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▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第 21 回いたばし産業見本市 出展者募集中
＜板橋区公社＞
────────────────────────────────
製造業のためのビジネス展示会「いたばし産業見本市」の出展者を募集
しています。
優れた製品・技術の PR や商談の場として、是非ご活用ください。
■会期
平成 29 年 11 月 9 日(木) 10:00～18:00
平成 29 年 11 月 10 日(金) 10:00～17:00
■会場
板橋区立東板橋体育館
(板橋区加賀 1-10-5)
■出展対象
製造業を営む事業者
■展示内容
製品・部品、各種技術、研究成果、シーズ発表等
■費用
展示小間(2 メートル×2 メートル)

板橋区内企業 15,000 円 板橋区外企業 20,000 円
ミニ展示(1 メートル×0.5 メートル)
板橋区内企業 3,000 円

板橋区外企業 4,000 円

■出展者特典(無料)
(1)出展効果向上セミナーの受講(9 月 27 日開催予定)
(2)会場内ミニステージでプレゼンテーションを実施
(3)懇親会への参加(11 月 9 日開催予定)
■お申込み
いたばし産業見本市ホームページ
http://www.itabashi-iie.jp/
内、
「出展申込フォーム」に必要事項を入力してください。
■締切
平成 29 年 8 月 31 日(木)
■お問い合わせ
いたばし産業見本市実行委員会事務局（（公財）板橋区産業振興公社内）
TEL 03-3579-2191
FAX 03-3963-6441
E メール iie@itabashi-kohsha.com
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】平成 29 年度板橋区ものづくり企業商談会 参加者募集中
＜板橋区公社＞
────────────────────────────────
製造業を対象とした個別商談会です。受発注案件の獲得また将来的な
企業間ネットワーク構築も含めて、この場を是非ご活用ください。
■会期
平成 29 年 11 月 9 日(木) 13:30～17:00
■会場
板橋区立東板橋体育館
(板橋区加賀 1-10-5)
■実施内容

受発注案件、招致企業に対する技術提案や PR、企業間のネットワーク
構築を目的とした個別商談
■費用
無料
ただし、区外受注企業に限り、1 社 2,000 円(税込)
■お申込み
いたばし産業見本市ホームページ
http://www.itabashi-iie.jp/
内、
「板橋区ものづくり企業商談会」のページをご覧ください。
■締切
平成 29 年 8 月 31 日(木)
■お問い合わせ
(公財)板橋区産業振興公社 事業第 1 グループ
TEL 03-3579-2192 FAX 03-3963-6441
E メール khk@itabashi-kohsha.com
▽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
＜板橋区＞
────────────────────────────────
『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】
「金属素材・加工の最新技術を学ぶセミナー」受講者募集中！！
＜公社＞
────────────────────────────────
ものづくりの基礎となる金属の素材・加工方法について、最近の技術
動向を踏まえて詳しく解説します。コース別となっておりますので、若
手からベテラン社員の方まで幅広くご参加いただけます。
■日時
平成 29 年 9 月 7 日(木)、14 日(木)、21 日(木)
各回とも 18:30～20:30(受付開始 18:00)
※各回ごとの受講が可能です。
■内容
9 月 7 日(木)
金属材料の基礎
講師 高山 善匡 氏(宇都宮大学工学部機械システム科教授)
9 月 14 日(木)
【基礎編】金属加工の解析に必要な応力とひずみの基礎
講師 白寄 篤 氏(宇都宮大学工学部機械システム科准教授)
9 月 21 日(木)
【実践編】金属部品の軽量化に向けた塑性加工技術
講師 白寄 篤 氏(宇都宮大学工学部機械システム科准教授)
■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2Ｆ)
■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
各回 40 名(申込順)
■締切
平成 29 年 8 月 31 日(木)
■お申込み及び詳しくは
http://itabashi-kohsha.com/archives/6509
■お問合せ
(公財)板橋区産業振興公社

事業第 2 グループ

TEL 03-3579-2191 FAX 03-3963-6441
E メール jshien@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
【経営者必見！】
「心の時代」にモノを売る方法～見える人にしか見
えない商売繁盛の仕組みづくり～ 受講者募集
＜板橋区＞
────────────────────────────────
板橋区内の店舗経営者のための講演会を開催いたします。講師は日経
MJ に全 554 回のコラムを連載し、数々のマーケティングの成果をあげて
いるオラクルひと・しくみ研究所の小阪裕司氏です。
■日時
平成 29 年 7 月 25 日(火) 14:00～16:30(受付 13:30)
■会場
板橋区立文化会館 大会議室
(板橋区大山東町 51－1)
■講師
小阪 裕司 氏(オラクルひと・しくみ研究所代表／博士(情報学))

