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「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」の主な機能
◆東京２０２０大会等を契機とした入札・調達案件の情報提供
　都・国・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や民間企業の入札・調達案件を
　検索することができます。
◆ビジネスパートナーの検索（新規取引先の開拓）
　サイトを通じた受発注取引や登録企業のPR情報をもとに、ビジネスパートナー（新規取引先）企業を
　検索することができます。

「ビジネスチャンス・ナビ2020」は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機と
する官民の入札・調達情報を一元的に集約した情報ポータルサイトであり、都内はもとより全国の中小
企業の受注機会拡大を支援するサイトです。是非ご利用ください。

「ビジネスチャンス･ナビ2020」を是非ご利用ください！「ビジネスチャンス･ナビ2020」を是非ご利用ください！
～東京2020大会等の商機（ビジネスチャンス）はこのサイトから～～東京2020大会等の商機（ビジネスチャンス）はこのサイトから～

    TEL ： 03-5822-7239

【問い合わせ先】　中小企業世界発信プロジェクト事務局　

検 索世界発信プロジェクト 検 索

「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」の概要

官公庁等
都・国・東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会　など
東京2020大会等に関連する競技会場の建設
や、大会運営に必要な物品・サービスの購入

などの案件を掲載

民間企業
東京2020大会等を契機とする中長期のビジ
ネスチャンスに向けて、調達又は開発する
必要がある製品・技術やサービスの案件を掲載

＜調達及び技術・サービスニーズの案件例＞
・地域のスポーツイベントで使用する競技用
品を調達したい
・車椅子の軽量化を図るための新たな部品を
探したい
・特殊な精密加工ができる企業を探したい

都・国・組織委員会などの
入札等案件の掲載

入札等案件を情報提供

民間の調達案件、技術・
サービスニーズ案件の掲載

受注エントリー企業
（商談候補先）の一覧を表示

概算見積による回答や
技術等の提案

（受注エントリー）

2020年に向けた
入札、調達情報

登録企業情報
（技術力、実績・PR
を含む企業情報）

＜おすすめ案件
通知機能＞

新着の入札・調達
情報等をメールで

通知
（リコメンド機能）

都
内
及
び
全
国
の
中
小
企
業



KANDA発ITベンチャー企業

株式会社シンカ（以下同社）は、創業3年目を迎える
IT系ベンチャー企業である。短期間に自社クラウド型
CTI「おもてなし電話　シンカCTI」の販売を拡大させ、
NTT東日本正式受託商品として認定されるなどの実績
を築き上げた。実行力のある江尻社長を中心として、今
後はIPO（新規公開株）の実現も目指している。
創業のきっかけは、平成7年のWindows95の登場

だった。当時、大学でプログラミングを勉強していた社長
は、windows95の出現に衝撃を受け、「ITで世の中を
面白くしたい」という想いを抱き、その実現のため30代で
の起業を決意する。その強い想いは、経営理念となって
受け継がれている。
大学卒業後はコンサルティング会社に就職。そこで大

手企業のコールセンターシステムの開発に携わった経
験から「おもてなし電話」の構想を思いついた。その後、
構想が具体的に固まった平成26年に起業へと踏み切った。
創業の拠点を確保するにあたり、様々なインキュベー

ション施設の比較検討を行った江尻社長は、公社が運営
するベンチャーKANDAにたどり着く。入居費用などの
初期費用をできるだけ抑えた創業を目指すうえで、公的
な施設は魅力的だった。
また、ベンチャーKANDAは企業の本社や営業所が

集中する大手町駅より徒歩5分の場所に位置しており、
創業後の展開として営業活動を重視していた同社に
とっては絶好の場所であった。さらに、販売代理店の担
当者を自社に招いて商品説明を行う打合せスペースと
して、会議室が用意されているという点も決め手の一つ
だった。

サービスの３つの特徴を高める提案力

CTIとは、電話とコンピューターを統合・連携させるシ
ステムで、顧客の電話を受けた際にはその顧客の情報
をPC上に表示するといった機能がある。CTI市場は従
来大規模なコールセンター向けの高額な製品が一般的
だったが、クラウドシステムの普及によって低価格化が進
み、中小企業や小売店舗への展開が現実的になった。
同社もそこにビジネスチャンスを見出し、参入を決めた。
先行している他社クラウド型ＣＴＩと比較した同社の

「おもてなし電話」の特徴は大きく分けて3つある。
１つ目は、利用機器がPCだけでなく、スマートフォンや
タブレット端末など複数の機器で利用可能なことだ。い
つでもどこでも着信時に顧客情報を確認することができる。
２つ目は、既存システムとの連携性の高さ。顧客管理
システムや予約システム、POSシステム等とも連携が可
能で、各企業が蓄積してきた顧客情報を取り込んで活用
することができる。
３つ目は、表示する顧客情報の項目を利用者側で編
集できる点である。個別の業界や個々の企業の特性に
合わせたカスタマイズが可能である。
これら３つの特徴は、分かり易く言えば利用者側での
自由度が高いということである。一方、効果的な運用方
法を利用者側で造り出さなければいけないという課題も
併せ持つ。その課題を解消するため、同社では導入した
企業からニーズや効果的な利用事例を聞きだし、各業界
に合わせた運用方法の提案を、デモンストレーションも交
えて行っている。ここが、他社との大きな差別化のポイン
トである。
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株式会社シンカ

先進的ＩＴサービスで躍進するベンチャー企業

“キラリ企業”の現場から

ベンチャーKANDA
施設内

おもてなし電話「シンカCTI」
『おもてなし電話サービスシンカ
CTI』は、完全クラウド型のCTIサー
ビスです。
電話の着信時にパソコンやタブレッ
ト、スマートフォンにお客様の様々
な情報を表示します。社内で着信・
顧客情報を共有することで業務効
率が向上し、電話対応の負担を削
減、さらに適切な応対による顧客満
足度アップも期待できます。

