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公益財団法人東京都中小企業振興公社は、平成28年7月で設立50周年を迎え
ます。
永年にわたり公社をご利用いただいている都内中小企業の皆様方に心より感謝

申し上げますとともに、日頃よりご理解・ご協力を賜っている各支援機関等の皆様に、
厚く御礼を申し上げます。
当公社は、昭和41年7月に下請取引の適正化等を目指して「財団法人東京都下
請企業振興協会」として設立され、昭和58年4月に設備の近代化等を新たに事業目
的に追加して「東京都中小企業振興公社」と名称を改め、名実ともに中小企業支援
の中心的団体として歩み始めました。
その後、財団法人東京都中小企業会館、財団法人東京都勤労福祉協会との組織統合、知的財産総合
センターの設置、社団法人東京産業貿易協会からの国際化支援事業の承継などを経て、中小企業の総合
的な経営支援機関として、事業の充実・拡大に努めてまいりました。
平成27年12月にはタイ事務所を開設し、アセアン諸国全体を視野に入れた海外展開支援を強化いたしま

した。
また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、東京都や各支援機関と連
携し、中小企業の優れた製品・技術やサービスを国内外に発信する「中小企業世界発信プロジェクト2020」
を展開しております。
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「ビジネスチャンス・ナビ2020」は、中小企
業や大手企業に登録を呼びかけ、受注機会の拡大や自社技術・実績のPR、パートナー探しなどに活用して
いただくことにより、都内の産業の活性化を目指してまいります。
この50年間で日本の産業構造も大きく変わり、中小企業にも、グローバル化やイノベーションの波が否応な

く押し寄せております。
都内の中小企業が持続的発展を続け、新事業や新サービスを創出し、地域経済の発展に一層寄与して

いただくためにも、公社職員一同、さらに現場力を磨き、次の50年に向けた一歩を皆様とともに着実に踏み出
してまいります。
最後になりますが、公社設立50周年を記念いたしまして、7月28日・29日の二日間、展示商談会「未来を担

う東京の中小企業市」を開催いたします。展示商談会では、都内中小企業100社が集結し、自社の優れた
製品や技術をＰＲします。また、日本の伝統工芸品が集まる「現代に活きる伝統工芸士展」や、著名エコノミス
トによる記念講演、第一線で活躍している中小企業経営者によるパネルディスカッション等、企業活動に役立
つ魅力的なイベントも同時に開催いたします。
皆様方のご来場をお待ちしております。

展示商談会の詳細は、10・11ページをご覧ください。

理事長　井澤 勇治

公社設立 5 0 周年にあたって

いち



豊富な部品在庫とワンストップサービス

府中市内の駅から離れた商店街沿い。住宅も立ち並
ぶ一角に、株式会社相信（以下同社）は本社工場を構え
る。ここでは、多くの電気製品に使われる緑色のプリント
基板（絶縁盤）に、電子部品をはんだ付けする「実装」を
行っている。
また、プリント基板に取り付ける電子部品の調達も

行っており、常時約28000種120万点に及ぶ在庫を取り
揃えている。これだけ多くの部品を確保している所は、同
業他社の中でも数少なく、いつ、どんな業者から発注が
あっても、柔軟に対応できるようにしている。少量多種生
産に特化したサービスに強みを見せるだけでなく、調達
部隊による社内システムの整備と、部品を仕入れる商社
との密なコミュニケーションにより、徹底的な在庫管理を
行っている。
さらに、同社では表面実装に関する設計から生産まで

の一貫受注を行う「ワンストップサービス」を提供する。お
客様からデータをお預かりしてから最短10日間で、実装
済みのプリント基板としてお手元に届けるものである。実
装にかかる付帯業務を一括して請け負っているため、お
客様からは業務負担が軽くなった、と好評を得ている。

現場主体でのBCP活動への挑戦

災害時の対応や災害後の事業復旧手順を取り決め
ておく、BCP（注１）。災害時には冷静な対応が困難にな
るとともに、事業を迅速に復旧できなければ、取引先の
信用を失いかねない。同社では早くから、BCPの重要性
を認識していた。そこで平成22年、菅野政昭専務は自ら
BCP関連のセミナーに参加。菅野専務の働き掛けで、社

員の安否確認表、本部の役割表、緊急時の連絡表等、
緊急時の対応マニュアルを一通り揃えた。
次のステップとして、現場レベルでの展開を行うにあ

たり、現場グループのリーダーを集めてBCPミーティング
を開催することにした。「災害時には、その場に経営層が
いないことが多いため、従業員だけで考え、行動しないと
いけない。そのためには、取り決めの際に経営層が介入
してはいけない」と、経営層はなるべく口出しせず、現場
の人間のみで考えてもらうようにした。
しかし、ここで大きな壁にぶつかってしまう。現場の
BCPに対する認識が経営層と大きくかけ離れており、な
かなか意識を合わせる事が出来なかった。最初の頃はメ
ンバーも「集まれと言われたのでとりあえず集まった」とい
うことが多く、１人１人の気持ちがバラバラで、まとまりの
ない状態が続いた。これまでトップダウンで業務を進めて
きた従業員にとって、会社の決まりごとはすべて「経営層
が決めるもの」との認識であったため、従業員が主体的
に考える形になじめなかった。
さらに、経営層はBCPに関する専門知識に乏しく、被
害の想定はどの程度まで考えればいいのか、BCP運用
方針はどうするかを明確にアドバイスすることができな
かった。
現場の人間にとっては「日常業務」が最優先事項であ

るため、本業の合間での取り組みとなるBCPミーティン
グにおいて、効率的に話し合いが行われないことに不満
が募った。

118
第

回

株式会社相信

従業員自らが考えるBCP活動で、
トラブルに強い企業を目指す ！

“キラリ企業”の現場から

電気製品に使われるプリント基板

すげの

保管棚の落下防止対策
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BCP専門家の力を借りて、従業員の理解を得る

この壁を乗り越えるにはどうしたらよいか、菅野専務は
考え続けていた。ある時、以前から届いていた公社の広
報誌やメールマガジンに目を通していたところ、公社
「BCP策定支援事業（注2）」を知った。早速BCP策定講
座を申込み、基本を学び直すことにした。
その後、経営層と現場との認識を合わせることについ

て専門家のアドバイスを受けながら、BCP策定メンバー
とのミーティングを重ねた。
現場のミーティングには専門家にも入ってもらい、「災
害で被害があった際の考え方として、このレベルであれ
ばこのように考えればよい」と、現状に即したアドバイスを
受けたところ、従業員自らが被害想定と対処方法を考え
るようになった。基準が分からないと最悪の状況まで際
限なく考えてしまうので、専門家に「ここまで考えればよ
い」という線引きをしていただいたことは非常に助かった、
と菅野専務は話す。従業員に対し、基準をきちんと示した
ことで、BCPへの取り組みは順調に動き出した。

BCP活動による効果

その後も根気よくミーティングを繰り返すことで、経営
層と現場との認識のずれが少しずつ解消し、次第に活気
が生まれてきた。同社の技術者は年齢層が若く、自分の
仕事もままならない中での取り組みは相当大変だ、という
声は現在もある。経営層はそういった現場の声にひとつ
ひとつ耳を傾けながら、相互理解に努めている。事業復

旧の際の全体的な流れを意識しながら、すでに作成済み
の内容を整理し、有用なBCPにバージョンアップを続け
ている。
この活動をきっかけに、従業員からの改善提案が多く
なったのは思わぬ効果であった。従業員同士、経営層と
のコミュニケーションが円滑になったことで、より話しやす
い雰囲気になったのだ。
数々の改善提案のうち、自社だけで解決できないこと

