されている西田佳史先生
(産業技術総合研究所 人工知能研究センター)をお招きしご講演い
ただきます。ワークショップにも初めて取り組みます。
■日 時：平成 28 年 12 月 5 日（月）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）
■場 所：産業技術大学院大学 6 階 611 教室
URL:http://aiit.ac.jp/about/access.html
■講演者：産業技術総合研究所 人工知能研究センター
首席研究員 西 田 佳 史
※研究者紹介
URL：https://staff.aist.go.jp/y.nishida/
■お申込及び詳しくは
URL:http://aiit.ac.jp/event_news/view/221
※参加受付には Doorkeeper を利用します。

■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 FAX:03(3472)2790
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】東京都・板橋区「医工連携交流会」in 帝京大学医学部付属
病院 参加者募集＜東京都・板橋区公社＞
─────────────────────────────
帝京大学医学部付属病院、板橋区との合同クラスター研究会と
なります。関係機関の参画及びマッチングの促進を目的として、
臨床現場での医療機器開発に係わるニーズ（お困りごと）を発表
いただきます。また、研究会後には、医療者等との交流会も設け
られます。多くの方のご参加をお待ちしております。
■日 時：平成 28 年 12 月 13 日（火）13：00～19：00
■会 場：提供大学 板橋キャンパス 臨床大講堂
（東京都板橋区加賀 2-11-1 本部棟 2 階）
■定 員：200 名
■参加費：無料
■対象者
医療機器産業・医工連携に関心をお持ちの臨床機関、大学、研究
機関、製販企業、ものづくり企業、その他行政・支援機関の方
■スケジュール
13：00～13：30 開会挨拶
13：30～17：15 臨床ニーズ発表
（医療者から 20～30 テーマの発表を予定）
17：30～19：00 医療者との交流会
■お申込及び詳しくは
URL：https://ikou-hub.tokyo/
■お問合せ
東京都医工連携 HUB 機構
TEL ：03-3502-6501
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】第 11 回ＭＡＣＣフォーラム「会社の継ぎかた／モノづくり
産業のミライ ～モノづくり女子あるあるトーク～」参加者募集
＜荒川区＞
──────────────────────────────

製造業の創業家に生まれた女性 4 名をゲストに迎え、事業承継
や今後のモノづくりの未来についてのパネルディスカッションや、
次代を担う東洋大学の女子学生を交えてのトークセッションを行い
ます。是非ご参加ください。
■日 時：平成 28 年 12 月 9 日（金） 15：00～18：45
■会 場：東洋大学 白山キャンパス 125 記念ホール
（文京区白山 5－28－20）
■対 象：中小企業経営者・従業員等
■定 員：80 名（お申込順）
■参加費：無料（交流会参加の方はおひとり 2,000 円）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/kouza/11th-maccforum.html
■お問合せ
荒川区経営支援課産業活性化係
TEL：03-3802-3111（内線：458）
▽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】
「新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-」
のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
国内外の展示会等への出展及び新聞・雑誌・Web サイト等へ
の広告掲載に要する経費の一部を助成します。
■対象者：都内に事業所を持つ中小企業
※その他要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。
■助成率・助成限度額：対象経費の 2/3 以内（限度額 150 万）
■受付期間：助成金予算終了まで
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1603/0025.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・5
E-mail：josei@tokyo-kosha.or.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「東京都中小企業職業訓練助成金」のご案内＜東京都＞
─────────────────────────────
東京都では、社員教育・人材育成に取り組む中小企業または共
同団体に対し助成金を支給します。
■対象者：以下を満たす中小企業または共同団体
○都内に本社又は主たる事業所があること。
○訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
○訓練を勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること。
やむを得ず勤務時間外に訓練を行う場合は、割増賃金を支払って

いること。
○同一の訓練について助成を受けていないこと。
■助成対象となる訓練
○都内で行われる OFF-JT（集合して行われ、通常の業務と区別で
きる訓練）
○出席率が 8 割以上の受講者が 2 人以上の訓練
○訓練時間
(1)自ら企画して実施する場合は 6 時間以上 12 時間未満。
(2)中小企業事業主が教育機関に派遣して実施する場合は 6 時間以
上 20 時間未満。
■支給額：一人 1 時間あたり一律 430 円
（ただし、予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額するこ
とがあります。
）
■申請の限度額：年度内での交付申請は 100 万円が上限です。
（交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。
）
■申請期限：平成 29 年 1 月 20 日（金）まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/ikusei/kunren_josei/
■お問合せ
東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当
TEL：03-5320-4718
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