※CTI（Computer Telephony Integration）
　電話やFAXをコンピュータシステムの一部として統合すること、
　またはそのような情報システム。

タブレット
パソコン
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創業以来こうした活動の積み重ねによって高い顧客
満足度を獲得しており、その成果から「平成27年度 千
代田区ビジネス大賞 自由・お客様対応革新部門特別
賞」を受賞している。

創業期に直面するお金と人の問題

『ベンチャー白書2015』によると、ベンチャー企業の経
営ニーズの上位は資金調達と人材確保とされる。いずれ
も、創業期の企業は事業実績がないため、対外的な信用
力を得ることが難しいという背景がある。
人材面に関しては同社も例外ではなく、望ましい人材

の採用・定着が課題となった。創業当初、江尻社長自身も
営業活動など他業務の負荷が多く採用活動に十分な時
間を割けなかったことから、数人の人材採用を行うも創
業の想いを共有できず社員が定着しない状況が続いた。
資金調達に関しては、数社からの株主出資や創業関
係の補助金を獲得するなど、ある程度の資金調達はで
きたものの、十分な額には達しなかった。また、サービス展
開当初は、「おもてなし電話」導入先の企業ごとで電話機
器設備が想定以上に異なり、不具合が頻発したことで販
売が思うように進まなかった。このことも資金面に影響を
与えた。
提携販売代理店の拡大など、営業活動の実績が挙

がってきた同社だが、現在に至るには乗り越えなければ
いけない経営上の壁があった。
このような状況を打開すべく、江尻社長は会社として
の取組みの優先順位を整理し、組織体制の整備を会社
の優先課題として人材採用にも本腰を入れ、新たに6名

を採用した。また、資金面に関しては、創業後2年の事業
実績もできたことから、金融機関からの借入れを検討している。
会社の体制整備を進めるにあたっては、ベンチャー
KANDAに常駐するインキュベーションマネージャーの
存在が大きかった。一般的に創業期企業の経営者は、重
要な責任をすべて自分で背負ってしまい、孤独感に苛ま
れることが多い。ベンチャーKANDAに常駐するインキュ
ベーションマネージャーは入居者に向けた定期面談を通
じて、経営の悩みに関する傾聴や創業期における経営
上の注意点に関する助言を行っている。
この定期面談でのインキュベーションマネージャーと
のやり取りは、自社の状況を客観的に視る良い機会とな
り、冷静な視点で現状整理を行うことができたと江尻社
長は振り返る。

さらなる企業活動の高みへ

「おもてなし電話」の認知が高まり、社内体制も整って
きた。同社の当面の目標は、収益安定に向けたサービス
の普及拡大であるという。より効率的な営業活動を展開
すべく、これまで以上に協力先販売代理店との連携を深
め、サービスの魅力や導入提案を積極的に展開してくれ
るよう関係性の構築を進めている。またＰＲ活動として、
テレビメディアへの露出や、サービスのブランディングと
いったイメージ向上に向けた取組みも順次行っていく予
定である。
また、江尻社長ご自身も創業当時のモチベーションを
維持すべく、ベンチャーKANDAで企画した東京証券取
引所の見学イベントに参加している。上場のセレモニー
に立ち会ったことで、自社の将来の株式市場上場をイ
メージでき、経営のモチベーションをさらに高められたという。
長期的な会社のビジョンとしては、単なるクラウドサー

ビスを提供する会社ではなく、サービスの普及拡大を進
め継続的に様々な業界の顧客と接点を持つ通信インフ
ラ企業を目指している。着実な成長を遂げつつもさらなる
飛躍を目指す同社の活動から今後も目が離せない。

（経営戦略課　須藤慎）

 

公社のさまざまな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117回は、クラウド型CTIサービス（電話とコンピュータの統合システム）を展開している
株式会社シンカ（千代田区）をご紹介します。
創業初期より事業所として、インキュベーションオフィス「ベンチャーKANDA」を利用し事業を展開されています。

代表者 ／ 江尻　高宏
資本金 ／ 1,765万円　　従業員 ／ 6名
本社所在地 ／ 東京都千代田区内神田1-1-5 
　　　　  　　ベンチャーKANDA 408
TEL ／ 03-6273-7748
URL ／ http://www.thinca.co.jp

企業
情報

江尻  高宏 氏
代表取締役
株式会社シンカ　

おもてなし電話利用例



中小企業経営のツボ
仕事を確保することが最も重要な課題

三尾会計事務所　代表 三尾 隆志

常に新しいお客様を見つけ続けられる仕組みの構築

既存のお客様から、常に仕事がもらえる時代ではなくなってきていることは、皆様も肌で感じていることでしょう。
金属加工業、樹脂成型、建設業などいわゆる受注型の企業において、ある日突然、発注先から無理難題を告

げられ、致し方なく取引をやめざるを得なくなる、ということは現実に起こっています。
それは、我々の事情ではなく、発注元がそうせざるを得ないことが起因しているので、止めようがありませ

ん。もとより、彼らに既存の外注先への発注の義務などないからです。
その結果、町の商店をみていてもお分かりのように、近郊に大型のショッピングモールができて駅前が

シャッター通りになったというような例は枚挙に暇がないのです。

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

  TEL ： 03-3251-7881

それなら黙っちゃいられない

「親会社もひどい。今までコストを切り詰めて一生懸
命努力していたのに、急に仕事をくれなくなった」
「設備投資をすれば仕事が来るだろうけど、そんな
資金ないよ」
発注先にとっては当然のことだとはいえ、理不尽な

要求（こと）が突き付けられたとき、経営者のとる行動
が今後の会社の命運を決することとなります。
その1　仲間内で愚痴る
その2　会社に乗り込んで交渉する
その3　新規先確保のために奔走する
その4　新たな開拓の方法に力を注ぐ
一つ目は問題外として、どれも時すでに遅し、と考え