は公社の「専門家派遣事業（注３）」を利用しながら、専門
家のアドバイスを取り入れ、改善活動に取り組んでいる。

高品質のサービスを提供し続けるために

同社のホームページでは、業務マニュアルを整備する
取り組みなど、品質を向上するための独自の取り組みが
紹介されている。先に述べたBCP活動の様子も、随時更
新中である。社屋内に存在する保管棚の落下防止対策
を施したり、社員全員が「災害・危機管理対策マニュア
ル」携帯版を常時携行するなどの活動はすべて、「いつ
でもお客様に、高品質のサービスを提供出来る体制であ
り続けたい」との想いから生まれている。
社内コミュニケーションの円滑化と、たゆまぬ改善活動

により、今後さらに信頼される企業へと進化することが期
待される。

（総合支援課　小宮奈緒美）

 

（注１）　BCP（Business Continuity Plan）…
企業が自然災害などの緊急事態に備え、中核となる事業
の早期復旧を可能にするため、平常時に行うべき活動や
緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り
決めておく計画のこと。
（注2）　BCP策定支援事業…
これからBCPを策定する都内中小企業を対象に、簡易版
BCPを作成する「BCP策定講座」を開催。講座終了後も、
現地で専門家のアドバイスを受けながら、BCPを完成さ
せることができる。また「BCPフォローアップセミナー」で
は、BCPの見直しを行いたい都内中小企業を対象に、
BCP訓練の手法と見直しの方法を講義する。
（注3）　専門家派遣事業…
中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、ITコーディ
ネータなどの専門家を、中小企業からの要請を受けて現
地へ派遣し、必要なアドバイスを行う。

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118回は、電子基板の実装を行う株式会社相信（府中市）をご紹介します。
同社はBCP策定支援事業などを活用し、社内の環境整備に取り組んでいます。

代表者 ／ 菅野　三治
資本金 ／ 4,000万円　　従業員 ／ 15名
所在地 ／ 東京都府中市新町3-5-7 
TEL ／ 042-361-2455　FAX ／ 042-367-1207
URL ／ http://www.aishin.co.jp/

企業
情報

菅野  政昭 氏
代表取締役 専務
株式会社相信　

社員全員のヘルメットを常備
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転ばぬ先の
法律相談

企業DATA

Q1

【問い合わせ先】　総合支援課　

吉岡・辻総合法律事務所　弁護士　吉岡　桂輔

　当社は、新たに飲食店を経営しようと考えています。そこで、お店を出す場所を探していたと
ころ、A所有の甲土地をみつけました。早速Aに打診すると、「甲土地を売る気はない。定期借地
権なら考える。借地期間は３０年間が限度だが、できれば１５年にしてほしい。」との回答でした。
　当社としては、１５年あれば投下資本を回収できると思いますが、好調であればできるだけ長
く店を続けたいと考えています。また、可能であれば、甲土地上に従業員のための居住スペース
の併設も検討しています。
　そもそも定期借地権とは何でしょうか。今後の交渉のために教えてください。

質 問

回 答 １　借地権との違い
借地借家法の適用のある通常の借地権は、借地

期間が最低３０年です（借地借家法（以下、法文名
略）3条）。その期間が満了しても、地主は、正当な理
由がない限り、更新を拒絶できません（5条、6条）。
このため、地主にとっては、将来的に土地の利用を
考えている場合、いつ土地が返ってくるのかはっき
りせず、賃貸しづらい面があります。
定期借地権は、一定の期間を満了すると、土地が

地主に必ず返ってきます。このため、地主にとって
は、将来の見通しが立てやすく、賃貸しやすいといえ
るでしょう。
定期借地権は、大きく分けると、①一般定期借地

権（22条）、②事業用定期借地権（22条）、③建物譲
渡特約付き借地権（24条）の３類型があります。これ
らは、用途や借地期間により区別されます。
本件は、御社が、事業目的のため、甲土地を１５年

ないし３０年借りるということなので、以下では②事
業用定期借地権を検討します。

２　事業用定期借地権
⑴　対象となる建物
事業用定期借地権の対象となる建物は、「専ら事

業の用に供する建物（居住の用に供するものを除
く）」（23条1項）でなければなりません。「専ら」と
は、他を排除するという意味なので、一部でも居住
部分があると対象建物とは認められません。
従業員の居住スペースの併設ですが、台所やお

風呂など居住のための設備があると、「居住の用に
供する」として、対象建物とは認められない可能性が
あります。
もっとも、特定の従業員の専用施設ではなく、各
従業員が交代で使用するスペースであれば、対象建
物として認められる可能性があります。
この点は、事案により微妙であり、議論も固まって
いません。今後の運用に注意する必要があるでしょ
う。
⑵　借地期間
事業用定期借地権は、存続期間により２つに分け

られます。すなわち、１０年以上３０年未満（23条2項）
と３０年以上５０年未満（同条1項）です。

ア　１０年以上３０年未満の場合
これは、通常の借地権（借地期間３０年以上）より
短く、借地借家法の適用が制限されています。すな
わち、契約の更新（5条）、建物の再築による延長（7
条）、建物買取請求権（13条）などは認められません
（23条2項）。
A氏の希望する１５年の借地期間の場合、この期

間が満了すると、御社は建物を収去し、甲土地を明
け渡さなければなりません。もっとも、合計の借地期
間が３０年未満であれば、A氏が応じれば再契約する
ことは可能と考えられています。
よって、A氏が再契約に応じないとすれば、たとえ
お店が好調でも、１５年で店の閉鎖ないし移転を余
儀なくされる可能性がありますので、投下資本回収
や利益の見込み、A氏との再契約の可能性などを十
分に吟味する必要があると思われます。
イ　３０年以上５０年未満の場合
この場合の事業用定期借地権は、通常の借地権

と異なり、契約の更新がないこと、建物の再築によ
る期間の延長がないこと、建物買取請求権がないこ
との特約を結ぶことができます。
A氏が３０年の借地期間に応じる場合、上の３つの

特約を結ぶことを求めると思われますが、御社に
とっては、少なくとも３０年はお店を継続できるメリッ
トがあります。
しかし、借地人から中途解約を申し入れる権利は、
地主が応じない限り、認められないと考えられてい
ます。よって、万が一30年の途中でお店を撤退する
ときに備えて、賃貸借契約に借地人の中途解約条項
を入れておくことが賢明と思われます。
⑶　契約の様式
事業用定期借地権を設定する契約は、公正証書

による必要があります（23条3項）。

3　結び
このように、事業用定期借地権は、特約の定めや
契約の様式など、やや専門的です。借地権は契約期
間が長く、建物の建築費用など多額の投資を要しま
すので、内容をよく理解しないまま契約すると、誤解
や行き違いによって重大な損害が生じるおそれがあ
ります。不安な場合は、弁護士など専門家に相談し
ながら契約交渉を進めることをおすすめいたします。

定期借地権
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大塚経営労務管理事務所　大塚　昌子

相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの国際事業課では、「海外販路開拓支援事業」における製品プロモーションの一環として、海
外展示会への出展を行っています。今回は、平成２８年６月１日（水）～４日（土）の４日間、タイ・
バンコク国際貿易展示場で開催された環境展「Entech Pollutec ASIA 2016」へ出展した
様子をご紹介します。

～展示会出展のご報告～

海外展開
Step to Success

海外販路開拓支援事業

１．環境展 「Entech Pollutec Asia 2016」の概要
今年で２６回目を迎える同展示会は、環境保全や汚染防止

の技術等をテーマとした東南アジア最大規模の展示会であ
り、世界各国からバイヤーが多く来場する展示会です。タイで
は近年急速に進む工業化と都市化などに伴って発生する大
気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音、電力不足といった環境問題へ
の対策に力を入れており、同展示会に対する注目は年々増し
ています。主催者発表では、同時開催展と合わせた総来場者
数、出展企業数は、ともに過去最高を記録しました。
（来場者数：26,337名、出展企業数：35ヶ国480社）

