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都内中小企業の国内外における新たな販路開拓を支援するため、自社製品の市場
投入にあたり、製品改良が必要となった場合に要する経費の一部と規格への適合や
認証取得のために要する経費の一部を助成します。

国内外の市場ニーズへの適合のための自社製品の改良や、規格適合・認証取得

【助成対象期間】 平成28年12月１日（木）～平成30年8月31日 （金）

【助成限度額】 500万円（助成下限額50万円）　【助成率】 ２分の１以内

申請書の提出は事前予約制です

申請予約締切　　　　平成28年9月9日（金）17：00まで

申請書提出期間　　　平成28年9月20日（火）～27日（火）

公社ツイッター @tokyo_kosha

　 　 　

申請予約受付中 !

平成28年度　製品改良・規格等適合化支援事業

都内中小企業の製品改良・規格適合・認証取得を支援します。

【問い合わせ先】　助成課

  TEL ： 03-3251-7895  FAX ： 03-3253-6250  E-mail ： josei@tokyo-kosha.or.jp

事業概要

申請書の提出

※事業内容の詳細、募集要項及び申請書様式は、公社ホームページをご覧ください。
→ →公社トップページ 助成金（各種）助成金・設備投資
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て得意分野は異なる」ため、持ち込まれた案件をよく検討
し、同社からネットワーク参加企業へ発注する形を取る。

触図筆ペン「Lapico」

受託加工が主である同社も、試作品づくりの技術が自
社製品開発につながっている。
その一つ、視覚障がい者のための触図筆ペン

「Lapico」を紹介する。
このペンは、インクの代わりにヒーターで溶かした蜜蝋
で線や絵を描く。１５秒程度で蝋が固まり、およそ２mmの
線が盛り上がる。このわずかな差により、視覚障がいのあ
る人でも描いたものを指先で認識することができる。書き
間違えてもヘラで削ることができ、修正も容易だ。
開発のきっかけは、香川県の盲学校の美術の先生の

アイデア。生徒に喜びと楽しさを与えたいと「蝋で描くペ
ン」を考え、同社に試作の話が届いた。
当初は毛筆ですぐに固まってしまう、バルブなしで作っ

たところ蝋がポタポタ落ちてしまうなど開発に苦労した
が、３年間の試行錯誤を経て平成１８年、試作が完成した。
その後、この商品のネーミングに東京都知的財産総合
センター（以下知財センター）が関わることとなる。
平成２３年、田中社長が初めて大田区の知財センター
城南支援室を訪れた。特許調査や権利化についての相
談がきっかけで触図筆ペンを知的財産で保護することの
重要性に気づいた田中社長は、知財センターの「ニッチ
トップ育成支援事業（※）」を活用し、担当アドバイザーと
ともに商標登録を目指すこととした。
この商品の主なユーザーは視覚障がいを持つ子供た

ちであり、田中社長が考える名称はどうしても可愛らしい
ものばかりになってしまう。
しかし、そのいずれにも既に登録された類似商標があ
り、どのようにしてオリジナル性を持たせるかに腐心した
結果、商品のイメージを表し愛着のもてる「Lapico」とい
う名称を得て出願。平成２６年３月に無事登録することが
できた（登録第5653837号）。この過程を通じて、田中社
長は「難産であったが、アドバイザーの支援のもとで出願
前調査から出願、登録に至る一連の流れが理解でき、商
標権についての考え方の一端を学ぶことができた」と振
り返る。

DNA継承

田中社長は地域貢献にも積極的だ。地域小・中学校
等の工場実習や社会科見学、出張授業への協力を惜し
まない。修学旅行の中学校が、町工場の見学を行程に
組み込むことがある。同社は工場の狭さを見てもらい、機
械装置を動かし加工のデモンストレーションも行う。
地元へ帰った子供から感想が届くことがある。工場を
見て「人の役に立つ仕事に就きたいと思った」と書かれた
感想文を受け取った時は「とても嬉しかった」。
常に柔軟な発想でイノベーションを起こし続ける当社

と田中社長。
３年後（平成３１年）の創業５０周年に、何か記念行事を
行うのかと質問したところ、「特別なことは何も考えてい
ない。節目を迎えられることは嬉しいが、大事なのは日々
の積み重ねだから」と語る。
おそらく同社のＤＮＡはこれからも脈 と々受け継がれて
いく。企業は人なり。社員・顧客・地域と向き合う同社の
真摯な姿勢は、より多くの協力者やファンを作り続けてい
くことだろう。

（知的財産総合センター　濱咲雅人）
 

人に役立つものを

東急多摩川線の武蔵新田駅から多摩川方向へ徒歩
１５分の道のりを、有限会社安久工機（以下同社）ホーム
ページのアクセス案内が分かりやすく同社へ導いてくれ
る。このこと一つを取ってみても、顧客の目線で、顧客が
満足するもの、人の役に立つものを提供しようとする同
社の姿勢がうかがえる。
創業者である父の時代から、同社は一品仕様製品や

前例のない製品の試作開発に取り組んできた。「ないか
らあきらめる」のではなく、新しい発想で解決策を見つ
け、形にするというチャレンジ精神がＤＮＡとして受け継
がれている。用途に応じて素材や加工方法等を提案する
とともに、製品化後の機能性も考慮しながら、遡って図面
を起こす。田中社長は自社を、ものづくりの「便利屋」ある
いは「コンビニ」と言い、「安久さんなら何とかしてくれるか
もしれない」という段階で顧客の要望に耳を傾けること
から始め、結果として「頼んで良かった」となる訳である。
このことが、大学や研究機関を数多く顧客に持つ理

由の一つである。同社の仕事は基本的に量産モノを扱
わない言わば「一期一会」型であるため、リピート受注は
起こりにくいという側面を持つのだが、例えば実験データ
が取りづらい研究分野の装置開発案件が大学から持ち
込まれると、持ち前の発想力でそれを製品化してしまう。
その発注元の大学が、取得したデータを用い学会で研
究論文を発表すると、その発表を聴講した他の大学関
係者が「自分たちにもこのような用途で装置を作ってほし
い」と話を持ち込んでくる。
かつて、自身が研究者として大学で博士課程を修了

し、工学博士の学位を持つ田中社長ならではの「間合
い」の取り方もあるのかもしれないが、大学や研究機関と
いう事業主体に対する同社の戦略は、一品仕様製品を
通じて需要の連鎖を生み出している。

日々是成長

一方で、田中社長が「当社にない」というものがある。
その一つは、意外なことに特殊な加工技術。「当社は
基本技術や一般的な機械要素を組み合わせ、製品にす
るだけ」なのだという。
取材当日、見せてくれた本は「新編　機械の素（機械

の素復刊委員会編、理工学社出版）」。初版発行が明治
時代末期という古典的名著を１９６６年に復刻出版した
本で、あらゆる機構の基本が示されている。田中社長は
今でもこの本を開き、機械工学の基本を学ぶことで、豊
かな発想力を維持・向上させている。
もうひとつの「ない」もの。それは「規模の経営」。「新し
い設備を入れ、人を増やすようなやり方をする会社では
ない」という。
製品開発同様、人づくりにもじっくりと取り組んでいる。

