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上記のほか、本覚書に基づき、事業承継支援、創業支援、海外展開支援などの各分野において新たな連携・
協働事業の構築の検討を進め、支援をさらに充実してまいります。

公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下公社）は、依然として厳しい経営環境にある都内中小企
業の様々なニーズに迅速に対応するため、都内最大の店舗ネットワークを持つ地域金融機関である株式
会社東京ＴＹフィナンシャルグループ、株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行 及び 株式会社新
銀行東京と、平成２８年３月２３日に業務連携・協働に関する覚書を締結し、４月１日から以下の連携・
協働事業を開始しました。今後一層、きめ細かな支援体制を構築し、東京の産業の活性化と地域経済の
発展に貢献してまいります。

公益財団法人東京都中小企業振興公社は、公益財団法人東京都中小企業振興公社は、

「業務連携・協働に関する覚書」を締結しました！「業務連携・協働に関する覚書」を締結しました！

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ、株式会社東京都民銀行、
株式会社八千代銀行 及び 株式会社新銀行東京

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ、株式会社東京都民銀行、
株式会社八千代銀行 及び 株式会社新銀行東京とと

調印式で、左から順に、公社 井澤理事長、東京ＴＹＦＧ 
柿﨑社長（東京都民銀行 柿﨑頭取※いずれも当時）、八千
代銀行 田原頭取、新銀行東京 常久社長

具体的な連携・協働事業

○事業可能性評価融資制度（融資商品名：「事業のチカラ」）
公社が実施する「事業可能性評価事業」の支援対
象者に対する融資制度です（従来の東京都民銀行
に加え、八千代銀行・新銀行東京で取扱いを開始）。
○知的財産評価融資制度（融資商品名：「知財のチカラ」）
公社が実施する「知財戦略導入支援事業」の支援
対象者に対する新たな融資制度です。
※制度の詳細は、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】　総合支援課

  TEL ： 03-3251-7881　E-mail ： sien@tokyo-kosha.or.jp
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法」によるパッケージを開発し、この技術は、同２３年度に
“　　ブランド”として　　区から認定された。一枚の紙
を水溶液に浸し、乾燥、プレスを繰り返すこの独自の技術
は接着剤を一切使用しない製法で、設備投資や金型代
の大幅な低減化を図ることができるなどの利点もある。
このパッケージを大手化粧品メーカーが採用し、“日本
パッケージデザイン大賞”をはじめとした数々の賞を受賞
している。

異業種交流が公社との出会い

公社との出会いは、約３０年前の昭和６２年、異業種交
流が注目された頃に遡る。当時はまだ、企業同士のつな
がりがそれほどなく、公社が、“企業間連携”を推進するた
めに様々な業種の企業による“異業種交流グループ”の
メンバーを募っていた。このグループに同社が参加したこ
とが公社との最初のつながりである。会長の孝行氏は、
「公社の異業種交流グループ（注２）に参加したことで、も
のづくりに前向きな経営者達とたくさん出会えた。お互い
が良い刺激となり、とても勉強になった。その時のメン
バーは、今でも大きく伸びている会社が多いよ。」と笑顔
で話した。その後、平成７年度から開始した海外取引展
開状況調査団（注３）に積極的に参加され、中国、タイ、
ベトナム、インドなどの国 を々訪れ、現在は上海に営業所
を設立している。公社の事業は、多々活用されているが、
　　区小菅にある東京工場には、平成２５年度「自家発
電設備等導入費用助成事業」（注４）を利用され、工場の
作業場全体をＬＥＤランプに交換している。工場全体の
節電になるだけでなく、検品作業を重視する同社にとっ
て、手元が明るくなり作業環境が改善されたようだ。

社長の交代と今後に向けた製品開発

平成２６年、正裕氏が社長に就任。「人材育成は、日々
の忙しさに流されて、場当たり的になってしまいがちであ
るが、今後も公社の実施する研修などに参加し、『リー
ダー的な人材』を育てていきたい。」と話す。
今後の同社の展開を伺うと、「人件費などコストを考え

ると、日本で良いものを作り続けていくことは難しくなって
きた。日本は紙の品質も良く、印刷技術も高い。今後も先
代達が作りあげてきた当社の原点である紙箱加工を残
しながら、顧客の日々 新しい要求に対応するクオリティの
高い製品開発を目指していきたい。」と話された。
今後も代々受け継がれてきた美麗な箱作りを絶やすこ

となく、顧客のニーズに応える製品開発を進めていく同
社の発展に期待したい。

（企業人材支援課　石井敦利）

 

老舗の紙加工業

中井紙器工業株式会社（以下同社）の本社を訪れる
と、ショーケースに華やかで美しいデザインの箱が並んで
いる。丸い箱や四角い箱など、どれも手の込んだ芸術品
である。大正６年に紙製品加工の専門企業として創業
し、現在は大手化粧品メーカー向けの高級化粧品容器、
美容用フェイスマスク、パレットケースなどを製造してい
る。中井久次郎氏が創業し、来年１００周年を迎える老舗
である。創業当時は、黄ボール紙芯材（注１）を使い、断
裁から貼り加工までの工程を手作業で行っていた。当時
の主な製品は、下駄函、草履函といわれる履物の箱、和
風小物入れなどであった。

高級化粧品容器の製造へ

昭和２９年に株式会社へと改組したのをきっかけに新
たな分野へ進出することとなる。化粧品用容器の製造で
ある。履物の箱や和風小物入れに始まり、ブリキの玩具
や洋菓子の箱といった多業種向けの箱を製造してきた
が、ここで他社との差別化を図ることを目指し、“高級化
粧品容器”を手掛けるようになった。化粧品容器の発注
元は、現在でも大手として存在している化粧品メーカー
で、このメーカー専用の加工所を作り、生産を行ってい
た。２代目・幸太郎氏のモットーは「ものづくりは手を抜か
ず製品ひとつひとつを丁寧に作る」こと。丁寧な作業に
よって作られた貼り箱は現在と変わらず高品質で美しく、
その技術は現在でも受け継がれている。
そして、デザインだけでなく、加工技術においても諸外
国が真似をできない優れものである。同社の丸箱は嵌合
と呼ばれる、紙蓋と本体のはまり具合のフィット感は、ベ
テランの経験による細かな職人技から生まれる。この貼
り箱の加工技術は受け継がれ、一つの芸術品のような
存在感がある。
また、同社の扱う製品は、直接化粧品を入れるもので
あり、肌に触れるものであるため、食品と並ぶ厳しい検査
能力が求められている。同社はこれまで、異物の混入な
ど不具合がほとんどないことが強みである。

会長の入社による事業方針の改革

昭和３８年に、戦後初めて海外の大手化粧品メーカー
３社が日本に進出し生産を始めた。この頃には、同社の
主要製品は化粧品容器に移行し、これら海外のメーカー
も含め、丸箱や四角い貼り箱などの容器の生産を一手
に引き受けた。このことが現在の同社の基礎となってい
る。昭和６０年代に入りバブル景気になると、顧客である
大手化粧品メーカーの製品の多様化が進んでいった。
そんな中、幸太郎氏の男六人兄弟の末っ子である孝行
氏（現会長）が、繊維関係の商社勤めを辞め同社に入社
した。チャレンジ精神旺盛な孝行氏は、商社勤務時代の
経験を活かし、素材や成形加工など紙箱以外の多くのこ
とも学び、顧客のニーズに応えるべく新しい製品開発を
行ってきた。これまでの受注生産のみの企業から脱却
し、素材から形状までを提案していく開発提案型企業を
目指した。現在も売り上げの多くを占めているフェイスマ
スクやシフターと呼ばれるフェイスパウダー容器内のメッ
シュなどは、他社では真似できない素材や技術が多く詰
め込まれている。平成21年度に「湿式加圧モールド製

（注１）　黄ボール紙芯材…
板紙の一種で貼り箱の芯の材料として使用されている。
わらを原料とした黄色っぽいボール紙。
（注2）　異業種交流グループ…
「共同受注」や「新技術・新製品開発」を目的とした異業種
交流グループを育成・支援する事業。公社が昭和62年か
ら実施。
（注3）　海外取引展開状況調査団…
中小企業が海外に生産拠点を移すなどの展開を図ること
を目的にアジア諸国を中心に中小企業の経営者等を派
遣した事業。公社が平成7年度から実施。
（注4）　自家発電設備等導入費用助成事業…
都内中小企業者が行う工場照明のＬＥＤ化や自家発電設
備、蓄電池等の導入費用の一部を助成。平成28年度から
事業名を「節電対策設備等導入費用助成事業」に変更。
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お客様の想いをかたちにする化粧品容器加工

“キラリ企業”の現場から
公社の支援サービスをご利用いただいている元気企業を紹介する“キラリ企業”の現場から。第116回は、大手化粧品
メーカー向けに化粧品の紙箱容器加工を行う老舗の中井紙器工業株式会社（台東区）をご紹介します。
同社には当公社の「自家発電設備等導入費用助成事業」や「経営研修事業」などをご利用いただいています。

代表者 ／ 中井　正裕
資本金 ／ 3,000万円　　
所在地 ／ 東京都台東区東上野3-34-6
　　　　  ヒューリック東上野ビル４階
TEL ／ 03-3833-8261　　FAX ／ 03-3833-8265
URL ／ http://www.nakaishiki.co.jp/
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フェイスマスクとシフター
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東京工場の検品作業

貼り箱と丸箱
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とが公社との最初のつながりである。会長の孝行氏は、
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が良い刺激となり、とても勉強になった。その時のメン
バーは、今でも大きく伸びている会社が多いよ。」と笑顔
で話した。その後、平成７年度から開始した海外取引展
開状況調査団（注３）に積極的に参加され、中国、タイ、
ベトナム、インドなどの国 を々訪れ、現在は上海に営業所
を設立している。公社の事業は、多々活用されているが、
　　区小菅にある東京工場には、平成２５年度「自家発
電設備等導入費用助成事業」（注４）を利用され、工場の
作業場全体をＬＥＤランプに交換している。工場全体の
節電になるだけでなく、検品作業を重視する同社にとっ
て、手元が明るくなり作業環境が改善されたようだ。

社長の交代と今後に向けた製品開発

平成２６年、正裕氏が社長に就任。「人材育成は、日々
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した。チャレンジ精神旺盛な孝行氏は、商社勤務時代の
経験を活かし、素材や成形加工など紙箱以外の多くのこ
とも学び、顧客のニーズに応えるべく新しい製品開発を
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（注4）　自家発電設備等導入費用助成事業…
都内中小企業者が行う工場照明のＬＥＤ化や自家発電設
備、蓄電池等の導入費用の一部を助成。平成28年度から
事業名を「節電対策設備等導入費用助成事業」に変更。

116
第

回

中井紙器工業株式会社

お客様の想いをかたちにする化粧品容器加工

“キラリ企業”の現場から
公社の支援サービスをご利用いただいている元気企業を紹介する“キラリ企業”の現場から。第116回は、大手化粧品
メーカー向けに化粧品の紙箱容器加工を行う老舗の中井紙器工業株式会社（台東区）をご紹介します。
同社には当公社の「自家発電設備等導入費用助成事業」や「経営研修事業」などをご利用いただいています。

代表者 ／ 中井　正裕
資本金 ／ 3,000万円　　
所在地 ／ 東京都台東区東上野3-34-6
　　　　  ヒューリック東上野ビル４階
TEL ／ 03-3833-8261　　FAX ／ 03-3833-8265
URL ／ http://www.nakaishiki.co.jp/

企業
情報

中井  正裕 氏
代表取締役 社長

中井紙器工業
株式会社

フェイスマスクとシフター

かんごう

東京工場の検品作業

貼り箱と丸箱
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企業DATA

Q1

【問い合わせ先】　総合支援課　

１．雇用保険の雇用継続給付への対応
雇用保険では、６０歳定年後再雇用され、再

雇用後の賃金が６０歳時点の賃金と比較して７
５％未満に低下した場合、６５歳まで「高年齢雇
用継続給付」を支給するという制度がありま
す。一般的には、再雇用後の賃金は低下するの
で、この給付を行うことで、再雇用従業員の仕
事への意欲を維持、喚起し６５歳までの雇用継
続を支援するという制度です。
この制度の利用条件は、「算定基礎期間」と
言われる会社の在籍期間が５年以上あること
が必要です。また、再雇用後の賃金は支給限度
額（平成２８年７月３１日までは３４１，０１５円）未
満であることも条件となっています。
支給額は、低下した割合が６１％以下となって

