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日本電産㈱は残業ゼロを目標に、2020 年までに最新ロボットの導入や
業務効率化のソフトウェア整備等に 1,000 億円を投じる予定とか。
IoT や AI の活用で、働き方はどのように変容していくのでしょうか。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 62 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】『DMM.make AKIBA Base ＆ Studio ツアー 2017』（2/13）
開催のご案内
◇ベンチャー・起業家のアイデアが生まれる開発現場を視察します！
＜板橋区＞
【2】ものづくり夜間大学校「モノづくり企業のための商品開発セミ
ナー」
（3/8、3/15）参加者募集
◇業界を独占するテクニックとは？アイデアの導き方が学べます！
＜板橋区公社＞
【3】有名ホテルチェーンのキーマンが語る！特別講演(2/22)
参加者募集
◇「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式と同時開催です！
＜板橋区公社＞
【4】
「平成 29 年度都内中小企業向け助成事業説明会」のご案内
◇中小企業の経営や技術の活性化の取組みを支援します！
＜都公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【5】
「企業価値 UP のキーワードが面白いほどわかるセミナー」
（2/16）参加者募集
◇人気のテーマ『IoT』
『産学連携』
『補助金取得』をピックアップ！
＜板橋区公社＞
【6】
「塗膜＆めっき膜の膜厚測定実習」
（2/6～2/28）参加者募集
◇先着 5 社！センター設置機器の実用セミナーです！

＜板橋産業技術センター＞
【7】中小企業が活用できる「人材確保・育成分野の助成金」セミ
ナー参加者募集
◇助成金制度の基礎、申請のノウハウ等についてお話します！
＜都公社＞
【8】
「第 2 回中小企業のための医工連携セミナー」
（2/21）参加者
募集
◇医療機器産業に興味のある方、お待ちしております！
＜都公社＞
【9】
「技術戦略講座～不確実な事業環境への柔軟性をもち、競合
に対して事業として勝つためのポイントとは～」
（2/25、3/25）
参加者募集
◇技術でも事業でも勝ち、力強く生き抜くコツを紹介！
＜産業技術大学院大学＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【10】
「起業家交流会 2017」
（2/13）開催のご案内
◇輪を広げ、つながりを活かしましょう！締切 2/6 まで。
＜豊島区・北区・荒川区＞
【11】ASEAN4 カ国との医療機器商談会とセミナー（2/23、24）開催
のご案内
◇国内では最大規模の海外企業商談会です！
＜中小機構＞
【12】
「2017 AIIT PBL プロジェクト成果発表会～IT とものづくりの
明日を考える～」
（2/11）開催のご案内
◇入退場自由！ぜひご来場ください！
＜産業技術大学院大学＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】
「医療機器産業参入促進助成事業」のご案内
◇製品開発に係る経費を助成します！
＜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】
「業務改善助成金」のご案内
◇中小企業の生産性向上を支援します！
＜厚労省＞

▼その他―――――――――――――――――――――――――
【16】
「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」のお知らせ
◇外国語メニューを無料で簡単に作成できます！
＜東京都＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】『DMM.make AKIBA Base ＆ Studio ツアー 2017』開催の
ご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
DMM.make AKIBA の施設見学及び相談会をとおし、アイデアが生
まれる創発の場となっている開発現場を見学するとともに、そこ
で活動する起業家・ベンチャー企業のニーズを把握することで、
新しい連携の可能性を探求します。
■日 時：平成 29 年 2 月 13 日 （ 月 ） 15： 00 ～ 17： 30
■会 場：DMM.makeAKIBA
（東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル 10F・12F）
URL:https://akiba.dmm-make.com/
■対 象：板橋区内ものづくり企業
■参加料：無料
■定 員：10 社（申込順）
■申込期限：平成 29 年 2 月 7 日（火）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_event/081/081452.html
■お問合せ
板橋区産業経済部 産業振興課 活性化戦略 G
TEL：03-3579-2193
E-mail：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】ものづくり夜間大学校「モノづくり企業のための商品開発セ
ミナー」参加者募集＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
世の中には小さな市場でも、大きなシェアを誇り、安定して稼
ぎ続けている中小企業がたくさんあります。隙間商品の特徴を学
び、ビジネスチャンスを掴みましょう！