今年１月、新たに社員が一人入社した。実は彼女は自社
製品「Lapico（ラピコ）」の開発から関わっていた人で、３
ＤＣＡＤの操作を覚え、商品化にとても貢献してくれた。
今後の活躍にも期待している。
ここで忘れてならないのは、地域ネットワークの存在で
ある。昭和４４年、先代が創業に合わせて大田区の特性
を活かした「顔の見えるつながり」を構築したのが始まり
で、現在は５０社前後で推移している。「加工業者によっ

（※）ニッチトップ育成支援事業…
知的財産を活用して経営基盤強化を図ろうとする企業を
対象に、知財センターアドバイザーが最大３年間、継続的
な相談・助言等を行い専門人材の育成や知財管理体制の
整備など実践的な支援を行う事業。

119
第

回

有限会社安久工機

“キラリ企業”の現場から
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１１９回は医療機器、精密機器等のプロトタイプや試作品づくりを行う有限会社安久工機（大田区）をご紹介します。
同社は平成５年の公社ご登録以降、各種相談、受発注登録、ニューマーケット開拓支援事業、インターンシップ受入、
ニッチトップ育成支援事業等、幅広く活用されています。

代表者 ／ 代表取締役　田中　隆
資本金 ／ 1,000万円　　従業員 ／ 5名
所在地 ／ 東京都大田区下丸子2-25-4 
TEL ／ 03-3758-3727　FAX ／ 03-3756-1250
URL ／ http://www.yasuhisa.co.jp/

企業
情報

田中　隆 氏

代表取締役
博士（工学）

有限会社安久工機　

やすひさ

ものづくりは人づくり、まちづくり

所狭しと並ぶ機器、工具、部品など 新編　機械の素　機械の素復刊委員会編 触図筆ペン「Lapico」

品名の由来
デザイン担当者たちが、開発中
に「Pico（ピコ）」と呼び始めた。
形状の可愛らしさを音と文字で
上手く表現していたため、商標
登録しようとしたが、残念なこと
に先行登録があった。「Pico」を
含む名前で登録を目指し調査
を重ね「Lapico」にたどり着いた。
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て得意分野は異なる」ため、持ち込まれた案件をよく検討
し、同社からネットワーク参加企業へ発注する形を取る。

触図筆ペン「Lapico」

受託加工が主である同社も、試作品づくりの技術が自
社製品開発につながっている。
その一つ、視覚障がい者のための触図筆ペン

「Lapico」を紹介する。
このペンは、インクの代わりにヒーターで溶かした蜜蝋
で線や絵を描く。１５秒程度で蝋が固まり、およそ２mmの
線が盛り上がる。このわずかな差により、視覚障がいのあ
る人でも描いたものを指先で認識することができる。書き
間違えてもヘラで削ることができ、修正も容易だ。
開発のきっかけは、香川県の盲学校の美術の先生の

アイデア。生徒に喜びと楽しさを与えたいと「蝋で描くペ
ン」を考え、同社に試作の話が届いた。
当初は毛筆ですぐに固まってしまう、バルブなしで作っ

たところ蝋がポタポタ落ちてしまうなど開発に苦労した
が、３年間の試行錯誤を経て平成１８年、試作が完成した。
その後、この商品のネーミングに東京都知的財産総合
センター（以下知財センター）が関わることとなる。
平成２３年、田中社長が初めて大田区の知財センター
城南支援室を訪れた。特許調査や権利化についての相
談がきっかけで触図筆ペンを知的財産で保護することの
重要性に気づいた田中社長は、知財センターの「ニッチ
トップ育成支援事業（※）」を活用し、担当アドバイザーと
ともに商標登録を目指すこととした。
この商品の主なユーザーは視覚障がいを持つ子供た

ちであり、田中社長が考える名称はどうしても可愛らしい
ものばかりになってしまう。
しかし、そのいずれにも既に登録された類似商標があ
り、どのようにしてオリジナル性を持たせるかに腐心した
結果、商品のイメージを表し愛着のもてる「Lapico」とい
う名称を得て出願。平成２６年３月に無事登録することが
できた（登録第5653837号）。この過程を通じて、田中社
長は「難産であったが、アドバイザーの支援のもとで出願
前調査から出願、登録に至る一連の流れが理解でき、商
標権についての考え方の一端を学ぶことができた」と振
り返る。
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田中社長は地域貢献にも積極的だ。地域小・中学校
等の工場実習や社会科見学、出張授業への協力を惜し
まない。修学旅行の中学校が、町工場の見学を行程に
組み込むことがある。同社は工場の狭さを見てもらい、機
械装置を動かし加工のデモンストレーションも行う。
地元へ帰った子供から感想が届くことがある。工場を
見て「人の役に立つ仕事に就きたいと思った」と書かれた
感想文を受け取った時は「とても嬉しかった」。
常に柔軟な発想でイノベーションを起こし続ける当社

と田中社長。
３年後（平成３１年）の創業５０周年に、何か記念行事を
行うのかと質問したところ、「特別なことは何も考えてい
ない。節目を迎えられることは嬉しいが、大事なのは日々
の積み重ねだから」と語る。
おそらく同社のＤＮＡはこれからも脈 と々受け継がれて
いく。企業は人なり。社員・顧客・地域と向き合う同社の
真摯な姿勢は、より多くの協力者やファンを作り続けてい
くことだろう。
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ページのアクセス案内が分かりやすく同社へ導いてくれ
る。このこと一つを取ってみても、顧客の目線で、顧客が
満足するもの、人の役に立つものを提供しようとする同
社の姿勢がうかがえる。
創業者である父の時代から、同社は一品仕様製品や

前例のない製品の試作開発に取り組んできた。「ないか
らあきらめる」のではなく、新しい発想で解決策を見つ
け、形にするというチャレンジ精神がＤＮＡとして受け継
がれている。用途に応じて素材や加工方法等を提案する
とともに、製品化後の機能性も考慮しながら、遡って図面
を起こす。田中社長は自社を、ものづくりの「便利屋」ある
いは「コンビニ」と言い、「安久さんなら何とかしてくれるか
もしれない」という段階で顧客の要望に耳を傾けること
から始め、結果として「頼んで良かった」となる訳である。
このことが、大学や研究機関を数多く顧客に持つ理

由の一つである。同社の仕事は基本的に量産モノを扱
わない言わば「一期一会」型であるため、リピート受注は
起こりにくいという側面を持つのだが、例えば実験データ
が取りづらい研究分野の装置開発案件が大学から持ち
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し、工学博士の学位を持つ田中社長ならではの「間合
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一方で、田中社長が「当社にない」というものがある。
その一つは、意外なことに特殊な加工技術。「当社は
基本技術や一般的な機械要素を組み合わせ、製品にす
るだけ」なのだという。
取材当日、見せてくれた本は「新編　機械の素（機械

の素復刊委員会編、理工学社出版）」。初版発行が明治
時代末期という古典的名著を１９６６年に復刻出版した
本で、あらゆる機構の基本が示されている。田中社長は
今でもこの本を開き、機械工学の基本を学ぶことで、豊
かな発想力を維持・向上させている。
もうひとつの「ない」もの。それは「規模の経営」。「新し
い設備を入れ、人を増やすようなやり方をする会社では
ない」という。
製品開発同様、人づくりにもじっくりと取り組んでいる。

