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今月 24 日（金）から始まるプレミアムフライデー。賛否両論あります
が、各企業が実施するイベント・導入企業職員のリフレッシュが経済好循
環のひとつの契機となってくれることを願います。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 63 号です。
今回もイベント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＞
【2】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＞
【3】
『東京イノベーション発信交流会』
（2/16）開催のご案内
◇都産技研初！ビジネスマッチング交流会を開催します！
＜都産技研＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】
「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！
＜板橋産業技術支援センター＞
【5】アキバテクノクラブオープンセミナー「スタートアップ大国
イスラエルの秘密」（3/2）参加者募集
◇話題の本の著者が講演します。ぜひご参加ください！
＜産総研＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【6】第 10 回としまものづくりメッセ「商談マッチングサービス」
のご案内
◇個別商談・マッチング事前エントリーサービスをはじめました！

＜豊島区＞
【7】
「IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」
（3/3）開催のご案内
◇IT 導入のきっかけに！自社課題解決のヒントが見つかる！
＜中小企業庁＞
【8】
「生産性向上事例セミナー」
（2/28）開催のご案内
◇業務の効率化や働き方の見直しに！
＜厚労省＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【9】
「市場開拓助成事業」のご案内
◇事業説明会を開催中です！
＜都公社＞
【10】
「製品開発着手支援助成事業」のご案内
◇事業説明会を開催中です！
＜都公社＞
【11】
「新製品・新技術開発助成事業」のご案内
◇事業説明会を開催中です！
＜都公社＞
【12】
「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＞
【13】
「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―――――――――――――――――――――――――
【14】
「いたばし健康づくりプロジェクト」参加者募集
◇（株）タニタとの協同事業です！ぜひご参加ください！
＜板橋区＞
【15】
「産業技術大学院大学入試説明会」のご案内
◇平成 29 年 4 月生向けの説明会を開催します！
＜産業技術大学院大学＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
『東京イノベーション発信交流会』開催のご案内＜都産技研＞
─────────────────────────────
新たな顧客との出会いの機会を提供し、製品化や事業化を促進
することを目的に、東京都立産業技術研究センターが初めて開催
するビジネスマッチング交流会「東京イノベーション発信交流会」
を開催します。
出展企業はさらなる製品開発や販売展開を求めています。全国
の企業・機関の皆様、ご来場をお待ちしています。
■日 時：平成 29 年 2 月 16 日(木) 10：30～17：30
■会 場：(地独)東京都立産業技術研究センター 本部
(江東区青海 2-4-10)
■対象技術分野：環境・エネルギー、生活技術・ヘルスケア、
機能性材料、安全・安心
■内 容：展示会、出展企業プレゼンテーション

■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.iri-tokyo.jp/site/jigyou/tokyo-innovation2017.html
■お問合せ
（地独）東京都立産業技術研究センター
技術経営支援部 交流連携室
TEL:03-5530-2134
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「塗膜＆めっき膜の膜厚測定実習」
（～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 28 日（火）まで
※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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】アキバテクノクラブオープンセミナー「スタートアップ大国
イスラエルの秘密」参加者募集＜産総研＞
─────────────────────────────
2016 年度 第 9 回アキバテクノクラブオープンセミナーは、CB
サロン（代表橘川幸夫氏）との共催で、
「スタートアップ大国
イスラエルの秘密」と題して、同名の本を刊行されアマゾン販売
数でトップ（分野別）を誇る著者の加藤清司氏をお招きし、欧米
各国で「中東のシリコンバレー」と呼ばれ「イノベーション」が