●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 29 年 3 月 8 日（水）、15 日（水）
※連続講座となります。
18：30 ～20：30 （18：00 受付開始）
■テーマ：
「安定した利益を生み出すニッチ商品とは？」
～モノづくりニッチで起業～
■講 師：隙間商品コンサルタント 日比 恆明 氏
■会 場：ハイライフプラザいたばし２階ホール
（板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：製造業の経営者、社員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
■定 員：80 名（申込順）
■申請期限：平成 29 年 3 月 7 日（火）
■お申込及び詳しくは
URL:http://itabashi-kohsha.com/?p=5563
■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
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】有名ホテルチェーンのキーマンが語る！特別講演 参加者
募集＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
業界トップクラスの稼働率、客室単価を誇るホテルチェーンの
仕組み、ノウハウとは？「１円当たりの顧客満足日本一」を理念
に掲げる同社のキーマンにご講演をいただきます。
また講演にあわせて、平成 28 年度いたばし働きがいのある会
社賞表彰式を行います。
■日 時：平成 29 年 2 月 22 日（水） 18:30～（開場 18：00）

■スケジュール
18:30～平成 28 年度「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式
19:30～「特別講演」
講 師 株式会社スーパーホテル
常務取締役 山本 健策 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：企業経営者、総務・人事担当者
■参加費：無料
■定 員：100 名（申込順）
■お申込及び詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/3372
■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
電話：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E メール：jshien@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】
「平成 29 年度都内中小企業向け助成事業説明会」のご案内
＜都公社＞
─────────────────────────────
都内中小企業者等の本格的な開発の初期段階のアイデアや構想
の技術検証、新製品や新技術の開発、ものづくり基盤技術の高度
化、国内外の展示会への出展などにかかる経費の一部を助成しま
す。
この度、平成 29 年度の助成事業について説明会を開催いたしま
すので、是非ご参加ください。
■助成事業
（１）製品開発着手支援助成事業
（２）新製品・新技術開発助成事業
（３）ものづくり企業グループ高度化支援事業
（４）市場開拓助成事業
※事業詳細・募集要項等は、2 月上旬ごろに公開予定です。
■日時・会場
2 月に７回開催します。詳細は下記 URL をご覧ください。
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1701/0016.html

■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail：josei@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「企業価値 UP のキーワードが面白いほどわかるセミナー」
参加者募集＜板橋区産業振興公社＞
─────────────────────────────
半分諦めていた IOT や産学連携が、きっと身近になります。
人気テーマを詰め込んだセミナーとなっていますので、この機会
に是非ご参加ください。
■日 時：平成 29 年 2 月 16 日（木）13：00～17：00
■会 場：ハイライフいたばし 2 階
（東京都板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：主にものづくり企業にお勤めの方を対象としておりま
すが、どなたでもご参加いただけます。
■参加費：無料
■プログラム
【第一部】安価に始める IoT 入門 13：00～14：30
【第二部】よく分かる産学公連携 14：45～16：05
【第三部】知ってお得、補助金情報 16：20～17：00
■申込期限：平成 29 年 2 月 16 日（木）
■お申込及び詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/5470
■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１グループ
TEL：03-3579-2192 FAX:03-3963-6441
E-mail:khk@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「塗膜＆めっき膜の膜厚測定実習」
（2/6～2/28）参加者募集
＜板橋産業技術センター＞
─────────────────────────────
測定試料を研磨し、断面をデジタルマイクロスコープで観察し、

