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＜板橋区公社＞
【2】第 21 回機械要素技術展 板橋区ブースのご案内
◇日本ものづくりワールド 2017 内、第 21 回機械要素技術展に板橋区ブ
ースを出展します。
＜板橋区公社＞
【3】板橋区ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰の募集
◇積極的なご応募をお待ちしております。
＜板橋区＞
▼セミナー・講座――――――――――――――――――――――――
【4】働ききがいのある会社セミナー受講者募集
＜板橋区公社＞
【5】中小企業事業主様必見！ 助成金活用セミナー
＜ハイライフいたばし＞
【6】
「創業者を力強くアシストする信用保証制度を知ろう！」を開催しま
す
＜都公社＞
【7】
「モノづくり×サービスで事業革新！」セミナーのご案内
＜都公社＞
【8】
「新事業飛躍の秘訣は新サービスにあり！」セミナーのご案内
＜都公社＞

【9】中小企業にとっての商標セミナー
～ネーミング・調査編、国内権利化編、外国制度編～
＜都知財センター＞
▼展示会・イベント―――――――――――――――――――――――
【10】大手ゼネコンジェグテック商談会のご案内
＜中小機構＞
▼補助金・助成金――――――――――――――――――――――――
【11】ＬＥＤ照明等節電促進助成金の申請案内
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【12】ＢＣＰ実践促進助成金の申請案内
＜都公社＞
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▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成29年度板橋製品技術大賞を募集しています
＜板橋区公社＞
────────────────────────────────
■対象製品
(1)原則として市場発表または販売してから５年以内の新製品・新技
術
(2)中小企業または中小企業グループが自ら開発したもの
(3)光学、精密機器、鉄鋼、化学、印刷関連等の製品技術で付加価値
を高めるもの、または健康、医療、福祉、環境等の今日的な課題
の解決及び生産効率の向上に資する新製品･新技術
(4)企業間取引及び一般消費者向取引によって使用される製品・技術
(BtoB & BtoC)
■対象企業
(1)板橋区に本社または事業所を有し、事業を営んでいる個人・中小
事業者
(2)(1)で構成されている中小企業グループ(構成メンバーの 1/2 以上
が板橋区に本社または事業所を持ち、代表者が板橋区内で事業を
営んでいること）
■締切
平成 29 年 7 月 14 日(金)
■提出書類
(1)申込書１部
(2)参考となる書類各 12 部(写真、製品説明書、カタログ、特許関係

書類等)
(3)法人については、法人事業税と法人住民税納税証明書または領収
書1部
個人については、住民税納税証明書または領収書 1 部
※いずれも直近 1 年分のもので、コピー可能
■審査方法
書類審査、面接による審査会(プレゼンテーション)により、優秀性・
新規性・市場性の点から審査
■表彰(予定)
表彰式 平成 29 年 11 月 9 日(木) いたばし産業見本市会場
最優秀賞
20 万円
優秀賞(産業団体賞)
5 万円
テーマ賞
10 万円
審査委員長賞
10 万円
審査委員賞
■フォローアップ事業
・応募された新製品・新技術について、技術的支援・販路開拓支援・
事業化支援など、個別の支援を行います。
・板橋区の産業融資制度を利用する場合は、受賞後 2 年以内の融資に
限り利子補給割合の加算があります。
・受賞製品は板橋区産業振興公社から、(公財)東京都中小企業振興公
社の「ニューマーケット販路開拓支援事業」に推薦します。
・受賞製品・技術を紹介・ＰＲするためビデオ映像を作成してお渡し
します。
・いたばし産業見本市や機械要素技術展の板橋区ブースなどへの無料
出展をはじめ、専門展示会への出展費用の助成など、受賞製品を広
くアピールする展示会出展を支援します。
■その他
・受賞された新製品・新技術は、いたばし産業見本市にて無料で展
示します。
・受賞された新製品・新技術の概要等は企業名も含めて公表しますの
で、あらかじめご了承願います。
・提出された書類等は、原則としてお返しいたしません。
■詳しくは
http://itabashi-kohsha.com/archives/4323
■お申し込み及びお問い合わせ
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
〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 板橋区情報処理センター5 階
TEL 03-3579-2192 FAX 03-3963-6441
E メール khk@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】第21回機械要素技術展 板橋区ブースのご案内
────────────────────────────────
日本ものづくりワールド 2017 内で行われる、第 21 回機会要素技術展
に板橋区ブースを設け出展します。
11 回目の出展となる今回は、
「確かな技術で、想いをカタチに」をキ
ーコンセプトに区内 17 企業・団体が集結し、国内外の企業関係者にア
ピールします。
この機会にぜひご高覧ください。
■会期
平成 29 年 6 月 21 日(水)、22 日(木) 10:00～18:00
23 日(金) 10:00～17:00
■会場、小間番号
東京ビックサイト 東５ホール[64-10]
(江東区有明 3-11-1)
■展示企業・団体
ブース展示
(1)日本メカニック(株)、(2)(株)本間製作所、(3)(株)尾崎製作所
(4)昭和電器(株)、(5)(株)グラント、(6)技研精機(株)
(7)(株)サイトウ製作所、(8)(株)オーテックシー
(9)(株)有我工業所、(10)北陸軽金属工業(株)
(11)(株)松田技術研究所、(12)(株)美彫社、(13)(株)サーマル
(14)(株)インテリンク
ミニ展示企業
(15)板橋共同受注グループ「イタテック」
、(16)トソモ(株)
(17)(株)アールストーン
■e-招待券のお申込など詳しくは
http://itabashi-event.jp/mtech-tokyo/
■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
TEL 03-3579-2191 FAX 03-3963-6444
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】板橋区ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰の募集
────────────────────────────────
『いたばし good balance 会社賞 2017』のお知らせです。
区では、仕事と生活の両立支援や、男女がともに働きやすい職場環境
に取り組む中小企業等を、ワーク・ライフ・バランス推進企業として表
彰しており、今年度も 3 企業程度の表彰を予定しています。
『いたばし good balance 会社賞』を受賞されますと、広報いたばし
区ホームページ、情報誌等の様々な媒体で表彰企業と取組事例のＰＲ、
表彰企業紹介用のリーフレット作成、区ホームページのバナー広告無料
掲載など様々なものがございます。