生まれてくる国として知られているイスラエルの秘密について
講演いただきます。
■日 時：平成 29 年 3 月 2 日（木）17：00～18：30 講演会
18：30～懇親会
■会 場：秋葉原ダイビル 5F、5C 会議室（講演会）
産学交流ゾーン（懇親会)
URL:http://bb-building.net/tokyo/deta/054.html
■参加費：無料（懇親会:1000 円）
■定 員：約 80 名【先着順】
■お申込：下記 URL よりご登録をお願い致します。
URL: https://fofa.jp/sangaku/a.p/101/
■お問合せ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
アキバテクノクラブ事務局
TEL：03-3252-1840
e-mail：info@akiba-sangaku.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第 10 回としまものづくりメッセ「商談マッチングサービス」
のご案内＜豊島区＞
─────────────────────────────
「としまものづくりメッセ」は、区内企業を中心に優れた製品
や高い技術を一堂に展示・紹介する産業見本市です。昨年度の来
場者数は 3 日間で 21,101 名と過去最多でした。今年度も、98 社
・団体／106 小間と多くの企業様に出展していただきます。
今年度より地域産業活性化のため、メッセ内別会場にて個別商
談・マッチング事前エントリーサービスを企画しました。
個別商談・マッチング希望企業との商談をご希望される場合は、
下記問合せ先までご連絡ください。商談日時等を事前に調整させ
ていただきます。皆様のご連絡をお待ちしております！
■日 時：平成 29 年 3 月 2 日（木）～4 日（土）
10：00～17：00（最終日は 16：00 まで）
■会 場：サンシャインシティ 展示ホールＢ
（文化会館 4Ｆ）豊島区東池袋 3－1－4
■入場料：無料
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.toshima-messe.jp

■お問合せ
としまものづくりメッセ実行委員会事務局
TEL:03－4566－2742 FAX：03－5992－7088
e-mail：A0029099＠city.toshima.lg.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】
「IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」
（3/3）開催のご案内
＜中小企業庁＞
─────────────────────────────
このたび、経済産業省中小企業庁が主催で、中小企業・小規模
事業者の IT リテラシーを高め IT 導入による生産性向上、販路拡
大の促進を目的に、IT ベンダー、サービス事業者、専門家等の支
援にて有識者や先駆者による講演会や、専門家による導入相談会
などの複合イベント、
「IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」
を 3 月 3 日東京会場を皮切りに全国 10 カ所で開催致します。
≪東京会場のご案内≫
■日 時：平成 29 年 3 月 3 日（金）11：00～18：00
■会 場：ベルサール東京日本橋
■詳しくは
URL: http://www.it-fair.jp/
■お問合せ
中小企業庁 プラス IT フェア事務局
TEL:03-3431-5088
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「生産性向上事例セミナー」開催のご案内＜厚労省＞
─────────────────────────────
このセミナーでは、中小企業などで、業務の効率化や働き方の
見直しなどによる生産性の向上を実現し、賃金の引上げを目指す
ための方法などについて、経験豊富なコンサルタントが講演しま
す。
また、厚生労働省の助成金を活用して生産性を向上し、企業内
の最低賃金を引き上げることに成功した企業や業種別中小企業団
体の取組事例も紹介します。
■日 時：平成 29 年 2 月 28 日（火）14：30～16：30
■会 場：中小企業会館 9 階（東京都中央区銀座 2-10-18）
■内 容
１．講演「仕事の生産性向上と付加価値の向上」
・企業経営の目的
・生産性を向上させるための大前提

・生産性向上と仕事の付加価値の向上
・会社と社員の成長で賃金引上げを実現する
２．事例紹介
厚生労働省の助成金を活用して生産性を向上し、賃金の引上げを
実現した企業や業種別中小企業団体の取組事例を紹介
■対 象：中小企業の経営者や人事・総務の担当者など
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.seisanseikojo.com/s/index.php?1142d8SRlA1JxOhfHi2fbe7
■お問合せ
厚生労働省委託事業
「生産性向上事例セミナー」事務局（トーマツ内）
TEL:080-4600-6497
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「市場開拓助成事業」のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
本助成事業は、都内中小企業者等が東京都及び公社による一定
の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販
路拡大を行う場合に必要となる経費の一部を助成することにより、
新規取引先の開拓を図るなど、都内の中小企業者等の振興に資す
ることを目的としています。
■対 象：東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発
し、製品化した製品・サービス等の販路開拓のために、国内外の
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
■助成対象期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日
■助成率・限度額：1/2 以内（300 万円）
■申請書類提出日申込期間：
平成 29 年 2 月 9 日（木）～4 月 10 日（月）
※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。
■申請受付期間：平成 29 年 4 月 17 日（月）～19 日（水）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・5
Email：josei@tokyo-kosha.or.jp

▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】
「製品開発着手支援助成事業」のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
開発の初期段階のアイデアや構想の技術検証を行う都内中小企
業者等に対し、本格開発に着手する前の事前検証に要する経費の
一部を助成します。
■対 象：東京都内に主たる事業所を有する中小企業者等
■助成対象期間：平成 29 年 7 月 1 日～最長平成 30 年 6 月 30 日
■助成率・限度額：1/2（100 万円）
■申請書類提出期間：平成 29 年 4 月 17 日（月）～5 月 12 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・7895
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「新製品・新技術開発助成事業」のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
本事業では、実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発
を行う都内中小企業者等に対し、試作開発における原材料費や委
託・外注費、ソフトウェア開発の人件費など、開発経費の一部を
助成します。
■対 象：東京都内に主たる事務所を持つ中小企業者等、個人事
業者、都内での創業予定者等
■助成対象期間：
平成 29 年 4 月 1 日（土）～平成 30 年 12 月 31 日（月）
■助成率・限度額：1/2（限度額 1,500 万円）
■申請書提出期限：平成 29 年 4 月 14 日（金）
■申請受付期間：平成 29 年 5 月 15 日（月）～5 月 19 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課

TEL：03-3251-7894・7895
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「いたばし健康づくりプロジェクト」参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
（株）タニタと協同で実施する皆様の健康をサポートするプロ
ジェクトです。下記日程の参加者の募集を開始しました。
■実施期間：平成 29 年 4 月～9 月
■対 象：区内在住・在勤
（スポーツコースは在学の方も参加可能）
■コースのご案内
体力やニーズに合わせた４つのコースがありますので、講習会の
内容から好きなものをお選びください。
【健康増進コース】
講習会で知識を取得！ゆったり自分のペースで健康づくり。
（１）しっかりコース
セミナーメインのコースです。健康に関する知識を学びます。
（２）ゆったりコース
セミナーなどはないため、忙しい方に向いてます。
【スポ―スコース】
スポーツで健康に！楽しんで運動できるよう様々なスポーツを
ご用意しています！
（３）ステップアップコース
今の自分より少し体力アップしたい方向け。
（４）スタンダードコース
久々に運動したい方、スポーツを始めたい方向け。
■参加費：3,000 円
■申込期限： 3 月 24 日(金)まで

■詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/071/071053.html
■申込方法：各コースで異なるのでご注意ください！
健康増進コース・・・E メールまたは往復はがき
スポーツコース・・・電子申請で先着順
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/071/071018.html
■お問合せ
≪健康増進コース≫
板橋区健康推進課
≪スポーツコース≫
板橋区スポーツ振興課

TEL：03-3579-2302
TEL：03-3579-2651

▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「産業技術大学院大学入試説明会」のご案内
＜産業技術大学院大学＞
─────────────────────────────
本学は、東京都が設置した、高度専門職技術者を育成する専門
職大学院大学です。平成 29 年度 4 月生向けの入試説明会を以下
のとおり実施します。
社会人が学びやすい教育システムにより、勤務時間外の有効活
用で修士号（専門職）を取得できます。興味のある方は、是非ご
参加ください。
■日 時：2017 年 2 年 25 日(土) 19:30～21:30 ※開場 19:00～
■会 場：品川シーサイドキャンパス
■詳しくは
URL:http://aiit.ac.jp/admission/guidance.html
■お問合せ
産業技術大学院大学 教務学生入試係
TEL:03-3472-7834

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