今年１月、新たに社員が一人入社した。実は彼女は自社
製品「Lapico（ラピコ）」の開発から関わっていた人で、３
ＤＣＡＤの操作を覚え、商品化にとても貢献してくれた。
今後の活躍にも期待している。
ここで忘れてならないのは、地域ネットワークの存在で
ある。昭和４４年、先代が創業に合わせて大田区の特性
を活かした「顔の見えるつながり」を構築したのが始まり
で、現在は５０社前後で推移している。「加工業者によっ

（※）ニッチトップ育成支援事業…
知的財産を活用して経営基盤強化を図ろうとする企業を
対象に、知財センターアドバイザーが最大３年間、継続的
な相談・助言等を行い専門人材の育成や知財管理体制の
整備など実践的な支援を行う事業。
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有限会社安久工機

“キラリ企業”の現場から
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１１９回は医療機器、精密機器等のプロトタイプや試作品づくりを行う有限会社安久工機（大田区）をご紹介します。
同社は平成５年の公社ご登録以降、各種相談、受発注登録、ニューマーケット開拓支援事業、インターンシップ受入、
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企業
情報

田中　隆 氏

代表取締役
博士（工学）

有限会社安久工機　

やすひさ

ものづくりは人づくり、まちづくり

所狭しと並ぶ機器、工具、部品など 新編　機械の素　機械の素復刊委員会編 触図筆ペン「Lapico」

品名の由来
デザイン担当者たちが、開発中
に「Pico（ピコ）」と呼び始めた。
形状の可愛らしさを音と文字で
上手く表現していたため、商標
登録しようとしたが、残念なこと
に先行登録があった。「Pico」を
含む名前で登録を目指し調査
を重ね「Lapico」にたどり着いた。
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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

販売する商品は何 ？

私の周りには創業80年を数える会社が何社かあります。
産業の基礎的な資材を作り続け、オイルショックやバブルの崩壊も乗り越え、振り返ってみると同業他社は

数社になっていたという鉄鋼製品メーカー。食品関連の情報誌を出版し、業界に多大な貢献を続ける出版社。
また、水道工事業から出発し、今や超高層ビルの給水設備に大きな存在感を示し続けている建設設備会社。
このように、長きにわたり、同じ製品やサービスを提供し続けている会社は数多くあります。これらの会社
は、いい時代に運よく儲けることが出来ただけなのか、それとも何か特別なノウハウがあったのか。
皆さんが次世代に会社を引き継ぐために参考になることがありそうです。

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

形や中身は変わっても変わらぬもの

長寿命の会社の一つの特徴は、販売している商品
やサービス自体が創業時から大きく変化していないと
いうことです。
「パイプとパイプをつなぐ部品」
「人が嗜好品として食する菓子の作り方に関する情報」
「水漏れしない水道工事や快適な空間をつくる空調
工事」
そのどれもが、時代の先端をいく今流行りの仕事で

も、爆発的にヒットする商品やサービスでもなさそうです。
共通していそうなのは、人が存在している限りこれ

らの会社が提供する商品やサービスは無くならないで
あろうということです。
もちろん、それぞれの会社が提供するものが80年

前と全く同じかというと、おそらく見た目も機能も全く
違ったものに見えるのかもしれませんが、「つなぐ」「伝
える」「水を通す」ということを執念深くお客様に提供
し続けることで、会社の使命を果たしているように見え
ます。
このように、すでに社歴を重ね、お客様に一定の評

価をされている会社に与えられている社会的な使命
を簡単な言葉で表現したうえで、現在の商品やサービ
スがこの使命に合致しているのかを検証してみてはい
かがでしょうか。
世界中から評価されながらも、廃業されたチョーク

製造販売の会社があることをニュースで知りました

が、チョークで「情報を伝える」という大きな使命を持
たれていたからこそ、80年以上もお客様から求められ
続けたということだと思います。残念です。

何処にでもある誰でもできる、でもあなた

完成品を作っている会社は、「何を売るか」というの
は理解しやすいのですが、加工を主とする製造業の場
合、販売する商品やサービスといわれてもわかりづら
いですね。
しかし、「つなぐ」「伝える」「水を通す」と同じように考
えると、「曲げる」「削る」「平らにする」「穴をあける」「早
く届ける」など、すべてお客様が必要としている技能を
皆さんは提供しているということです。
少し足らないとしたら、お客様が求める「早く」「正確

に」「美しく」「タイムリーに」などの言葉を組み合わせ
ることで、今自分たちが求められている商品やサービ
スがより具体的なイメージになると思います。
ここで忘れてならないのは、常にお客様の欲するも
のを提供するということです。お客様は時として気まぐ
れです。
しかし、お客様とてその先の取引先の変化に合わせ
ていくために、柔軟に変化しながら自分たちの使命を
果たそうとしているのです。
お客様に寄り添いつつ、自社の使命を果たせる商品

やサービスを提供し続ける限り、お客様が離れること
はないでしょう。

いきいき職場づくりのすすめ
大塚経営労務管理事務所　大塚　昌子

１．有期契約労働者への不合理な労働条件
の禁止について　
労働契約法という法律の中では、有期契約

労働者（いわゆる契約社員）については、保護
規定が設けられていて、有期契約労働者と無
期契約労働者の労働条件に相違がある場合、
その相違が不合理なものであってはならない
と定めています。
相違が不合理であるかどうかの判断は、①仕

事の内容や業務に伴う責任の程度が有期契約
労働者と無期契約労働者で相違しているか②
異動、転勤、出向などによる職務内容や配置変
更の範囲に相違があるか③その他の事情とし
て考慮すべきものなど一切の事情を総合的に
考慮します。
中小企業の場合、本社のみで事業を営んで

おり、長年働いている契約社員が、正社員と同
じ仕事の内容、同じ責任の程度で働いているこ
とも多く見受けられます。このように、仕事の内
容に差異がなく、転勤や配置転換などもあまり
想定されないような環境の場合、正社員と比較
し契約社員等の給与が低いといった処遇面の
みの相違は、上記の判断基準により、その相違
は不合理であり、禁止事項に抵触している可能
性が出てきます。

定年後の再雇用従業員の労働条件の相違
　当社は、部品製造業を営んでいます。人手不足もあり、高齢者を積極的
に活用し、６０歳定年後も希望があれば６５歳まで再雇用しています。再雇
用者の仕事の内容は、定年前と変わらず製造現場での加工業務を担当し
責任者として、仕事をしてもらっています。再雇用後の月給は、1年契約で
働くことになるので、7割程度に減額しています。最近、このように仕事の
内容が変わらないのに月給を減額し労働条件を相違させることには問題
があるのではないかという指摘を受けました。本当でしょうか？

　定年を６０歳とした場合、
高齢者雇用確保措置が義
務付けられていることから

６５歳まで嘱託などの形態で再雇用すること
が一般的です。再雇用される場合の労働条
件は、定年前と比較し、担当する仕事の内容
や職責などが変更となり、仕事が軽易なもの
になる、業務上の職責が軽減されるなど変化
がある場合、給与水準を低下させることが一
般化しています。

