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【1】第 21 回いたばし産業見本市 出展者募集開始！
＜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
平成 29 年 7 月 3 日公開予定の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
＜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
平成 29 年 7 月 3 日公開予定の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】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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】夏休み子ども起業塾参加者募集
＜企業活性化センター＞
────────────────────────────────
小学生 4 年生～6 年生を対象に、会社経営をバーチャル体験してもら
うプログラムです。
「自ら考え、自ら創り、自ら稼ぐ」という経験をして頂くことにより

クリエイティブ力や提案力を磨くきっかけになって頂くことを目指して
います。あわせてビジネスの仕組み、会社経営の仕組み、経済の仕組み
を体感頂き、よりビジネス、起業というものを身近に感じて頂ければと
思っております。
夏休みの一日、お子様に、会社経営体験をプレゼントされてみてはい
かがでしょうか？

■日時
平成 29 年 7 月 22 日(土)10:00～18:00(9:50 集合)
■会場
板橋区立企業活性化センター
(舟渡 1-13-10 アイ・タワー2 階)
■対象
小学校 4 年生～6 年生のお子様
※複数名のお子様でのお申し込みも可能です。
※板橋区外の方でもお申込頂けます。
■内容(予定)
オリエンテーション、会社づくり、商品企画・作成、商品・ポスター
作成、広告宣伝、販売活動、決算、まとめ
■講師
平井 由紀子氏(株式会社セルフウイング代表取締役)
■定員
お子様 24 人(抽選)
■参加費用
お子様 1 人につき 500 円
※当日受付にて申し受けます。
■持参するもの
・昼食(日中保護者の方が同伴しない場合)
・水筒等の飲み物(熱中症対策用)
・筆記用具
■申込み方法
下記送付先メールアドレスまで、申込事項を受付期間内にお送り下さ
い。
申込事項
(1)夏休み子ども起業塾を申し込む旨
(2)住所、電話番号
(3)お子様の氏名とふりがな
(4)お子様の小学校名、学年
(5)保護者の氏名

(6)メールアドレス
送付先
kigyoujyuku@itabashi-kigyou.jp
■締切
平成 29 年 7 月 4 日(火) 17:00
※締め切り以降に頂いた申込は無効となります。
■抽選日
平成 29 年 7 月 5 日(水)
■詳しくは
https://www.itabashi-kigyou.jp/セミナー/子ども起業塾/
■お問合せ
板橋区立企業活性化センター
TEL 03-5914-3145 FAX 03-5914-3187
▽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】クラウドサーカスｉｎ東京
～急成長企業に学ぶＩＴ・クラウドを活用した生産性向上のノウ
ハウ～
＜中小機構＞
────────────────────────────────
働き方改革を実践し成長し続けている企業が使う人気ツールのご紹介
や、働き方改革実践のノウハウや企業事例についてお伝えいたしま
す。
■日時
平成 29 年 7 月 5 日(水) 13:30～18:00
■場所
中小企業基盤整備機構本部 9F 会議室
(港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル)
■参加費
無料
■対象
IT・クラウドを活用して生産性向上を図りたい中小・ベンチャー企業
■詳しくは
https://peraichi.com/landing_pages/view/circus
■お問合せ
一般社団法人 日本中小企業情報化支援協議会 運営事務局
TEL 0120-640-702 Ｅメール info@biz-solution.org
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【9】第 2 回 企業の為の産業保健セミナー
＜一般財団法人 日本健康推進機構＞
────────────────────────────────
従業員が安全に、かつしっかりと業務を遂行できる環境づくりに対し
て、企業として産業医とどう付き合うべきなのかをテーマとして、林恭
弘先生に御講演頂きます。
■日時
平成 29 年 7 月 25 日(火) 14:00～16:00(受付 13:30～)
■会場
エッサム神田ホール 1 号館 701 会議室
(千代田区神田鍛冶町 3-2-2)
■対象
都内中小企業の経営者、人事・労務ご担当者
■受講料
無料
■募集人数
40 名
■講師
林恭弘先生(全国産業保健機構代表、産業医)
■お申込、詳しくは
https://toukon.izakura.jp/event/detail/123
■お問合せ
ＮＰＯ法人医桜 セミナー事業部(担当小野)
TEL03-5980-7312 FAX03-5980-7310
E メール m.ono@izakura.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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】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
板橋区産業経済部 産業振興課 活性化戦略グループ
TEL 03-3579-2193 FAX 03-3579-9756
E-mai:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】製品改良・規格等適合化支援事業
＜都公社＞
国内外の新たな販路開拓を目指す企業の経営力を強化し、東京の産業
の活性化を図るため、自社で開発した試作品又は市場投入済みの製品の
改良や規格適合・認証取得(ISO、IEC、CE マーキング等)のために要する
経費の一部を助成します。
■主な申請資格
都内に主たる事業所を有し、引き続き 1 年以上事業を営む中小企業者
■助成対象期間
平成 29 年 12 月 1 日(金)～平成 31 年 8 月 31 日(土)
■助成限度額
500 万円(助成下限額 50 万円)
■助成率
助成対象と認められる経費の 2 分の 1 以内
■受付期間等
(1)事業説明会(事前予約制)
平成 29 年 7 月 14 日(金)
平成 29 年 7 月 18 日(火)
平成 29 年 7 月 20 日(木)
平成 29 年 7 月 21 日(金)
平成 29 年 7 月 24 日(月)

城南支社 2 階東京研修室
台東区民会館 8 階第 5 会議室
多摩支社 2 階大会議室
中小企業会館 9 階講堂
富士ソフトアキバプラザ

6 階セミナールーム 1
(2)申請予約
平成 29 年 7 月 25 日(火)～9 月 8 日(金)
(3)申請書提出日
平成 29 年 9 月 19 日(火)、20 日(水)、21 日(木)、25 日(月)
■詳しくは
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html
■お問い合わせ先
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】第 2 回募集 受注型中小企業競争力強化支援事業助成金
＜都産業労働局、都中小企業団体中央会＞
自社の技術・サービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等に要
する経費の一部を助成します。
■対象
・都内に本店又は主たる事務所があり、実施場所が都内又は東京都隣接
県にある、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(会社・個人事業主・組合等)
・上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ
■助成対象期間
平成 29 年 10 月 1 日(日)～平成 30 年 12 月 31 日(月)
(1 年 3 か月以内)
■助成金額
小規模企業区分
助成上限 1,000 万円
一般区分
助成上限 2,000 万円
■助成率
助成対象経費の 3 分の 2 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
産権出願・導入費、技術指導受入れ費、展示会出展・広告費等
■事業説明会
7 月 4 日(火) 14:00～16:00
日本教育会館 8 階 第一会議室
(千代田区一ツ橋 2-6-2)
7 月 5 日(水) 14:00～16:00
城南地域中小企業振興センター(大田区産業プラザ PiO)2 階

東京都研修室
(大田区南蒲田 1-20-20)
7 月 11 日(火) 14:00～16:00
東京都中小企業振興公社 多摩支社 2 階大会議室
(昭島市東町 3-6-1 産業サポートスクエア・TAMA)
■詳しくは
http://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/jyutyuuga
tasien.html
■お問合せ
東京都中小企業団体連合会 支援事務局
TEL 03-6278-7936 FAX 03-6278-7545
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