■募集期間
平成 29 年 5 月 29 日(月)～8 月 7 日(月)【消印有効】
■会社訪問
申請受付後、随時実施します。
■資格審査・決定
平成 29 年 10 月
■表彰式
平成 29 年 11 月(いたばし産業見本市で実施予定)
■詳しくは
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/054/054362.html
■お問い合わせ
板橋区 男女社会参画課(担当 岡田)
電話 03-3579-2486
E メール j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】働ききがいのある会社セミナー受講者募集！(全 2 回)
＜板橋区公社＞
────────────────────────────────
社員の能力を引き出す秘訣について、実例を中心に考えます。
社員の満足度を高め、強い会社を目指します！
■対象者
働きがいのある会社を目指している経営者、経営幹部で働きがいのあ
る会社をめざす上での気付きが欲しい方。社員と一緒に参加すること
も可能です。
■参加費
無料
■会場
ハイライフプラザいたばし(板橋 1-55-16)
■日時
第 1 回 7 月 19 日(水) 18:30～20:45(開場 18:00)
第 2 回 8 月 9 日(水) 18:30～20:00(開場 18:00)
■内容
第1回
「どこにもないオンリーワンサービス」の開発で誇りを持って働ける
会社をめざす！
講師 大石 孝一 氏(株式会社ダイワハイテックス代表取締役)

「労働法の動向と留意点」
講師 佐藤 信 氏(東京都社会保険労務士会 板橋支部 副支部長)
第2回
『人を生かす経営』を追い求めて
講師 河原 八洋 氏(株式会社ローヤルエンジニアリング 代表取締役
東京中小企業家同友会 代表理事
■定員
50 名(申込順)
■詳しくは
http://itabashi-kohsha.com/archives/1718
■お申込み・お問合わせ
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
〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 板橋区情報処理センター5 階
TEL 03-3579-2192 FAX 03-3963-6441
E メール khk@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】中小企業事業主様必見！ 助成金活用セミナー
＜ハイライフいたばし＞
雇用・社員教育・福利厚生など、社員を採用し定着を促すために活用
できる助成金の種類や申請ノウハウを、専門講師が丁寧に解説します。
■日時
平成 29 年７月７日(金) 18:30～
■会場
ハイライフプラザ 2 階 Ａホール
(板橋 1-55-16)
■内容
そもそも助成金とは、活用事例、申請に必要な条件、申請から受給に
至るまでなど。
■講師
KOYAMA 社会保険労務士法人事務所 小山 雅司氏
パートナー 社会保険労務士 黒川 晃氏
■対象・定員
区内の中小企業事業主の方等 60 人
■参加費
無料
■申込み

