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訪日外国人客数が過去最高の 2,000 万人を突破した！年々増加する
外国人旅行者に期待が増します。また、先日決まったアメリカ大統領
選、日本への影響はいかに。今後の動向に目が離せません。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 58 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】
「いたばし光と食の祭典」
（11/27）開催のご案内
◇食を通じて繋がる！集まる！板橋オリめしを食べに来ませんか？
＜板橋区＞
【2】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
◇新事業の開発などに興味のある方、ぜひご参加ください！
＜板橋区公社・北区＞
【3】
「マイナンバー制度に伴う実務対応直前講座」
（11/25）参加
者募集
◇対応がまだ完全でない方や再確認したい方もご受講ください！
＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
【4】
「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＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【5】
「人材がよく育つ！組織づくりの 3 つのポイント」
（11/25）
参加者募集
◇人づくりは、まず組織づくりから！
＜都公社＞
【6】
「下請取引基本契約と下請代金法」セミナー参加者募集

◇経営者・管理者・実務担当の方必見です！
＜都公社＞
【7】東京都デザイン導入支援セミナー「自社の「魅力」を再発見
し、企業ブランディングに活かそう」
（11/29）参加者募集
◇中小企業こそブランド戦略は重要です！
＜都公社＞
【8】
「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＞
【9】TOKYO 企業塾「なぜベンチャーキャピタルから投資を勝ち取れ
たのか？～ビジネスを世界に発信するプロセスとは～」
（11/30）
参加者募集
◇興味のある方は、お気軽にご参加ください！
＜都公社＞
【10】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＞
▼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＞
【13】「第 4 回ビジネスマッチング in 東京」（2/16）発注側企業
募集
◇協力企業の新規開拓・情報収集を希望する企業の方は、ぜひ
ご参加ください！
＜都公社＞
【14】
「大手ロボットメーカー・ジェグテック商談会」
（12/14）
開催のご案内
◇新しいパートナーに出会えるチャンス！
＜中小機構＞
【15】ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会 「中小
企業 新ものづくり・新サービス展」
（11/30～12/2）開催のご案内

◇新しい「ビジネスシーズ」に出会える場です！
＜全国中小企業団体中央会＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【16】
「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＞
【17】
「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＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「いたばし光と食の祭典」開催のご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
板橋区では、飲食店・商店街がチャレンジできる場として、また
そこに集う区民の皆様と交流を生む場を提供することを目的とした、
食にまつわる新しいアイデアから新発想を生む食のイベント「板橋
オリめし™プロジェクト 2016」を開催します。
当日は、オリンピック選手やトップシェフが来場！料理好き男子
の杉浦太陽さんや一流シェフ、アスリート・栄養管理士等も特別来
場しトークショーを展開します。
※「板橋オリめし」とは、MADE IN 板橋のオリジナル名物料理で
す。
■日 時：平成 28 年 11 月 27 日（日）11：00～17：00
■会 場：板橋区清水町エリア一帯
（メイン会場）東洋大学総合スポーツセンター前道路
（商店街会場）曙商店会、板橋イナリ通り商店街、二十日睦会、
板橋清水商店会、坂町商店会、清水稲荷神社
■入場料：無料
■詳しくは
URL: http://www.orimeshi.com/
■お問合せ
光輝く飲食店経営ネットワーク創造事業 イベント事務局
株式会社アール・ピー・アイ 担当：金城、菅野
TEL：03-5212-3411（代）
［受付時間：10:00〜17:00］
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】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）
■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 12 月 2 日（金）
までに、FAX または E-mail にてご提出ください。
■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
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「マイナンバー制度に伴う実務対応直前講座」参加者募集
＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
──────────────────────────────
昨年 10 月よりマイナンバーの通知が始まり、個人情報のため
厳格な管理が求められます。本セミナーでは、企業がマイナンバ
ー制度対応にあたって、備えておくべき会社のルール作りの再確
認から実務担当者が押さえておかなくてはいけない具体的な事項