回　答

質　問

２．労働条件の相違が法違反と判断された
判例について
労働契約法は、民事ルールを明文化したも
ので、違反行為については、労働審判や裁判な
どで争うことになっています。本年５月東京地
裁において、定年退職後再雇用された嘱託社
員と正社員との労働条件の相違について法律
違反とする判決があり、相違していた給与の差
額については会社側に支払いを命じました。会
社はすぐに控訴しているので裁判は継続して
いますが、反響は大きく今後が注目されていま
す。
この事件は、運送業を営む会社で働くトラッ
クドライバーの話です。定年後再雇用された３
人のトラックドライバーの仕事の内容が定年前
と変わらないのに、給与を約３割引き下げまし
た。これを違法ということで訴えたものです。
中小企業の場合、人材確保が難しくなってき
ていることもあり、定年後の再雇用者の職務の
内容を簡易なものとすることや職責を軽減す
るなどの制限をすることが難しい側面がありま
す。今までは、一般的に、定年後の再雇用につ
いては給与を減額するという慣例から給与を
減額していた会社においても、再雇用者に任せ
る仕事の内容、職責とその処遇については、再
考し、正社員の労働条件とのバランスが取れて
いるかどうかの確認をしていく必要性が高まっ
ていると言えます。
再雇用者にとっても、年金の支給開始年齢が
引き上がり、仕事を継続していく必要性に迫ら
れる方も今後増えてくることは予想されます。
高齢者の活用については、その処遇を整理し、
しっかりと制度設計をしていくことをお勧めし
ます。
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１．  特許権・実用新案権とは何 ？

新規に「発明」をした人に与えられる権利が特許
権です。「発明」とは、「自然法則を利用した技術的
アイディアのうち高度なもの」です。権利の期間は
出願から２０年です。一方、「発明」まで行かない技
術的な工夫［考案］をした人に与えられる権利が実
用新案権です。物の形状・構造・組合せに限られま
すが、早期に権利を取得することが出来、権利期間
は出願から１０年です。

２．  特許権の効力とは

特許権を受けた「発明」は、特許権者だけが業と
して実施することができます。これを「独占排他権」
と言います。もし他人が実施していけば、実施の差
し止めや損害賠償金の請求などが出来ます。すな
わち、自社製品に関する特許権を取得していれば、
自社製品を保護する「道具」として使用できる訳です。
一方、特許権を取得することで、競合他社による
模倣品を禁止したり、顧客からの信用が向上した
り、顧客への技術アピ－ルが出来ます。このように、
特許権という「道具」には色々な活用方法があり、う
まく活用できれば、市場で優位に立つことが出来ます。

３．  商品開発ステ－ジと障害と知財の関係

商品開発は、図１に示すように４つのステ－ジから
なります。次のステ－ジに移行するためには様々な
障害をクリアしなれければならず、多角的視点から
の問題解決が要求されます。知的財産の視点から
「魔の川」（商品アイディアや基礎研究と実用化開
発の間にある障害）を越えるためには、特許調査結
果に基づき特許出願がされていること、「死の谷」
（実用化開発と量産化の間にある障害）を超えるた
めには、周辺特許・意匠･商標やノウハウの対応が
出来ていること、そして「ダ－ウィンの海」（量産化と
商品市場の拡大の間にある障害）を渡るためには、
外国出願、競合特許対応などが必要とされます。

経営に活かそう！
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　

商品企画ステ－ジ〔図２〕

まず、徹底した市場ニ－ズ〔顧客要求事項〕を調査す
ると共に、ＳＷＯＴ分析などにより自社の強みや弱みを
明確にします。商品企画〔商品の差別性〕を明確にした
後、他社技術の調査を行います。ここで、特許調査（12
月号で解説）が威力を発揮します。この結果から、基礎
となる特許出願と出願計画〔改良特許、用途特許〕や
他の知的財産の出願計画も検討します。これが知的
財産戦略です。

研究開発ステ－ジ〔図３〕

商品の特性や製造方法が明確になってきますの
で、他社特許への抵触〔特許侵害の可能性〕の有
無を再調査することが重要です。この結果に基づい
て、自社技術で特許を権利化していくか、回避技術
の開発が必要なのかなどを検討します。自社技術で
進める場合は、基礎出願した技術の改良特許やそ
の技術の用途特許を出願して特許網を構築して行
きます。

量産化ステ－ジ〔図４〕

商品の量産、品質の安定、顧客の信頼確保、グロ
－バル展開などを検討します。
特に、生産技術に対しては、特許権を確定するか

ノウハウ（ノウハウ管理は9月号で解説）として秘匿
するかの判断が大事になります。製品を見て技術内
容が分かる場合は特許権で保護し、製造方法など
分からない場合はノウハウとして秘匿します。
一方、外国で事業展開する場合、生産国や販売
国には特許出願する必要があります、特に、海外で
の模倣品を排除するためには、意匠権や商標権を
含めた対策が必要になります。

フォロ－ステ－ジ〔図5〕

市場ニ－ズや顧客要求事項は絶えず変化します
ので、特許もこれに対応する必要があります。また、
今まで出願していた特許が、自主製品を保護するの
に十分であるか、他社特許の動向など、継続して
フォロ－していくことが大事になります。

　特許権を例にして、事業活動を実施する際に、どうように特許権が「道具」として活用されるのか、
また、各商品開発段階で特許権や実用新案権を得るために、どうような考え方で対応するのかについて
解説します。

特許と実用新案

図1　商品開発ステ－ジ、開発の関門と知財の関係

（知財戦略アドバイザー　荒井英樹）

図4　量産化ステージ

図3　研究開発ステ－ジ

図2　商品企画ステ－ジ

図5　フォローのステージ
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経営に活かそう！
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ノウハウ（ノウハウ管理は9月号で解説）として秘匿
するかの判断が大事になります。製品を見て技術内
容が分かる場合は特許権で保護し、製造方法など
分からない場合はノウハウとして秘匿します。
一方、外国で事業展開する場合、生産国や販売
国には特許出願する必要があります、特に、海外で
の模倣品を排除するためには、意匠権や商標権を
含めた対策が必要になります。

フォロ－ステ－ジ〔図5〕

市場ニ－ズや顧客要求事項は絶えず変化します
ので、特許もこれに対応する必要があります。また、
今まで出願していた特許が、自主製品を保護するの
に十分であるか、他社特許の動向など、継続して
フォロ－していくことが大事になります。

　特許権を例にして、事業活動を実施する際に、どうように特許権が「道具」として活用されるのか、
また、各商品開発段階で特許権や実用新案権を得るために、どうような考え方で対応するのかについて
解説します。
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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26年度に比べ悪化した比率が目立ち、依然と
して厳しい状況が続いています。ただ、黒字企業の割
合も平成26年度調査(58.7％)より0.2ポイント増加
し58.9％となりました。

1  収益性
　売上高増加率(0.2％)はプラスとなりましたが、総
資本経常利益率(▲0.5％)と売上高経常利益率(▲
0.3％)は0.6ポイント、売上高総利益率(35.8％)と売
上原価比率(64.2％)は0.4ポイント、売上高営業利益
率(▲1.4％)は0.5ポイント、人件費比率(20.8％)は
0.2ポイントそれぞれ悪化しました。総資本回転率
(2.2回)は横ばいでした。