いる場合、再雇用後の賃金額の１５％が支給さ
れます。低下した割合が６１％を超え７５％未満
の場合には、低下した割合に応じ１５％より少な
い率で計算したものとなります。
初回の手続きは、該当してから４カ月以内と

なっています。賃金台帳や出勤簿、再雇用従業
員の年齢確認書類など準備する書類がありま
すので、該当予定があるときは、早めに会社を
管轄する公共職業安定所にお問い合わせくだ
さい。
なお、雇用継続給付の手続きでは、今年１月

から書類にマイナンバーを記載することになっ
ています。その影響で、これまでは、原則本人申
請としていましたが、法律を改正することによ
り、事業主を経由して書類を提出することとな
りました。また、これまで事業主が手続きをする
場合、労使協定の締結が必要でしたが、不要に
なりました。

２．健康保険への対応
６０歳定年後の再雇用従業員の健康保険へ
の対応では、再雇用後の勤務日数や所定労働
時間の変更内容を確認します。
再雇用後の勤務日数、所定労働時間が少な

くなっている場合、勤務日数が一般従業員の概
ね４分の３以上かつ１日または１週間の所定労
働時間数が一般従業員の概ね４分の３以上で
あるかどうかを確認します。この条件を満たし
ている場合には、健康保険は継続して加入する
ことになります。
手続きは、６０歳定年後１日の空白もなく引き
続き再雇用されている場合には、「同日得喪」に
よる特例が認められています。資格は継続しま
すが、「資格喪失」という退職の手続きと「資格
取得」という入社の手続きを同時に行います。
この「同日得喪」を行った場合、再雇用された月
の分から低下した賃金額に基づく保険料となり
ます。同日得喪の手続きをしない場合には、賃
金低下後３カ月の賃金支払額を基礎に「月額変
更届」を提出することになります。この場合、再
雇用から４カ月目からの保険料改定となるの
で、賃金額が低下しているにもかかわらず、保
険料は以前の水準という状態となります。
同日得喪の手続きでは、通常の被保険者資
格取得届（扶養があれば被扶養者（異動）届）、
被保険者資格喪失届のほか、本人および扶養
家族の保険証、定年を規定した就業規則（ない
場合には事業主の証明書類）、再雇用後の雇用
契約書の写しなどが必要となります。
一億総活躍社会実現に向けて、国もさまざま
な施策を打ち出しています。人口減少、超高齢
社会という環境の中で、社内にいる人材をいか
に活用していくのかということを考えていくこ
とが求められています。

吉岡・辻総合法律事務所　弁護士　吉岡　桂輔

　当社は、取締役会を設置する家族経営の会社です。この度、親族である当社の株主Xから「私が持ってい
る株式をYにすべて譲渡したい。それができないなら、会社が買い取ってほしい。」と要望がありました。当
社としては、親族ではないYに株式を持ってほしくありません。当社の定款には株式の譲渡制限が定められ
ており、譲渡はできないと思うのですが、どう対応すればよいでしょうか。

質 問

回 答 １　株式の譲渡制限
株式は、自由に譲渡できるのが原則です（会社

法（以下、法令名略）127条）。
しかし、御社のような家族経営の会社では、株
主も信頼関係のある親族に限定したいと考える
のが通常です。そこで、会社法は、例外的に株式
譲渡を制限することを認めています（107条1項
1号、同2項1号、108条1項4号、同2項4号）。
この譲渡制限に反して株式が譲渡された場合、
株式を取得した人は、会社に名義書換を請求でき
ませんので、会社は従前の株主を株主として扱え
ば足ります（134条、133条1項、130条1項）。
したがって、Xが勝手に株式を譲渡しても、御社
は、Yを株主と扱う必要はありません。

２　譲渡承認請求
本件のXのように、株式の譲渡を希望する株主

（または株式を取得した者）は、会社に譲渡を承認
するよう請求することができます（136条、137条
1項）。
株主が譲渡承認を求めた場合、会社は、承認す
るか否かを取締役会（取締役会非設置会社の場
合には株主総会）で決議し、その内容を承認請求
者に通知しなければなりません（139条）。承認請
求の日から２週間以内に通知しない場合、譲渡を
承認したとみなされます（145条1号）。
Xは、御社にYへの譲渡の承認を求めているの
で、御社は、ただちに取締役会を開き、譲渡を承
認しない旨決議し、Xに通知をしなければなりま
せん。通知しないまま承認請求から２週間経過す
ると、譲渡を承認したことになるので注意が必要
です。

3　株式の買取請求
株主は、会社が譲渡を承認しない場合には、会
社自身か会社の指定する買取人が株式を買い取
るよう請求することができます（138条1号ハ、同
条2号ハ）。Xが株式を御社または御社の指定する
買取人に買い取ってほしいと求めたときは、以下
の手続きが必要です。
(１)会社による買取り
御社がXの株式を取得するには、株主総会の特
別決議が必要です。（140条1項、同2項、309条2
項1号）。この場合、承認を求めるXは、議決権を行
使できません（140条3項）。また、買い取り金額

が分配可能額の範囲でなければなりません（461
条1項1号）。
次に御社は、一定額を供託して、Xに通知しなけ
ればなりません。この際、供託した証明書の交付
も必要になります（141条1項、同2項）。
この通知や供託証明書の交付は、御社がXに譲
渡を承認しない通知をしてから４０日以内にする
必要があります。これを守らなければ、Yへの譲渡
を承認したとみなされます（145条2号）。
(２)指定買取人による買い取り
御社が買い取る場合と異なって、株主総会の特
別決議は要らず、取締役会決議で買取人を指定
することができます（140条4項、同5項）。
供託やXへの通知は、指定された買取人が行い
ます（142条1項、同2項）。指定買取人による通知
や供託証明書の交付は、御社がXに譲渡を承認し
ない通知をしてから１０日以内に行わなければな
らず（145条2号）、会社による買取りの場合に比
べて短期間ですので注意が必要です。
買取人の指定は、御社の取締役や信頼できる
親族を指定する例が多くありますが、多額の費用
を要する場合があります。この場合、買い取る株
式数によっては、御社の支配権に影響が生じる可
能性があるので、買取人の指定は慎重に行わな
ければなりません。
(３)買取額
株式の売買価格については、まず当事者で協
議します。（144条1項、同7項）。協議で合意でき
ない場合は、買取通知から２０日以内であれば、裁
判所に売買価格の決定を申し立てることができ
ます（144条2項、同7項）。仮に、裁判所に申し立
てない場合は、供託した金額が売買価格となりま
す（144条5項）。

4　結び
このように、株主から譲渡の承認や買い取りを
求められた場合、会社は、譲渡制限がついていて
も、これに対応しなければなりません。タイトな期
間内で決議や通知、供託などをしなければなら
ず、うっかり期間を経過すると、譲渡を承認したと
みなされ、会社にとって好ましくない人が株主と
なる事態が生じます。
手続きに不慣れな場合は、急いで弁護士にご相
談ください。

譲渡制限株式の譲渡

定年後の再雇用従業員への対応

質　問
　当社は、６０歳定年で希望があれば６５歳まで再雇用しています。賃金は
６割程度に低下となります。このような場合、どのような手続きが必要と
なりますか？

　定年後の再雇用とは、定年でそれまでの労働契約が終了し、その後嘱
託などの形態で再雇用される制度です。必要な手続きとしては、雇用保険
の継続給付、健康保険への対応が考えられます。

回　答
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【問い合わせ先】　総合支援課　

１．雇用保険の雇用継続給付への対応
雇用保険では、６０歳定年後再雇用され、再

雇用後の賃金が６０歳時点の賃金と比較して７
５％未満に低下した場合、６５歳まで「高年齢雇
用継続給付」を支給するという制度がありま
す。一般的には、再雇用後の賃金は低下するの
で、この給付を行うことで、再雇用従業員の仕
事への意欲を維持、喚起し６５歳までの雇用継
続を支援するという制度です。
この制度の利用条件は、「算定基礎期間」と
言われる会社の在籍期間が５年以上あること
が必要です。また、再雇用後の賃金は支給限度
額（平成２８年７月３１日までは３４１，０１５円）未
満であることも条件となっています。
支給額は、低下した割合が６１％以下となって

いる場合、再雇用後の賃金額の１５％が支給さ
れます。低下した割合が６１％を超え７５％未満
の場合には、低下した割合に応じ１５％より少な
い率で計算したものとなります。
初回の手続きは、該当してから４カ月以内と

なっています。賃金台帳や出勤簿、再雇用従業
員の年齢確認書類など準備する書類がありま
すので、該当予定があるときは、早めに会社を
管轄する公共職業安定所にお問い合わせくだ
さい。
なお、雇用継続給付の手続きでは、今年１月

から書類にマイナンバーを記載することになっ
ています。その影響で、これまでは、原則本人申
請としていましたが、法律を改正することによ
り、事業主を経由して書類を提出することとな
りました。また、これまで事業主が手続きをする
場合、労使協定の締結が必要でしたが、不要に
なりました。

２．健康保険への対応
６０歳定年後の再雇用従業員の健康保険へ
の対応では、再雇用後の勤務日数や所定労働
時間の変更内容を確認します。
再雇用後の勤務日数、所定労働時間が少な

くなっている場合、勤務日数が一般従業員の概
ね４分の３以上かつ１日または１週間の所定労
働時間数が一般従業員の概ね４分の３以上で
あるかどうかを確認します。この条件を満たし
ている場合には、健康保険は継続して加入する
ことになります。
手続きは、６０歳定年後１日の空白もなく引き
続き再雇用されている場合には、「同日得喪」に
よる特例が認められています。資格は継続しま
すが、「資格喪失」という退職の手続きと「資格
取得」という入社の手続きを同時に行います。
この「同日得喪」を行った場合、再雇用された月
の分から低下した賃金額に基づく保険料となり
ます。同日得喪の手続きをしない場合には、賃
金低下後３カ月の賃金支払額を基礎に「月額変
更届」を提出することになります。この場合、再
雇用から４カ月目からの保険料改定となるの
で、賃金額が低下しているにもかかわらず、保
険料は以前の水準という状態となります。
同日得喪の手続きでは、通常の被保険者資
格取得届（扶養があれば被扶養者（異動）届）、
被保険者資格喪失届のほか、本人および扶養
家族の保険証、定年を規定した就業規則（ない
場合には事業主の証明書類）、再雇用後の雇用
契約書の写しなどが必要となります。
一億総活躍社会実現に向けて、国もさまざま
な施策を打ち出しています。人口減少、超高齢
社会という環境の中で、社内にいる人材をいか
に活用していくのかということを考えていくこ
とが求められています。

吉岡・辻総合法律事務所　弁護士　吉岡　桂輔

　当社は、取締役会を設置する家族経営の会社です。この度、親族である当社の株主Xから「私が持ってい
る株式をYにすべて譲渡したい。それができないなら、会社が買い取ってほしい。」と要望がありました。当
社としては、親族ではないYに株式を持ってほしくありません。当社の定款には株式の譲渡制限が定められ
ており、譲渡はできないと思うのですが、どう対応すればよいでしょうか。

質 問

回 答 １　株式の譲渡制限
株式は、自由に譲渡できるのが原則です（会社

法（以下、法令名略）127条）。
しかし、御社のような家族経営の会社では、株
主も信頼関係のある親族に限定したいと考える
のが通常です。そこで、会社法は、例外的に株式
譲渡を制限することを認めています（107条1項
1号、同2項1号、108条1項4号、同2項4号）。
この譲渡制限に反して株式が譲渡された場合、
株式を取得した人は、会社に名義書換を請求でき
ませんので、会社は従前の株主を株主として扱え
ば足ります（134条、133条1項、130条1項）。
したがって、Xが勝手に株式を譲渡しても、御社
は、Yを株主と扱う必要はありません。

２　譲渡承認請求
本件のXのように、株式の譲渡を希望する株主

（または株式を取得した者）は、会社に譲渡を承認
するよう請求することができます（136条、137条
1項）。
株主が譲渡承認を求めた場合、会社は、承認す
るか否かを取締役会（取締役会非設置会社の場
合には株主総会）で決議し、その内容を承認請求
者に通知しなければなりません（139条）。承認請
求の日から２週間以内に通知しない場合、譲渡を
承認したとみなされます（145条1号）。
Xは、御社にYへの譲渡の承認を求めているの
で、御社は、ただちに取締役会を開き、譲渡を承
認しない旨決議し、Xに通知をしなければなりま
せん。通知しないまま承認請求から２週間経過す
ると、譲渡を承認したことになるので注意が必要
です。

