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明日から 4 月。今週末は東京で桜の見ごろを迎えるとのこと。
出会いと別れの季節は何かと落ち着きませんが、この土日はお花見で
一息ついてはいかがでしょうか。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 66 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】
「板橋区開発チャレンジ補助金」のご案内
◇補助金＋地元企業に密着した支援です！
＜板橋区公社＞
【2】
「OPIE’17」板橋区ブース出展のご案内
◇区内光学関係企業 8 社が集結！優れた技術・製品を紹介します！
＜板橋区公社＞
【3】
「MEDTEC2017」板橋区ブース出展のご案内
◇医療機器の製造・設計に関する展示会に区内企業 8 社が集結します！
＜板橋区公社＞
【4】｢防災資器材購入補助金」のご案内
◇対象となる防災資器材が増えました！
＜板橋区＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【5】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
◇板橋区でお得に創業できる事業を 29 年度も開講いたします！
＜板橋区＞
【6】
「事業化チャレンジ道場」のご案内
◇新製品の開発→製品化→販売までを、継続的かつ実践的にサポート！
＜都公社＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【7】
「ものづくり商談会～企業間マッチング会～」
（9/5）参加者募集
◇品川区・目黒区・板橋区・江戸川区・北区合同開催！

＜板橋区公社＞
【8】
「創業助成事業」説明会のご案内
◇5 月 8 日から受付開始！4 月に 4 回説明会を開催します。
＜都公社＞
【9】
「第 1 回 ビジネスマッチング in 東京」
（5/24）
◇受注企業を募集します！
＜都公社＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【10】
「第 1 回革新的事業展開設備投資支援事業」のご案内
◇平成 29 年度新規事業です！
＜都公社＞
【11】
「市場開拓助成事業」のご案内
◇締め切りは 4 月 10 日まで。お申込はお早めに！
＜都公社＞
【12】
「製品開発着手支援助成事業」のご案内
◇4 月 17 日から受付開始！
＜都公社＞
【13】
「新製品・新技術開発助成事業」のご案内
◇締め切りは 4 月 14 日まで！
＜都公社＞
【14】「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」
のご案内
◇サービス産業の競争力強化を支援します！
＜経済産業省＞
【15】
「新技術開発助成」のご案内
◇助成金比率と上限の変更で魅力拡大！
＜新技術開発財団＞
【16】
「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」のご案内
◇募集を開始します！説明会は定員になり次第締切！
＜東京都中小企業団体中央会＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「板橋区開発チャレンジ補助金」のご案内
─────────────────────────────
平成 29 年度も新製品開発の補助金を事業を実施いたします。
■開発チャレンジ補助金の 3 つの特長！

・アドバイザーを派遣、技術課題を相談できるから開発が成功
しやすい！
・公社のサポートで、採択後の事務の負担を軽減。面倒な手続
きは最小限に！
・知財は？ デザインは？ 販路は？ 許認可は？
さまざまな課題に対応できるサポートメニューがあるから製
品化しやすい！
■申請要件
（1）区内の本社（または事業所）を持ち操業している中小企業
（2）区内に在住し操業している個人事業者
（3）2/3 以上が区内中小企業（または個人事業者）のグループ
※このほか、納税などの要件があります。募集要領をご覧ください。
■助成対象
（1）新規製品の開発・試作・研究
（2）既成製品に改良を加えた製品の開発・試作・研究
（3）新技術もしくは新生産方式などによる製品の開発・試作・研究
■助成率・助成限度額・助成件数
対象経費の 2/3 以内、助成限度額 300 万円、5 件程度
■申請受付期間
平成 29 年 4 月 1 日～4 月 19 日
■お申込及び詳しくは
URL：itabashi-kohsha.com/archives/5849
■お問合せ
中小企業サポートセンター/（公財）板橋区産業振興公社
事業第 1 グループ
TEL：03-3579-2192
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】「OPIE’17」板橋区ブース出展のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋区ブースを設け、区内企業 8 社と共同出展いたします。
この機会にぜひご来場ください。
■会 期：平成 29 年 4 月 19 日（水）～21 日（金）
■会 場：パシフィコ横浜

