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「金属素材・加工の最新技術を学ぶセミナー」受講者募集中
＜板橋区公社＞
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「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
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【5】第 1 回 人材戦略「事例紹介」セミナー
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【9】平成 29 年度 第 2 回知的財産関連助成事業説明会のご案内
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【10】平成 29 年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費
補助金(下請中小企業自立化基盤構築事業)」2 次募集開始
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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
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「金属素材・加工の最新技術を学ぶセミナー」受講者募集中！！
＜板橋区公社＞
────────────────────────────────
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―――――――――――――――――――――
【4】
「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。
9 月、10 月の開催分についてご案内いたします。
■日時
9 月 7 日、14 日、21 日、28 日 いずれも木曜日
各回 14:00～17:00
10 月 5 日、12 日、19 日、26 日 いずれも木曜日
各回 18:00～21:00
■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
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
TEL 03-3579-2172
E メール kb-ssyuro@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】知的財産基礎セミナー ～中小企業にとっての知的財産とは～
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
これまで経営者目線からの一方的な対策になりがちだった人材育成につ
いて、あらためて社員の目線から問い直し、有効な取組みを提案しま
す。
■日時
平成 29 年 9 月 4 日(月) 14:00～16:30(受付開始 13:30)
■会場
富士ソフトアキバプラザ 7 階 EX ルーム 1
(千代田区神田練塀町 3)

■講師
海上 泰生(うなかみ やすお)氏
(日本政策金融公庫 総合研究所 主席研究員)
■対象
人材育成に興味がある都内中小企業の経営者及び管理者層
■定員
40 名
■費用
無料
■お申込み及び詳しくは
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1707/0001.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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】知的財産基礎セミナー ～中小企業にとっての知的財産とは～
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
企業にとって知的財産権取得は、経営基盤の強化、競争力向上のため
の大きな力となります。
しかしながら、中小企業においては人材・資金不足のためか知的財産
権を取得し有効活用することは簡単なことではありません。
本セミナーでは知的財産初心者の方を対象に、知的財産とは何か、そ
の基礎全般を説明し、中小企業が企業活動の中で知的財産を創造、活用
するためのヒントを紹介します。
■日時
平成 29 年 9 月 20 日(水) 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)
■内容
・知的財産の概要Ⅰ(特許・実用新案・意匠・商標)
・知的財産の概要Ⅱ(著作権・不正競争防止法・営業秘密等)
・知的財産戦略についての概要
・中小企業支援策のあれこれ
■講師
荻原 徹(知財戦略アドバイザー)

■対象
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、これから知的財産につい
て学びたい方
■定員
60 名
■費用
無料
■お申込み及び詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/seminar/2017/290920chizaikiso.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
▼展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】INNOVESTA! 2017 ビジネスデー開催
＜都産技研＞
────────────────────────────────
イノベスタとは、ものづくり技術を楽しみながら、東京都産業技術研究
センターの技術や設備を見学・体感できるイベントです。
今年は、2014 年にイグノーベル賞を受賞された、北里大学名誉教授の
馬渕 清資 氏をはじめ、テレビ等でも話題の将棋プログラム「Ponanza」
を開発された山本 一成 氏、IoT のビジネスモデル構築に定評のある高安
篤史 氏などを招いた特別講演や、技術セミナーを短時間に凝縮したワー
クショップ、施設見学や実演など中小企業向けのプログラムを実施しま
す。皆さまのご来場をお待ちしております。
■開催日時
平成 29 年 9 月 8 日(金) 10:00～17:00(開場 9:30)
■会場
東京都産業技術研究センター本部
(江東区青海 2-4-10)
■参加費
無料