3　株式の買取請求
株主は、会社が譲渡を承認しない場合には、会
社自身か会社の指定する買取人が株式を買い取
るよう請求することができます（138条1号ハ、同
条2号ハ）。Xが株式を御社または御社の指定する
買取人に買い取ってほしいと求めたときは、以下
の手続きが必要です。
(１)会社による買取り
御社がXの株式を取得するには、株主総会の特
別決議が必要です。（140条1項、同2項、309条2
項1号）。この場合、承認を求めるXは、議決権を行
使できません（140条3項）。また、買い取り金額

が分配可能額の範囲でなければなりません（461
条1項1号）。
次に御社は、一定額を供託して、Xに通知しなけ
ればなりません。この際、供託した証明書の交付
も必要になります（141条1項、同2項）。
この通知や供託証明書の交付は、御社がXに譲
渡を承認しない通知をしてから４０日以内にする
必要があります。これを守らなければ、Yへの譲渡
を承認したとみなされます（145条2号）。
(２)指定買取人による買い取り
御社が買い取る場合と異なって、株主総会の特
別決議は要らず、取締役会決議で買取人を指定
することができます（140条4項、同5項）。
供託やXへの通知は、指定された買取人が行い
ます（142条1項、同2項）。指定買取人による通知
や供託証明書の交付は、御社がXに譲渡を承認し
ない通知をしてから１０日以内に行わなければな
らず（145条2号）、会社による買取りの場合に比
べて短期間ですので注意が必要です。
買取人の指定は、御社の取締役や信頼できる
親族を指定する例が多くありますが、多額の費用
を要する場合があります。この場合、買い取る株
式数によっては、御社の支配権に影響が生じる可
能性があるので、買取人の指定は慎重に行わな
ければなりません。
(３)買取額
株式の売買価格については、まず当事者で協
議します。（144条1項、同7項）。協議で合意でき
ない場合は、買取通知から２０日以内であれば、裁
判所に売買価格の決定を申し立てることができ
ます（144条2項、同7項）。仮に、裁判所に申し立
てない場合は、供託した金額が売買価格となりま
す（144条5項）。

4　結び
このように、株主から譲渡の承認や買い取りを
求められた場合、会社は、譲渡制限がついていて
も、これに対応しなければなりません。タイトな期
間内で決議や通知、供託などをしなければなら
ず、うっかり期間を経過すると、譲渡を承認したと
みなされ、会社にとって好ましくない人が株主と
なる事態が生じます。
手続きに不慣れな場合は、急いで弁護士にご相
談ください。

譲渡制限株式の譲渡

定年後の再雇用従業員への対応

質　問
　当社は、６０歳定年で希望があれば６５歳まで再雇用しています。賃金は
６割程度に低下となります。このような場合、どのような手続きが必要と
なりますか？

　定年後の再雇用とは、定年でそれまでの労働契約が終了し、その後嘱
託などの形態で再雇用される制度です。必要な手続きとしては、雇用保険
の継続給付、健康保険への対応が考えられます。

回　答
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経営に知的財産が必要な理由

企業が売り上げを伸長させ利益を確保しながら
持続していくためには、「技術イノベーション」「販路
開拓」「人材確保」などが重要といわれている。
なかでも「技術イノベーション」は、独自にあるいは
共同で研究開発した成果を活用して市場が求める
商品を上市するために必須である。資金や人的リ
ソースを投じて得た技術開発成果は、権利化・公知
化・標準化をはかるもの（オープン化）と、ノウハウと
して秘匿化をはかるもの（クローズ化）とを峻別して
事業の収益を最大化するオープン＆クローズ戦略
を実行していくことが重要である。
市場に競合者がいたり、将来競合者が登場する

ことが想定される場合には、特許・商標・ノウハウな
どの権利を確保することによって自社の技術・商品
を保護するとともに模倣品・類似品等を市場から排
除することができる。逆に、競合者が現れないこと
が明らかな場合には、知的財産はほとんど不要で
あろう。

　21世紀に入り経済のグローバル化が進展し社会構造が急激に変化しています。我が国においては、人
口減少・少子高齢化・企業の海外移転などにより国内市場が縮小し、また、発展途上国の技術的な追い
上げや安価な製品の流入などにより国内企業の優位性が低下しています。独自性の高いノウハウや技術
力を梃に頑張っている企業も多く見受けられますが、大企業との関係希薄化も手伝って厳しい経営環境
にさらされている中小企業も散見されます。
　このような環境の中で、下請けからの脱却や高付加価値化を図るため、積極的に国内市場の創造や新
製品の技術開発をしたり、海外へ販路を広げようとしたりする中小企業はかなり存在します。一方で、事業
活動の中で自社の強みとして創造された発明や営業標識など図1に示した知的財産を事業遂行の「道
具」として企業経営に生かす企業は比較的少なく、海外展開に際して知的財産を活用しようとする中小企
業はさらに少ないのが現状です。最近では、優れた保有技術のみに依存するのではなくその技術を生かせる
事業の仕組み（ビジネスモデル）の構築がより重要との指摘もあります。
　新連載「経営に活かそう！知的財産」では、知的財産を如何に売上げや利益の拡大の「道具」として活
用するかについて、全11回にわたり解説します。

て こ

経営に活かそう！
知的財産

企業と知的財産

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

知的財産の重要な機能は模倣品や類似品の排
除であるため、これら侵害品の市場参入を阻止で
きるが、この排除阻止機能の他にも例えば、特許権
に裏打ちされた商品であることをＰＲすることによ
り、独自性・信頼性を持つ技術力の高い企業である
ことを誇示できるなど、図2のように種々の働きがあ
る。
知的財産は事業や技術開発をアシストすると共
に経営をサポートする道具であり、図２の機能を理
解した上でそれぞれの事業態様に応じて使い分け
ることにより、売上げや事業利益の向上に資するこ
とができる。図３のように、特許の有用性を示すもの
として特許権を保有する企業の方が保有しない企
業より従業員一人当たりの営業利益額が高いとの
統計データもある。
将来知的財産担当から、技術優位な製品を単体
で販売するのみならず、メンテナンスサービスと組
み合わせて商品化するような事業提案がなされる
ケースもでてくるだろう。

東京都知的財産総合センター
（知財センター）設立経緯と運営状況

我が国では技術創造立国を目指し平成14年に
知的財産立国宣言がなされ、翌年には知的財産基
本法が成立した。同法に規定された地方公共団体
の責務を果たすべく、平成15年4月、東京都が知財
センターを設立した。
主要な事業内容は、①知財相談 ②普及・啓発 
③外国出願等助成金 ④技術シーズ活用製品化支
援である。知財相談については、累計で1.１万社を
超える中小企業・個人事業主から5万件以上の相
談を受けた。特許に関する相談が約半分であるが、
最近は商標や著作権、技術契約に関する相談も増
えている。
知財センターでは、企業の知財や技術開発・法
務部門で実務経験豊かなアドバイザーが企業目線
で相談に応じており、図４のような五つの知財使い
分けや技術契約などについて、予防知財の観点か
ら支援している。

（東京都知的財産総合センター 所長 波多江重人）

図1

図2

模倣品や類似品の排除

信用力の獲得

市場の独占

新商品のブランド力向上

対外的なアピール効果

新規顧客の開拓

価格付けに有利

他社との提携に有用

資金調達の促進

図3

図4

※上記年数は権利の存続期間
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共同で研究開発した成果を活用して市場が求める
商品を上市するために必須である。資金や人的リ
ソースを投じて得た技術開発成果は、権利化・公知
化・標準化をはかるもの（オープン化）と、ノウハウと
して秘匿化をはかるもの（クローズ化）とを峻別して
事業の収益を最大化するオープン＆クローズ戦略
を実行していくことが重要である。
市場に競合者がいたり、将来競合者が登場する
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どの権利を確保することによって自社の技術・商品
を保護するとともに模倣品・類似品等を市場から排
除することができる。逆に、競合者が現れないこと
が明らかな場合には、知的財産はほとんど不要で
あろう。
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口減少・少子高齢化・企業の海外移転などにより国内市場が縮小し、また、発展途上国の技術的な追い
上げや安価な製品の流入などにより国内企業の優位性が低下しています。独自性の高いノウハウや技術
力を梃に頑張っている企業も多く見受けられますが、大企業との関係希薄化も手伝って厳しい経営環境
にさらされている中小企業も散見されます。
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活動の中で自社の強みとして創造された発明や営業標識など図1に示した知的財産を事業遂行の「道
具」として企業経営に生かす企業は比較的少なく、海外展開に際して知的財産を活用しようとする中小企
業はさらに少ないのが現状です。最近では、優れた保有技術のみに依存するのではなくその技術を生かせる
事業の仕組み（ビジネスモデル）の構築がより重要との指摘もあります。
　新連載「経営に活かそう！知的財産」では、知的財産を如何に売上げや利益の拡大の「道具」として活
用するかについて、全11回にわたり解説します。
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除であるため、これら侵害品の市場参入を阻止で
きるが、この排除阻止機能の他にも例えば、特許権
に裏打ちされた商品であることをＰＲすることによ
り、独自性・信頼性を持つ技術力の高い企業である
ことを誇示できるなど、図2のように種々の働きがあ
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に経営をサポートする道具であり、図２の機能を理
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ることにより、売上げや事業利益の向上に資するこ
とができる。図３のように、特許の有用性を示すもの
として特許権を保有する企業の方が保有しない企
業より従業員一人当たりの営業利益額が高いとの
統計データもある。
将来知的財産担当から、技術優位な製品を単体
で販売するのみならず、メンテナンスサービスと組
み合わせて商品化するような事業提案がなされる
ケースもでてくるだろう。

東京都知的財産総合センター
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我が国では技術創造立国を目指し平成14年に
知的財産立国宣言がなされ、翌年には知的財産基
本法が成立した。同法に規定された地方公共団体
の責務を果たすべく、平成15年4月、東京都が知財
センターを設立した。
主要な事業内容は、①知財相談 ②普及・啓発 
③外国出願等助成金 ④技術シーズ活用製品化支
援である。知財相談については、累計で1.１万社を
超える中小企業・個人事業主から5万件以上の相
談を受けた。特許に関する相談が約半分であるが、
最近は商標や著作権、技術契約に関する相談も増
えている。
知財センターでは、企業の知財や技術開発・法
務部門で実務経験豊かなアドバイザーが企業目線
で相談に応じており、図４のような五つの知財使い
分けや技術契約などについて、予防知財の観点か
ら支援している。

（東京都知的財産総合センター 所長 波多江重人）
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※上記年数は権利の存続期間
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相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くものASEAN経済共同体（AEC）の発足と、環太平洋パートナーシップ（TPP）の大筋合意が御社のビジネスに与え
る影響について、【前編】（本誌4月号掲載）では、対象となる地域・内容の「広がり」をキーワードに、製品を輸出す
る場合を例に取って、その効果をみてきました。【後編】では、関税撤廃率の「深さ」をキーワードに、具体的な活用
方法についてお伝えします。

執筆　ジェトロ海外調査部アジア大洋州課　蒲田　亮平　氏
2005年にジェトロ入構。2010年から約4年間タイに駐在し、ASEAN域内での経済産業協力に携わる。
2014年から現職において、タイ・メコン地域、FTA等を中心に担当。
同テーマについて、当公社主催の「平成27年度第２回海外ビジネススタートアップセミナー」（2016年2月24日開催）
ご講演いただきました。

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口企業DATA
  TEL ： 03-5822-7241　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　国際事業課　海外展開に関するご相談・お申込みはこちらへ　