下記まで電話でお申込みください。定員になり次第終了します。
※1 事業所 3 人までお申込みできます。
■詳しくは
http://itabashi-kohsha.com/archives/6274
■問合せ
ハイライフいたばしサービスセンター
TEL 5375-8102
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「創業者を力強くアシストする信用保証制度を知ろう！」を開催しま
す
＜都公社＞
────────────────────────────────
なじみの薄い信用保証制度についてわかりやすく説明し、創業者が利
用できる創業制度融資の特徴をわかりやすく解説します。
■開催日時
平成 29 年 7 月 7 日(金) 10:00～12:00(9:30 開場)
■会場
明治安田生命ビル低層棟 2 階 TOKYO 創業ステーション(公社)
(千代田区丸の内 2-1-1)
■内容
・信用保証協会の利用方法
・知って得する信用保証の審査ポイント
■講師
東京信用保証協会 創業アシストプラザ職員
■対象
これから創業を考えている方で、金融機関からの資金調達を必要とし
ている方
■定員
30 名(先着順)
■費用
無料
■申込期限
平成 29 年 7 月 4 日(火)
申込状況によっては、期限前に締め切る場合があります。
■詳しくは

http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/newtopics/20170530.html
■お問い合わせ
東京都中小企業振興公社 事業戦略部創業支援課
TEL 03-5220-1141
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】中小企業新サービス創出事業
「モノづくり×サービスで事業革新！」セミナーのご案内
＜都公社＞
他社との差別化、自社の付加価値向上を図ることができるとの理由か
ら、モノづくり企業のサービス分野への進出が注目されています。サービ
ス分野進出の考え方について、法政大学 酒井教授に。病院・クリニック
などで使うマシンのメーカーから、メーカー直営ジムの運営に進出され
た、是吉興業株式会社向川社長に自社の取組事例について。お二人に講演
及びトークセッションを行っていただきます。
■日時
平成 29 年 7 月 24 日(月) 13:30～16:40(受付 13:00～)
■会場
秋葉原ダイビル 5 階 コンベンションホール 5C 会議室
(千代田区外神田 1-18-13)
■対象
製造業でサービス化を検討している、又はサービスに関心を持たれて
いる都内中小企業
■受講料
無料
■募集人数
40 名
※大企業およびコンサルティング業に従事する方のお申し込みはご遠
慮ください。
■講師
酒井 理氏 (法政大学 キャリアデザイン学部教授)

向川 是吉氏 (是吉興業株式会社 代表取締役社長)
■申込方法
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1705/0011.html
■お問合せ
東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
TEL 03-3832-3675 FAX 03-3832-3679
E メール sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】中小企業新サービス創出事業
「新事業飛躍の秘訣は新サービスにあり！」セミナー
＜都公社＞
────────────────────────────────
企業のサービス進出に造詣の深い法政大学酒井教授と、IT を活用して
革新的な衣服生産プラットフォームビジネスを展開するシタテル株式会
社河野社長を講師としてお迎えし、新サービス創出の考え方や事業の構
築方法、課題の克服等について講演いただきます。
■日時
平成 29 年 8 月 1 日(火) 13:30～16:40(受付 13:00～)
■会場
秋葉原ダイビル 5 階 コンベンションホール 5C 会議室
(千代田区外神田 1-18-13)
■対象
新たなビジネスを創りたいと考えている、又はサービスに関心を持た
れている都内中小企業
■受講料
無料
■募集人数
40 名
※大企業およびコンサルティング業に従事する方のお申し込みはご遠
慮ください。

■講師
酒井 理氏 (法政大学 キャリアデザイン学部教授)
河野 秀和氏 (シタテル株式会社 代表取締役)
■申込方法
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1705/0012.html
■お問合せ
東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
TEL 03-3832-3675 FAX 03-3832-3679
E メール sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】中小企業にとっての商標セミナー～ネーミング・調査編、国内権
利化編、外国制度編
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
これからネーミングや商標調査を学ぼうとする方向けの「ネーミング・
調査編」
、類否判断、拒絶理由への対応方法、権利化及び活用について
より実践的な内容を解説する「国内権利化編」、外国の商標制度の特徴
や権利化及び活用の際の留意点を解説する「外国制度編」の 3 セミナー
を開催します。
■日時および概要
平成 29 年 7 月 13 日(木)
ネーミング・調査編
20 日(木)
国内権利化編
27 日(木)
外国制度編
いずれも 14:00～17:00(受付開始 13:40)
■会場
ＡＰ秋葉原 4 階 Ｈルーム
(台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター)
■講師
都知的財産総合センター 知財戦略アドバイザー 高﨑 敦
■対象
ネーミング・調査編
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、これからネーミングや
商標調査について学びたい方
国内権利化編
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、商標の基礎知識を有し、
実務的な内容を学びたい方
外国制度編