たほうがいいでしょう。
そもそも、経営者は経済環境が変化し、お客様の

ニーズも変化することを分かったうえで会社経営をし
なければ、会社を背負うことなどできません。
ただ、営業は一朝一夕に成果が表れるものではあり

ません。それゆえ、仕事が途切れてしまった時点で慌て
ないためにも、忙しい忙しいと言いながらも、儲かって
いるときから営業活動を続けていなければならないの
です。
特に受注産業の場合、受注額の何倍かの案件を常に

見積もりしながら、自社の生産設備や基準に合致する仕
事に収れんさせていくことが多く、それだけの情報を得
るためには、受注の見込み先の確保が必要です。

営業マンに頼らなくてもいい営業

最近、インターネットの仮想空間で製品サービスを
提供する企業と、お客様が直接取引するケースが目
立ってきました。
これまでのような、営業マンがお客様にアポイント
を取り、面談してニーズを聞き出し、提案するという一
連の受注活動の流れに劇的な変化が生まれています。
背景には、主としてＩＴ技術の飛躍的な進歩、発注担

当者の交渉力の低下（人との関係をつくるのが得意で
はない）、仕事のスピード化という事情と、仕事を進め
ていく上での情報が、インターネット経由で入手可能
となったことを挙げることができます。
スマホや情報端末を身近に置いて仕事をしている

お客様側の担当者に、「今晩一杯どうですか」「今度の
日曜日のゴルフのことですが」というような時代では
なくなりつつあるようです。
お客様が「今」欲する、純然たる仕事に関係する情報

を「今」届け、プレゼンし、提案するという営業スタイル
への転換を「今」から短期間に作り上げる。
お金をかけるべきは人ではなく、情報発信の技術で

あることだけは確かなようです。
お客様は皆さんのようなニーズを満たせる会社を

探しているのに、こちらは発信しない。情報発信が営業
マンの個別訪問だったら効率が悪いのは明らかです。
時代に流されるのではなく、利用する。
そうあるべきです。
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地震・津波などの大規模災害発生時における救助・
支援活動では、高齢者や障がい者の身元を特定でき
ないケースが数多く発生しました。また、身分証明書を
携帯していなかったり、携帯していても水没などで破
損していたことなどが課題となりました。
そこで、身元を特定する個人情報を二次元バーコー

ドとして、常に身につけている衣服等に付加した災害
発生時対応支援用具を開発しました。バーコードの読
み取りには、スマートフォン等が使用でき、特別な機器
を用いずに平常時・災害時を問わず情報の確認が可
能です。

「二次元バーコードを付加した衣類や雑貨」は、破
損・汚れに強く、電源供給が不要な二次元バーコード
と耐洗濯性を持つ繊維加工技術に着目して開発しまし
た。プリントだけでなく、刺しゅうやジャカード織りなど
でも付加できます。また、水玉柄や格子柄などのデザ
イン性を持たせることもできます。
柄として二次元バーコードを用いることで、一部が

欠損していても別の場所から読み取ることができると
いう利点もあります。

読み取り技術では、着用時のバーコードの変形を補
正・復元し、さらに複数色や複数個のバーコードを同時
に読み込むことができるよう開発しました。

なお、二次元バーコードの作成では、顔認証による
暗号化も行うことが可能です。バーコード自体に顔情
報を付加するので、オフライン環境でもセキュリティ維
持と認証が可能です。

東京都立産業技術研究センターでは、企業や大学
等から共同研究のテーマを年２回募集し、相互に経費
と課題を分担して新製品や新技術の開発を目的とした
研究を実施しています。研究成果からは、数多くの新
製品や特許が生まれています。本技術を製品開発にご
活用ください。

～本研究は、東京都の「都市課題解決のための
　技術戦略プログラム」により実施しました～
　共同研究機関　首都大学東京　

見えないものを見る技術

災害時に備えて情報を身につける

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

このコーナーでは、東京都立産業技術研究センターで行っている技術支援、研究開発について、
「通常では見えない物」を見るための取組事例を解説し、ご紹介します。

スマートフォンを使用して、読み取りが可能

二次元バーコードをプリントした
スカーフ(左)とレザーの中敷き(右)

読み取りOK ！

ゆがんだQRコードを補正・復元

 

  〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10
  TEL ： 03-5530-2521（広報室）　　http://www.iri-tokyo.jp

【問い合わせ先】　地方独立行政法人　東京都立産業技術研究センター
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１．  中小企業の経営課題に絡む知的財産

中小企業が有する経営課題は、企業戦略、競争
戦略、組織管理、マーケティング、製品開発、生産
管理、販売管理、海外展開等、多岐に渡ります。
そのような経営課題の中で知的財産は、複雑に
絡み合っています。
今回は中小企業の知的財産戦略の一助とする
ため、いくつかの経営課題と知的財産がどのように
関連を持つかを紹介します。

２．  中小企業の取引構造の変化と知的財産

製造業における大企業と中小企業との間では、
長年単工程の受託加工などの下請取引が行われ
ていました。下請企業は、発注スペックに従い加工
をするため自社製品の開発が不要であり、製品を
販売するための営業活動も不要でした。しかし、グ
ローバル化による海外生産の進展、不況の長期化
による業績悪化により、下請取引は減少していま
す。このため、市場と直接向き合って自社製品を売
ることや自社技術を用いた提案営業の必要性が高
まっています。

自社製品や自社技術を市場に直接売るために
は、見込み顧客に対して自社製品、自社技術の説
明をする必要があります。このとき、自社技術や自
社製品のデザインなどが模倣されることを防ぐため
に、特許権、意匠権などの知的財産権を確保する
必要があります。また、自社製品を他社製品と区別
するために自社商品に名前（商標）を付ける必要が
あります。