膜厚を計測します。ぜひご活用ください。
■セミナーの特徴
（１）各社ごと個別に実施します。
（２）試料作成の翌日以降に膜厚測定実習を行うため、2 日間の
セミナーとなります。
（３）膜厚測定を希望する試料片をご持参ください。
試料は 2 個までとします。
■開催日：平成 29 年 2 月 6 日（月）～28 日（火）
※事前に希望日を調整・決定します。
■会 場：板橋産業技術支援センター
（東京都板橋区舟渡 3－5－8）
■募集企業数：板橋区内企業 先着 5 社（各社 3 名まで）
■受講料：無料
■お申込及びお問合せ
板橋産業技術支援センター
TEL:03-3960-2800 FAX：03-3960-2802
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】中小企業が活用できる「人材確保・育成分野の助成金」
セミナー参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
経営力を向上させるためには、社員の戦力化や、社員が能力を最
大限発揮できる職場環境を作ることが必要です。
本セミナーでは、経営資源で最も重要とされる人材力の向上や組
織の活性化に向けて、中小企業が活用できる人材確保・定着・育成
分野および職場環境整備等の助成金について情報提供いたします。
■日 時
【第 1 回】平成 29 年 2 月 8 日（水）10：00～12：00（受付 9：30～）
【第 2 回】平成 29 年 2 月 8 日（水）14：00～16：00（受付 13：30～）
【第 3 回】平成 29 年 3 月 8 日（水）10：00～12：00（受付 9：30～）
【第 4 回】平成 29 年 3 月 8 日（水）14：00～16：00（受付 13：30～）
※第 1 回、第 2 回、第 3 回、第 4 回は同じ内容で実施いたします。
■会 場：秋葉原 UDX（東京都千代田区外神田 4-14-1）
【第 1 回】
【第 2 回】 4 階 ギャラリーネクスト Next-3
【第 3 回】
【第 4 回】 6 階 カンファレンス F
■講 師：那須 藤生 氏
（有限会社ピー・エムスリー 代表取締役社長）
■参加費：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/1612/0015.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
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「第 2 回中小企業のための医工連携セミナー」参加者募集
＜都公社＞
─────────────────────────────
医療機器産業に実際に参入した経験を持つ企業の実体験や、参
入にあたっての留意事項を聴講していただき、正しい知識を身に
つけていただくことを目的にセミナーを開催します。
■日 時：平成 29 年 2 月 21 日（火） 13：00～15：00
■会 場：日本橋ライフサイエンスビルディング 10 階 1004 会議室
（東京都中央区日本橋本町 2-3-11）
■対 象
・医療機器産業に興味がある
・医療機器産業へ販路開拓を考えている都内中小企業の皆様 等
■参加費：無料
■定 員：50 名
■セミナーテーマ（予定）
第 1 部：「ものづくり企業の医療機器新規参入事例と課題」
【講師】高島産業株式会社
開発部 Ｍ推進課 課長 大和 淳司 氏
第 2 部：「医療機器開発の留意点及び製販企業とものづくり企業と
の係り方」
【講師】株式会社フジタ医科器械
代表取締役社長 前多 宏信 氏
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1701/0014.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課
担当：藤村・石坂
TEL：03-5201-7323

E-mail：medical@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「技術戦略講座～不確実な事業環境への柔軟性をもち、競合
に対して事業として勝つためのポイントとは～」参加者募集
＜産業技術大学院大学＞
─────────────────────────────
この講座は、研究開発部門や設計開発部門、新事業開発部門そ
の他経営企画部門、知財部門、技術営業部門に従事される皆さま
を対象に「シナリオプランニング」と「競合他社ベンチマーキン
グ」活用し、不確実な事業環境のもと企業が力強く生き抜く方法
を紹介します。
■日 時：平成 29 年 2 月 25 日(土)、3 月 25 日(土)の 2 日間
いずれも、10：00 ～ 13：00、14：00 ～ 17：00
■会 場
○2 月 25 日(土)産業技術大学院大学（東京都品川区東大井 1-10-40）
○3 月 25 日(土)品川区立品川産業支援交流施設 SHIP
（東京都品川区北品川 5-5-15 大崎ブライトコア 4 階）
■参加費：無料
■定 員：20 名（先着順）
■申込期限：平成 29 年 2 月 17 日(金)
■詳細はこちら
URL: http://aiit.ac.jp/event_news/view/230
■お申込はこちら
URL: https://aiit.doorkeeper.jp/events/55197
※上記フォーム、またはEmail、FAXにてお申込みください。
■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 Email:opi@aiit.ac.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】
「起業家交流会 2017」開催のご案内＜豊島区・北区・荒川区＞
─────────────────────────────
豊島区・北区・荒川区の起業家・起業を検討している方を対象
に、3 区合同の起業家交流会を開催いたします。この機会に起業
家同士の「つながり」の輪を広げ、新たなビジネスチャンスを探
してみませんか。
■日 時：平成 29 年 2 月 13 日（月）18：00～20：45