　展示会場では、太陽
光パネルの展示品の
数の多さが目立ったほ
か、風力発電、バイオ
燃料、浄水器、省エネ
製品等、幅広い展示品
が揃えられていまし
た。来場者は個々の目
的に応じて目当ての
ブースを訪問し、各
ブースで活発な商談
が行われました。

　今回は、都内中小企業５社とともに「Tokyo SME Support Center」としてブースを設置し、
環境対策に特化した製品をＰＲ。さらに公社ブースでは、支援企業数社の製品・カタログの展示と
紹介を行いました。また、公社では展示会出展の効果を高めるため、海外販路ナビゲータと職員
が展示会開催前に支援製品の事前ＰＲや事前マッチングを行い、来場促進を支援しました。同展
示会では、事前マッチングを行った日系商社や現地企業が各社のブースを訪問し、展示会後に正
式契約に向けて交渉を進めている企業もあるなど、他の多くの引き合いも含め、出展企業にとっ
て確かな手応えを掴んだ展示会となりました。 　　　　　　　　　　　　（写真提供：UBM ASIA)

２．公社海外販路開拓支援事業活用のメリット ！！
　支援対象となった商材の魅力を紹介するためのカタログ（日／英）を作成します。
　１社１名の担当（海外販路ナビゲータ：商社やメーカーのＯＢ）が付き、２年間に渡りサポートします。
　海外販路ナビゲータが、担当企業の商材を理解したうえで、商社などとの引き合わせを実施

　　します。
※海外販路開拓支援事業による支援をご希望される方は、まず本事業へのお申込みが必要となります。
お申込方法については、国際事業課HPをご覧いただくか、国際事業課までお気軽にお問い合わせください ！

※「海外販路開拓支援事業」では、特に海外展示会を活用した販路開拓が有効と考えられる企業・製品を選定して、
海外展示出展を行っています。

公社の共同出展ブース タイのビジネスマン向けに製品ＰＲ

■出展企業＜5社＞

（株）エコ・24
（株）共生エアテクノ
（株）システム計装
ダイワ・インターナショナル（株）
ベアトリックス（株）

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
5

アーガス 21　No.452　平成 28年 7月号



１．  マークやデザインは身近な知的財産

技術を保護する特許とは違い、マークやデザイン
は皆様方の会社名・商品名やデザインなど外から
見える「顔」を保護する身近な知的財産です。
マークやデザインは当センターの知財相談でも
昨年度は約４０％を占め、外国出願費用助成金でも
ここ数年で約３倍増と、既に多くの中小企業が興味
を持たれ事業に活用しています。
お読みいただいてマークやデザインに興味をお
持ちになりましたら、ぜひセンターの知財相談をご
利用ください。

２．  商標（マーク）とは？

お好みのコンビニや食品などを探す際に店頭や
商品に目立つように書かれたマークを目印に探して
いませんか？　製造者名などを確認しなくてもいつ
も目にするマークで選べば目当ての商品や店舗を
探すことができます。
このマークが商標のことで、自社の取り扱う商品
やサービス（役務）を他社のものと区別するために
使用する文字や図形などのことです。商品などの
選択の目印となるこれらのマークを独占的に使用
するには、特許庁に出願して登録を得ることが必要
です。

３．  商標（マーク）の特徴

新しいマークの使用開始時には、ネーミング、販
促物作成、調査や権利化などで手間や費用がかか
りますが、数年もすればマークが浸透しだしリピー
ターも出てきます。さらに使用を継続し市場からも
評価を受け続けると、やがてマークは商品選択の目
印（ネーミング）から、商品や会社への信頼の目印
（ブランド）へと成長します。ブランドとなれば、現在
のみならず将来にわたる購入への約束や他社商品
より高くても売れるなど、将来への利益の源泉とし
て企業経営を力強く支えてくれます。
このように、マークは使用を継続すれば事業の成
長と共に価値や機能が増大するのが特徴で、商標
だけは１０年ごとの更新を繰り返せば半永久的に保
護されます。

経営に活かそう！
知的財産 商標（マーク）と

意匠（デザイン）

* 商標「TOKYO」「東京知財乳業(株)」は説明上の仮称です

製造販売
東京知財乳業(株)
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【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

４．  意匠（デザイン）とは？

意匠は、デザイン、工業製品のデザインのことです。
スマートフォンを例にすると、新技術を搭載した製
品であってもお弁当箱のように大きかったり、興味を
そそられない形状やカラーであったり、操作キーや
画面などが操作し難かったりでは、せっかくの新製
品も売れないでしょう。手に取ってみたい、使用して
みたい、操作がスムーズで気持ちいいなど、人の感
性に訴えて、人と技術や製品とをつなぎ、製品購入
の動機を作り出してくれるのがデザインの重要な役
割です。
またデザインを見ただけで「・・らしいデザイン」と
メーカー名を当てたり、定番やロングセラー製品だ
とブランド名が表示されていなくてもデザインを見た
だけでブランドを当てたりもできるでしょう。このよう
にデザインはブランド戦略には欠かせないものです。

５．  商標（マーク）や意匠（デザイン）の権利化

マークやデザインは製品や事業に直結し知財トラ
ブルも多いため、まずは調査して他社の権利を侵害
しないかどうか確認することをお勧めします（「調
査」については本誌11月号掲載予定）。
デザインは出願前に世界中において公表してい
ないこと（新規性）が、原則として登録条件となって
います。例え日本の展示会で公表したとしても、原
則として世界中での権利化ができなくなります。
マークは新規性が登録の条件ではないので、公
表後でも登録することが可能です。

しかし、他社が先に登録してしまうと使用できなく
なることや商標の先使用主張は特許などと比べて
条件が厳しいので、早期に出願することをお勧めし
ます。

6．  製品開発の各段階での商標（マーク）や
意匠（デザイン）の絡み

新技術を対象とする特許では早い段階での権利
化が必要ですが、マークやデザインは製品に直結
するため、製品のデザイン、仕様や販売国が決定さ
れる「量産化ステージ」に権利化を検討することが
多いです。
新商品ごとに新規マークを付ける企業がよくあり
ますが、まずは会社を知ってもらうことが最優先です
ので、会社を表すマークの使用に絞り込むことも一
考です。
デザインは、展示会などの予定があれば前日まで
に日本に出願しておき、外国への出願は優先権主
張をして６か月以内にすることが考えられます。
また、特許の補完として意匠を活用することもで
きます。両出願の権利化や特許から意匠への分割
出願なども想定して、出願時に図面などを検討する
ことをお勧めします。

（知財戦略アドバイザー　小山雅夫）

商品企画ステージ

量産化ステージ

フォローステージ

研究開発＆試作ステージ
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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

 

武州工業株式会社のPipegram（パイプグラム）

逸品の誕生
武州工業株式会社（以下同社）は、パイプ部品の曲

げ加工を得意とし、大手自動車メーカーや医療器具
メーカー等から高付加価値品を受注している。
ただし、「どれだけ高度な技術を持っていても部品

メーカーは値決めができない。自社製品を持つことで
社員の士気を高めたい」と、東京ビジネスデザインア
ワードへの参画による自社製品づくりを決意した。
複数のデザイナーの提案から、「自社の加工技術や