３．  マーケティングと知的財産

誰に（標的市場）、何を（製品、サービス）、どのよ
うに（価格、販促）売るかがマーケティング戦略で
す。
標的市場を決めるには、市場のニーズや競合他
社を把握する必要があるため、公開されている知
的財産の情報が役立ちます。
製品は標的市場における顧客のニーズに応える

ものとする必要があります。顧客が製品に求めるも
のには、製品の機能そのものに加え、製品のデザイ
ンがカッコいい、可愛いといった感情的イメージ、製
品の安心感、高級感などのブランドイメージがあり
ます。
部品や工作機械などの生産財では機能そのもの
が重視されます。機能は差別化しにくく模倣されや
すいため、特許権等で保護する必要があります。
一方、家庭で消費される消費財には機能だけで
なくデザインの良さやブランドイメージが求められる
傾向にあり、デザインやブランドを意匠権や商標権
で保護する必要があります。また、販促方法によって
自社製品の商標をどのように使用するのかが異な
りますので、販促方法を考えて商標権を取得する必
要があります。

経営に活かそう！
知的財産

中小企業の経営課題と
知的財産

市場

＜従来＞＜従来＞

相互依存関係

大企業 大企業

受託加工が中心

中小企業・
小規模事業者

中小企業・
小規模事業者

グローバル化
の進展等

＜現在＞

市場

相互依存関係

関係の
希薄化

出展 ： 2015年版中小企業白書p.99 第2-1-1図（一部修正）

6

アーガス 21　No.451　平成 28年 6月号



 
【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

４．  生産･技術と知的財産

製品の製造は、技術予測・評価、市場調査から始
まり、研究開発を行い、企画・設計を行った後に行
われます。
技術予測・評価や市場調査では、他社の知的財
産権を確認する必要があります。せっかく自社製品
が売れ始めた後に、ある日突然、侵害警告を受け、
他社の知的財産を侵害していたことが判明すると、
製品の製造をやめるべきか、設計変更すべきか等
を検討しなければならないからです。
研究開発段階、企画・設計段階では、製品そのも
のについての発明、製品に使われている方法の発
明や製品の製造方法、製造装置の発明が出てきま
す。いずれの発明についても特許を取ることはでき
ます。
なお、製造方法の発明については、特許を取って
も、他社に権利行使をすることは容易ではありませ
ん。他社製品を見ても製造方法を特定することは困
難であり、他社の製造現場を見ることも難しいため
です。
ある中小企業では、木質プラスチックの製造方法
の発明について特許出願をしましたが、本来ならば
営業秘密とすべき原材料などの具体的な物質や
配合比等のノウハウを公開してしまいました。さら
に、特許権の範囲をその公開した物質や配合比に
限定してしまいました。これでは、他社にノウハウが
漏れるばかりか、権利範囲を回避して模倣品を製
造することが容易になってしまいます。製造方法に
ついては特許出願自体をせずにノウハウを営業秘
密として保護することや、ノウハウを秘匿しながら戦
略的に出願をすることを検討する必要があります。

また、下請企業では、元請企業と製品を共同開発
することがあります。このとき、共同開発に必要だと
いう理由で、元請企業から製造ノウハウ等の営業
秘密の開示を求められることがあります。しかし、営
業秘密の開示は極力避け、必要最低限とすべきで
す。共同開発の終了後に、元請企業が開示したノウ
ハウを使って自ら製品生産を開始し、仕事を受注出
来なくなってしまった企業もあります。
このような事態を避けるためには、共同開発を始
める前に、開示する自社の技術・ノウハウについて
単独で特許出願をしておくことをお勧めします。

５．  海外展開と知的財産

外国市場で事業を行う際にはその国の知的財産
権を検討する必要があります。日本で知的財産権を
保護する日本の法律は日本国内のみ有効であり、
外国で知的財産を保護する法律はその国の法律
であるためです。
このため、外国で製品を売るときには、その国の
特許権や商標権を侵害していないか調査する必要
があります。また、自社製品の模倣品を防ぐために
は、その国で特許権や商標権を取る必要がありま
す。一方、日本で特許出願をし、その発明が公開さ
れてしまうと、外国で特許権を取ることは困難になり
ます。このため、日本で特許出願をする段階、あるい
は出願後すみやかに、その製品の市場となる国、自
社や他社が製造をする予定の国へ特許出願をする
ことを検討しなければなりません。

6．  東京都知的財産総合センターの活用

このように、中小企業の経営課題と知的財産は
複雑に絡み合っています。新製品を開発しようとす
る時や海外に事業展開しようとする時は、まず東京
都知的財産総合センターにご相談されることを、お
勧めします。

（グローバル・アイピー東京特許業務法人　弁理士　三俣　崇）

技術予測・評価

市場調査

研
究
開
発

製
造

販
売

企
画
・
設
計
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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タイ事務所では現地商習慣、法規制、取引候補先など現地ビジネスに係る経営相談や現地企業向け、都内
中小企業や日本のビジネス環境などについての情報提供を無料で行っています。
5月よりタイ以外のASEAN地域の相談にも対応できるよう、体制を拡充しました。

公社ではタイ事務所を開設以降、タイ企業と都内中小企業とのビジネス交流を深めています。
今回は、第1回 タイ優良企業製品技術発表会（平成28年1月28日（木）都立産業貿易センター台東館）の模様

についてご紹介します。
発表会は、タイ工業省幹部の挨拶に続き、タイからはTier1企業のCHOKNAMCHAI AUTOPRESSING（チョク

ナムチャイオートプレッシング ）社をはじめ８社の優良企業がプレゼンテーションを実施しました。
また、同じ会場内では、タイ企業と活発な商談が行われました。
（参加者数７７名、商談数３３件）

相 談 日  月・水・木・金曜日　　13：00～17：00（祝祭日、年末年始を除く）
相談内容   タイを含むASEAN地域における税務、通関、労務・人事、会社設立、認可等に関する相談