都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、商標の基礎知識を有し、
外国の商標について学びたい方
■定員
60 名
■費用
無料
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/seminar/2017/290713shohyo.html
■お問合せ
東京都知的財産総合センター
TEL 03-3832-3656 FAX 03-3832-3659
E メール chizai@tokyo-kosha.or.jp
▼展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【10】大手ゼネコンジェグテック商談会のご案内
＜中小機構＞
────────────────────────────────
建設分野でのロボット活用、都市開発や住環境の改善、環境・エネル
ギー、災害対応分野への展開を目指す中小企業と大手ゼネコンとの商談
会を開催します。
■日時
平成 29 年 7 月 6 日(木)、7 日(金) いずれも 10:00～18:00
■会場
中小機構 会議室
(港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル)
■参加費
無料(事前予約制)
■申込締切
平成 29 年 6 月 21 日(水) 10:00
■詳しくは
http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/101055.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
TEL 03-5470-1638
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】ＬＥＤ照明等節電促進助成金の申請案内

＜都公社＞
■助成対象事業者
都内において製造業を営んでいる中小企業者及び中小企業グループ
■助成対象事業
公社が行う節電診断の結果に基づき、節電対策設備を工場建物内に設
置する事業。
都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。
■助成対象設備
1 ＬＥＤ照明器具
ＬＥＤモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト
形、スポットライト形、高天井形等の製品で次に掲げる要件を満た
しているものであること。
・電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号)に定める技術上の基準に
適合しているもので、製品へのＰＳＥマークの表示及び製造事業者
等において同法第 3 条の規定による電気用品製造(輸入)事業の届出
がなされているもの。ただし、国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)の基準に適合しているも
のが望ましい。
・消防法又は建築基準法で設置が義務付けられていないもの。
2 デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力
使用量に近づくと警報を発報等する装置を有するもの。
3 進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。
4 インバータ
周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を
制御し、省エネルギーに寄与するもの。
■助成対象経費
助成対象設備の購入費、工事費等のうち、公社が必要かつ適切である
と認められる経費。
■助成率及び助成限度額
・助成率 助成対象経費の 1/2 以内
・助成限度額 1,500 万円(下減 30 万円)
■申請期間
平成 29 年 6 月 1 日(木)～平成 29 年 11 月 24 日(金)
・申請期間中は常時受付。但し助成枠に達した場合は、早期に終了す
ることがあります。
・申請は、事前に公社までご連絡いただき、御来所される日時を予約
してください。また、申請者御本人が公社窓口にて申請書類を提出
してください。

■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html
■申請・問い合わせ
東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
(千代田区神田佐久間町 1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎 4 階)
TEL 03-3251-7889
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】ＢＣＰ実践促進助成金の申請案内
＜都公社＞
────────────────────────────────
■助成対象事業者
都内において事業を営んでいる、中小企業者及び中小企業グループ
■助成対象事業
助成金の交付の対象となる事業は、助成対象事業者が、東京都又は公社
が実施するＢＣＰ策定支援事業等の活用により策定したＢＣＰに明記
されたＢＣＰを実践するために必要となる次に例示する事業とします。
(1)自家発電装置、蓄電池等の設置
(2)緊急地震速報システム、従業員等の安否確認を行うためのシステム
の導入
(3)非常時対応のための通信機器等の導入
(4)データ管理用サーバー、データバックアップシステムの導入
(5)飛散防止フィルム、転倒防止装置等の設置
(6)従業員用の備蓄品の購入
(7)災害対応用具、テント、トイレ、浄水器等の購入
※都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。
■助成対象経費
助成対象設備の購入費、工事費等のうち、公社が必要かつ適切であると
認められる経費。
■助成率及び助成限度額
•助成率 助成対象経費の 1/2 以内
•助成限度額 1,500 万円(下限 30 万円)
■申請期間

平成 29 年 7 月 3 日(月)～平成 29 年 12 月 22 日(金)
・申請期間中は常時受付。但し助成枠に達した場合は、早期に終了す
ることがあります。
・申請は、事前に公社までご連絡いただき、御来所される日時を予約
してください。また、申請者御本人が公社窓口にて申請書類を提出
してください。
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
■申請、お問い合わせ
東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
(千代田区神田佐久間町 1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎 4 階)
TEL 03-3251-7889
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