保有設備を活かした提案」であったパイプグラムの原
案を採用。デザイナーとの協働により開発に至った。

外部リソースの活用
パイプと知育玩具。一見、何のつながりもない２つは

いかに結ばれたのか。
そのヒントは、「形状」にある。パイプはジョイントを

用いることでどんな形にも変化する。しかも、多様な形
状に加工できる同社の技術であれば、その可能性は無
限に広がる。「形を創る」という視点にたつと、海外製の
ブロック形のような玩具につながった。
これは同社にとっては目からうろこの発想だが、デ
ザイナーにとってはアイデアの一つに過ぎない。同社
は外部リソースを活用して企業の枠を超えたイノベー
ションの創出に成功した。

逸品のこだわり
　パイプグラムの特長は、「少ないパーツで簡単に立
体のアウトラインが描ける」ことである。パイプとジョ
イントをつなぐだけのシンプルな構造ながら、完成バ
リエーションは無数に存在し、「組立てて形にする楽し
さ」を実感できる。
　素材面では、軽量化と強度を兼ね備えた専用のアル
ミニウムパイプを採用。表面にはカラーアルマイトと
呼ばれる酸化皮膜処理を施すことで、耐久性はもちろ
ん表面保護の役割も果たし、子供たちが長く安心して
使用できるよう配慮した。木製やプラスチック製が多
い玩具のなかで、「子供たちに気軽に金属に触れても
らいたい。そして町工場のものづくりの楽しさを感じて
もらいたい」と考えている。

未来展望
専用ＨＰ立ち上げのほか、公社の「市場開拓助成金」

を活用した展示会出展など、幅広い販路開拓を展開。
現在は東急ハンズや百貨店、おもちゃ美術館等で販売
している。一見、十分な成果にも見えるが、「販売は開
始したが、まだまだ開発段階。市場の声をフィードバッ
クさせて、パイプグラムの価値を高めていきたい」と
林取締役は意気込む。
例えば、「簡単に立体が描ける」特長は空間図形を学

ぶ小学校教材に最適であるとして、国立大学による研
究が進められている。知育玩具の枠を超えてパイプグ
ラムの進化は続く。

企業
データ

企業名：武州工業株式会社   代表：林 英夫
所在地：東京都青梅市末広町1-2-3 TEL ：0428-31-0167
URL: http://www.busyu.co.jp/       　　http://www.pipegram.com/ （パイプグラム専用）

支援企業の逸品

プロジェクトリーダ
ーとしてパイプグラ
ムの開発を進めた、
林　英徳 取締役
手にしているのは、
パイプグラム製の
ダルマ

 

パイプグラムは、パイプと樹脂製のジョイント
だけで立体物を描ける知育玩具。
2013年度「東京ビジネスデザインアワード　
最優秀賞」を受賞した、武州工業株式会社に
とって初の自社製品である。

東急ハンズなどでは、
パッケージ販売されて
いる

立体物制作は、空間図形の教材
として注目されている
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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
　売上高増加率(1.3％)はプラス幅を拡大し、収益性、
生産性は概ね良好でした。安全性は平成26年度に比
べわずかに悪化したものもありましたが、高い水準を
維持しています。黒字企業割合も同26年度調査
(73.4％)より6.0ポイント増加し79.4％となりました。

1  収益性
　平成26年度に比べ改善した比率が多くなりました。
売上高増加率(1.3％)はプラス幅が拡大し、総資本経
常利益率(2.8％)は1.1ポイント、売上高営業利益率
(1.0％)は0.3ポイント、売上高経常利益率(1.9％)は
0.9ポイント増加しました。また、販売管理費比率
(22.7％)は1.4ポイント、人件費比率(13.3％)は0.4
ポイントそれぞれ改善しました。一方、売上高総利益
率(24.2％)は0.4ポイント、売上原価比率(75.8％)は
0.4ポイントそれぞれ悪化しました。総資本回転率
(1.6回)は横ばいでした。

2  生産性
　従業者1人当たり人件費(5,305千円)がわずかに
悪化した以外全ての比率について改善した比率が目
立ちました。なかでも従業者1人当たり年間売上高
(64,038千円)は11,894千円、従業者1人当たり年間
経常利益(852千円)は235千円増加し、悪化から改善
に転じました。

3  安全性
　流動比率(251.0％)は8.9ポイント、商品回転率
(44.2回)は14.0回転、固定長期適合率(49.3％)は
0.1ポイントそれぞれ改善したものの、当座比率
(164.3％)は2.0ポイント、固定資産回転率(11.9回)
は0.9回転、自己資本比率(35.2％)は1.1ポイント、借
入金月商倍率(3.1倍)は0.2か月分それぞれ悪化しま
した。流動比率や当座比率については、比較的良好な
水準を維持しています。

（経営戦略課　今井秀也）

【調査対象業種(18業種)】
織物、衣料品、くつ・履物、装身具・身の回り品、青果、食料・飲料、医
薬品・化粧品、がん具・人形、セメント・建材、管工機材、家具・建具・
じゅう器、塗料、鉄鋼、非鉄金属、ねじ、産業機械器具、電気機械器
具、医療用機器

　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回にわたり紹介しています。
　第2回目は、卸売業の各経営比率について解説します。集計企業数は252社、平均従業者数は38人、黒字企
業が79.4％、赤字企業(経常損益が負)が18.3％でした（経常利益額不明は2.4％）。なお、卸売業の平成27年度
調査対象業種は以下に示す18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2回 卸売業
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株式会社浅川製作所

株式会社アジャスト

株式会社アトック

石川金網株式会社

株式会社植田製作所

株式会社エー・アイ・エス

荻野工業株式会社

株式会社折井電装

カネキタ株式会社

河政工業株式会社

株式会社クボプラ

株式会社クマクラ

株式会社今野製作所

株式会社サトウ

株式会社サンテック

株式会社ジーデバイス

株式会社秋東精工

株式会社城南村田

株式会社昭洋精機

泰興物産株式会社

株式会社ダイワハイテックス

株式会社ディジ・テック

電子磁気工業株式会社

株式会社東新製作所

株式会社ＴＲＩＮＣ

長尾工業株式会社

株式会社ナガセ

株式会社仲代金属

日邦電機株式会社

株式会社浜野製作所

プログレス・テクノロジーズ株式会社

平和工業株式会社

株式会社ミューテクノ

睦化工株式会社

株式会社ヤナギ

株式会社吉増製作所

株式会社米山製作所

株式会社ラヤマパック

有限会社ランテクノロジー

株式会社小野電機製作所

株式会社久保田情報技研

株式会社クラフトワークス

幸和ピンセット工業株式会社

三祐医科工業株式会社

システム・インスツルメンツ株式会社

株式会社志成データム

株式会社志村精機製作所

株式会社タイズ

大成樹脂工業株式会社

有限会社テクノム

出 展 企 業 名出展
部門 得意な技術分野・製品分野 出 展 企 業 名 得意な技術分野・製品分野

ダイカスト鋳造・工業部品、金属製テーブルウェ
ア雑貨品
金属・樹脂機械加工部品/ねじ・締結部品/トラッ
ク庫内間仕切り
石英ガラス・半導体素子等の精密研磨・研削・切
削・溶接加工
工業用、建築用、食品用など様々な分野の金網
及び金網加工品