企業DATA
  TEL ： 03-5822-7242

【問い合わせ先】　国際事業課　タイ事務所　日本窓口

→ →公社トップページ タイ事務所海外展開

～Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office～

海外展開
Step to Success

■経営相談体制を拡充しました ！

■タイ企業との商談会開催

　タイ事務所には、タイビジネスに関する書籍や情報誌などが自由に
閲覧できるほか、企業の皆さまが利用できる情報収集や商談、打合せ
などを行うスペースや簡易的な事務スペースがあります。お気軽にご
利用ください。

E-mailでの相談も可能です！　thai-branch@tokyo-kosha.or.jp

商談の様子 プレゼンテーションの様子

相談事例① タイ向けの商品が昨年よりストップしてしまいました。
タイの法規制や業界の動向など教えてください。

相談事例② タイでの生産委託を検討中です。
自社に合う委託先を紹介してください。

タイ事務所へのコンタクトはこちら

タイ事務所活動報告 vol.1
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神田和泉町オフィスのみで受け付けていた「海外ワンストップ相談」について、多摩支
社での相談を開始しました。海外展開に関する疑問（輸出・輸入手続、規制・制度・規格、
契約書、見積書、決済方法など）がありましたら、是非ご利用ください。

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

平成28年度より多摩支社で
「海外ワンストップ相談」を開始

　相談日時　 金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　   　 13:00～16:00
　相談場所　 東京都中小企業振興公社多摩支社
　　　　　　 昭島市東町3-6-1 
　 　 　 　   （産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ敷地内）
　相 談 料 　 無料（要予約）
　相 談 員       櫻井（貿易アドバイザー）

櫻井相談員

ご予約は、お電話にて 「多摩支社での相談希望」とお伝えください。
☎ 03-5822-7241      

※神田和泉町オフィスでは、月曜日～金曜日の9:00～16:00にご相談を受け付けています。

商習慣が異なる国の企業との取引にはどんなリスクがあるのか、
その対策は？

初めての海外企業からの引き合いに対して、どのような諸条件で
見積を作成したらいいか？

ASEANに精密機器を輸出する際の、輸出規制などを教えてほしい。

国内の展示会に出展したところ、商習慣が分からない国の企業
から引き合いがあった。サンプルを提供したいが、どのように対応
すればいいか？

初めてASEANの海外の展示会に出展するが、展示会に持ち込む
製品の通関はどのようにしたらいいか？

ASEANとの取引を始めているが、取引契約を交わしていない。
ガードすべきことについて相談したい。

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

【主なご相談の例】

英文の契約書・見積書で何を決めればいいか、
契約締結の際に注意すべき内容は何か？

①契約書・見積書の内容精査と点検
商品の表示義務など輸出国の規制や
関税、留意すべき事項は何か？

②海外取引の商習慣・法令

輸出製品の安全保障貿易管理上の輸出
許可が必要となるかどうか、確認方法は？

③安全保障等規則の確認方法
輸出入における関税制度、FTA、EPAの
利用方法は？TPPによる影響は？

④関税・為替

そのほかのご相談例

ぜひ、お気軽にご利用ください！

代金回収
1%

代理店・商社
2%関税・為替

11%

安全保障・法令
14%

契約関係
72%

平成27年度　海外相談実績  （相談内容別）

年間
約630件
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【問い合わせ先】　経営戦略課

  TEL ： 03-5822-7237　　FAX ： 03-5822-7235　

平成27年度調査の特徴
　平成25・26年度に落ち込んでいた売上高増加率も
３年ぶりにプラスに転じ、収益性、生産性、安全性とも
に全体的には改善の傾向です。リーマン・ショックの影
響で悪化していた収益性は同22年度調査を底に回復
し、安全性は高水準を維持しています。黒字企業も同
26年度調査(72.1％)より1.9ポイント増加し74.0％
となりました。

1  収益性
　平成26年度に比べ全体的に改善しました。売上高
増加率(2.9％)はプラスに転じ、売上高総利益率
(30.2％)は2.0ポイント増加、製造原価比率(58.2％)
は1.2ポイント、材料費比率(21.7％)は1.3ポイント改
善しました。一方、売上高営業利益率(0.4％)は0.6ポ
イント、売上高経常利益率(1.1％)は0.3ポイント、販
売管理費比率(29.6％)は2.1ポイントそれぞれ悪化し
ました。

2  生産性
　従業者１人当たり年間加工高(8,327千円)は232
千円、従業者１人当たり年間売上高(18,339千円)は
621千円、有形固定資産投資効率(14.5回)は6.5回
転増加し、従業者１人当たり人件費(4,729千円)は86
千円改善しました。加工高対人件費比率(59.4％)は
変化がありませんでした。

3  安全性
　当座比率(207.9％)が4.2ポイント悪化した以外、す
べて改善しました。流動比率(299.5％)が7.1ポイン
ト、棚卸資産回転率(36.2回)は10.2回転増加し、また
固定長期適合率(59.1％)も4.2ポイント改善しまし
た。

（経営戦略課　今井秀也）

【調査対象業種(33業種)】
織物・染色整理・ニット、外衣・シャツ、製材･木箱、かばん・袋物、生活
雑貨品、家具・建具、建築金物、紙製品・紙製容器、印刷、写真製版、
製本、化学工業、プラスチック製品、工業用ゴム製品、窯業・土石製
品、鉄鋼、非鉄金属、ねじ・ばね・刃物・金物、金属プレス加工・板金、
金属塗装・電気メッキ、バルブ、一般産業機械、生産用機械器具、金
型、計量・測定・光学機械器具、医療用機器、自動車部品、電子部品・
デバイス・電子回路、電気計測器・照明器具、情報通信機械器具、食
料品、飲料、がん具・運動用具