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

「広域経済圏」ができると「できる」こと
～AECとTPPがもたらす中小企業への効果～

【後編】

日本は米国、カナダ、ニュージーランドを除き、
TPP加盟国との間では既にFTA（※1）を結んで
います。今回のTPPが発足すると、米国、カナダ、
ニュージーランドとの関係では初めてのFTAにな
り、これらの国向けに輸出をされる企業について
はTPPを使う直接的なメリットが生じます。一方
で、FTAを締結済みの国との間でも、TPPの関税
撤廃率の「深さ」が効いて、より大きなコスト削減
につながる場合があります。例えばベトナムとの
間では、日本は既に二国間（JVEPA）、多国間
（AJCEP）のFTAを締結していますが、ベトナムは
TPPで工業製品については輸出額ベースで即時
撤廃率72.1％、最終的な関税撤廃率100％を約
束しました。JVEPAの工業製品の最終的な関税
撤廃率が92％であるため、より多くの品目で関税
撤廃のメリットを享受できることになります。
なお、実際に日本からの輸出でFTAを使う場

合、実務的には①輸出コード（HSコード）を特定
し、②それぞれのFTAで与えられる特恵関税率を
比べ、③事務手続き等のコストと比較しながら、
④最もメリットのあるものを選択することになり
ます。

「World Tariff」(※2)というデータベースで、
全世界の関税率を横並びで比較できます。
このデータベースを契約しているジェトロのHP
から日本居住者の方は無料で利用可能です。HS
コードを入れると簡単に今最も低い関税率の
FTAが分かりますので（先述ベトナムの例では、
発効済のJVEPAとAJCEP、基本税率の3つの中
から自動的に最も関税が低いものが表示され
る）、まずは第一歩として、御社製品の関税率を調
べてみてはいかがでしょうか。
そのほか、TPPの基本的な概要や、FTAの使い

方については、ジェトロの特設サイト「TPPを活用
する」の中で分かりやすく解説されています。

◆関税撤廃率の「深さ」
～比較して一番条件のいいものを選ぶ～ ～関税率を知るには？～

※1　FTA（Free Trade Agreement）とは、ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を
一層進めることを目的とした協定のこと （外務省HPより）

※2　World Tariffとは、米国FedEx Trade Networks社が有料で提供している世界の関税率情報データベース

海外展開
Step to Success

 

平成28年度 海外展開 新規事業・講習会のご紹介
～グローバル市場で勝負したい中小企業様へ新たな事業で海外展開をサポート～

充実したメニューで皆様の海外展開を支援していきます

《海外展開プランの主な視点》
・ 商 材 の 選 定：何を売るか
・  ターゲットの決定：対象国・対象市場、顧客
・ 海外展開方法の決定：輸出（直接・間接）/進出

新規事業「海外展開チャレンジ支援」NEW

「貿易実務者養成講習会」受講生募集 ！内容刷新

現在、ビジネスの環境は激しい変化の中にあります。人口減少により国内マーケットの縮小が懸念される
一方、新興市場の経済発展や、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）やＡＥＣ（ＡＳＥＡＮ経済共同体）に代表され
る自由貿易協定や市場統合の促進等、新たなチャンスも見込まれています。
平成28年度より、国際事業課では、新たに海外への展開を検討している都内中企業様に向けて、現在持たれ

ている海外展開のアイデアやイメージを具体的なプランに組み上げるための「海外展開チャレンジ支援」を開
始します。プラン策定は、海外ビジネスの経験が豊富なプランマネージャーが貴社に訪問し、完成に向けて具体
的なサポートをします。

国際事業課では、国際ビジネスの舞台で活躍できる人材を養成するため、貿易実務を中心とした講習会を開
催します。基礎的な用語から最新情報まで、貿易実務に必要とされる知識を体系立てて学んでいただけます。こ
れから貿易実務者を目指す方、すでに実務に取り組まれていてさらにスキルアップを目指す方、様々な方の
ニーズに合わせた講習会を年間12回実施しています。この機会に、是非ご参加ください ！！

海外展開チャレンジ
セミナーの開催

海外展開プラン策定支援
プランマネージャーによる企業訪問個別相談の実施

当事業は、過去に海外経験がなくてもご活用
いただけます。
この機会に海外展開をご検討したい皆様、
是非お気軽にお問い合わせください !!

講習会名 期日
輸出入貿易実務(入門初級)
輸出入貿易実務と通関手続き(基礎)
基礎から学ぶ輸入実務(初級)

貿易取引の基礎知識(初級)
輸出入貿易実務(入門初級)

貿易実務者の英文実践E-Mail
ライティング(初級・中級)

5/12・13
6/1・2
6/15・16

7/13・14

9/7・8
10/3・4

回
1
2
3

4

5
6

講習会名 期日
貿易取引の実務(初級)　書類の書き方・見方

貿易取引の実務(初級)　書類の書き方・見方

基礎から学ぶ輸出実務(初級)
三国間貿易の実務(実務者向け)
輸出入貿易実務と通関手続き(基礎)

10/17・18
11/15・16

1/18・19

2/15・16

12/5・7

3/9・10

回
7
8
9
10

11

12

【会　　場】東京都産業労働局　秋葉原庁舎　会議室ほか
【講　　師】貿易アドバイザー協会認定講師／大学教授ほか

平成28年度 貿易実務者養成講習会開催予定

公社「海外ワンストップ相談」では、
ジェトロの提供するサービスと連携し、
海外ビジネスに関する
あらゆるご相談に対応
しています。

基礎から学ぶ輸出実務（初級）
【多摩会場】

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口企業DATA
  TEL ： 03-5822-7241　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　国際事業課　ご相談・お申し込みはこちらへ

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

【受 講 料】１５，０００円　  【募集人数】３０～４０名　※会場により異なります
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相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くものASEAN経済共同体（AEC）の発足と、環太平洋パートナーシップ（TPP）の大筋合意が御社のビジネスに与え
る影響について、【前編】（本誌4月号掲載）では、対象となる地域・内容の「広がり」をキーワードに、製品を輸出す
る場合を例に取って、その効果をみてきました。【後編】では、関税撤廃率の「深さ」をキーワードに、具体的な活用
方法についてお伝えします。

執筆　ジェトロ海外調査部アジア大洋州課　蒲田　亮平　氏
2005年にジェトロ入構。2010年から約4年間タイに駐在し、ASEAN域内での経済産業協力に携わる。
2014年から現職において、タイ・メコン地域、FTA等を中心に担当。
同テーマについて、当公社主催の「平成27年度第２回海外ビジネススタートアップセミナー」（2016年2月24日開催）
ご講演いただきました。

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口企業DATA
  TEL ： 03-5822-7241　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　国際事業課　海外展開に関するご相談・お申込みはこちらへ　

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

「広域経済圏」ができると「できる」こと
～AECとTPPがもたらす中小企業への効果～

【後編】

日本は米国、カナダ、ニュージーランドを除き、
TPP加盟国との間では既にFTA（※1）を結んで
います。今回のTPPが発足すると、米国、カナダ、
ニュージーランドとの関係では初めてのFTAにな
り、これらの国向けに輸出をされる企業について
はTPPを使う直接的なメリットが生じます。一方
で、FTAを締結済みの国との間でも、TPPの関税
撤廃率の「深さ」が効いて、より大きなコスト削減
につながる場合があります。例えばベトナムとの
間では、日本は既に二国間（JVEPA）、多国間
（AJCEP）のFTAを締結していますが、ベトナムは
TPPで工業製品については輸出額ベースで即時
撤廃率72.1％、最終的な関税撤廃率100％を約
束しました。JVEPAの工業製品の最終的な関税
撤廃率が92％であるため、より多くの品目で関税
撤廃のメリットを享受できることになります。
なお、実際に日本からの輸出でFTAを使う場

合、実務的には①輸出コード（HSコード）を特定
し、②それぞれのFTAで与えられる特恵関税率を
比べ、③事務手続き等のコストと比較しながら、
④最もメリットのあるものを選択することになり
ます。

「World Tariff」(※2)というデータベースで、
全世界の関税率を横並びで比較できます。
このデータベースを契約しているジェトロのHP
から日本居住者の方は無料で利用可能です。HS
コードを入れると簡単に今最も低い関税率の
FTAが分かりますので（先述ベトナムの例では、
発効済のJVEPAとAJCEP、基本税率の3つの中
から自動的に最も関税が低いものが表示され
る）、まずは第一歩として、御社製品の関税率を調
べてみてはいかがでしょうか。
そのほか、TPPの基本的な概要や、FTAの使い

方については、ジェトロの特設サイト「TPPを活用
する」の中で分かりやすく解説されています。

◆関税撤廃率の「深さ」
～比較して一番条件のいいものを選ぶ～ ～関税率を知るには？～

※1　FTA（Free Trade Agreement）とは、ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を
一層進めることを目的とした協定のこと （外務省HPより）

※2　World Tariffとは、米国FedEx Trade Networks社が有料で提供している世界の関税率情報データベース

海外展開
Step to Success

 

平成28年度 海外展開 新規事業・講習会のご紹介
～グローバル市場で勝負したい中小企業様へ新たな事業で海外展開をサポート～

充実したメニューで皆様の海外展開を支援していきます

《海外展開プランの主な視点》
・ 商 材 の 選 定：何を売るか
・  ターゲットの決定：対象国・対象市場、顧客
・ 海外展開方法の決定：輸出（直接・間接）/進出

新規事業「海外展開チャレンジ支援」NEW

「貿易実務者養成講習会」受講生募集 ！内容刷新

現在、ビジネスの環境は激しい変化の中にあります。人口減少により国内マーケットの縮小が懸念される
一方、新興市場の経済発展や、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）やＡＥＣ（ＡＳＥＡＮ経済共同体）に代表され
る自由貿易協定や市場統合の促進等、新たなチャンスも見込まれています。
平成28年度より、国際事業課では、新たに海外への展開を検討している都内中企業様に向けて、現在持たれ

ている海外展開のアイデアやイメージを具体的なプランに組み上げるための「海外展開チャレンジ支援」を開
始します。プラン策定は、海外ビジネスの経験が豊富なプランマネージャーが貴社に訪問し、完成に向けて具体
的なサポートをします。

国際事業課では、国際ビジネスの舞台で活躍できる人材を養成するため、貿易実務を中心とした講習会を開
催します。基礎的な用語から最新情報まで、貿易実務に必要とされる知識を体系立てて学んでいただけます。こ
れから貿易実務者を目指す方、すでに実務に取り組まれていてさらにスキルアップを目指す方、様々な方の
ニーズに合わせた講習会を年間12回実施しています。この機会に、是非ご参加ください ！！

海外展開チャレンジ
セミナーの開催

海外展開プラン策定支援
プランマネージャーによる企業訪問個別相談の実施

当事業は、過去に海外経験がなくてもご活用
いただけます。
この機会に海外展開をご検討したい皆様、
是非お気軽にお問い合わせください !!

講習会名 期日
輸出入貿易実務(入門初級)
輸出入貿易実務と通関手続き(基礎)
基礎から学ぶ輸入実務(初級)

貿易取引の基礎知識(初級)
輸出入貿易実務(入門初級)

貿易実務者の英文実践E-Mail
ライティング(初級・中級)

5/12・13
6/1・2
6/15・16

7/13・14

9/7・8
10/3・4

回
1
2
3

4

5
6

講習会名 期日
貿易取引の実務(初級)　書類の書き方・見方

貿易取引の実務(初級)　書類の書き方・見方

基礎から学ぶ輸出実務(初級)
三国間貿易の実務(実務者向け)
輸出入貿易実務と通関手続き(基礎)

10/17・18
11/15・16

1/18・19

2/15・16

12/5・7

3/9・10

回
7
8
9
10

11

12

【会　　場】東京都産業労働局　秋葉原庁舎　会議室ほか
【講　　師】貿易アドバイザー協会認定講師／大学教授ほか

平成28年度 貿易実務者養成講習会開催予定

公社「海外ワンストップ相談」では、
ジェトロの提供するサービスと連携し、
海外ビジネスに関する
あらゆるご相談に対応
しています。

基礎から学ぶ輸出実務（初級）
【多摩会場】

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口企業DATA
  TEL ： 03-5822-7241　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　国際事業課　ご相談・お申し込みはこちらへ

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

【受 講 料】１５，０００円　  【募集人数】３０～４０名　※会場により異なります
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ピースリーテクノロジーズ株式会社のメンブレンミラー
商品開発

社名のピースリーテクノロジーズ（P3T）の由来で
ある、個人が使う「P e r s o n a l 」、携帯できる
「Portable」、進歩的で他に無い「Progressive」製品
を開発することを目的として、平成20年に岡安謙治氏
が設立。メンブレンミラーは、まさに同社の目指す製品

開発の強い想いが織り込まれている製品である。商品
開発のきっかけは、当時中学生だった社長のご息女が
原宿で買ったプラスチックに鏡が貼りつけてある拡大
鏡を見たこと。

企業
DATA

企業名：ピースリーテクノロジーズ株式会社
代表：岡安 謙治
所在地：東京都港区南麻布1-3-1-305
TEL：03-6809-3702
URL: http://www.p3t.jp/company.