■対象
板橋区内で店舗を経営している方
■定員
250 名(先着順)
■参加費
無料
■お申込み方法
板橋区ホームページ
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_event/084/084636.html
に添付されているチラシ裏面の参加申込書に必要項目をご記入のう
え、下記の申込先まで FAX またはメールでお申し込みください。
・申込書必要記入項目
※店舗名、※氏名とふりがな、※電話番号、※メールアドレス
FAX、追加受講者氏名

(※は必須項目)

■締切
平成 29 年 7 月 18 日(火)17:00
※期限までに定員に満たない場合は、延長して募集いたします。
■お申込、お問合せ
板橋区産業振興課 商工振興グループ
TEL 03-3579-2171 FAX 03-3579-9756
E メール kb-sshinko@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】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
(板橋区板橋 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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】資格取得支援講座「ビジネス実務法務 3 級講座」受講者募集
＜ハイライフいたばし＞
────────────────────────────────
ビジネスパーソンに不可欠の法律知識の基礎を習得できます。
■日時
平成 29 年 8 月 14 日(月)～12 月 4 日(月)の毎週月曜日
(祝日と 10 月 2 日を除く) 計 14 日
19:00～21:30

■会場
ハイライフプラザいたばし
(板橋区板橋 1-55-16)
■内容
基礎的な法律実務知識の講義、模擬試験など
■講師
(株)東京リーガルマインド 専任講師
■対象
区内在住・在勤・在学で、この資格取得を目指す方
■定員
56 名(定員を超えた場合は抽選)
■受講料
ハイライフいたばし会員 10,000 円

一般 12,000 円

■申し込み方法
(1)ビジネス 3 級講座申込、(2)住所、(3)氏名とふりがな、ハイライ
フいたばし会員の方は会員番号、(4)年齢、(5)職業(業種)、(6)電話
番号(日中連絡可能な連絡先、メールアドレス)、(7)勤務先または学
校名を明記の上、E メール、FAX、ハガキのいずれかで下記あて先まで
■締切
平成 29 年 8 月 4 日(金)
■お申込、お問い合わせ
ハイライフいたばしサービスセンター
〒173-0004 板橋区板橋 1-55-16
TEL 03-5375-8102 FAX 03-5375-8104
E メール highlife@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】中国における知的財産戦略のポイント受講者募集
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
中小企業の特許・商標担当者向けに中国での特許・商標の権利化の仕
方、韓国・台湾の知財制度の基礎、トラブルが発生した場合の対処方
法、実用新案・意匠・著作権・最新の法改正動向等を分かり易く解説致
します。
■日時
平成 29 年 9 月 6 日(水)14:00～17:00 (受付開始 13:40～)
■会場
AP 秋葉原 4 階 Ｉ+Ｊルーム

(台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター)
■内容
〇知っておきたい中国知財制度の基礎知識
〇韓国・台湾の知財制度の基礎知識
〇なぜ中国で知的財産権が大事なのか
〇特許出願から権利化までの手続
〇実用新案、意匠の活用法、投資効率の高い権利化方法
〇模造品が見つかった場合、訴えられた場合の対処方法
〇中国商標に関わるトラブル事例
〇中国商標の出願から権利化までの手続
〇自社ブランドを先取りされた場合の取り返し方
〇著作権の登録と活用ノウハウ
〇中国税関の活用
〇助成金を活用した中国での権利化
〇質疑応答
■講師
河野 英仁 氏(河野特許事務所 所長 弁理士)
■対象
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、中国における知財侵害対
策に関心がある方
■定員
60 名
■お申込、詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/seminar/2017/290906china.html
■お問合せ
東京都知的財産総合センター セミナー担当
TEL 03-3832-3656 FAX 03-3832-3659
E メール chizai@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】発明提案書のまとめ方セミナー ～書いてみよう！特許発明提案書
～
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
発明の本質の捉え方、特許明細書の読み方や、発明提案書の書き方な
どについて、グループによる事例演習などをまじえ、実践的・具体的に
説明します。
※平成 29 年 6 月 26 日(月)に開催した同名セミナーと同じ内容です。
■開催日時
平成 29 年 8 月 31 日(木) 10:00～17:00(受付開始 9:30)