　本調査は都内中小企業の貸借対照表や損益計算書などの決算書から業種ごとの経営比率を作成し、都内中
小企業の経営や政策立案などへ活用することを目的として昭和48年度に東京都で事業が開始されました。平
成18年度以降は東京都から業務委託された当公社が調査を実施しています。
　平成27年度は製造業、卸売業、小売業、生活支援サービス業、企業支援サービス業の89業種に対して平成
27年7月から9月に調査を実施しました。平成26年4月から27年3月までに行われた決算を調査対象とし、
3,807社に郵送、有効回答率は34.1％でした。この調査結果を５回にわたり紹介します。
　第１回目は製造業の経営比率について解説します。集計企業数は631社、平均従業者数は47人、黒字企業が
74.0％、赤字企業(経常損益が負)が24.9％でした（経常損益額不明は1.1％）。なお、製造業の平成27年度調査
対象業種は以下に示す33業種です。

「東京都中小企業業種別経営動向調査(平成27年度調査)」の概要
第１回 製造業
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機械要素技術展(M-Tech)ホームページ　http://www.mtech-tokyo.jp/

【問い合わせ先】　取引振興課

  TEL ： 03-3251-7883　　FAX ： 03-3251-7888　 検 索

   開催概要
　会　期   平成２８年６月２２日（水）～２４日（金）　１０：００～１８：００　
　　　　　※２４日（金）のみ１７：００終了
　会　場   東京ビッグサイト
　主　催   リード エグジビション ジャパン（株）
　 ※本展示会への入場には招待券が必要です。
　 機械要素技術展ホームページから招待券を入手いただくか、取引振興課までご連絡ください。

　公社が出展を支援する企業製品のご紹介

まもなく
開催 ！

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

テクノブレーンズ株式会社

株式会社大和

株式会社ナガセ

泰興物産株式会社

株式会社松浦製作所

株式会社三鷹精工

株式会社昭洋精機

株式会社ワイピーシステム

有限会社秋栄製作所

株式会社セイブ

株式会社三和技研

東京貿易メディシス株式会社

墨田螺子産業株式会社

株式会社江北ゴム製作所

株式会社ラヤマ・パック

アロニクス株式会社

機械メカ設計・試作支援・製造サービス。板金／筐体設計・試作
支援・製造サービス。展開型メッシュパラボラアンテナ等展示

ロール成形機

半導体、食品、顕微鏡、各部品

３Dプリンタを活用した製品開発・技術開発事例など

微細加工品、試作金属部品等のサンプル展示

真円度測定機　精密部品類（高清浄度部品、送りねじ等）

マシニングセンターによる加工部品

めっき、アルマイトなどの表面処理、折り曲げてもはがれない
新しい表面処理技術
スリップリングは、静止体から回転体に対して電力と電気信号
を供給します。

試作　機械加工部品（自動車関係）

ＮＣ旋盤・マシニングによる加工サンプル、オリジナル脱落防止
用大径ナット他

気液混合流体を強力に排出するダイヤフラム・ポンプ

ＮＣ旋盤・マシニングによる機械加工部品サンプル。「すみだモ
ダン2015認証商品」防災・防犯用ホイッスル
独自の材料開発力(配合技術)と幅広い加工技術により、お客
様のニーズや「お困りごと」に積極的に対応いたします ！！！
自社開発機械　卓上真空成形機「V.former」、プラスチック真
空成形製品（ブリスターパック、トレイ等）
ろう付けやはんだ付け、焼入れ、鍛造等、加熱工程のための誘
導加熱(IH)装置と放射温度計

http://www.technobrains.co.jp/ 

http://www.yamato-e.jp 

http://www.nagase-shibori.co.jp 

http://www.seikei-ya.com 

http://www.e-matsuura.co.jp 

http://www.mitakaseiko.com 

http://www.shoyoseiki.co.jp

http://www.yp-system.co.jp/ 

http://www.shuei-factory.co.jp/  

http://www.seibu.biz/ 

http://www.sanwa-gkn.co.jp/ 

http://www.tb-medisys.co.jp/  

http://www.sumidams.co.jp/

http://www.kouhoku.co.jp/ 

http://www.rayama.co.jp

http://www.alonics.co.jp 

主な出展製品等URL企業名ブース
NO

東４ホール東５４－３４に出展します ！

来る６月２２日（水）から２４日（金）の３日間「第２０回機械要素技術展」が、
東京ビッグサイトで開催されます。
公社ブースに出展する、きらりと光る技術を持った１６社をご紹介します ！　
ぜひ会場に足をお運びください ！
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【問い合わせ先】　企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）

福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®

会員募集中！（ＪＯＹＬＡＮＤは、都内中小企業で働く従業員とそのご家族を対象とした
 公社が運営する都内中小企業向けの福利厚生サービスです）

　企業にとって人材は重要な経営資源です。人材確保や従業員の定着率アップのアシストに
ＪＯＹＬＡＮＤをご活用ください。
　ＪＯＹＬＡＮＤは低コスト・充実したサービスで、経営者・従業員とその同居家族のみなさまにも
ご満足いただけるサービス内容です。

安さだけではなく、メニューも充実しています。アミューズメントパークやスポーツクラブ、リラクゼー
ション、エンターテイメントなど100以上の施設・サービスが割引料金でご利用いただけます。併せて、ホテ
ルやゴルフ、生活サポートなど全国5,000施設・2,000種類を超える多彩なメニュー満載の「ライフサポー
ト倶楽部」が優待料金にてご利用いただけます。

【ご入会条件】

業  種
製造業･建設業･運輸業･その他

卸売業
小売業
サービス業

資本金･出資金の総額
３億円以下
１億円以下
５千万円以下
５千万円以下

従業員数
300人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主
50人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主