ホール B

■小間番号：レンズ設計・製造展エリア NO.J-2
■共同出展企業：五十音順
株式会社アソー、有限会社オルサ、株式会社金門光波、

株式会社システムズエンジニアリング、日本特殊光学樹脂株式会社、
株式会社ユーカリ光学研究所、ユニオン光学株式会社、
株式会社ルケオ
■詳しくは
URL:http://itabashi-event.jp/
■お問合せ
中小企業サポートセンター/（公財）板橋区産業振興公社
事業第 2 グループ
TEL：03-3579-2191
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【3】「MEDTEC2017」板橋区ブース出展のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋区ブースを設け、区内企業 8 社と共同出展いたします。
この機会にぜひご来場ください。
■会 期：平成 29 年 4 月 19 日（水）～21 日（金）
■会 場：東京ビッグサイト
■小間番号：東 4 ホール 910
■共同出展企業：五十音順
株式会社アールストーン、株式会社井澤、株式会社オーテックシー、
KICC プロジェクト推進協議会、三光化成株式会社、株式会社ときわ光学、
日本メカニック株式会社、株式会社ワカイダ・エンジニアリング
■詳しくは
URL：http://www.medtecjapan.com/
■お問合せ
中小企業サポートセンター/（公財）板橋区産業振興公社
事業第 1 グループ
TEL：03-3579-2192
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】防災資器材購入補助金のご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
事業所やマンションが自主的に購入する防災資器材の費用を最
大10万円補助します。
■申請期間：平成29年4月1日（土）～平成30年1月31日（水）
※先着順
■補助金額、補助率：上限10万円、対象経費の1/2

■対象となる防災資器材
【消火】
スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ、組立水槽、消防ホース、
管そう、放水ノズル、防火衣
【救出・救助】
救助工具セット、救助用ロープ、はしご、バール、スコップ、
ハンマー、のこぎり、つるはし、なた、ジャッキ、エンジンカッター、
チェーンソー、油圧式救助器具
【搬送】
リヤカー、担架、ストレッチャー、車いす、避難用背負子
【救護】
救急セット、AED、毛布、松葉づえ
【情報連絡】
トランシーバー、無線機、メガホン、スピーカー・アンプ、
ホワイトボード、ラジオ
【安全保護】
ヘルメット、防じんメガネ、防じんマスク、軍手、皮手袋、
三角コーン
【照明・電源】
投光器、投光器スタンド、発電機、コードリール、電圧調整器
【避難生活】
テント、ブルーシート、アルミマット、エアマット、寝袋
【炊出し】
炊出し用かまど・釜、カセットコンロ、非常用浄水器、
ウォータータンク
【トイレ】
災害用トイレ（大人数が使用できるものに限る。簡易トイレを除く。）
【水害】
排水ポンプ、土のう、救命胴衣、救命浮環、ゴムボート
【雪害】
除雪機、融雪剤
【格納庫】
防災資器材を専用に保管するための格納庫・ラック（工事費用は除く。）
■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/069/069011.html
■お問い合わせ
板橋区危機管理室地域防災支援課消防防災グループ
電話：03-3579-2158
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「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」を受講する
と創業時に様々な優遇措置を受けることができます。

4 月、5 月の開催分についてご案内いたします。
■日 時：平成 29 年度
4 月 5 日（水）
、12 日（水）
、19 日（水）
、26 日（水）18:00～21:00
5 月 10 日（水）
、17 日（水）
、24 日（水）
、31 日（水）14:00～17:00
■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
■お問い合わせ
板橋区 産業経済部 産業振興課
電話：03-3579-2172
E メール：kb-ssyuro@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「事業化チャレンジ道場」参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
事業化チャレンジ道場は、インダストリアルデザインの手法を
活用しながら、新製品の開発から事業化までの一連のプロセスを
一体的にサポートする「事業化支援プログラム」です。
■対 象：都内に主たる事業所を有し、自社技術等を活用して、
新製品・自社製品の開発を目指す中小企業
※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発等は対象
外とさせていただきます。
■会 場：(公財)東京都中小企業振興公社
城南支社 東京都大田区南蒲田 1－20－20
多摩支社 東京都昭島市東町 3－6－1
■費