機械式小型圧力スイッチシリーズ

先進技術とゆとり職人が創るＨＡＣＯＭＯＮＯ ！！

技術分野:冷間鍛造.精密加工・製品分野:医療機
器.環境機器

塗装（小物製品・部品）

ステンレスの電解研磨と不動態化処理／パルブ
ラスエアブラスター
ＦＡシステム・生産ライン・自動省力化機械・製品
検査システム

エンプラ・スーパーエンプラを1個から製作

受託加工、超音波援用加工機器等の製品、特注
品

ステンレス製品を、ひとつから製作いたします。

大臣認定壁倍率４倍の制震装置「耐力制震壁オ
メガシステム」
半導体ウエハ・光学硝子・セラミックス等の受託
加工会社です。
米粒より小さい振動センサー　ＣＭＮ200(研究
開発品)
プラモデルの設計製作。プラスチック金型設計
製作。
真空成型金型及びトレーの設計、製造、販売。洋
紙・板紙の卸売。
機械部品加工　医療器　測定機
通信機　半導体製造装置部品
試作型・３Ｄプリンタ試作。射出成形金型・射出成
形・製品へ印刷
コミックの包装機、雑誌用テープ留め機、通販梱
包用包装機

計測器用Bluetooth通信アダプタ　DKA-102

磁気応用技術を用いた非破壊検査装置・着磁機
器・計測機器

機械・電気設計、実験機・試作機開発、板金、溶接

空間トリンク

試作も量産も切削加工のことなら何でも当社へ
ご相談ください。

ヘラ絞り加工を中心とした複合金属加工

非鉄金属スリット加工技術

精密小型モーター、ギアヘッドの開発・試作・製造
および製品組立

板金・プレス・機械加工・マーキング・設計開発

製品設計、CAE解析、ロボット・IoT商品の開発

成形用金型製作～射出成形～めっき～組立ての
一貫生産態勢を有す

薄板板金加工/金型製作/プレス加工

射出成形、３Dプリンタ、3DCADデータ製作、真
空注型
ステンレスの精密深絞り加工、非鉄金属の冷間
鍛造技術

航空宇宙機器部品製作

重工業・装置・素材・建設など難削材や複合材の
カット
真空成形加工技術を用いた製品パッケージ、工
業用トレイの量産

Laser Ａ４（レーザーエイフォー）

機構設計～機械加工～組込み機器開発～組立・
調整～動作確認
最先端Web技術分野　医療・介護・健康保険・自
然言語処理分野

多自由度ロボットハンド、筋電センサー。

使用金型から製品仕上げまで全て一貫内製産し
ている
医療機器製造で培った職人技。製造技術を活か
した製品。

センサー制御データ処理・医療介護

医療機器

3D CAD/CAMによる金属及び樹脂の切削加工

水滴飛沫を防ぐ吸引式ハンドドライヤーの開発
製造

デザインと機能を両立した自立支援食器

介護用昇降リフトテーブル「らくらくテーブル」

機
械
・
金
属

機
械
・
金
属

医
療
・
健
康

展示商談会
入場無料

出展
部門

平成28年7月28日（木）―29（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）

展示商談会出展企業一覧
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出 展 企 業 名 得意な技術分野・製品分野 出 展 企 業 名 得意な技術分野・製品分野

医
療
・
健
康

IT

危
機
管
理
・
防
災

危
機
管
理
・
防
災

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

出展
部門

出展
部門

株式会社デントロケミカル

東京セイル株式会社

株式会社日本テレソフト

株式会社ボウンディア

株式会社ミラボ

楽プリ株式会社

株式会社レキシー

レ ボットウ ドウ ノリ

株式会社アイオイ・システム

アップサイド株式会社

株式会社アンサム

株式会社エーアイ

株式会社クレアビジョン

三協インタナショナル株式会社

ＪＮＳ株式会社

株式会社ディテクト

ハズウェア株式会社

株式会社ピノー

株式会社ビルドシステム

アールシーソリューション株式会社

株式会社アイ・ティ・エンジニアリング

アルウェットテクノロジー株式会社

株式会社ＨＭＢ

京セミ株式会社

坂田電機株式会社

医療及び一般

レンズ応用製品

点字プリンター「DOG-Multi Super V2」

つのつのサイコロ

【予防接種・健診】子育てモバイル

最先端の昇華染色技術で両面が柄違いでも精
細な表現が可能に ！
ソフトウエア開発（データベース設計・構築、3D
画像処理）

洗練された機能性ユニバーサルデザインブーツ

製造と物流の効率化のための情報通信システム

IoTシステム用の、センサー機器・計測機器の無
線化モジュール
ICカード・タグを利用、大企業・大病院用技術を
もっと身近に

高品質音声合成エンジン「AITalk®」

受託開発・エネルギー監視システム

ゲートウェイ・無線温湿度センサ・バイタルセン
サ・その他センサ
情報セキュリティ
●リスクアセスメント　●Webセキュリティ
画像処理、ハイスピードカメラ、非接触計測、３次
元運動解析
ビーコン技術を応用したスマホ連動製品の紹介
と受託事業
IoT/産業用小型PCやCPUボードの自社開発と
販売

位置決めシステム・画像処理ソリューション

緊急地震速報アプリ「ゆれくるコール」

打音検査装置とタブレットPCが無線接続し計
測・判定・保存

インフラモニタリングレーダー

インフラメンテナンス・WSNを用いたモニタリン
グシステム
受発光半導体・複合半導体デバイスの開発、製
造及び販売

IoT防災センサネットワーク「みはり番」

嵯峨電機工業株式会社

杉本電器株式会社

株式会社谷沢製作所

株式会社東京センサ

株式会社府中技研

プラムシステム有限会社

株式会社ポート電子

ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社

株式会社村山電機製作所

株式会社ラスク

有限会社アーカイブ

有限会社有明電装

株式会社エコミナミ

株式会社生出

株式会社共立理化学研究所 

極光電気株式会社

株式会社田中電気研究所

東京ブラインド工業株式会社

ナプソン株式会社

ニシハラ理工株式会社

株式会社フジ・トレーディング

マグネクス株式会社

株式会社メディオテック

株式会社流機エンジニアリング

株式会社ＹＯＯコーポレーション

作業灯、その他照明器具

大規模地震時の電気火災発生抑制するための
感震コンセントの実用化
コンパクトに収納可能な本格派防災用ヘルメット
「Crubo」

長尺テープスイッチ・次世代静電容量センサ

高周波通信技術のFM/AM放送・監視装置や光
学技術の医療機器

危機管理・防災

コンクリート構造物の非破壊検査。周波数解析

省エネ型LED照明システムの研究・開発・製造・
販売

各種船舶用、工業用温度計および計測器

センサー及びその周辺機器の企画・設計・試作・
製造・販売

薬品を使わない環境に優しい水質浄化装置

技術ライセンスを受け製品化/江戸鼈甲「ランプ
シェード・トリプレット」
土足空間対応 ！ 遠赤外線温水床暖房システム
「ゆかだんパオ」
ポリプロピレンと澱粉を水蒸気で発泡させた新
しい緩衝材の製造

水質の分析、排水分析、環境分析

特注製品・セミオーダー製品にも対応できるLED
ランプ

電子計測器・環境監視機器・ダスト濃度計

ブラインド・間仕切り製造業

非接触・接触の両方の測定原理で測定可能な
シート抵抗測定器

めっきをはじめとする表面処理加工全般

廃蛍光管を含む産業廃棄物及び特別管理産業
廃棄物の収集運搬
SOFC燃料電池スタック部材の加工、表面処理、
測定治具設計

スマートライフHEMS「ミルエコ」

高度浄水処理装置　ECOクリーン

安全性の高い環境製品

記念講演
講師／学習院大学 国際社会科学部
教授　伊藤 元重 氏

パネルディスカッション
テーマ／未来を創る中小企業

[モデレーター]
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 経営戦略課
新事業創出係長　大場 順二

[内容]
中小企業同士の連携の可能性や海外との取引拡大など、こ
れからの中小企業の果たすべき役割や経営のポイントなど
を第一線で活躍されている中小企業経営者から伺います。