についてわかりやすく解説します。
■日 時：平成 11 月 25 日（金）14：00～16：00
■会 場：板橋法人会 3 階会議室
■対 象：経営者、会社のマイナンバー担当者
■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：社会保険労務士・初級産業カウンセラー
野澤 直子 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
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「人材がよく育つ！組織づくりの 3 つのポイント」
参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
人材を育てるためには、土壌となる会社全体を上手に運営する
仕組みの整備が必要となります。つまり会社が活性化していなけ
ればなりません。本セミナーでは、会社の骨格から鍛え直し、人
材が気持ちよく育つための手法をご紹介いたします。
■日 時：平成 28 年 11 月 25 日（金）14：00～16：30
■会 場：秋葉原 UDX6 階 カンファレンス E
（千代田区外神田 4-14-1）
■講 師：東京商工会議所
九川 謙一 氏

港支部 事務局長

■参加料：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/1609/0020.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
TEL:03-3832-3675

人材支援係

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「下請取引基本契約と下請代金法」セミナー参加者募集
＜都公社＞
─────────────────────────────
公正な取引を行うためには、親事業者・下請事業者の双方が契
約の基本理念や関係法令を理解しておくことが重要です。
本セミナーでは下請取引に精通した講師が「下請取引契約」の

基礎知識および下請代金支払遅延等防止法のポイントや事例など
をわかりやすく解説いたします。
■対 象：都内企業経営者・管理者及び下請取引にかかわる実務担
当者の方（主に製造業の方）
■開催日時・会場（下記のうち、いづれか 1 回）
第 1 回 平成 28 年 11 月 22 日（火）13：30～17：00
（公財）東京都中小企業振興公社 本社 3 階会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
第 2 回 平成 28 年 12 月 2 日（金） 13：30～17：00
（公財）東京都中小企業振興公社 本社 3 階会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
第 3 回 平成 28 年 12 月 7 日（水） 13：30～17：00
城南地域中小企業振興センター2 階 研修室
（東京都大田区南蒲田 1-20-20）
■概 要
第 1 部 13：30～14：30
【書類編】契約書の作り方と注意点
講師 弁護士 中村英示 氏
第 2 部 14：40～16：40
【法律編】下請代金支払遅延等防止法の概要
講師 下請センター東京紛争解決専門員 金子博任

氏

■参加費：無料
■定 員：各回 40 名（先着順）
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1610/0008.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課
TEL: 03-3251-7883
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】東京都デザイン導入支援セミナー「自社の「魅力」を再発見し、
企業ブランディングに活かそう」参加者募集＜東京都＞
──────────────────────────────
本セミナーでは、中小企業経営者専門のブランド・デザイナー
として、強みや理念だけでなく、社風を汲んで正しく社会や社員
に浸透するデザインを提供している上田氏を講師に迎えて、
「中小
企業に必要なブランディングの考え方」についてお話しいただき

ます。
■日 時：平成 28 年 11 月 29 日（火）13：30～15：30
■会 場：東京都産業労働局秋葉原庁舎 3 階 第 1 会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
■講 師：上田 聰司 氏
プラスディーアンドシー合同会社 代表職務執行者社長
CI ディレクター／デザイン経営秘書
■参加費：無料
■募集数：50 名（先着順）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0004.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 経営戦略課
TEL：03-5822-7232
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】TOKYO 企業塾「なぜベンチャーキャピタルから投資を勝ち取れ
たのか？～ビジネスを世界に発信するプロセスとは～」参加者募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
資金調達といえば銀行からの借入が主流ですが、ベンチャーキャ
ピタル（VC）から投資を受けるという選択肢もあります。
VC から投資を受けるのは決して簡単ではありませんが、本セミナ
ーを受講することで、ベンチャー起業家と VC 双方からの視点で投資
について理解することができます。
■日 時：平成 28 年 11 月 30 日（水）18：30～21：00
■会 場：東京都産業労働局 秋葉原庁舎 3 階第 1 会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
■プログラム
第 1 部：ベンチャーキャピタル（VC）の実情
現在の投資環境、国内 VC の特徴、投資までの流れや投資の実施基準
など、なかなか見えにくい VC の概要について VC の投資家からお話し
していただきます。
第 2 部：ベンチャー企業家と投資家によるトークディスカッション
ベンチャー起業家と実際に投資を行った VC の投資家のお二人に、投
資を受けるまでのプロセスや苦労話など、当セミナーでしか聞けない
リアルな話を本音でお話ししていただきます。
■受講料：無料
■申込期限：平成 28 年 11 月 28 日（月）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1610/0016.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 創業支援課
TEL：03-5822-7230