用：1 社 7 万円(税込)

■募集期間：平成 29 年 4 月頃募集予定
応募多数の場合は選考を行います。

■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社 経営支援係
TEL：03-3733-6284
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「ものづくり商談会～企業間マッチング会～」
（9/5）
参加者募集＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
都心のものづくり企業の交流を深め、新たなネットワークを
構築し企業活力を増進するため、中小製造業事業者の方を対象
とした商談会を開催します。
みなさまのご参加をお待ちしております。
■日 時：平成 29 年 9 月 5 日（火）13：00～17：00
■会 場：品川産業支援交流施設（SHIP）
3 階大崎ブライトコアホール
■対 象：品川区・目黒区・板橋区・江戸川区・北区
各区内の中小製造業事業者
■内 容：1 回 20 分程度の商談を最大 5 回行います。
（事前の希望調査により組合せを作成します）
■参加費：無料
■申込期限
発注側企業：平成 29 年 4 月 28 日（金）まで
受注側企業：平成 29 年 5 月 12 日（金）まで
■お申込及びお問合せ
http://itabashi-kohsha.com/archives/3769
■お問合せ
中小企業サポートセンター/（公財）板橋区産業振興公社
事業第 1 グループ
TEL：03-3579-2192
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「創業助成事業」説明会のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
本助成事業の概要・申請要件・スケジュール・助成対象経費・
注意事項などについて ご説明いたします。

■日程・会場
4 月 18 日（火）
：丸の内会場（千代田区丸の内 2-1-1）
4 月 21 日（金）
：丸の内会場（千代田区丸の内 2-1-1）
4 月 25 日（火）
：多摩会場（昭島市東町 3-6-1）
4 月 27 日（木）
：丸の内会場（千代田区丸の内 2-1-1）
■申込期限：平成 29 年 4 月 14 日（金）※定員になり次第締切
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyokosha.or.jp/station/services/sogyokassei/sogyojosei_info.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
事業戦略部 創業支援課 創業助成係
TEL：03-5220-1142
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「第 1 回 ビジネスマッチング in 東京」
（5/24）＜都公社＞
─────────────────────────────
都内中小企業の新規取引先開拓を支援する商談会を開催します。
本商談会に参加する発注企業様が求める技術や製品をお持ちの企
業様は、是非お申し込みください。
■日 時：平成 29 年 5 月 24 日（水） 13：00～17：00
■会 場：秋葉原 UDX4 階ギャラリーネクスト 1
（千代田区外神田 4-14-1）
■対 象：東京都内に事業所を持ち、下記「発注企業情報」に対
応可能な中小企業様
■募集数：30 社程度（募集数に達し次第、締め切ります）
■参加費：無料
■申込期限：平成 29 年 4 月 21 日(金） 17:00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2017/index2.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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】
「第 1 回革新的事業展開設備投資支援事業」のご案内
＜都公社＞