支援企業の逸品
公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

後 送

後 送

 

ピースリーテクノロジーズ株式会社のメンブレンミラー

商品開発
同社は、社名のピースリーテクノロジーズ（P3T）の

由来である、個人が使う「Personal」、携帯できる
「Portable」、進歩的で他に無い「Progressive」製品
を開発することを目的として、平成20年に岡安謙治氏
が設立。
商品開発のきっかけは、当時中学生だった社長のご

息女が原宿で買ったプラスチックに鏡が貼りつけてあ
る拡大鏡を見たこと。メンブレンミラーは、まさに同社
の目指す製品開発の強い想いが織り込まれている製
品である。

逸品のこだわり
メンブレンミラーは、一般的なミラーに見えるが、ガ
ラスの代わりに反射フィルムを使用している。リング状
の枠にフィルムを貼り付け、枠の内側の空気を減圧す
ると、反射フィルムが内側に凹み、凹面鏡になる。減圧
度を変えると倍率を1～5倍まで連続して変えられる
可変倍率機能を持っている。従来の拡大鏡は、板ガラ
スを熱して球面に曲げて作っている為に倍率は固定さ
れてしまう、また、倍率は大きければ良いわけではなく
大きくなれば視野が狭くなってしまうので、利用者が
適宜変えられれば便利である。従来のものは平面鏡と
固定倍率の拡大鏡がペアになっているが、同製品は一
枚ですみ負担を感じることなく携行、使用することが
可能な点も強みといえる。

逸品ポイント
　メンブレンミラーは、米国のNASA（アメリカ航空宇
宙局）がアルミの蒸着フィルムを折りたたんで宇宙に
運びこれを広げて巨大な望遠鏡を作る技術を応用し
ている。また使い勝手が非常に重要であるので、回転
により鏡面をたわませることで倍率を変化させる機構
を新たに自社で独自開発した。結果として①重量の軽
量化 ②落下による割れの減少 ③使用者に合う倍率
（1.5倍なども可）の提供が可能となり、これまでの鏡
の延長線からの発想では生まれることのない価値を
創造できている。

未来展望
商品は、同社ホームページでの販売に加え、公社の

「ニューマーケット販路開拓支援事業」などを有効活用
し、販路開拓を進めている。40代以上の女性をター
ゲットとしているが、化粧などで顔の細部を気にする人
は多く、若い主婦層から老眼などの悩みをもつ高齢の
女性まで、幅広く受け入れられている。商品ラインナッ
プは、倍率５倍でLED機能を持つモデル、拡大倍率が４
倍までモデルも用意している。鏡が発明されて 5000 
年ともいわれており、
人々に「鏡=ガラス」とい
う固定観念ができあがっ
ている。社長は、この考え
方を変えることで、鏡に
新たな価値を生み出し、
生活を豊かにすることが
できると考えている。

企業
データ

企業名：ピースリーテクノロジーズ株式会社
代表：岡安 謙治
所在地：東京都港区南麻布1-3-1-305
TEL：03-6809-3702
URL: http://www.p3t.jp/company.

支援企業の逸品
公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

　LEDなしのミラーは、リニュー
アルのためキャンペーン特別価
格で5月末まで販売する。詳しく
は、HPを参照。

鏡の周りのリング
を回すと倍率が拡
大する。

 

携行できる商品の開発で、顧客価値を追及してきた。
科学的視点で見直すことが、
身近な普及品に新たな付加価値を生み出し、
当たり前と思っている生活を変えることができると
信じて進む創造企業。

平成28年度 広域多摩イノベーションプラットフォーム

「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内
～出会いの機会を広げませんか？～

　本交流会は、優れた技術・製品を有する中小企業と大手企業との出会いの場を提供し、オープン
イノベーションによる技術連携の実現に向けたきっかけ作りを支援する取り組みです。大手企業に
自社の技術・製品をアピールする機会としてご活用ください。
　本交流会は「健康・福祉」「環境」「危機管理」等の各成長産業分野での開発ニーズを持つ大手企
業が数多く参加します。これらの分野への参入・技術提案を希望する企業の皆様はぜひお申込みく
ださい。

ＩＨＩ
岩谷産業
栄研化学
ＮＥＣネッツエスアイ
オリンパス
鹿島建設
協和エクシオ
共和電業
コニカミノルタ
佐藤工業
GEヘルスケア・ジャパン
ＪＵＫＩ

住友重機械工業
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ
タニタ
THK
東京測器研究所
東芝
東芝ITコントロールシステム
東芝燃料電池システム
日本航空電子工業
日本電子
パナソニックヘルスケア
日立アロカメディカル

日立製作所 中央研究所
日野自動車
富士ゼロックス　
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー
富士電機　
松田産業
三菱化工機
ミヤコシ
明星電気
ユニオンツール
リオン
ワイエイシイ　　　　等

日　　時◆
会　　場◆
構　　成◆

募集対象◆
参加費用◆

申込手順◆

申込締切◆
注意事項◆

平成２8年１０月２5日（火） １0:００～１８:００
パレスホテル立川　（立川市曙町2-40-15）　ＪＲ立川駅北口　徒歩3分
第１部 「製品展示会」（技術・製品をＰＲ）
第２部 「個別面談会」（各ブースで時間割当て制の個別面談）
都内に事業所を有する中小企業
５，０００円（税込）
※大手企業から面談希望があり、交流会にご参加いただく企業様のみ
　1社 5,000円の当日参加費用をお支払いいただきます。
公社ＨＰの申込フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。
併せて、貴社の概要と技術・製品の特長を記載した「技術アピールシート」を作成のうえ、
tama-event@tokyo-kosha.or.jp（電子メール）に送信願います。
平成28年6月10日（金）
上記「申込手順」のお手続きが済んだ段階で申込み完了となります。
※なお、大手企業の技術ニーズと合わず、大手企業からの面談希望がない場合はお申込みを
　いただいていても本交流会（製品展示会・個別面談会）にご参加いただくことができません。
　また、製品展示会の参加希望が多数あった場合、抽選等により展示会への出展企業を決定
　させていただく場合がございます。予め、ご了承ください。

開催概要

平成27年度 新技術創出交流会の参加大手企業

製品展示会
10：00～18：00

個別面談会
12：00～18：00

  TEL  ： 042-500-3901　FAX ： 042-500-3915
  E-mail ： tama-event@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　多摩支社　担当／望月・宮本

※50音順。敬称・法人格は省略させていただきます。

一般公開!!

　当社は、製品の縮小、携行化に関する技術を
保有しており、製品企画のコンサルティング
業務も行っており、相談を受け付けている。
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ピースリーテクノロジーズ株式会社のメンブレンミラー
商品開発

社名のピースリーテクノロジーズ（P3T）の由来で
ある、個人が使う「P e r s o n a l 」、携帯できる
「Portable」、進歩的で他に無い「Progressive」製品
を開発することを目的として、平成20年に岡安謙治氏
が設立。メンブレンミラーは、まさに同社の目指す製品

開発の強い想いが織り込まれている製品である。商品
開発のきっかけは、当時中学生だった社長のご息女が
原宿で買ったプラスチックに鏡が貼りつけてある拡大
鏡を見たこと。

企業
DATA

企業名：ピースリーテクノロジーズ株式会社
代表：岡安 謙治
所在地：東京都港区南麻布1-3-1-305
TEL：03-6809-3702
URL: http://www.p3t.jp/company.

支援企業の逸品
公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

後 送

後 送

 

ピースリーテクノロジーズ株式会社のメンブレンミラー

商品開発
同社は、社名のピースリーテクノロジーズ（P3T）の

由来である、個人が使う「Personal」、携帯できる
「Portable」、進歩的で他に無い「Progressive」製品
を開発することを目的として、平成20年に岡安謙治氏
が設立。
商品開発のきっかけは、当時中学生だった社長のご

息女が原宿で買ったプラスチックに鏡が貼りつけてあ
る拡大鏡を見たこと。メンブレンミラーは、まさに同社
の目指す製品開発の強い想いが織り込まれている製
品である。

逸品のこだわり
メンブレンミラーは、一般的なミラーに見えるが、ガ
ラスの代わりに反射フィルムを使用している。リング状
の枠にフィルムを貼り付け、枠の内側の空気を減圧す
ると、反射フィルムが内側に凹み、凹面鏡になる。減圧
度を変えると倍率を1～5倍まで連続して変えられる
可変倍率機能を持っている。従来の拡大鏡は、板ガラ
スを熱して球面に曲げて作っている為に倍率は固定さ
れてしまう、また、倍率は大きければ良いわけではなく
大きくなれば視野が狭くなってしまうので、利用者が
適宜変えられれば便利である。従来のものは平面鏡と
固定倍率の拡大鏡がペアになっているが、同製品は一
枚ですみ負担を感じることなく携行、使用することが
可能な点も強みといえる。

逸品ポイント
　メンブレンミラーは、米国のNASA（アメリカ航空宇
宙局）がアルミの蒸着フィルムを折りたたんで宇宙に
運びこれを広げて巨大な望遠鏡を作る技術を応用し
ている。また使い勝手が非常に重要であるので、回転
により鏡面をたわませることで倍率を変化させる機構
を新たに自社で独自開発した。結果として①重量の軽
量化 ②落下による割れの減少 ③使用者に合う倍率
（1.5倍なども可）の提供が可能となり、これまでの鏡
の延長線からの発想では生まれることのない価値を
創造できている。

未来展望
商品は、同社ホームページでの販売に加え、公社の

「ニューマーケット販路開拓支援事業」などを有効活用
し、販路開拓を進めている。40代以上の女性をター
ゲットとしているが、化粧などで顔の細部を気にする人
は多く、若い主婦層から老眼などの悩みをもつ高齢の
女性まで、幅広く受け入れられている。商品ラインナッ
プは、倍率５倍でLED機能を持つモデル、拡大倍率が４
倍までモデルも用意している。鏡が発明されて 5000 
年ともいわれており、
人々に「鏡=ガラス」とい
う固定観念ができあがっ
ている。社長は、この考え
方を変えることで、鏡に
新たな価値を生み出し、
生活を豊かにすることが
できると考えている。

企業
データ

企業名：ピースリーテクノロジーズ株式会社
代表：岡安 謙治
所在地：東京都港区南麻布1-3-1-305
TEL：03-6809-3702
URL: http://www.p3t.jp/company.