■会 場：北とぴあ 13 階 飛鳥ホール（北区王子 1-11-1）
■概 要
第 1 部：トークセッション「起業 5 年の壁を突き抜けろ！」
第 2 部：懇親会（有料：1,500 円）
※第１部のみ参加の場合は無料
■対 象：起業に関心がある方、または起業しておおむね 5 年以
内の方（個人・法人問わず）
■定 員：80 名（申込順）
■申込期限：平成 29 年 2 月 6 日（月）まで
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/event/28kigyoukakouryuukai2.html
■お問合せ
北区地域振興部産業振興課経営支援係
TEL：03-5390-1237
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】ASEAN4 カ国との医療機器商談会とセミナー開催のご案内
＜中小機構＞
─────────────────────────────
ASEAN 主要 4 カ国（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナ
ム）から医療機器関連企業に絞って招聘し、商談会を開催します。
各国の関連企業が一堂に会し、日本において商談ができるまた
とない機会です。
また新しい試みとして、商談会には 4 カ国 7 医療機器協会の幹
部も参加し、個別に相談ができます。規制、認証や特許、貿易に
ついてビジネスに役立つ様々な情報を提供します。
■日 時：平成 29 年 2 月 23 日（木）、24 日（金）
※セミナーは 2 月 24 日（金）開催
■会 場：東京会場（TKP ガーデンシティ品川）
■招聘企業・協会
・ASEAN の医療機器関連企業（31 社）
※製造事業者及び販売事業者
・ASEAN の医療機器協会（7 団体）
■参加費：商談会・ビジネスセミナー無料
（24 日の交流会は、参加費 3,000 円）

■申込期限：平成 29 年 2 月 8 日（水）
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.smrj.go.jp/kikou/press/honbu/100200.html
■お問合せ
（独）中小企業基盤整備機構 販路支援部
担当者：徳野、藤巻、坂口
TEL：03-5470-2375（ダイヤルイン）
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「2017 AIIT PBL プロジェクト成果発表会」
（2/11）開催の
ご案内＜産業技術大学院大学＞
─────────────────────────────
本学創立以来第 10 回目となる、
「2017 AIIT PBL プロジェクト
成果発表会」を開催いたします。PBL（Project Based Learning）
という実務体験型の学修をした本学の２年生が、ＩＴ業界やもの
づくり業界などの実社会の業務内容に近いプロジェクトに１年間
取り組んだ成果をプレゼンテーションします。
■日 時：平成 29 年 2 月 11 日（土・祝）9:30～18:00
●開場
9：30
●学長挨拶 9：50
●成果発表 10：00～17：30
■会 場：東京国際フォーラム ホール B5（B ブロック 5 階）
東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号
URL: https://www.t-i-forum.co.jp/user/facilities/b5/
■入場料：無料
■お申込
URL: https://aiit.doorkeeper.jp/events/55304
※参加受付には Doorkeeper を利用します。
■詳しくは
URL:http://aiit.ac.jp/announce/pbl_exhibition.html
■お問合せ
産業技術大学院大学 管理部管理課 教務学生入試係
TEL:03(3472)7834 FAX:03(3472)2790
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「医療機器産業参入促進助成事業」のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医
療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続く支援として製品
開発に係る経費の一部を補助します。
■対 象
東京都内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者など
※申込対象者には、ほかにも要件がございます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
■助成率：対象経費の 2/3
■助成限度額：5,000 万円（最低申請額 500 万円）
■事前ヒアリング受付期間：H29 年 1 月 4 日～3 月 7 日
※申請書提出予定件数が一定数を超えた時点で受付を終了いたします。
■申請書提出期間：H29 年 3 月 15 日～3 月 30 日
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「業務改善助成金」のご案内＜厚労省＞

─────────────────────────────
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃
金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成する制度
です。
■支給対象者
事業場内最低賃金 800 円未満から、1,000 円未満の全国 47 都
道府県に事業場を設置している中小企業・小規模事業者に拡充さ
れました。
■支給要件
（１）事業実施計画を策定すること
（２）引上げ後の賃金額を支払うこと
また、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
（３）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。
■助成コース：5 つのコースで利用しやすくなりました！
詳細は下記 URL よりご覧ください。
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
■お問合せ
≪東京都内企業のお問合せ先≫
東京都最低賃金総合相談支援センター
TEL：0120-311-615
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」のお知らせ
◇外国語メニューを無料で簡単に作成できます！
＜東京都＞
─────────────────────────────
かんたんにお店の外国語メニューが無料で作成できるウェブサ
イトです。また、作成した店舗情報＆メニューは東京都公式の「
外国語メニュー」がある飲食店検索サイトに無料で掲載できます。
■利用対象：東京都の飲食店
■翻訳言語：12 種類
■詳しくは
URL:http://www.menu-tokyo.jp/menu
■お問合せ
TEL：050-5865-1313（操作に関するヘルプデスク）

平日 11：00～18：00 受付

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「産業情報メルマガ」
欄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、ご送信ください。
─────────────────────────────

************************＊＊＊＊＊
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
＊＊＊＊＊************************