2  生産性
　平成26年度に比べて悪化した比率が目立ちまし
た。従業者1人当たり年間売上高(17,727千円)は
349千円、従業者1人当たり年間売上総利益(5,950
千円)は105千円、従業者1人当たり年間経常利益
(54千円)は13千円、売場3.3㎡当たり年間売上高
(6,527千円)は783千円減少し、売上総利益対人件
費比率(59.1％)も1.4ポイント悪化しました。

3  安全性
　流動比率(266.9％)は16.2ポイント、当座比率
(145.0％)は8.0ポイント、商品回転率(32.7回)は5.2
回転、固定資産回転率(19.6回)は3.3回転、自己資本
比率(11.1％)は1.4ポイント増加しました。一方、固定
長期適合率(64.5％)は9.8ポイント、借入金月商倍率
(4.3倍)は0.1か月分悪化しました。

（経営戦略課　今井秀也）

【調査対象業種(17業種)】
呉服･寝具、男子・婦人・子供服、くつ・履物、生活用品・雑貨、時計・宝
飾・眼鏡、コンビニエンスストア、酒類、食肉、鮮魚、野菜・果物、医薬
品、紙・文房具、自転車、荒物・金物・他じゅう器、電気機械器具、書籍・
雑誌、スポーツ用品・がん具

　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回にわたり紹介しています。
　第3回目の今回は、小売業の各経営比率について解説します。集計企業数は163社、平均従業者数は21人、
黒字企業が58.9％、赤字企業(経常損益が負)が39.9％でした(経常利益額不明は1.2％)。なお、小売業の平成
27年度調査対象業種は以下に示す17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3回 小売業
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ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの

国内で販売実績のある製品や技術・サービスを海外展開する方法として、海外展示会は有効なツー
ルの一つです。直接、ディストリビューターやバイヤーの反応を確認する絶好の機会であり、現地企業
を１社１社訪問するより、効率的であることが展示会に出展する大きなメリットです。海外展示会を有効
活用するためのポイントについてご紹介します。

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

海外展開
Step to Success

海外取引の経験不足などから海外展開を躊躇している都内中小企業の製品を海外市場に紹介する「海外販路
開拓支援事業」を実施しています。具体的には、支援申し込み・審査会を経たのち、審査会で承認された製品を公
社海外販路ナビゲータと職員がハンズオン支援を行い、専門商社や様々なネットワークを活用し、海外市場に繋
げていきます。展示会の活用が有効と認められる製品には、下記のとおり海外展示会への出展も行っています。
お申込については、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

海外展示会への出展はそれ自体が目的ではありません。貴社に成果をもたらすことこそが重要です。また、展
示会は限られた期間に開催されますので、海外展示会のメリットを上手に活かすため、事前に以下のようなステッ
プで出展目的や出展後のフォロー計画について戦略を立てましょう。

■海外展示会の有効活用のポイント

自社製品を海外展開するにあたってどんな要素を考慮すればよいか、
マーケティングの基本といわれるものです。

国際事業課では、海外展開プラン策定の支援も行っております。
ぜひ、ご活用ください。

※海外マーケティングの4Pとは

海外展示会の様子

海外展示会 有効活用のポイント
～ 海外販路開拓支援事業 ～

自社製品の海外マーケティングの４Ｐ（※）を検討し、出展目的を明確にします。

重点製品として絞り込んだ展示品のセールスポイント（シナリオ）を整理しておきます。
日本と異なる市場と商習慣を意識して、何をアピールするかを事前に打ち合わせをします。

そのセールスポイントを動画やデモンストレーションなどを駆使して、効果的にアピールする
方法を考え、用意します。また、開示できる範囲の製品説明書も現地語で準備します。

直接販売なのか、ディストリビューター経由なのかなどの販売ルートを計画し、関係者間でルート
　 毎に海外での販売価格を決めておきます。バイヤーにとって価格は重要な取引の判断材料です。

ステップ5 展示会終了後の来場者に対するフォローの仕方を決めておきます。事前に決めておくと、展
示会中の来場者への接し方も工夫され、効果的です。展示会終了後は、必ずフォローを行います。

Product （拡販しようとする製品）
Price （市場参入する販売価格）

Place （製品を販売する販売経路・方法）
Promotion （販売促進のための広告・宣伝）
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【問い合わせ先】　経営戦略課
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資本経常利益率(▲0.5％)と売上高経常利益率(▲
0.3％)は0.6ポイント、売上高総利益率(35.8％)と売
上原価比率(64.2％)は0.4ポイント、売上高営業利益
率(▲1.4％)は0.5ポイント、人件費比率(20.8％)は
0.2ポイントそれぞれ悪化しました。総資本回転率
(2.2回)は横ばいでした。

2  生産性
　平成26年度に比べて悪化した比率が目立ちまし
た。従業者1人当たり年間売上高(17,727千円)は
349千円、従業者1人当たり年間売上総利益(5,950
千円)は105千円、従業者1人当たり年間経常利益
(54千円)は13千円、売場3.3㎡当たり年間売上高
(6,527千円)は783千円減少し、売上総利益対人件
費比率(59.1％)も1.4ポイント悪化しました。

3  安全性
　流動比率(266.9％)は16.2ポイント、当座比率
(145.0％)は8.0ポイント、商品回転率(32.7回)は5.2
回転、固定資産回転率(19.6回)は3.3回転、自己資本
比率(11.1％)は1.4ポイント増加しました。一方、固定
長期適合率(64.5％)は9.8ポイント、借入金月商倍率
(4.3倍)は0.1か月分悪化しました。

（経営戦略課　今井秀也）

【調査対象業種(17業種)】
呉服･寝具、男子・婦人・子供服、くつ・履物、生活用品・雑貨、時計・宝
飾・眼鏡、コンビニエンスストア、酒類、食肉、鮮魚、野菜・果物、医薬
品、紙・文房具、自転車、荒物・金物・他じゅう器、電気機械器具、書籍・
雑誌、スポーツ用品・がん具

　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回にわたり紹介しています。
　第3回目の今回は、小売業の各経営比率について解説します。集計企業数は163社、平均従業者数は21人、
黒字企業が58.9％、赤字企業(経常損益が負)が39.9％でした(経常利益額不明は1.2％)。なお、小売業の平成
27年度調査対象業種は以下に示す17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
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ステップ2

ステップ3

ステップ4

相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの

国内で販売実績のある製品や技術・サービスを海外展開する方法として、海外展示会は有効なツー
ルの一つです。直接、ディストリビューターやバイヤーの反応を確認する絶好の機会であり、現地企業
を１社１社訪問するより、効率的であることが展示会に出展する大きなメリットです。海外展示会を有効
活用するためのポイントについてご紹介します。

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

海外展開
Step to Success

海外取引の経験不足などから海外展開を躊躇している都内中小企業の製品を海外市場に紹介する「海外販路
開拓支援事業」を実施しています。具体的には、支援申し込み・審査会を経たのち、審査会で承認された製品を公
社海外販路ナビゲータと職員がハンズオン支援を行い、専門商社や様々なネットワークを活用し、海外市場に繋
げていきます。展示会の活用が有効と認められる製品には、下記のとおり海外展示会への出展も行っています。
お申込については、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