支援企業の逸品
公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

　LEDなしのミラーは、リニュー
アルのためキャンペーン特別価
格で5月末まで販売する。詳しく
は、HPを参照。

鏡の周りのリング
を回すと倍率が拡
大する。

 

携行できる商品の開発で、顧客価値を追及してきた。
科学的視点で見直すことが、
身近な普及品に新たな付加価値を生み出し、
当たり前と思っている生活を変えることができると
信じて進む創造企業。

平成28年度 広域多摩イノベーションプラットフォーム

「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内
～出会いの機会を広げませんか？～

　本交流会は、優れた技術・製品を有する中小企業と大手企業との出会いの場を提供し、オープン
イノベーションによる技術連携の実現に向けたきっかけ作りを支援する取り組みです。大手企業に
自社の技術・製品をアピールする機会としてご活用ください。
　本交流会は「健康・福祉」「環境」「危機管理」等の各成長産業分野での開発ニーズを持つ大手企
業が数多く参加します。これらの分野への参入・技術提案を希望する企業の皆様はぜひお申込みく
ださい。

ＩＨＩ
岩谷産業
栄研化学
ＮＥＣネッツエスアイ
オリンパス
鹿島建設
協和エクシオ
共和電業
コニカミノルタ
佐藤工業
GEヘルスケア・ジャパン
ＪＵＫＩ

住友重機械工業
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ
タニタ
THK
東京測器研究所
東芝
東芝ITコントロールシステム
東芝燃料電池システム
日本航空電子工業
日本電子
パナソニックヘルスケア
日立アロカメディカル

日立製作所 中央研究所
日野自動車
富士ゼロックス　
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー
富士電機　
松田産業
三菱化工機
ミヤコシ
明星電気
ユニオンツール
リオン
ワイエイシイ　　　　等

日　　時◆
会　　場◆
構　　成◆

募集対象◆
参加費用◆

申込手順◆

申込締切◆
注意事項◆

平成２8年１０月２5日（火） １0:００～１８:００
パレスホテル立川　（立川市曙町2-40-15）　ＪＲ立川駅北口　徒歩3分
第１部 「製品展示会」（技術・製品をＰＲ）
第２部 「個別面談会」（各ブースで時間割当て制の個別面談）
都内に事業所を有する中小企業
５，０００円（税込）
※大手企業から面談希望があり、交流会にご参加いただく企業様のみ
　1社 5,000円の当日参加費用をお支払いいただきます。
公社ＨＰの申込フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。
併せて、貴社の概要と技術・製品の特長を記載した「技術アピールシート」を作成のうえ、
tama-event@tokyo-kosha.or.jp（電子メール）に送信願います。
平成28年6月10日（金）
上記「申込手順」のお手続きが済んだ段階で申込み完了となります。
※なお、大手企業の技術ニーズと合わず、大手企業からの面談希望がない場合はお申込みを
　いただいていても本交流会（製品展示会・個別面談会）にご参加いただくことができません。
　また、製品展示会の参加希望が多数あった場合、抽選等により展示会への出展企業を決定
　させていただく場合がございます。予め、ご了承ください。

開催概要

平成27年度 新技術創出交流会の参加大手企業

製品展示会
10：00～18：00

個別面談会
12：00～18：00

  TEL  ： 042-500-3901　FAX ： 042-500-3915
  E-mail ： tama-event@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　多摩支社　担当／望月・宮本

※50音順。敬称・法人格は省略させていただきます。

一般公開!!

　当社は、製品の縮小、携行化に関する技術を
保有しており、製品企画のコンサルティング
業務も行っており、相談を受け付けている。
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  TEL ： 03-3251-7889　FAX ： 03-3251-7891

【問い合わせ先】　設備リース課　

→ →公社トップページ 助成金・設備投資 節電対策設備等導入費用助成事業

検 索

登録企業情報コーナー
このコーナーでは仕事の受注・発注を希望されている企業の情報を掲載しています。お問い合せは各問合せ窓口まで。

お問い合せ開始日 5月17日（火） 9時30分から

  TEL  ： 03-3251-7883　FAX  ： 03-3251-7888
  E-mail ： torihiki@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　取引振興課　

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口
【問い合わせ先】　東京都産業労働局商工部調整課

  http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp　

東京都中小企業の景況
　ー慎重な見方続くー　業況と見通し
２月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした企業
割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲34と、前月（▲
34）と比べて変化がなく横ばいとなりました。今後３か月間
（３～５月）の業況見通しDI（当月（２月）に比べて「良い」とし
た企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲25（前月▲
23）と２ポイント減少、４か月連続で計11ポイント後退し、慎
重な見方が続いています。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲49→▲40）は９ポ

イント増加したほか、卸売業（▲39→▲34）は５ポイント増
加とやや改善しました。一方、製造業（▲30→▲35）は５ポ
イントとやや減少し、４か月連続で悪化したほか、サービス
業（▲23→▲26）は３ポイント減少し、ほぼ横ばいからわず
かに下向きました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「電気機器」

（▲４→▲30）が26ポイント減少、「住宅・建物関連」（▲29
→▲50）が21ポイント減少と、ともに非常に大幅に悪化し
ました。一方、「材料・部品」（▲35→▲27）が８ポイント増加
し、前々月の水準（▲27）に戻しました。卸売業では「建築・
住宅関連」（▲41→▲30）と「食料品」（▲47→▲36）がと
もに11ポイント増加し、大幅に改善しました。一方、「機械器
具」（▲28→▲30）が２ポイント減少と、わずかに悪化しまし
た。小売業では「日用雑貨」（▲51→▲30）が21ポイント増
加と、５か月ぶりに上向いたほか、「余暇関連」（▲45→▲
25）も20ポイントと、非常に大幅に改善しました。一方、「食
料品」（▲34→▲39）のみ５ポイント減少と、やや悪化しまし
た。サービス業では「個人関連サービス」（▲32→▲37）が
５ポイント減少と、やや悪化したほか、「企業関連サービス」
（▲18→▲21）が３ポイント減少と、わずかに後退しました。

本調査報告の詳細は、東京都産業労働局ホームページでご覧いただけます。
また、本調査に協力していただける企業を募集しています。

調査対象企業数：3,875　
回答企業数：1,352　　　　　回答率：34.9％

東京都では、都内の中小企業3,875社を対象に、景気動向
（業況、生産額、在庫等）を調査し、公表しています。
企業経営の参考にしてください。

平成28年度 節電対策設備等導入費用助成事業

工場照明のLED化など、
その導入費用の一部を助成します！
ＬＥＤランプ、デマンドコントローラー、自家発電設備、蓄電池等を導入する事業

都内の中小企業者及び中小企業グループ

1,500万円（ＬＥＤランプの場合は1,000万円）

設備の導入に必要な「設備費」、「設計費」及び「工事費」のうち、
公社が必要かつ適切であると認める経費

助成対象経費の１/２以内
中小企業グループは２/３以内（ＬＥＤランプの場合は１/２以内）

助成対象事業

助成対象事業者

助成対象経費

助 成 率

助成限度額

平成28年4月4日（月）から平成28年9月30日（金）まで申 請 期 間

事業の流れ
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A社（機械部品製造加工）　本社工場の水銀灯64台を高天井用LEDに交換
「契約電力を13kW下げ、年間の電気使用料約35万円の削減につながった。」
「LEDは瞬時点灯が可能なので、こまめに節電できる。」

B社（印刷業）　印刷工場の蛍光灯352本を直管形LEDに変更
「蛍光灯の間引き使用を解消できた上に、約20%の電力削減効果があった。
 長寿命なので、交換の手間やメンテナンスコストも削減可能である。」

C社（金属加工業）　本社工場にデマンド監視装置と直管形LED170本を導入
「契約電力が166kWから140kWに低減され、月額約19万5千円（年間234万円
見込）の電気料金が削減できた。」

利
用
企
業
事
例

業況DI・業況見通しDI（全体） （季節調整済DI）

◇DI（DiffusionIndex：景況判断指数）
指数（%）の算出方法は次のとおりで
ある。

Ｘ：「良い」「増加」「上昇」等の回答企業数
Ｙ：「普通」「ほぼ同様」等の回答企業数
Ｚ：「悪い」「減少」「低下」等の回答企業数
従って、　DIのプラスは景況の好転（売上高の増加等）、
マイナスは景況の悪化（売上高の減少等）を表している。

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

（注）調査票回収期間：平成 28 年３月１日～３月９日

▲17

▲13

▲25

▲30

▲15

▲14

▲31

▲30

▲33 ▲33

登録番号（26）251

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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■受注情報
整
理
番
号

受注案件 No.
所在地区

資本金
作業員数 希望する仕事又は自社 PR 主要設備　他 経験

年数 問合せ窓口

1 No.00043519
西多摩郡

1,575万円
9人

加工ストレスや化学反応がなく、
複合素材の切断や開発品等の観察
評価に最適

ウォータージェット加工機４台体制でスピーディーに
対応。切断や穴開けだけでなく、バリ取りや剥離等にも
対応します。

28年
多摩支社
TEL  042-500-3901
FAX  042-500-3915

2 No.00043520
大田区

1,000万円
7人

工作機械やロボットのカバーを
製造しており、多品種少量生産
もお受けします

射出成形機（480ｔ、365ｔ、300ｔ、280ｔ、100ｔ）を
各1台保有しております。 40年

城南支社
TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246

3 No.00043521
板橋区

300万円
7人

各種ダイカスト製品、多種材料に
よる製作
金型設計仕上げ加工処理モデル品

弊社は元金型業者よりダイカスト鋳造を始め多くの
金型方案特許も保有。金型は"鏡"です。あらゆる製品を
提供します。

14年
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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  TEL ： 03-3251-7889　FAX ： 03-3251-7891
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→ →公社トップページ 助成金・設備投資 節電対策設備等導入費用助成事業

検 索

登録企業情報コーナー
このコーナーでは仕事の受注・発注を希望されている企業の情報を掲載しています。お問い合せは各問合せ窓口まで。

お問い合せ開始日 5月17日（火） 9時30分から

  TEL  ： 03-3251-7883　FAX  ： 03-3251-7888
  E-mail ： torihiki@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　取引振興課　

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口
【問い合わせ先】　東京都産業労働局商工部調整課

  http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp　

東京都中小企業の景況
　ー慎重な見方続くー　業況と見通し
２月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした企業
割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲34と、前月（▲
34）と比べて変化がなく横ばいとなりました。今後３か月間
（３～５月）の業況見通しDI（当月（２月）に比べて「良い」とし
た企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲25（前月▲
23）と２ポイント減少、４か月連続で計11ポイント後退し、慎
重な見方が続いています。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲49→▲40）は９ポ

イント増加したほか、卸売業（▲39→▲34）は５ポイント増
加とやや改善しました。一方、製造業（▲30→▲35）は５ポ
イントとやや減少し、４か月連続で悪化したほか、サービス
業（▲23→▲26）は３ポイント減少し、ほぼ横ばいからわず
かに下向きました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「電気機器」

（▲４→▲30）が26ポイント減少、「住宅・建物関連」（▲29
→▲50）が21ポイント減少と、ともに非常に大幅に悪化し
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▲17

▲13

▲25

▲30

▲15

▲14

▲31

▲30

▲33 ▲33

登録番号（26）251

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。

DI

‒10

0

‒20

‒30

‒40

‒50

‒60

」
い
良
「
↑

↓
」
い
悪
「

‒70

‒75

H17
2005

H18
2006

H19
2007

H20
2008

H21
2009

H22
2010

H23
2011

H24
2012

H25
2013

H26
2014

業況

業況見通し

H27
2015

H27
2015

H28
2016

3月 2月 9月 10
月

▲17

▲13

▲25

▲30

▲23

▲19

▲25

▲23

▲31

▲34
▲31

▲30

▲34 ▲34

13

アーガス 21　No.450　平成 28年 5月号



K2016

 

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口

【問い合わせ先】　企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）
【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  

Q1　人材ナビゲータってどんな人？
A1　製造業、流通業、サービス業などの出身で、企業経

営や人事労務分野に長らく従事し、実務経験や専
門知識・ノウハウを有しています。いわば、人材支
援のスペシャリストです。

Q2　支援はどのように進むの？
A2　支援は次のような流れで進みます。相談・支援は原

則として無料ですが、研修などを実施する場合は費
用が発生する場合があります。

Q3　どのような相談が多いの？
A3　人材に関わる全般的なご相談をお受けしています。主な相談内容は以下のとおりです。ご訪問の上、直接

お話をお伺いする中で、問題の整理や課題の抽出を行っていきます。

私たちが支援します ！ お気軽にご相談ください。

ご相談受付

中小企業人材確保・育成総合支援事業

・採用計画
・社内体制整備
・募集方法
・選考方法

採用・確保
・労務管理
・職場環境整備
・メンタルヘルス対策
・モチベーション向上策
・ワークライフバランス推進

定　着
・人材育成計画
・個別テーマ別研修
・（ミニ勉強会の開催）
・階層別研修
・OJT、現場訓練

育　成
・人事制度の構築
・各種規程類の見直し
・組織運営全般
・施策等の情報提供

その他

課題整理 解決策の提案 解決策の実施 フォローアップ

人材に関する課題解決を
人材ナビゲータがサポートします !