─────────────────────────────
活力ある持続的発展を目指し、現状に満足することなく果敢に
挑戦する中小企業等が、更なる発展に向けた競争力の強化や成長
産業分野への参入を目指す際に必要となる最新機械設備の購入経
費の一部を助成する「革新的事業展開設備投資支援事業」を、平
成２９年度から新たに実施いたします。
■対 象
(1)平成 29 年 4 月 1 日現在で東京都内に登記簿上の本店または支
店があり（個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでい
る者）
、２年以上事業を継続している中小企業者等
(2)成長産業等設備投資特別支援助成事業（平成 28 年度受付終了）
採択案件の助成金交付が、平成 29 年 4 月 1 日現在で完了している
中小企業者等
■助成対象事業
１．競争力強化
更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる
最新機械設備を新たに購入する事業
２．成長産業分野
成長産業分野の「支援テーマ」に合致した事業展開に必要となる
最新機械設備を新たに購入する事業
（例）医療機器等の生産、高齢者等の生活支援に関する製品の生産、
防災・減災に関する製品の販売、サービスロボットによる役務の提供
■助成率・助成限度額
１．競争力強化
中小企業者 ：1/2 以内 限度額 1 億円
小規模企業者：2/3 以内 限度額 3 千万円
２．成長産業分野：2/3 以内 限度額１億円
■お申込及びお問合せ
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/kakushin.html
■お問合せ
≪制度全般に関すること≫
東京都産業労働局商工部創業支援課
TEL:03-5320-4745
≪助成事業に関すること≫
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備リーズ課
TEL：03-3251-7884
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」
のご案内＜経済産業省＞
─────────────────────────────
中小企業者が産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連
携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、サービス
産業の競争力強化に資すると認められる取組を支援します。
■補助対象者：中小企業等経営強化法第 10 条第 1 項に基づく異分
野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた者(連携参加者の内、み
なし大企業を除く中小企業者及び大学・公設試等に限る)です。
■補助対象事業：中小企業等経営強化法第 10 条第 1 項に基づいて
認定された異分野連携新事業分野開拓計画に従って行う事業であっ
て、産学官で連携し、｢中小サービス事業者の生産性向上のための
ガイドライン｣(平成 28 年 2 月改訂)に沿って行う新しいサービス
モデルの開発等が対象となります。
■補助事業期間：2 年度

■補助金額：初年度 3,000 万円以下
■補助率：補助対象経費の 2／3 以内
※2 年度目は、原則として初年度の補助金交付決定額と同額が
上限となります。
■申込期限：平成 29 年 4 月 17 日（月）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2017/170317mono.htm
■お問合せ
関東経済産業局産業部中小企業課
TEL: 048-600-0394
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「新技術開発助成」のご案内＜新技術開発財団＞
─────────────────────────────
新技術開発財団は広く科学技術に関する独創的な研究や新技術
を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技
術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目
的としています。
当財団の助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしてお
り、基本的技術の確認が終了し、実用化を目的にした開発試作を
対象にしています。
■対 象：独創的な新技術を開発し、その技術の実用化に努力さ
れている中小企業の方
■助成率・助成限度額：総開発費の 4/5 以下、限度額 2,400 万円
■申請期間：平成 29 年 4 月 1 日～4 月 20 日
※審査委員会で選考し、理事会で決定します。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html
■お問合せ
（公財）新技術開発財団
TEL：03-3775-2021
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」のご案内
＜東京都中小企業団体中央会＞
─────────────────────────────
下請事業者が行う、自社の技術の高度化・高付加価値化に向けた
取組み、自社のサービスの高度化・高付加価値化に向けた取組み等

の事業に要する経費の一部を助成します。
（取組例）
◆薄型化・小型化に向け、加工技術の精度向上を図る取組
◆受発注を可視化するシステムを構築し、顧客対応力を向上させ
る取組み
■対 象：東京都内に主たる事務所があり、平成 29 年 4 月 1 日現
在で引き続き 2 年以上事業を営んでいる中小企業者等、個人事業者、
中小企業グループ等
■助成対象期間：
平成 29 年 8 月 1 日（火）～平成 30 年 10 月 31 日（水）
■助成率・限度額：2/3
【小規模区分】1,000 万円以内
【一般区分】 2,000 万円以内
■対象経費：原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、
委託・外注加工費、産業財産出願費・導入日、技術指導受入れ費、
展示会出展・広告費等
■説明会日時：平成 29 年 4 月 17 日(月)、18 日(火)、21 日(金)
■申請書類提出期間：平成 29 年 4 月 1 日（月）～4 月 28 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/jyutyuugatasien.html
■お問合せ
東京都中小企業団体中央会
TEL：03-6278-7936

支援事務局

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