海外展示会への出展はそれ自体が目的ではありません。貴社に成果をもたらすことこそが重要です。また、展
示会は限られた期間に開催されますので、海外展示会のメリットを上手に活かすため、事前に以下のようなステッ
プで出展目的や出展後のフォロー計画について戦略を立てましょう。

■海外展示会の有効活用のポイント

自社製品を海外展開するにあたってどんな要素を考慮すればよいか、
マーケティングの基本といわれるものです。

国際事業課では、海外展開プラン策定の支援も行っております。
ぜひ、ご活用ください。

※海外マーケティングの4Pとは

海外展示会の様子

海外展示会 有効活用のポイント
～ 海外販路開拓支援事業 ～

自社製品の海外マーケティングの４Ｐ（※）を検討し、出展目的を明確にします。

重点製品として絞り込んだ展示品のセールスポイント（シナリオ）を整理しておきます。
日本と異なる市場と商習慣を意識して、何をアピールするかを事前に打ち合わせをします。

そのセールスポイントを動画やデモンストレーションなどを駆使して、効果的にアピールする
方法を考え、用意します。また、開示できる範囲の製品説明書も現地語で準備します。

直接販売なのか、ディストリビューター経由なのかなどの販売ルートを計画し、関係者間でルート
　 毎に海外での販売価格を決めておきます。バイヤーにとって価格は重要な取引の判断材料です。

ステップ5 展示会終了後の来場者に対するフォローの仕方を決めておきます。事前に決めておくと、展
示会中の来場者への接し方も工夫され、効果的です。展示会終了後は、必ずフォローを行います。

Product （拡販しようとする製品）
Price （市場参入する販売価格）

Place （製品を販売する販売経路・方法）
Promotion （販売促進のための広告・宣伝）
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【問い合わせ先】　創業支援課

  TEL ： 03-5822-7230　　

会 場回 日 時 定 員

検 索

① 成長産業分野の海外展開支援事業
　「イノベーションマップ※」に基づき、成長産業分野に属する自社技術・製品等の海外
　への販路開拓に係る経費の一部を助成します。

② 次世代イノベーション創出プロジェクト２０２０助成事業
　２０２０年に「世界一の都市・東京」を実現するため、「イノベーションマップ※」に基づき、
　他企業、大学、公設試験研究機関等と連携して取り組む技術・製品の開発等に要する
　経費の一部を助成します。
※「イノベーションマップ」とは、「東京都長期ビジョン」で示された都市課題を解決するため、都が
　策定する健康・医療・環境・危機管理などの成長産業分野の各テーマの技術・製品開発動向等を
　示したものです。

下記の日程で説明会を開催いたしますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

平成２８年度 助成事業説明会のご案内

◆　説　明　会　日　程　◆ 

平成2８年8月１7日（水） (公財)東京都中小企業振興公社　城南支社
２階 東京都研修室 （大田区南蒲田1-20-20）
(公財)東京都中小企業振興公社　本社
３階 第１会議室 （千代田区神田佐久間町１-９）
(公財)東京都中小企業振興公社　本社
３階 第１会議室 （千代田区神田佐久間町１-９）
(公財)東京都中小企業振興公社　多摩支社
２階 大会議室 （昭島市東町３-６-１）
(公財)東京都中小企業振興公社　中小企業会館
9階 講堂 （中央区銀座2-10-18）

平成2８年8月１8日（木）

平成2８年8月１9日（金）

平成2８年8月22日（月）

平成2８年8月23日（火）

平成2８年8月24日（水）

第1回

第2回※

第3回

第4回※

第5回

第6回

時間割
13:00～14:00　成長産業分野の海外展開支援事業
14:00～16:00　次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業

◆説明会参加は事前に公社ホームページよりお申し込みください。
◆各回とも申込先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。
◆各助成事業の概要は公社ホームページをご覧ください。

※成長産業分野の海外展開支援事業は第２回・４回のみ説明を行います。
　第1回・3回・5回・6回については、14：00より開始となります。

８０名

１５０名

1５０名

1００名

1００名

50名

  TEL ： 03-3251-7894・5　FAX ： 03-3253-6250　URL ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/

【問い合わせ・申し込み先】　助成課　

→ → →公社トップページ 相談案内 助成金、設備投資 助成金（各種） →公社トップページ インキュベーションオフィス情報

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
アドバイスを行っています。
公社が運営するインキュベーションオフィスの卒業企業をお招きし、起業にいたるまでの
ご苦労や事業をどう軌道に乗せるか、経営者としてどうあるべきか等を「本音」でご講演い
ただきます。同時に施設概要・入居申込方法等をご説明します。
創業を目指している方、意欲ある創業者の皆様のご参加をお待ちしています。

～創業を成功に導く～
「インキュベーションオフィス卒業企業による起業体験談」のご案内

※インキュべーションとは英語で、“卵の孵化”を意味。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。

(公財)東京都中小企業振興公社　城東支社
２階 中会議室 （葛飾区青戸7-2-5）

◆入居募集施設（施設見学随時実施）
人気のお台場で創業 ！ 全室完全個室 ！短期での事業化を目指す ！

タイム24
（江東区）

SIOS（サイオス）
（墨田区）

ベンチャーKANDA
（千代田区）

日　　　　時 平成28年9月29日（木）
13：00～15：00（開場12：30～）

会　　　　場 （公財）東京都中小企業振興公社　３階第１会議室
（千代田区神田佐久間町１－９　産業労働局秋葉原庁舎）

スケジュール ▶13：00～13：15　 施設説明
タイム24／ベンチャーＫＡＮＤＡ／SIOS（サイオス）

▶13：15～15：00　　 卒業企業による起業体験談
株式会社クラスアクト　代表取締役        本間　豪紀 氏
ユビックス株式会社　　代表取締役        新実　忠之 氏
株式会社レアジョブ　　代表取締役社長  中村　　岳 氏

募  集  人  数 50名（先着順）

参 　加 　料 無料

対 　象 　者 これから創業をお考えの方及び創業後間もない企業経営者

＊講演者、講演順序等については予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

公社では、都内中小企業者等に対する以下の助成事業を実施します。
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【問い合わせ先】　創業支援課
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対策推進リーダー養成講座（2日間）　年５回開催（予定）

労務管理

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 8月17日（水） 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】　

起業家の女性・起業を考えている女性を対象に、豊島区・北区・荒川区の３区合同で起業家交流会を開催します。
この機会に女性起業家同士の「つながり」の輪を広げ、新たなビジネスチャンスを探してみませんか。