■概要
・特別講演(特設 Web サイトより事前申込制)
10:00～11:45
科学技術、価値観のイノベーション
講師 馬渕 清資 氏(北里大学名誉教授)
13:00～14:15
AI(人工知能)はいまどこまで来ているのか
講師 山本 一成 氏(将棋プログラム「Ponanza」開発者)
14:30～15:45
IoT(Internet of Things)のビジネスモデル構築
講師 高安 篤史 氏(合同会社コンサランス代表 中小企業診断士)
・海外展開特別セミナー(特設 Web サイトより事前申込制)
・ワークショップ(全 11 コース、特設 Web サイトより事前申込制)
・実演・見学(全 34 コース、随時または先着順)
■お申込、詳しくは
「INNOVESTA!」特設 Web サイト(8 月上旬開始予定)
http://www.tiri-innovesta.jp/
■お問い合わせ
イノベスタ 2017 運営事務局
TEL 03-5489-7385

FAX 03-5489-7382

E メール info2017@tiri-innovesta.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】平成 29 年度 第 2 回知的財産関連助成事業説明会のご案内
＜都知財センター＞
──────────────────────────────────

中小企業の海外展開進出支援の一環として、外国への特許・実用新案・
意匠・商標の出願等に要する費用等に係る経費の一部を助成していま
す。このたび、平成 29 年度外国特許出願費用助成事業を含む下記助成
事業の説明会を開催いたします。
■日時・場所（第 1･2 回とも内容は同じです）
第 1 回 9 月 25 日(月)
AP 秋葉原 4 階 H 室
（台東区秋葉原 1-1）
第 2 回 9 月 26 日(火)
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 内)
第 1 部 13:30～15:00(受付開始 13：00)
第 2 部 15:10～17:00(受付開始 15:00)
■今回説明する助成事業及び事業概要

・外国特許出願費用助成事業
・外国実用新案出願費用助成事業
・外国意匠出願費用助成事業
・外国商標出願費用助成事業
・外国侵害調査費用助成事業
・特許調査費用助成事業
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai_H29_2.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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】平成 29 年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費
補助金(下請中小企業自立化基盤構築事業)」2 次募集開始
＜中小企業庁＞
────────────────────────────────
2 者以上の特定下請事業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用
して、新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下
請取引等を開始または拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業
活動において特定下請取引の依存の状態の改善を図る取組を支援する
ことにより、下請中小企業の振興と経営の安定に寄与することを目的
とし、2 次公募を開始します。
■対象事業
下請中小企業振興法(以下「法」)第 8 条に基づく、特定下請連携事業計
画(以下「法認定計画」)の認定を受けた連携参加者が、法認定計画に従
って行う事業となります。
■公募期間
平成 29 年 7 月 13 日(木)～平成 29 年 8 月 21 日(月)
受付時間
10:00～12:00 13:30～17:00(土・日・祝を除く)
※郵送の場合は、受付最終日の 17:00 までに必着
■詳しくは

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170713shitauk
ekiban.htm
■お申込及びお問合せ
関東経済産業局 産業部中小企業課
〒330-9715
さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎 1 号館
TEL 048-600-0296
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】平成 29 年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費
補助金(下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業)」2 次募集開
始
＜中小企業庁＞
──────────────────────────────────

親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、または閉鎖・縮小が予定さ
れている影響により売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野
の需要を開拓するために実施する事業の費用を一部補助することによ
り、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の振興と経営の安定
に寄与することを目的とし、2 次公募を開始します。
■事業概要
取引先の多様化に向けた取組に係る試作・開発、展示会出展等の費用
を補助します。
■交付対象
下請事業者又はその共同体(任意グループ、事業協同組合)
■公募期間
平成 29 年 7 月 13 日(木)～平成 29 年 8 月 21 日(月)
受付時間
10:00～12:00 13:30～17:00(土・日・祝を除く)
※郵送の場合は、受付最終日の 17:00 までに必着
■詳しくは
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170713shitauk
ekaitaku.htm
■お申込及びお問合せ
関東経済産業局 産業部中小企業課
〒330-9715

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎 1 号館
TEL 048-600-0296

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