利用無料

　公社では、人材に関する様々な悩みを抱える中小企業に対し、実務経験や専門知識を有する
人材ナビゲータが事業所を訪問し、課題解決に向けた現場支援（問題の把握と整理、対策の提
案、実施フォローなど）を無料で実施しています。
　「人材育成が思うように進まない」「人事制度や規程類の見直しを図りたい」「人材採用に苦慮
している」など、人材の採用・確保、定着、育成、組織活性化に取り組む企業のみなさま、お気軽に
ご相談ください。

・電話
・メール
・来社

・ヒアリング
・資料分析
・対応策提示

・方針、計画
等を提示

・モニタリング
・軌道修正

・継続サポート
・追加策検討・
 提案

  TEL ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【問い合わせ先】　企業人材支援課　人材支援係

→ →公社トップページ 研修・セミナー・人材育成・社員教育 人材確保・育成総合支援

      

【相談できる機関】
●産業保健総合支援センター（独立行政法人労働者健康福祉機構）
　①電話による相談

　②個別訪問による支援
職場のメンタルヘルス対策推進の支援や管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育を行います。
※利用回数に制限あります

【メンタルヘルス関連の総合ポータルサイト　http://kokoro.mhlw.go.jp/】
●こころの耳 （一般社団法人日本産業カウンセラー協会）
　厚生労働省からの受託事業として運営しているサイトです。
　「どこに相談すればよいのか」「どのように取り組めばよいのか」「どのような支援があるのか」などの
　様々な疑問に対して、「探しやすい」「理解しやすい」情報が提供されています。

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定）

質問票の配布・記入　※ITシステムを用いて実施することも可能

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止！

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

本人に結果を通知

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施 職場環境の改善

就業上の措置の実施

就業上の措置の要否・内容に
ついて医師から意見徴収

ストレスチェック制度の実施手順

個人の結果を一定規模の
まとまりの集団ごとに

集計・分析

【ストレスチェック制度サポートダイヤル】

ナビダイヤル　０570-031050 （相談は無料ですが通話料金はかかります）
　産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者などから
のストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談を受け付けています。

ストレスチェック
（全員）

集団分析
※努力義務

面接指導
（ストレスが高い人）

メンタルヘルス対策
～はじめてのストレスチェック制度実施～

「ストレスチェック制度」の実施について、昨年12月から施行され、とりかかっていない事業者の
方向けに、実施手順をはじめ、問い合わせ先などをご紹介します。
ストレスチェックの実施手順は、以下のとおりです。

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  TEL ： 03-3832-3678　E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

ご利用の流れ

相談・支援内容

14

アーガス 21　No.450　平成 28年 5月号



K2016

 

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口

【問い合わせ先】　企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）
【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  

Q1　人材ナビゲータってどんな人？
A1　製造業、流通業、サービス業などの出身で、企業経

営や人事労務分野に長らく従事し、実務経験や専
門知識・ノウハウを有しています。いわば、人材支
援のスペシャリストです。

Q2　支援はどのように進むの？
A2　支援は次のような流れで進みます。相談・支援は原

則として無料ですが、研修などを実施する場合は費
用が発生する場合があります。

Q3　どのような相談が多いの？
A3　人材に関わる全般的なご相談をお受けしています。主な相談内容は以下のとおりです。ご訪問の上、直接

お話をお伺いする中で、問題の整理や課題の抽出を行っていきます。

私たちが支援します ！ お気軽にご相談ください。

ご相談受付

中小企業人材確保・育成総合支援事業

・採用計画
・社内体制整備
・募集方法
・選考方法

採用・確保
・労務管理
・職場環境整備
・メンタルヘルス対策
・モチベーション向上策
・ワークライフバランス推進

定　着
・人材育成計画
・個別テーマ別研修
・（ミニ勉強会の開催）
・階層別研修
・OJT、現場訓練

育　成
・人事制度の構築
・各種規程類の見直し
・組織運営全般
・施策等の情報提供

その他

課題整理 解決策の提案 解決策の実施 フォローアップ

人材に関する課題解決を
人材ナビゲータがサポートします !

利用無料

　公社では、人材に関する様々な悩みを抱える中小企業に対し、実務経験や専門知識を有する
人材ナビゲータが事業所を訪問し、課題解決に向けた現場支援（問題の把握と整理、対策の提
案、実施フォローなど）を無料で実施しています。
　「人材育成が思うように進まない」「人事制度や規程類の見直しを図りたい」「人材採用に苦慮
している」など、人材の採用・確保、定着、育成、組織活性化に取り組む企業のみなさま、お気軽に
ご相談ください。

・電話
・メール
・来社

・ヒアリング
・資料分析
・対応策提示

・方針、計画
等を提示

・モニタリング
・軌道修正

・継続サポート
・追加策検討・
 提案

  TEL ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【問い合わせ先】　企業人材支援課　人材支援係

→ →公社トップページ 研修・セミナー・人材育成・社員教育 人材確保・育成総合支援

      

【相談できる機関】
●産業保健総合支援センター（独立行政法人労働者健康福祉機構）
　①電話による相談

　②個別訪問による支援
職場のメンタルヘルス対策推進の支援や管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育を行います。
※利用回数に制限あります

【メンタルヘルス関連の総合ポータルサイト　http://kokoro.mhlw.go.jp/】
●こころの耳 （一般社団法人日本産業カウンセラー協会）
　厚生労働省からの受託事業として運営しているサイトです。
　「どこに相談すればよいのか」「どのように取り組めばよいのか」「どのような支援があるのか」などの
　様々な疑問に対して、「探しやすい」「理解しやすい」情報が提供されています。

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定）

質問票の配布・記入　※ITシステムを用いて実施することも可能

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止！

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

本人に結果を通知

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施 職場環境の改善

就業上の措置の実施

就業上の措置の要否・内容に
ついて医師から意見徴収

ストレスチェック制度の実施手順

個人の結果を一定規模の
まとまりの集団ごとに

集計・分析

【ストレスチェック制度サポートダイヤル】

ナビダイヤル　０570-031050 （相談は無料ですが通話料金はかかります）
　産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者などから
のストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談を受け付けています。

ストレスチェック
（全員）

集団分析
※努力義務

面接指導
（ストレスが高い人）

メンタルヘルス対策
～はじめてのストレスチェック制度実施～

「ストレスチェック制度」の実施について、昨年12月から施行され、とりかかっていない事業者の
方向けに、実施手順をはじめ、問い合わせ先などをご紹介します。
ストレスチェックの実施手順は、以下のとおりです。

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  TEL ： 03-3832-3678　E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

ご利用の流れ

相談・支援内容

15

アーガス 21　No.450　平成 28年 5月号



K2016

東京ビジネスデザインアワード
2016年度

新事業実現に意欲ある中小企業のご参加をお待ちしています

「東京ビジネスデザインアワード」は、東京都内のものづくり中小企業と優れた課題解
決力・提案力を併せ持つデザイナーとが協働することを目的とした、企業参加型のデザイ
ン・事業提案コンペティションです。
都内ものづくり中小企業が持つ高い技術や特殊な素材をコンペティションのテーマと

して募集。審査を経て選定されたテーマの新たな用途の開発等を軸とした事業全体のデ
ザインをデザイナーから募り、優れた事業提案の実現化を目指します。

　応募対象　東京都内の中小企業
　募集内容　自社保有の高度な技術や特殊な素材等をコンペティションのテーマとしてご応募ください。
　応募期間　平成２８年４月２０日（水）～６月２８日（火） 【締切日必着】
　応募方法　ＨＰ（www.tokyo-design.ne.jp）から応募用紙をダウンロードして必要事項を記載の上、

郵送・宅配便等により以下の応募先までお送りください。
※ 詳細はＨＰをご覧ください。

　異なる業種（電子、機械、金属等）の人々が新たなビジネスチャンス創造のために、相互の経営や
　技術ノウハウ等を持ち寄って交流する平成２８年度異業種交流グループの参加者を募集します。

　参加要件　 ①都内に主たる事業所のある中小企業者
 ②技術・経営に責任を有する方
 ③毎月開催の定例会に参加できる方

　日　　時　 ７月から翌年３月まで（毎月１回、平日・午後）
　会　　場   （地独）東京都立産業技術研究センター本部（江東区青海２-４-１０）
　費　　用　 無料
　募集人数     ３０名
　申込方法　 都産技研ホームページ掲載の申込書より平成２８年６月１０日(金)までにお申し込みください。

  〒107-6205　東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー5F
  TEL ： 03-6743-3777　FAX ： 03-6743-3775　E-mail ： tokyo-design@jidp.or.jp

【問い合わせ・応募先】　東京ビジネスデザインアワード事務局（（公財）日本デザイン振興会内）

  URL ： http://www.iri-tokyo.jp
  TEL ： 03-5530-2134　FAX ： 03-5530-2318　E-mail ： sangakuko@iri-tokyo.jp

【問い合わせ・応募先】　（地独）東京都立産業技術研究センター　交流連携室　異業種交流担当

東京都異業種交流グループ
参加者募集

参加企業
募集

 

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。ただし2012年4月の山及び11月の谷については暫定。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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2014

 

ワンストップ総合相談窓口のご案内

　公社では、経営に関する各分野の専門家が相談に応じるワンストップ総合相談窓口を設置しています。
　都内中小企業の方で、下記内容等についてのお悩みがありましたらご遠慮なくお問い合わせ
　ください。

対象となる相談

◆経営全般に関する相談・・・起業、創業、経営改善、経営革新、資金繰り、販路開拓、労務、税務、
　　　　　　　　　　　　　 IT（情報化）支援、ビジネスプラン、デザイン　等
◆弁護士の法律相談（予約制・来社相談のみ）・・・民法、会社法、契約・商取引に関する　                                                            　　　  トラブル、債権回収、会社整理、破産法　等
対象

◆都内の中小企業者の方
費用

◆無料
相談方法

◆相談時間や受付時間などの詳細は、本社・各支社の相談窓口までお問い合わせください。
◆原則、相談のご予約は必要ありません。（弁護士の相談は事前予約が必要です）

◆来社相談以外に、電話による相談もお受けしています。（弁護士の相談は来社相談のみです）

◆面談の際は必要に応じて資料等をご準備ください。
その他

1回あたりの相談時間は1時間（弁護士の相談は30分）までとさせていただきます。

本社　総合相談窓口

TEL:03-3251-7881
9:00～11：30、13：00～16：30

※弁護士の法律相談は毎週月曜日から金曜日
　（13：00～15：00）に実施

千代田区神田佐久間町1-9 多摩支社

TEL:042-500-3901
9:00～11：30、13：00～16：30

※月曜日の税務、木曜日のIT（情報化）支援は
　9：00～13：00

※弁護士の法律相談は月・火・木曜日午前中に
　実施

昭島市東町3-6-1

城南支社

TEL:03-3733-6284
9:00～11：30、13：00～16：30

※弁護士の法律相談は木曜日（13：00～15：30）
　に実施

大田区南蒲田1-20-20 城東支社

TEL:03-5680-4631
9:00～11：30、13：00～16：30

※弁護士の法律相談は火曜日（13：00～15：30）
　に実施

葛飾区青戸7-2-5
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東京ビジネスデザインアワード
2016年度
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郵送・宅配便等により以下の応募先までお送りください。
※ 詳細はＨＰをご覧ください。

　異なる業種（電子、機械、金属等）の人々が新たなビジネスチャンス創造のために、相互の経営や
　技術ノウハウ等を持ち寄って交流する平成２８年度異業種交流グループの参加者を募集します。

　参加要件　 ①都内に主たる事業所のある中小企業者
 ②技術・経営に責任を有する方
 ③毎月開催の定例会に参加できる方

　日　　時　 ７月から翌年３月まで（毎月１回、平日・午後）
　会　　場   （地独）東京都立産業技術研究センター本部（江東区青海２-４-１０）
　費　　用　 無料
　募集人数     ３０名
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「東京ビジネスデザインアワード」をきっかけにデザイ
ナーと協働し、オリジナル商品「マスキングカラー」の開
発に挑んだ太洋塗料。その商品化にはどのような困難が
待ち受けていたのでしょうか。開発プロジェクトの全貌に
ついて、開発担当者に解説していただきます。

長い歴史と風土の中で育まれ受け継がれてきた足立の
伝統工芸品を一堂に集め展示販売します。９人の職人に
よる「匠の技」を目の前で見られる製作実演コーナーや銀
の指輪・籐の小物入れなどの製作体験コーナーもあり、
足立のものづくりの魅力を身近に感じられます。ぜひご
来場ください。
◆各日、先着100名様に東京本染め手ぬぐいの
　ふきんをプレゼント！

異業種の人たちで、仕事で使う小道具片手に語り合いま
しょう！みんなの仕事凄ワザ！をつなげたら、何が生まれる
のか！？お気軽にご応募ください！
グループディスカッション・製品展示（希望者）・情報交換
会を行います。