従業員数
10人以下
11～30人
31～100人
101～300人
301人～

年会費（１企業あたり）
19,800円
21,000円
33,000円
42,000円
84,000円

都内に事業所持つ中小企業等が対象で、
下表の資本金か従業員数の一方に該当すればOK ！

【年会費】（入会金不要 ！ ）
※年会費は４月～翌年３月の一年間です。
※税法上「損金」として処理できます。

利用提携施設の一例

利用提携施設の中から、下記施設を紹介します。
【よみうりランド】
3月18日に新規オープンしました“グッジョバ” 4つの

Ｆａｃｔoｒｙ（自動車・食品・ファッション・文具）に１５種のア
トラクションと４業種のワークショップが登場しました。
参加感あり ！ 能動的に ！ 学べる ！ 競える ！ といった新

しいエンターテインメント性を追求し、アトラクションに
乗って楽しみながらモノづくりを知ることができます
（右写真）。
そのほか、５つのエリアに分かれた２７種のアトラク
ションもあり「遊ぶ・楽しむ」を満喫できる施設です。レス
トラン・ショップも充実しており、１日楽しく遊べます。

  TEL  ： 03-3832-3678
 E-mail ： fukuri@tokyo-kosha.or.jp
 URL  ： http://www.fukuri-navi.jp

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）　

検 索検 索福利厚生なび

資料請求・ご入会は、ホームページから！

食品Factory

詳しくは、下記ＪＯＹＬＡＮＤ専用サイト「福利厚生なび」をご覧ください。

ＪＯＹＬＡＮＤでは、上記施設（よみうりランド）が割安な料金でご利用いただけます。



メンタルヘルス対策のための便利ツール
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省からの受託事業として、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が運営しているウェ
ブサイト「こころの耳」をご紹介します。
「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
の疑問を解決に導く、「探しやすい」「理解しやすい」情報が提供されています。
具体的な項目について、ご紹介しますので活用してみてはいかがでしょうか。

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

  TEL ： 03-3832-3678　

ｅラーニングで学ぶ　[15分でわかるセルフケア・ラインによるケア]
内容⇒セルフケア（ストレスへの気づきと対処法、ストレスコントロール）
ほかに・・・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフによるケア

専門家が事例と共に回答～職場のメンタルヘルス対策Ｑ＆Ａ　
内容⇒適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは？

ＥＡＰプログラムの費用対効果について
労災保険法上の治癒とは、どういう状態を指すのか？
職場のメンタルヘルスの連携のコツは？

ほかに・・・ちょっと知りたいことを専門家が、事例を交えてご案内

専門相談機関や医療機関、関係機関などの案内情報が質・量ともに充実 ！　
内容⇒全国の保健所や都道府県・政令指定都市の相談窓口

精神科・心療内科などの全国の医療機関

施策概要・法令・指針・行政指導通達の案内と解説　
内容⇒ストレスチェック制度（労働安全衛生法改正）

支援・助成制度の案内　
内容⇒給付金の案内

従業員の雇用維持を図る場合の助成金（雇用調整助成金）
従業員を新たに雇い入れる場合の助成金（トライヤル雇用奨励金ほか）
仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金（両立支援等助成金）
従業員等の職業能力向上を図る場合の助成金（キャリアアップ助成金）

失業・生活困窮などでお困りの方の救済制度の紹介　
内容⇒求職者支援制度、病気休業中の賃金保障の制度、労災補償制度

職場復帰支援などに取り組む企業の事例紹介　
内容⇒先進事例２７社の紹介

メンタルヘルス事例・過労死等事例・裁判事例

メンタルヘルス関係のＱ＆Ａ　
内容⇒うつ病などの心の病気や過労死（脳・心臓疾患）についてのよくある

質問と答えが掲載（メンタルヘルス対策関係・過労死等予防対策関係・自殺予防対策関係・
労災補償関係に区分）
改正労働安全衛生法のポイント（ストレスチェック制度関連）として、活用できる情報が
案内されています。
◆ストレスチェック制度に関する施策などの新着情報
◆実施に関する電話相談窓口
◆ストレスチェックの受検から結果の出力、集団分析等が事業者にて実施できるプログラム
　「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の案内（無料配布）
◆マニュアルやリーフレット等（例：数値基準に基づいて「高ストレス者」の選定をする方法や
　外部機関に委託する場合のチェックリストetc）

学ぶ ・ 実践する

知る ・ 調べる

相 談 す る

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

総合ポータルサイト「こころの耳」　ＵＲＬ　http://kokoro.mhlw.go.jp/
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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 6月17日（金） 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・申し込み先】　産業交流展2016運営事務局

  TEL ： 03-3263-8885　FAX ： 03-3263-6598
  http://www.sangyo-koryuten.tokyo/　

東京都からの お知らせ

　産業交流展2016は、首都圏の個性あふれる中小企業の優れた製品や技術を一堂に展示する、国内
最大級の見本市です。今回で19回目を迎えるこの展示会では、販路開拓や企業間連携の実現に向け
た情報収集・交換の場を求める元気な中小企業のみなさまの出展を募集しています。

産業交流展2016 出展企業募集第19回

募集期間

対 象

出 展 料

平成28年5月下旬開始（予定）
※申込を受付次第、順次審査
（予定小間数に達し次第、受付終了）

首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈
川県）に事業所を有し、以下のいずれ
かの分野に属する中小企業・団体など
① 情報　　　 ② 環境　
③ 医療・福祉　④ 機械・金属　

54,000円（税込）（1小間（約9㎡）あたり）

開催期間
会 場
主 催

出展規模
来場規模
特別企画

同時開催

平成28年10月31日（月）～11月2日（水）
東京ビッグサイト 東ホール
産業交流展2016実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、
東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、
(株)東京ビッグサイト、(公財)東京都中小企業振興公社、
(地独)東京都立産業技術研究センター
1,350企業・団体（予定）
70,000人（予定）
基調講演／特別講演などのステージイベント、
出展者交流などの企画を予定
世界発信コンペティション表彰式
東京都経営革新優秀賞表彰式ほか