[パネリスト]
細貝 淳一 氏　株式会社マテリアル　 代表取締役社長
浜野 慶一 氏　株式会社浜野製作所　代表取締役
今野 浩好 氏　株式会社今野製作所　代表取締役
松橋 卓司 氏　株式会社メトロール　 代表取締役社長

同時開催イベント
現代に活きる伝統工芸士展
事業承継フォーラム2016
ビジネスマッチング in 東京
タイ優良企業製品技術発表会(お互いフォーラム in 東京)
東京都デザイン導入支援セミナー

台東区主催・台東区産業フェアも同時開催しています
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インキュベーション（※）オフィス入居者募集中！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※インキュべーションとは英語で、“卵の孵化”の意味。
　　　　　　　　　　　　　　　　これになぞらえ、新規に事業を起こすことを支援することです。

◆インキュベーションマネージャー（IM)のご紹介

◆入居募集施設　（家賃・共益費を補助／施設見学随時実施）

公社では、創業と新規事業を目指す方へ低廉なオフィスを提供し、創業支援のノウハウを持つ
インキュベーションマネージャー（IM）による入居者の経営課題の解決に必要なアドバイスを行います。
「起業したいけど、都内事務所は賃料が高い ！ 」「創業期の経営の相談ができる人がいない ！ 」と
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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タイム２４
ベンチャーＫＡＮＤＡ
SIOS（サイオス）

 ： 03-5531-0145
TEL： 03-5281-4781
TEL： 03-3622-3681

E-mail： time@tokyo-kosha.or.jp
E-mail： kanda@tokyo-kosha.or.jp
E-mail： sumida@tokyo-kosha.or.jp

　  

【問い合わせ先】　創業支援課

→ →公社トップページ 公社の創業支援施設創業

タイム24 ベンチャーＫＡＮＤＡ SIOS（サイオス）

◆中小企業施策
◆マーケティング支援

◆新事業推進
◆組織作り

◆販路開拓
◆新規事業推進

◆生産管理
◆販路開拓

◆IT
◆資金調達

◆新事業推進
◆IT

洞口　智行 髙井　新太郎 中道　利彦

福田　和彦 西村　一則 三宅　幹雄

 

施設名 室数・面積

タイム24
（江東区）

ベンチャーＫＡＮＤＡ（千代田区）

SIOS（サイオス）（墨田区）

 インキュベータオフィス 27室　（17.57～64.11㎡）

38室　（13.77～29.73㎡）

25室　（16.86㎡～24.83㎡）

20室 　（10㎡～21.36㎡）

81,783円～298,418円

44,166円～  95,359円

35,971円～  52,975円

20,509円～  43,806円

 スモールオフィス

賃貸料・共益費（月額／税込） 
※部屋面積による
※入居者実費負担分
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（メンタルヘルス）のご案内
働く人の心の健康づくり講座

公社では、メンタルヘルスに関する基礎知識や予防あるいは対応方法に関する講座を
開催しています。
本講座ラインナップのうち、管理監督者向けラインケア講座と社員向けセルフケア講
座をご紹介します。
なお、開催月等については、変更する場合があります。詳しくは、公社HPにてご案内し
ます。

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
【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  TEL ： 03-3832-3678　

管理監督者向けラインケア講座　８月・１０月（予定）

都内中小企業の管理監督や人事労務担当等の立場にある方を対象に、メンタルに関する基礎知
識や職場内の予防・早期発見と関係者との連携方法など、管理監督者として踏まえておくべき事
柄を、専門家による講義を中心にグループ討議を交えて効果的に学びます。

内容例
◆職場におけるメンタルヘルスの状況
◆４つのメンタルヘルスケア
（セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフ等による
ケア・事業場外資源によるケア）の基本事項とポイントなど
◆ストレスについて
発生のメカニズムやストレス軽減のためのリラクゼーションなど
◆管理監督者の役割
不調者の早期発見、産業保健スタッフや産業医との連携、不調者の
職場復帰に伴う職場環境への配慮など

社員向けセルフケア講座　 ８月・１０月（予定）

都内在住または在勤で中小企業にお勤めの方を対象に、メンタルに関する
基礎知識やメンタル不調の予防と気づき、早期対処法など、自分自身で
ストレスをコントロールする術を、専門家による講義を中心にグループ
ワークを交えて実践的に学びます。
※セルフケア講座は、管理監督者ご自身のために受講しても構いません。

内容例
◆ストレスについて
　発生のメカニズムとストレス状態の把握の仕方など
◆メンタル不調の早期発見と対処
　ストレスから生じるメンタル不調の具体的な症状とその対処におけるポイントなど
◆メンタル不調の予防
　ストレスとの付き合い方や軽減のためのコミュニケーションやリラクゼーションの取り方など

13

アーガス 21　No.452　平成 28年 7月号



平成27年度開発商品発表会の結果報告と
商品展示場開設のお知らせ

「東京手仕事」プロジェクト

　「東京手仕事」プロジェクト（伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業）では、伝統工
芸の技術を活かしながら、東京の伝統工芸品の製作者とデザイナーとの共同製作による
商品開発を行ってきました。
　去る4月21日に東急プラザ銀座6階のキリコラウンジにおいて開催された平成27年
度開発商品発表会の中で表彰式を実施しました。

　商品発表会受賞の３商品（東京都知事賞・公社理事長賞・優秀賞）を始め、平成27年度開発商品
は、東京都立産業貿易センター台東館３階 ビジネスラウンジに展示しています。ぜひご覧ください。

木本　誠一（木本硝子株式会社）
（株式会社富田染工芸） 根本　達也（有限会社根本硝子工芸）

×
大村　卓

畠山　弘
（畠山七宝製作所）

×
柿木　一男

（design  club  PERSIMMON） （oodesign）

東京都知事賞 公社理事長賞 優秀賞
「花紋・PLANET」 「四季の日傘」 「おろし切子」

（東京七宝） （東京染小紋） （江戸切子／江戸硝子）

富田　篤

×
南出　優子

（worldnaive）

【問い合わせ先】　城東支社　「東京手仕事」プロジェクト事務局

「東京手仕事」支援商品の一部は、
日本橋三越本館５階ギャラリー
ライフマイニングで購入できます。

東京都立産業貿易センター台東館
（台東区花川戸2-6-5）
http://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/

  TEL ： 03-5680-4631　E-mail ： craft@tokyo-kosha.or.jp
  http://tokyo-craft.jp/
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登録企業情報 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 7月19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・申し込み先】　取引振興課

  TEL ： 03-3251-7883　URL http://www.tokyo-kosha.or.jp/

　より高い技術力を持った協力企業を探したい、新製品の試作を依頼したい、研究開発パートナーを見つけ
たい等のニーズをお持ちの企業様は、是非この機会に発注企業としてご参加いただき、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等にご活用ください。※産業交流展2016併催です。

第３回「ビジネスマッチングin東京」 
“発注側参加企業”を募集します！

開 催 日
会 場

参 加 費
申込方法

平成２８年１１月２日（水）
東京ビッグサイト・レセプションホール
（江東区有明３－１１－１）
http://www.bigsight.jp/access/transportation/
無料　　　　   募 集 数　発注企業５０社程度
公社ＨＰより申込書をダウンロード、必要事項を
ご入力の上、bm@tokyo-kosha.or.jp宛に送信
してください。

商談方法

申込期限

事前に商談スケジュールを組み合わせした発注
企業と受注企業による個別面談形式
（１商談２０分を予定）
発注企業・・・７月11日（月）～８月10日（水）　１７：００まで
※募集数に達し次第締め切る場合があります
※７月11日（月）１２：００より公社ＨＰで募集開始予定です
※受注企業は８月中旬以降、HPにて募集予定です