社会人にとって必要な法律知識の習得を目指します。営
業マンから内勤まで、社会人として働く人全般を対象に、
社会人として知っておいた方がよい・トラブルに巻き込ま
れないようにするために必要な法律知識を、トラブル例
を交えて解説します。

第1回 東京都デザイン導入支援セミナー
町工場発世界へ ！

デザイナーと取り組む新商品開発

異業種フォーラム2016 in あだち
「見たい魅せたい下町凄ワザ ！ 」
～知らない世界が見えてくる～

法務入門講座第２５回 足立伝統工芸品展

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年5月19日（木）
13:30～15:30（13:00開場）
無料
東京ミッドタウン・デザインハブ リエゾンセンター
（港区赤坂９-７-１ ミッドタウン・タワー５階）
50名（先着順）
太洋塗料株式会社　
取締役　ＣＴＯ　神山　麻子 氏

日 　 時

参 加 費
会 　 場

平成28年6月18日（土）・19日（日）
10：00～17：00
入場無料
東京芸術センター ２１階 天空劇場
(足立区千住1-4-1)

経営戦略課
TEL 03-5822-7232　FAX 03-5822-7233

問い合わせ先

足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869　FAX 03-3880-5605
URL http://www.city.adachi.tokyo.jp/

問い合わせ先

日 　 時

参 加 費
会 　 場

対 象
申込方法

申込期限

平成28年7月9日（土）
14：00～18：30
3,000円
シアター１０１０（ギャラリー）
北千住西口マルイ11階
(足立区千住3-92)
社会人・経営者・学生・主婦・誰でもOK
参加申込書（HPからダウンロード可）を
記入のうえ、FAXまたは郵送
平成28年6月9日（木）必着

足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869　FAX 03-3880-5605
URL http://www.adachirenkyo.jp/

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年7月12日（火）
10：00～17：00
8,000円
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）
20名（先着順）
法律事務所アルシエン
共同代表弁護士　武内　優宏 氏

輸出入取引業務に役立つE-Mailのスキルを学びます。
「知っている英語」を「使える・伝わる英語」に変え、自信を
持って英文を書ける土台を築くための具体的な方法を知
り、E-Mail習得のきっかけを掴む演習を行います。受講
者からは、「E-Mailライティングは正解が１つではない難
しい講座かと思いますが、非常にわかりやすい説明で有
意義でした」という感想がありました。

組織戦略レベルでのEMS、リーダーシップ、リスクと機
会、パフォーマンス重視、ライフサイクル視点などの本規
格が要求している目的等を踏まえ、組織の環境リスクの
改善サイクルを主体とした内部監査手法を学びます。内
容の理解度が確認できた方に「ISO14001:2015内部
監査員養成講座修了証」を発行します。
※２日間の受講が必須です。

営業担当者を対象とした、販売スキルアップの研修で
す。
相手に合わせて良い関係をつくる「ペーシング力」と、
取引先からの値引き要求に対応する駆け引きの交渉
術などを事例、実習を入れて学びます。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
受講者要件

講 師

平成28年7月13日(水)・14日(木)（2日間）
10:00～16:30
15,000円
東京都産業労働局秋葉原庁舎3階
第１会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）
30名(先着順)
英検３級程度、TOEIC350程度の英語力
※受講の必須要件ではありません。
　あくまでも目安です。
(株)アクト・システムズ　研修講師

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年7月21日（木）
10：00～17：00
8,000円
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）
営業スキルを高めたい方
20名（先着順）
にしむらセールス&ヒューマン研究所　
所長　西村 文彦 氏

国際事業課
TEL 03-5822-7243　FAX 03-5822-7240

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年7月14日（木）・15日（金）
10：00～17：00
15,000円
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）
・これからISO14001内部監査員になる方
・ISO14001推進・運用推進メンバー、
 管理責任者など
20名(先着順)
株式会社シスウエイ
エグゼクティブコンサルタント
CEAR環境審査員補　山口　勝則 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

貿易実務者養成講習会
「貿易実務者の英文実践E-Mailライティング」

(初級・中級)
人間関係づくりの『ペーシング力』
＆利益を出す『価格交渉力』

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（全２日間）
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公 社 か ら の ご 案 内

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

  フリーダイヤル ： 0120-816093
  受付時間 9:00～12：00／13：00～17：00 ※土日祝日を除く

＜加入できる方＞ 
15歳から69歳までの健康で働いている方で、
下記の要件に該当する方
①都内に在住または在勤の専業的家内労働者と
　その家族従業者
②都内に在住または在勤で従業員４人以下の製造業・
　製造小売業を営む個人事業主
＜あんしん共済の特長＞ 
◆ご契約しやすい掛金
　お安い掛金でご加入できます。
　詳しくはお問い合わせください。
◆75歳まで安心の継続
　お申し込み手続きが完了した日の翌月１日
  （契約日）から１年間が共済期間です。
   また、75歳まで更新できます。

　家内労働者や個人事業
主の皆様、病気やケガで
働けなくなった時の生活
のこと、ご心配ではありま
せんか。
　あんしん共済は、病気・
ケガが対象での入院、そ
して働けなくなった時の
通院や自宅療養の場合で

も共済金を受け取れる、公社の傷病共済です。
　休業時の生活保障を目的に、皆様のお役に立つ
「あんしん共済」にぜひご加入ください。

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい
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◆各日、先着100名様に東京本染め手ぬぐいの
　ふきんをプレゼント！

異業種の人たちで、仕事で使う小道具片手に語り合いま
しょう！みんなの仕事凄ワザ！をつなげたら、何が生まれる
のか！？お気軽にご応募ください！
グループディスカッション・製品展示（希望者）・情報交換
会を行います。

社会人にとって必要な法律知識の習得を目指します。営
業マンから内勤まで、社会人として働く人全般を対象に、
社会人として知っておいた方がよい・トラブルに巻き込ま
れないようにするために必要な法律知識を、トラブル例
を交えて解説します。

第1回 東京都デザイン導入支援セミナー
町工場発世界へ ！

デザイナーと取り組む新商品開発

異業種フォーラム2016 in あだち
「見たい魅せたい下町凄ワザ ！ 」
～知らない世界が見えてくる～

法務入門講座第２５回 足立伝統工芸品展

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年5月19日（木）
13:30～15:30（13:00開場）
無料
東京ミッドタウン・デザインハブ リエゾンセンター
（港区赤坂９-７-１ ミッドタウン・タワー５階）
50名（先着順）
太洋塗料株式会社　
取締役　ＣＴＯ　神山　麻子 氏

日 　 時

参 加 費
会 　 場

平成28年6月18日（土）・19日（日）
10：00～17：00
入場無料
東京芸術センター ２１階 天空劇場
(足立区千住1-4-1)

経営戦略課
TEL 03-5822-7232　FAX 03-5822-7233

問い合わせ先

足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869　FAX 03-3880-5605
URL http://www.city.adachi.tokyo.jp/

問い合わせ先

日 　 時

参 加 費
会 　 場

対 象
申込方法

申込期限

平成28年7月9日（土）
14：00～18：30
3,000円
シアター１０１０（ギャラリー）
北千住西口マルイ11階
(足立区千住3-92)
社会人・経営者・学生・主婦・誰でもOK
参加申込書（HPからダウンロード可）を
記入のうえ、FAXまたは郵送
平成28年6月9日（木）必着

足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869　FAX 03-3880-5605
URL http://www.adachirenkyo.jp/

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年7月12日（火）
10：00～17：00
8,000円
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）
20名（先着順）
法律事務所アルシエン
共同代表弁護士　武内　優宏 氏

輸出入取引業務に役立つE-Mailのスキルを学びます。
「知っている英語」を「使える・伝わる英語」に変え、自信を
持って英文を書ける土台を築くための具体的な方法を知
り、E-Mail習得のきっかけを掴む演習を行います。受講
者からは、「E-Mailライティングは正解が１つではない難
しい講座かと思いますが、非常にわかりやすい説明で有
意義でした」という感想がありました。

組織戦略レベルでのEMS、リーダーシップ、リスクと機
会、パフォーマンス重視、ライフサイクル視点などの本規
格が要求している目的等を踏まえ、組織の環境リスクの
改善サイクルを主体とした内部監査手法を学びます。内
容の理解度が確認できた方に「ISO14001:2015内部
監査員養成講座修了証」を発行します。
※２日間の受講が必須です。

営業担当者を対象とした、販売スキルアップの研修で
す。
相手に合わせて良い関係をつくる「ペーシング力」と、
取引先からの値引き要求に対応する駆け引きの交渉
術などを事例、実習を入れて学びます。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
受講者要件

講 師

平成28年7月13日(水)・14日(木)（2日間）
10:00～16:30
15,000円
東京都産業労働局秋葉原庁舎3階
第１会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）
30名(先着順)
英検３級程度、TOEIC350程度の英語力
※受講の必須要件ではありません。
　あくまでも目安です。
(株)アクト・システムズ　研修講師

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年7月21日（木）
10：00～17：00
8,000円
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）
営業スキルを高めたい方
20名（先着順）
にしむらセールス&ヒューマン研究所　
所長　西村 文彦 氏

国際事業課
TEL 03-5822-7243　FAX 03-5822-7240

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年7月14日（木）・15日（金）
10：00～17：00
15,000円
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）
・これからISO14001内部監査員になる方
・ISO14001推進・運用推進メンバー、
 管理責任者など
20名(先着順)
株式会社シスウエイ
エグゼクティブコンサルタント
CEAR環境審査員補　山口　勝則 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

貿易実務者養成講習会
「貿易実務者の英文実践E-Mailライティング」

(初級・中級)
人間関係づくりの『ペーシング力』
＆利益を出す『価格交渉力』

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（全２日間）

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

公 社 か ら の ご 案 内

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

  フリーダイヤル ： 0120-816093
  受付時間 9:00～12：00／13：00～17：00 ※土日祝日を除く

＜加入できる方＞ 
15歳から69歳までの健康で働いている方で、
下記の要件に該当する方
①都内に在住または在勤の専業的家内労働者と
　その家族従業者
②都内に在住または在勤で従業員４人以下の製造業・
　製造小売業を営む個人事業主
＜あんしん共済の特長＞ 
◆ご契約しやすい掛金
　お安い掛金でご加入できます。
　詳しくはお問い合わせください。
◆75歳まで安心の継続
　お申し込み手続きが完了した日の翌月１日
  （契約日）から１年間が共済期間です。
   また、75歳まで更新できます。

　家内労働者や個人事業
主の皆様、病気やケガで
働けなくなった時の生活
のこと、ご心配ではありま
せんか。
　あんしん共済は、病気・
ケガが対象での入院、そ
して働けなくなった時の
通院や自宅療養の場合で

も共済金を受け取れる、公社の傷病共済です。
　休業時の生活保障を目的に、皆様のお役に立つ
「あんしん共済」にぜひご加入ください。

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい
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植物油インキを使用しています。

K

〒101-0025 東京都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
TEL 03-3251-7897　FAX 03-3251-7796　HP http://www.tokyo-kosha.or.jp/
「アーガス21」は毎月10日に発行し、 公社会員企業様に無料でお届けしている情報誌です。

 わ
せ
先

 

【問い合わせ先】　助成課

優 れ た 防 災 技 術・製 品 の
実 用 化 を 支 援 し ま す

平成28年度　先進的防災技術実用化支援事業

◆ 平成28年度　申請予約受付中！～6月24日（金）まで

募 集

● 災害の未然防止
● 被害拡大の防止
● 救助・復旧・復興
● 避難の円滑化

実用化に要する改良経費を助成

先導的ユーザーへの導入費用を助成

❶
❷

展示会出展・広告費を助成❸

助成率     2/3以内　限度額 1000万円

助成率     1/2以内　限度額   200万円

助成率 10/10以内　限度額   150万円
★助成対象期間　平成28年10月1日から最長2年９ヶ月

  TEL ： 03-3251-7895　E-mail ： josei@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　助成課

→ →公社トップページ 助成金（各種）助成金・設備投資

 対象者

ア　中小企業者（会社及び個人事業者）
イ　中小企業団体等
ウ　複数の企業等で構成される中小企業グループ

 主な申請要件

① 東京都内に主たる事業所を有し引き続き
１年以上事業を営んでいること。

② 改良の基礎となる技術、製品・試作品を
有すること。

 支援内容

 対象事業

以下のテーマに沿った技術、製品・試作品の実用化
が助成事業対象です。

最大1 3 5 0万円を助成
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