豊島・北・荒川　女性起業家交流会2016 ～女性の絆が未来をうごかす～

日　　時

会　　場
対　　象
募集人数
申込方法

申込期間

平成２８年９月１２日（月）　         １８：００～２０：４５
　　第1部　トークセッション　  １８：００～１９：１５ ／ 第2部　懇親会　 １９：１５～２０：４５
豊島区役所本庁舎　としまセンタースクエア（豊島区南池袋２－４５－１）
起業に関心がある女性、又は起業して概ね５年以内の女性起業家。（個人・法人問わず）
８０名（申込順）　　　　　         参 加 費　１，５００円（第1部のみに参加される方は無料）
豊島区生活産業課商工グループへ電話（03-4566-2742）、FAX（03-5992-7088）、
またはe-mail(A0029099@city.toshima.lg.jp)でお申し込みください。（申込必要事項は各区ＨＰをご確認ください。）
平成２８年８月１日（月）～９月５日（月）
※９ヶ月～２歳未満のお子様を対象に無料で一時保育有り。先着10名まで。要申込。

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　E-mail ： bm@tokyo-kosha.or.jp　URL ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/

　発注側企業が求める「発注企業情報」を公社ＨＰに掲載します（8月18日（木）公開予定）。該当する技術や製
品をお持ちの企業様は、新規取引先開拓、新たなパートナーづくりに是非ご活用ください。
※産業交流展2016と併催です

第３回「ビジネスマッチングin東京」 
“受注側参加企業”を募集します！

日 時
会 場

募 集 数
対 象
申込方法

平成２８年１１月２日（水） 13:00～17：00
東京ビッグサイト・レセプションホールA
（江東区有明３－１１－１）
受注企業１５０社程度
東京都内に事業所のある中小企業様
公社ＨＰより申込書をダウンロードし、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。

参 加 費
商談方法

申込期限

無料
事前に受注・発注双方の参加企業に対し、面談
を希望する企業をお聞きします。これをもとに
商談スケジュールを作成するため、ミスマッチ
が少ない商談方式です。
※双方の希望を確認のうえマッチングを行うた
　め、商談会に必ず参加できるとは限りません
９月1６日（金）１７：００まで（予定）

  
豊島区生活産業課商工グループ

北区産業振興課経営支援係

荒川区経営支援課産業活性化係

 

http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyo/chushokigyo/index.htmlTEL： 03-5390-1237

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/sougyoshien/20160912_kigyouka.htmlTEL： 03-3802-4683

http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.htmlTEL： 03-4566-2742　  

（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、「メンタルヘルス推進リーダー養成講座」について詳しく
ご紹介します。

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　

　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のうち、企業内でメンタルヘルス
対策を推進するリーダーを目指す方（受講申込みには、上司の推薦が必要となります）を対象とし
て、１日目に座学、２日目にグループ討議を行います。

1日目
　法律・医療・労務管理の各専門家より、それぞれ２時間ほどの講義を行います。
　

労働関連法に精通した弁護士等からメンタルヘルスに関連する法律や判例に
ついて、詳しく説明します。判例においては、裁判所の判断のポイントなどをわかり
やすく紹介します。

         　産業医や労働衛生コンサルタントから精神疾患に関する基礎知識に
　ついてわかりやすく説明します。うつ病とうつ状態との違いや不安障害、パニ
　ック障害、PTSD、統合失調症など、各疾患の特徴について紹介します。
     　

社会保険労務士等が予防から実際に休職者が出た時の対応につい
て、詳しく説明します。メンタルヘルスケアの基本事項や不調者の早期発見、休職
や復職に関する基本事項やポイントなど、押さえておくべき対処方法についてわか
りやすく紹介します。

2日目
　前半は、具体的な取組状況について、先進的に取り組んでいる企業の担当者をお招きし、実際
の取組の中での失敗や苦労したこと、あるいは効果があったことなど、赤裸々にお話いただきます。
　後半に、これまでの講義を踏まえて、事例研究をグループ討議形式で実践的に学びます。グ
ループ討議では、他社の取組状況なども情報交換できるなど、終了後のアンケートにおいても、
内容が「非常に役に立った」「理解できた」との高い評価をいただいています。

医療

法律

募 集

※９月には「産業医及び事業場外資源の上手な活用の仕方」というテーマに特化して開催するなど、内容を一部
　変更して実施する場合があります。詳しくは、本誌同封チラシまたは公社ホームページにてご確認ください。

■発注情報
整
理
番
号

発注案件 No.
所在地区

資本金
従業員数

発注品名 加工内容 材質 必要設備　他
金額
数量

支払
条件 問合せ窓口

1
No.00043842

 新宿区
1,000万円

10人

樹脂管
①Φ8×30黒
②φ5×4白

切削
樹脂
ABS

切削加工機
（小物用）

①は35円以下、
②は７円以下希望

ロット 4000

現金
振込

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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対策推進リーダー養成講座（2日間）　年５回開催（予定）

労務管理

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 8月17日（水） 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】　

起業家の女性・起業を考えている女性を対象に、豊島区・北区・荒川区の３区合同で起業家交流会を開催します。
この機会に女性起業家同士の「つながり」の輪を広げ、新たなビジネスチャンスを探してみませんか。

豊島・北・荒川　女性起業家交流会2016 ～女性の絆が未来をうごかす～
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対　　象
募集人数
申込方法

申込期間
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起業に関心がある女性、又は起業して概ね５年以内の女性起業家。（個人・法人問わず）
８０名（申込順）　　　　　         参 加 費　１，５００円（第1部のみに参加される方は無料）
豊島区生活産業課商工グループへ電話（03-4566-2742）、FAX（03-5992-7088）、
またはe-mail(A0029099@city.toshima.lg.jp)でお申し込みください。（申込必要事項は各区ＨＰをご確認ください。）
平成２８年８月１日（月）～９月５日（月）
※９ヶ月～２歳未満のお子様を対象に無料で一時保育有り。先着10名まで。要申込。

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　E-mail ： bm@tokyo-kosha.or.jp　URL ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/

　発注側企業が求める「発注企業情報」を公社ＨＰに掲載します（8月18日（木）公開予定）。該当する技術や製
品をお持ちの企業様は、新規取引先開拓、新たなパートナーづくりに是非ご活用ください。
※産業交流展2016と併催です

第３回「ビジネスマッチングin東京」 
“受注側参加企業”を募集します！
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東京ビッグサイト・レセプションホールA
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東京都内に事業所のある中小企業様
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送信してください。
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事前に受注・発注双方の参加企業に対し、面談
を希望する企業をお聞きします。これをもとに
商談スケジュールを作成するため、ミスマッチ
が少ない商談方式です。
※双方の希望を確認のうえマッチングを行うた
　め、商談会に必ず参加できるとは限りません
９月1６日（金）１７：００まで（予定）

  
豊島区生活産業課商工グループ

北区産業振興課経営支援係

荒川区経営支援課産業活性化係
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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、「メンタルヘルス推進リーダー養成講座」について詳しく
ご紹介します。

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　

　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のうち、企業内でメンタルヘルス
対策を推進するリーダーを目指す方（受講申込みには、上司の推薦が必要となります）を対象とし
て、１日目に座学、２日目にグループ討議を行います。

1日目
　法律・医療・労務管理の各専門家より、それぞれ２時間ほどの講義を行います。
　

労働関連法に精通した弁護士等からメンタルヘルスに関連する法律や判例に
ついて、詳しく説明します。判例においては、裁判所の判断のポイントなどをわかり
やすく紹介します。