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
【問い合わせ先・申し込み先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3656　URL http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/

※「技術シーズ」の内容については、HPよりご覧ください

　都内中小企業の独自商品開発を支援するため、大学・研究機関等の開放特許・技術の活用機会創出を図る
ことを目的としています。今回のテーマは、「機械・金属」「環境・エネルギー」などの成長産業分野の技術です。
　※「公社50周年記念展示商談会」同時開催です。

開催日時
会 場
参 加 費
申込方法

平成２８年７月２９日（金）　１３：００～１７：００
台東区民会館　９階　特別会議室（大） ※都立産業貿易センター台東館と同じ建物です
無料 　　  定      員   ４０名程度
東京都知的財産総合センターHP(http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/)よりお申し込みください

知的財産活用製品化支援事業

技術シーズ説明会・マッチング会を開催します ！

■工場・土地
整
理
番
号

登録No.
所在地区

物件 坪数 希望地域 希望金額 希望条件 問合せ窓口

1
No.000025868

昭島市

東京都昭島市美堀町４丁目
（準工業地域、更地引渡し、ＪＲ青梅線・
西武拝島線「拝島駅」徒歩１２分）

実測375.19㎡
（約113.6坪） - 5,000万円

（更地価格） 売
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.00043742

 武蔵村山市
300万円
6人

エンプラなど特殊材料の試作・量産と
精密金型の製作を承ります。

住友重機械工業社、電動射出成形機
２５トン～180トン、トラバース、
ドライホッパーなど一式

48年
多摩支社
TEL 042-500-3901
FAX 042-500-3915
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経営意欲あふれる商業者の方を対象とします。飲食店・
小売サービス業（昼・夜）の３コースに分かれ、実践的な
内容で経営力向上スキルを身に付けることができます。

大地震や火災・洪水等の非常時だけではなく、平時にも
役立つ事業承継計画（ＢＣＰ）の講座です。1日の研修で基
本を学び、貴社の基本形となるＢＣＰを作成します。なお、
参加いただいた企業には、ＢＣＰ作成に関する専門家を３
回無料で派遣できます。ぜひこの機会にご利用ください。

商店街で開業・起業したい強い意志をお持ちの方を対
象に、少人数制による講義とグループ討議、専門家のア
ドバイスにより事業計画書の完成度を高めます。また、商
店街の視察や店舗運営の現場体験をしていただきます。

事業承継支援の最前線で活躍している専門家が、「知的
資産経営」をキーワードに、事業承継を円滑に進めるため
のヒントをご説明します。

お店を繁盛させるスキルを学べます
平成28年度 商人大学校・上級

商店街でお店を開きたい
商店街起業促進サポート

日 　 時

受 講 料
会 　 場
対 　 象
定 員
講 師

申込方法

平成２8年7月20日（水）
10：00～17：00（受付 9：45～）
無料
エッサム神田1号館 3階大会議室
都内に主たる事業所を有する中小企業
２０社（４０名）
中小企業診断士グループ
足立　秀夫 氏 ・ 安藤　一彦 氏
中峰　博史 氏 ・ 福島　一公 氏
公社のホームページよりお申し込みください。
※講師と同業やコンサルタントの方は、
　お断りさせていただく場合があります

経営戦略課　若手商人育成事業担当　TEL 03-5822-7237問い合わせ先

総合支援課　ＢＣＰ策定支援事業事務局
TEL 03-3251-7882　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

日 　 程

会 場

受 講 料
定 員
募集締切

全10回
平成28年9月29日（木）～平成29年3月2日（木）
※いずれも木曜日　18：00～21：00
神田和泉町ビル
（千代田区神田和泉町1-13
 住友商事神田和泉町ビル9Ｆ）
※視察等は別途決定
無料 ※現場体験は費用負担あり
15名 ※書類審査・面接のうえ決定
平成28年8月25日（木）受信有効

総合支援課
TEL 03-3251-7882　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場
対 象

募集人数
講 師

申込方法

平成２8年7月21日（木）
１4：00～１6：30（受付 13:30～）
無料
エッサム神田1号館 3階大会議室
都内中小企業で事業承継を考えている
現経営者及び後継者、中小企業を支援
する公的機関、金融機関
100名
ジュピター・コンサルティング株式会社
代表取締役 大山 雅己 氏
公社のホームページよりお申し込みください。
※講師と同業やコンサルタントの方は、
　お断りさせていただく場合があります

受講生を募集します！

会 　 場
受 講 料
定 員

募集締切

全５回
平成28年8月23日（火）～11月1日（火）
全６回（予定）
平成28年8月30日（火）～11月15日（火）
※講義日は、公社HP「商人大学校」カリキ
　ュラムをご参照ください
公社秋葉原庁舎３階会議室
無料
60名（各コース20名）
※定員を超えた場合は抽選
平成28年8月4日（木）受信有効

［上級講座］

［特別講座］

将来に向けて事業を継続、発展させていくための
事業承継セミナー

会社・従業員を守る「事業継続計画」はじめの一歩
第５回ＢＣＰ策定講座
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中小企業が抱える、人材育成の7つの課題（①時間が
ない　②指導する人材が不足　③教育ノウハウの不足 
④若年社員の意欲のなさ　⑤金銭的余裕がない　⑥育
成しても辞める　⑦鍛えがいのある人材が集まらない）
について、事例を交え、対応方法をご紹介します。
※「公社50周年記念展示商談会」同時開催です

新しいサービスを創出する手法の一つである「サービス・
デザイン」について、第一人者である武山政直氏をお招
きし、「新たなサービスのアイディアやビジネスモデルを
創出する」ための視点と方法を講演（第1部）とワーク
ショップ（第2部）を通して学びます。
※「公社50周年記念展示商談会」同時開催です

新商品開発には、販路（ミチ）を見据えて、技術（コト）を
考え、意匠（モノ）を進めていくことが大切です。地場産
業や伝統工芸産業の製品開発・企画ディレクションの
ほか、自社にて商品販売も行っている講師に、中小企
業が新商品開発に取り組む際のデザイン戦略と販路
開拓について解説いただきます。
※「公社50周年記念展示商談会」同時開催です

生産設備に使用されている設備、装置という視点から、
機械・電気保全技能について、可能な範囲で実習や実
際に故障した実物の電動機等を活用して、その故障原
因を探るステップ等を学習します。 

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年7月28日（木）
14：00～16：30（受付 13：30～）
無料
台東区民会館（東京都立産業貿易センター台東館）
8階第3会議室
（台東区花川戸2-6-5）
４０名（先着順）
東京商工会議所　港支部
事務局長　九川　謙一 氏
進行／（公財）東京都中小企業振興公社
　　　人材ナビゲータ　上野　陽一

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年7月29日（金）
13:30～15:30（開場 13:00～）
無料
東京都立産業貿易センター 台東館
（台東区花川戸２-６-５）
50名（先着順）
セメントプロデュースデザイン
代表取締役　金谷　勉 氏

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

問い合わせ先
経営戦略課
TEL 03-5822-7232　FAX 03-5822-7233

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２９日（金）
【第１部】１０：００～１２：００（受付 9:30～）
【第２部】１３：００～１６：３０（受付 12:30～）
無料
台東区民会館（東京都立産業貿易センター台東館）
8階第2会議室
（台東区花川戸2-6-5）
【第１部】１００名
【第２部】２０名 ※応募者多数の場合は抽選
慶應義塾大学　経済学部
教授　武山　政直 氏

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９月２日（金）
１０：００～１７：００
8,000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）
保全技術、技能伝承の基本知識を学びたい方
１４名（先着順）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏

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

問い合わせ先

人材戦略セミナー
～中小企業における人材育成（全４回シリーズ）～
第１回「人材育成の7つの課題とその対応方法」

第２回 東京都デザイン導入支援セミナー
中小企業×デザイナー

販路を見据え、技術を活かした商品をつくる ！

機械・電気保全のポイントと技能伝承
（基礎編）

　新サービス創出セミナー
「製品・サービスにイノベーションを起こし

新しいビジネスを考える」
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提案営業力の強化を目指します。顧客課題の発見から提
案のアイディア創造等を理解することによる提案営業技
術の強化や、提案営業を具体的に進めるための商談の技
術について学びます。

職場の課題解決や業務改善の促進、新しい商品やサービ
スの開発、新規事業開発・事業計画やビジネスプランの
策定を狙いとした内容で実施します。

簿記の基礎知識をお持ちの方を対象に、簿記の技術を
使って作成された財務諸表を利用して、会社の現状を分
析し、経営改善活動に活用する「財務分析」を、具体例を
使いながら分かりやすくご説明します。

「あの時、きちんとした契約書を作っておけば」などと後
悔しないためにも、トラブル事例を中心に、中小企業が身
を守っていくために必要な法律知識を解説します。

提案営業の技術を獲得する
営業力強化研修 財務・経理基礎研修

法務基礎
～中小企業が身を守るために必要な法律知識～

創造思考開発セミナー
～創造性を発揮して新しい

アイディアをビジネスに活かす ！ ～

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２８年９月６日（火）
１０：００～１７：００
8,000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）
商談規模の拡大、新規顧客の開拓、
新商品の営業等を行いたい営業担当者
及び責任者
２０名（先着順）
オカダ・バイヤーズ・エージェント　
代表　岡田　敦 氏

日 　 時

参 加 費
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年9月7日（水）
10：00～17：00
8,000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）
業務改善を推進する担当者・新しい商品
やサービスを開発する担当者・新規事業
やビジネスを策定する担当者
１５名（先着順）
株式会社組織開発コンサルティング
首席コンサルタント　髙山　泰夫 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

募集人数
講 師

平成２８年９月８日（木）
１０：００～１７：００
8,000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）
２０名（先着順）
株式会社大原キャリアスタッフ
水流　英智 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

募集人数
講 師

平成28年9月13日（火）
10：00～17：00
8,000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）
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
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ISO9001:2015規格の理解から、監査計画、実施、報告
と、一連のプロセスに沿った内部監査員養成のコースで
す。実例を基に、認証機関(審査機関)審査員である講師
とのやり取りや、グループ演習を通じて理解度を高めて
いきます。 

組織のフラット化や数年前までの採用抑制などが続い
た反動で、中堅社員の人材育成は急務となっていま
す。今や、組織の要、リーダーとなる「中堅社員」の価値
の向上は欠かせません。組織の中でリーダーとしての
自覚を持ち、自ら存在価値を発揮していただきたい方
に特にお勧めです。
※事前課題（受講者と上長アンケート）あり

輸出入取引における貿易実務について、仕事と書類の
「流れ」を理解します。取引の形態、関係機関の業務内容、
貿易書類の種類や役割、流れを理解した上でいくつかの
貿易書類を実際に作成する演習を行います。前回の受講
生からは「実地に即する内容や問題点など多く盛り込ま
れていたので、とても勉強になりました。物事を総合的に
判断する上で、とてもためになりました。」と感想がありま
した。

製造業を中心とした企業が一堂に会し、展示・実演等を
通じて優れた製品や技術力を紹介する「産業ときめき
フェア」を今年も開催します。新たな販路拡大や情報交換
のチャンスです。ぜひご出展ください。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２８年９月２０日（火）・２１日（水）
１０：００～１７：００
15,000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）
ISO9001担当者、管理責任者、事務局
メンバーの方
20名(先着順)
ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
トレーニングサービスグループ
講師　相川　敦 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場
対 象

募集人数
講 師

平成28年10月3日(月)・4日(火)
10：00～16：00
15,000円
台東区民会館　第５会議室
実務経験：「未経験」「新入社員」から4年
未満程度の方
40名(先着順)
木村雅晴事務所
貿易講師　木村　雅晴 氏

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

問い合わせ先
国際事業課
TEL 03-5822-7243　FAX 03-5822-7240

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９月２７日（火）・２８日（水）
10：00～17：00
16,000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）
概ね入社後６～10年の方
２４名（先着順）
株式会社モチベーションインスティチュート
青木　秀樹 氏

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

問い合わせ先

ISO9001：2015内部監査員養成講座
（２日間）

貿易実務者養成講習会
「輸出入貿易実務」(入門初級)

中堅社員研修（２日間）

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

日 　 時

出 展 費

会 場

募 集 数
申込方法

申込期限

平成28年11月18日（金）・19日（土）
10:00～17:00 （19日は16:00まで）
1ブース（2m×2m） 15,000円～
※詳細は下記URLをご覧ください
タワーホール船堀
1階展示ホール・2階イベントホール他
（江戸川区船堀4-1-1）
130社（先着順）
下記問い合わせ先へ電話、または区
ホームページにてお申し込みください
平成28年7月29日（金）

産業ときめきフェア実行委員会事務局
（江戸川区産業振興課計画係内）
TEL 03-5662-0525　FAX 03-5662-0812
URL http://www.city.edogawa.tokyo.jp/

tokimeki

問い合わせ先

第18回産業ときめきフェアin ＥＤＯＧＡＷＡ
出展企業募集 ！
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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 ： 03-5822-7239　FAX ： 03-5822-7238
  URL ： https://www.sekai2020.tokyo/market

【問い合わせ先】　中小企業世界発信プロジェクト事務局　マーケットサポート係

 
わ
せ
先

 【問い合わせ先】　助成課

  TEL ： 0570-009-777　URL ： https://www.sekai2020.tokyo/bcn
  ご利用には新規ユーザー登録が必要です。上記URLから直接行ってください。

【問い合わせ先】　ビジネスチャンス・ナビ２０２０運営事務局

「中小企業世界発信プロジェクト２０２０」の
ご案内

マーケットサポート事業  支援対象製品・技術・サービス募集中 ！
東京２０２０大会等に向けて開発された製品・技術・サービスの販路開拓をサポート

「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～

「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」は、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た受発注取引のマッチング
（商談）を支援するサイトです。
本サイトは、開設から２か月で、既に1600社以上の企業登録が
あり、サイトを通じた様々な受発注取引が始まっています。サイト
の登録企業は、製造業を始め、情報通信業や卸・小売業、サービス
業など多様な業種にわたっており、多様な発注案件に対して、技術力のある中小企業とのマッチングが可
能となっています。
発注にあたっては、「物品・設備を何台」といった調達案件だけでなく、「製品開発にあたっての特殊な
加工」などの技術ニーズ案件や「試作品の製作」など様々な形態での発注案件も掲載することができます。
この機会に発注案件を「ナビ２０２０」に掲載し、新たな取引先を開拓してみませんか。
今後とも発注企業、受注企業双方の方の登録とご活用をお願いします。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を契機として、「スポーツ・健康」
「バリアフリー」「環境」「観光・おもてなし」をはじめとする幅広い分野で中長期的に様々なビジネス
チャンスが見込まれています。
本事業では、こうしたビジネス
チャンスに向けて、中小企業が開
発した「製品・技術・サービス」の
販路開拓やその商談を大手メー
カー・商社ＯＢ等のビジネスナビ
ゲータがサポートする事業です。
現在、新たに支援する製品・技
術・サービスを募集中です。

・企業登録が１６００社
突破 ！ （2か月）
・受発注取引開始済み ！ 
・多様な業種の企業が登録 ！ 
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