【開催概要】 【募集概要】

■出したい機械
整
理
番
号

登録No.
所在地区

機械設備名 メーカー名 形式能力 製造年月 使用年数 台数 問合せ窓口

1
No.000729679

大田区
熱風乾燥機 （株）谷口製作所 電圧200Ｖ

電力3.4ｋｗ 昭和61年10月3日 1年 1台
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888

■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.00043600

 大田区
300万円
1人

マシニング、フライス加工、角物から
丸物加工、ＦＣ材加工もいたします。

立型マシニングセンタ、汎用フラ
イス、ボール盤、2.5次元までのソ
フト。

22年
城南支社
TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246

2
No.00043602

 江戸川区
300万円
3人

ステンレス、アルミ、真鍮などの
金属研磨、♯８００磨きが得意です。

ハンドグラインダー各種サン
ダー、バフレース、チェーンブロッ
ク、フレーキなど

30年
城東支社
TEL 03-5680-4631
FAX 03-5680-0710
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検 索

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

営業部門における改革の重要性及び、改革の進め方を
具体的なテーマをベースに演習やディスカッションを通
じて学びます。前半では営業改革の目標を明確にし、後
半では目標を具体化するためのマネジメント及び社員・
部下の行動意識の改革ポイントを考察・整理し営業改革
のシナリオを論理的に構築します。

展示会での出展効果を最大限にするためのブース作り
や自社製品・技術の魅力を伝える方法を学んで、実施し
ていただくためのセミナーです。

ISO9001：2015及びISO14001：2015を統合マネ
ジメントシステムとして運用、監査を行なっている組織
の内部監査員を養成します。統合内部監査員として各
規格の意図やねらいを的確に理解し、本来の業務に役
立つ視点を持った監査のポイントと基礎を習得します。

貿易取引に必要な基礎知識である、取引形態・条件、申
込と承諾、売買契約、成約後の義務、信用状、通関、決
済、クレーム等を幅広く学びます。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２８年７月５日（火）
１３：００～１７：００
4,000円
（公財）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）
経営者、営業部門の責任者の方
２０名（先着順）
オカダ・バイヤーズ・エージェント
岡田　敦 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年8月23日（火）・24日（水）
１０：００～１７：００
１２，０００円
（公財）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ISO9001：2015+ISO14001：  
 2015統合内部監査員になる方
・ISO9001：2015+ISO14001：
 2015推進、運用事務局の方
・ISO9001：2015+ISO14001：
 2015管理責任者の方
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
JRCA品質審査員補　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

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）
１４：００～１６：３０
無料
城東地域中小企業振興センター２階
(葛飾区青戸７-２-５)
都内に事業所を有する企業
５０名（先着順）
株式会社ミセラボ
代表取締役　田中　聡子 氏
（中小企業診断士／一級販売士）

城東支社
TEL 03-5680-4631　FAX 03-5680-0710

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年9月7日（水）・8日（木）
10:00～16:00
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）
40名（先着順）
明治大学商学部
教授　篠原　敏彦 氏

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

問い合わせ先

営業改革の方向性を導く
営業マネジメント力向上研修

ISO9001：2015+ISO14001：2015
統合内部監査員養成講座（２日間）

貿易実務者養成講習会
貿易取引の基礎知識 (初級)

お客様の足をとめる ！
展示会ブースの作り方と
自社の魅力の伝え方

詳しいご案内・お申し込みは、公社ホームページまたは各問い合わせ先まで
公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　研修・セミナー
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植物油インキを使用しています。

〒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

  TEL ： 03-4540-6362　FAX ： 03-6685-4672
  公式HP ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/50th_anniversary

【問い合わせ先】　公社50周年展示商談会　運営事務局　

展示製品例

パネルディスカッション

「現代に活きる伝統工芸士展」　　「第2回 ビジネスマッチング in 東京」
「台東区産業フェア」　　「第2回 タイ優良企業製品技術発表会（仮）」

セミナー
「新サービス創出セミナー」　　「医工連携セミナー」　　「第2回 東京都デザイン導入支援セミナー」
そのほか、助成金・人材戦略に関するセミナーの開催を予定しています。

記念式典・講演
「50周年記念式典」　　16：00～16：45
「50周年記念講演」　　16：45～17：45
          講師：学習院大学　国際社会科学部　教授　伊藤　元重 氏

同時開催イベント

7月28日（木）　10：30～11：45

7月28日（木）　16：00～17：45

7月28日（木）・29日（金）　10：00～18：00

テーマ 「未来を創る中小企業」　
パネリスト：株式会社マテリアル ／代表取締役　細貝淳一氏　　株式会社浜野製作所／代表取締役　浜野慶一氏

株式会社今野製作所／代表取締役　今野浩好氏　　株式会社メトロール ／代表取締役　松橋卓司氏
モデレーター： 公社経営戦略課 新事業創出係長　　大場順二

機械・金属
医療・健康
IT
危機管理・防災
環境・エネルギー

38社
19社
12社
15社
15社

金属製品製造、一般機器製造分野の製品・技術
介護用品など医療・福祉分野の製品・技術
IT機器、ソフトウェア開発分野の製品・技術
天災、人災発生時の危機対応製品・技術
環境負荷の低減や省エネに貢献する製品・技術

◆詳細情報は、公式HPをご覧ください

公社設立50周年を記念して、公社の事業を支えてくださった皆様に深く感謝の意を表すための展示商談会を開催します。
成長産業に取り組む東京都の中小企業が集結し、自社の優れた製品・技術をPRする内容となっています。
多くの皆様のご来場をお待ちしています。

中小企業の力をつなぎ、新たな価値創造へ。

平成28年
7月28日（木）―29日（金）
10:00－17:00
東京都立産業貿易センター
台東館（東京メトロ銀座線・浅草駅 徒歩5分）

医療・健康

展示商談会 入場無料
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