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】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 07 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
▽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～」＜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）
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「第 4 回ビジネスマッチング in 東京」発注側企業募集
＜都公社＞
──────────────────────────────
ビジネス上の連携促進を目的とした、都内中小企業と直接面談
する商談会を開催します。
下記のニーズをお持ちの企業様は是非お申し込みください。
（1）自社に無い設備や資格を持った企業を探したい
（2）新製品の試作を依頼したい
（3）新たに協力工場を探したい
（4）独自製品・独自技術を持った企業を探したい
（5）より高い技術力を持った協力企業を探したい
（6）研究開発パートナーを見つけたい
■開催日時：平成 29 年 2 月 16 日(木) 13：00～17：00
■会 場：台東区立台東区民会館 9 階ホール
（台東区花川戸 2-6-5）
■募集定数：20 社程度（※募集定数に達し次第、締切ります）
■参加費：無料
■申込期限：平成 28 年 11 月 30 日(水) 17:00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2016/index7.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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「大手ロボットメーカー・ジェグテック商談会」開催のご案内
＜中小機構＞
──────────────────────────────
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）は、中小企業
者との取引や連携を希望する大手ロボットメーカーとの商談会を
下記のとおり開催します。

■

日 時：平成 28 年 12 月 14 日(水）

■

会 場：中小機構 会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1）

■

参加する大手企業

川崎重工業株式会社

■

参加費：無料（事前予約制）

■

申込期限：平成 28 年 11 月 18 日（金）まで

■

商談会お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099084.html
※また同日開催の「ロボット活用による新分野展開セミナー」の
お申込みも受け付けております。
≪セミナーテーマ≫
「産業ロボットの活用による新分野展開、ロボット活用の可能性
について」
≪講 師≫川崎重工業株式会社 ロボットビジネスセンター
営業企画部 副部長 真田知典氏 ほか
≪日 時≫平成 28 年 12 月 14 日（水）10 時 30 分～12 時
≪定 員≫150 名
≪申込期限≫平成 28 年 12 月 12 日正午
（定員に達し次第、申込受付を終了いたします）
≪セミナーお申込及び詳しくは≫
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099085.html

■

お問い合わせ
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会 「中小企
業 新ものづくり・新サービス展」開催のご案内
＜全国中小企業団体中央会＞
──────────────────────────────
新ものづくり・新サービス展では、
「ものづくり補助事業」を通じ
て全国の中小企業が生み出した新しい製品・技術・サービスの発表、
及びビジネスマッチング会を行います。
自分たちの事業を加速させる新しいアイディアに出会うきっかけ。
この展示会では、そんな機会をご用意してお待ちしています。

■日 時：平成 28 年 11 月 30 日（水）～ 12 月 2 日（金）
■会 場：東京ビッグサイト 東 7・8 ホール
■入場料：無料
■概 要
(1)ブース展示
「製造業」
「情報通信業」
「卸売業・小売業」
「技術・サービス業」
他の産業分類に基づき、わかりやすくエリア区分の上、展示します。
(2)ビジネスマッチング
来場者・出展者の皆様の新たな出会いを促進するためサポートを行
います。
(3)出展者プレゼンテーション
会期中 50 社を超える出展者によるプレゼンテーションを行い、製品、
サービスや技術の紹介を行います。
(4)セミナー
著名な経営者・文化人による最先端のビジネス傾向・課題、先進
事例に関する講演や中小企業経営者による実践事例の紹介、専門
コンサルタントによる経営支援・海外展開・新規事業開発・販路
開拓・社会トレンド等をテーマとした講演を行います。
■セミナー聴講のお申込及び詳しくは
URL：http://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/
■お問合せ
ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会
「中小企業 新ものづくり・新サービス展」運営事務局
TEL：03-5510-7656 / FAX：03-3508-0820
jimukyoku@shin-monodukuri-shin-service.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17】
「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

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