■会場
東京都中小企業振興公社 セミナールーム
(台東区台東 1-3-5 反町商事ビル 6 階)
■内容
・発明提案書・特許明細書の概要説明
・発明の把握、特許明細書の読み方
・発明提案書の書き方実習等
■講師
伊藤 夏香氏(弁理士 アイエヌ知財特許事務所)
■対象
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、特許の出願に係る業務を
行った経験があり、当センターを受講することにより、出願時におけ
る弁理士との更なる円滑なコミュニケーションを図りたいと考えてい
る方
■定員
15 名
■費用
無料
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/seminar/2017/290831teiansho.html
■お問合せ
東京都知的財産総合センター セミナー担当
電話 03-3832-3656
FAX 03-3832-3659
E メール chizai@tokyo-kosha.or.jp
▼展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【10】九都県市合同商談会 2017 発注側参加企業募集のご案内
＜都公社＞
────────────────────────────────
首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)で新たな外注先をお探し
の企業様へ。取引先の新規開拓のきっかけづくりや、新たなビジネスチ
ャンス創出の機会として、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市
川崎市千葉市、さいたま市、相模原市の 9 都県市による合同商談会を開
催いたします。
協力企業・外注企業の新規開拓や将来の発注に向けた情報収集をお考
えの企業様は、是非この機会に、発注側企業としてご参加ください。
■日時
平成 29 年 11 月 17 日(金) 12:00～17:00

■会場
東京ビッグサイト レセプションホール Ａ・Ｂ
(江東区有明 3-11-1)
■募集対象
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の首都圏エリアにおいて、 協力
・外注企業の新規開拓、将来的な発注案件に向けた情報収集等をご
希望の企業
■募集定数
80 社
■参加費
無料
■申込締切
平成 29 年 7 月 31 日(月)
■詳しくは
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/9tokenshi/index.html
■お問い合わせ
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 FAX 03-3251-7888
E メール 9tokenshi@tokyo-kosha.or.jp
▼展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【11】SWBS 海外ビジネス総合展 2017 来場申込受付
＜中小機構＞
──────────────────────────────────

海外展開支援のエキスパート 100 社の企業・公的機関が出展、日本最
大級の中小企業のための海外ビジネス相談会。
■開催日時
平成 29 年 8 月 2 日(水)10:00～17:00
■会場
台東館(都立産業貿易センター)4Ｆ、5Ｆホール
(台東区花川戸 2-6-5)
■募集対象
海外展開を志す中小企業
■定員
800 名
■お申込み、詳しくは

https://swbs.smrj.go.jp/event/9220/
■お問い合わせ
中小機構 SWBS 事務局
TEL 03-6402-4679
E メール swbs@smrj.go.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】平成 29 年度板橋区ものづくり企業立地継続支援事業
＜板橋区＞
都と連携して、板橋区内を含む都内のものづくり中小企業者等が、板
橋区で操業するための移転費用や、板橋区内の工場設備等の操業改善の
ための費用を助成することにより、ものづくり企業等の板橋区内での立
地継続を支援します。
■助成対象者
次に掲げるすべてを満たす者とします。
(1)次のいずれかに該当するものづくり企業の中小企業者であること
・板橋区内に本社又は事業所の登記があり、区内において 1 年以上操
業する企業であること。
・都内かつ板橋区外において、1 年以上操業し、新たに区内へ移転す
る企業であること。
(2)法人住民税及び事業税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民
税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
(3)平成 26 年 4 月 1 日以降に本助成金を受けていないこと。
■助成対象事業
操業環境の改善を目的とした工場の改修事業、工場の移転事業、設備
更新・導入事業とします。ただし、他の補助金等を一部財源とする事
業を除きます。
(1)工場の改修等事業
(2)工場の移転事業(一部移転を含む)
(3)設備更新・導入事業
■助成率、助成限度額、最低限度額
助成率 助成対象経費の 4 分の 3 以内
助成限度額 375 万円
最低投資額 100 万円
■事前相談・申請受付期間
平成 29 年 7 月 3 日(月)～8 月 18 日(金)
■お申込及び詳しくは
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/068/068180.html
■お問合せ
板橋区産業振興課 活性化戦略グループ
TEL 03-3579-2193 FAX 03-3579-9756
E-メール sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.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「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
＊＊＊＊＊************************