         　産業医や労働衛生コンサルタントから精神疾患に関する基礎知識に
　ついてわかりやすく説明します。うつ病とうつ状態との違いや不安障害、パニ
　ック障害、PTSD、統合失調症など、各疾患の特徴について紹介します。
     　

社会保険労務士等が予防から実際に休職者が出た時の対応につい
て、詳しく説明します。メンタルヘルスケアの基本事項や不調者の早期発見、休職
や復職に関する基本事項やポイントなど、押さえておくべき対処方法についてわか
りやすく紹介します。

2日目
　前半は、具体的な取組状況について、先進的に取り組んでいる企業の担当者をお招きし、実際
の取組の中での失敗や苦労したこと、あるいは効果があったことなど、赤裸々にお話いただきます。
　後半に、これまでの講義を踏まえて、事例研究をグループ討議形式で実践的に学びます。グ
ループ討議では、他社の取組状況なども情報交換できるなど、終了後のアンケートにおいても、
内容が「非常に役に立った」「理解できた」との高い評価をいただいています。

医療

法律

募 集

※９月には「産業医及び事業場外資源の上手な活用の仕方」というテーマに特化して開催するなど、内容を一部
　変更して実施する場合があります。詳しくは、本誌同封チラシまたは公社ホームページにてご確認ください。
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世界の展示場面積

 

東京都内にある展示会場
東京都内には多くの展示会場が存在する。大型
施設では「東京ビッグサイト（江東区）」「国際フォー
ラム（千代田区）」、中規模施設では「産業プラザＰＩ
Ｏ（大田区）」「サンシャインシティ（豊島区）」「産業
貿易センター台東館（台東区）」などが挙げられる。
なかでも「東京ビッグサイト」は８万平米を誇る
国内最大の展示会場である。東京五輪開催などを
背景に増設が進められており、今秋に１．６万平米、
平成３１年には２万平米を増設し、総展示面積１１．６
万平米とさらなる大型展示会場となる予定である。
しかしながら、国内最大の「東京ビッグサイト」で
さえも世界的には７２番目の施設面積であり、広さ
だけ見れば日本の展示会場は立ち遅れ感が否め
ない。

大型化か適度なスペースか
世界の展示会場の動向は、次の三点がグローバ
ルスタンダードになりつつある。　　　　　
①国際会議場と展示場の一体整備
②規模の大型化
③アフターコンベンション機能も含めた複合施設化
　従来は、ドイツの「ハノーバーメッセ」の４６．６万
平米が世界一であったが、昨年、中国上海に世界
最大となる５０万平米を誇る「中国博覧会会展総合

体」が完成した。これらをはじめ、ミニマムニーズと
されている１０万平米以上の施設は５５施設にのぼ
る。アジアでは中国の展示会場が上位を占めてい
るほか、タイ、韓国などが上位を占める。
　日本国内をみても、全国的に展示会場の大型化
が進んでいる。また、東京ビッグサイトを全館利用
するイベントなど、催事そのものの巨大化も進ん
でいる。
　一方で果たして大きいばかりが良いのか？とい
う意見もある。「展示会の意義からすると大きさが
すべてでない。来場者視点で見れば、大きすぎる
会場では、どこをどのように回ってよいのか、どこ
に行けば目当ての出展者がいるのか等、困惑する
ケースがある。その一方海外の会場よりも、日本の
展示会場はコンパクトで見て回りやすく、会場の見
取り図やバイヤーへのパンフレット配布などのき
め細やかな工夫も随所にみられる。」

中小企業にとっての展示会出展
　中小企業は、東京ビッグサイトなどで開催される
専門展示会に出展することが一般的だが、広い展
示会場のなかで大企業に埋もれず自社ブースに
足を運んでもらうためにはブース作りに相当な工
夫が求められる。
　一方、加盟する業界団体や協同組合が主催し
て、中規模な見本市を開くケースもある。その際
は、団体規模や催事内容によるが１０００平米から１
５００平米のスペースが効果的に展示会を開催・出
展する適度なスペースといえる。
　中小企業にとって販路開拓は重要な経営課題の
ひとつである。展示会のメリットは、ニーズの収集
やテストマーケティングの場として活用できるこ
と、そして顧客と直に接することで商談などビジネ
ス機会の創出につながることである。

◆利用者の観点から見る台東館◆
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（東京レザー・フェア主催）

台東館の利点は、まず立地が良いことが一番です。都心部に
あり観光客など人で賑わう場所にあるため、集客効果が見込め
ます。我々の皮革産業は浅草の地場産業であり、鞄や靴などの
メーカーや販売会社も多く、クライアントが密集しているという
大きな利点もありました。また、施設利用の費用もリーズナブル
で、計４フロアを使用していますが、７００平米の展示室を１５万円
弱から使用できるのも魅力的です。
東京レザー・フェアは一般の方も入場可能で来場者は年々増
加傾向にあり、アパレル関係の学生や海外の方も来場されるよ
うになり、この展示会自体がグローバルなものになっていると
実感します。
今後は、東京レザー・フェア内で行っているデザインコンテス

トやファッションショー、皮革製品の仕上がりを体験できるイベ
ントなどをさらに盛り上げていきたいです。そのためにも施設と
協力して多方面に情報を発信しつつ、今までレザーフェアの存在
を知らなかった層にも知っていただけるよう努めてまいります。
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構える都内中小企業の販路開拓を目的に設立された展
示施設であり、平成２７年４月のリニューアルオープン後、
年間４０万人にご来場いただいています。

◇銀座線浅草駅より徒歩５分　その他3路線利用可

◇ほどよい規模の１,４００平米、６００名収容の多目的
　ホールを４室配備
◇イベント規模に応じて移動式間仕切りによる
　半室利用(約７００平米)も可能

◇1 室（1,383平米）２８９，４００円から
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見本市」の原型は宝暦７年（１７５７）
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世界の展示場面積
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経営者として、ストレスを抱える従業員といかに向き合うか。
働く人たちの「こころの健康」は企業の生産性を高めるた
めにも重要です。認知行動療法の専門医から、ストレスを
理解して職場の「こころの健康」を高めるコツについてお
伝えします。

本セミナーは、サービスの基本について学んでいただく
入門的な内容です。
新たなサービスの創出や製造業におけるサービス分野
への展開をお考えの皆様（業種は問いません）は奮って
ご参加ください。本セミナー終了後、今秋より開講する新
サービススクール説明会も開催しますので是非お立ち寄
りください。

ロンドン大会の際の事例を参考にしながら、オリンピッ
ク・パラリンピックにおいてどのような調達があったのか
等について事例を振り返り、２０２０年の東京大会開催に
向けて中小企業の皆様に参考となる話をします。

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。

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第１回　中小企業経営者とこころの健康学

２０２０年へ向けて ！
ビジネスチャンス獲得セミナー

会社・従業員を守る
「事業継続計画」はじめの一歩

第６回BCP策定講座
生産性・付加価値向上を目指す
『サービスの基本』セミナー

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年8月19日（金）
14：00～16：30 （受付 13：30～）
無料
秋葉原ＵＤＸ４階　ギャラリーネクスト　Ｎｅｘｔ－3
（千代田区外神田4-14-1）
５０名（先着順）
ストレスマネジメントネットワーク株式会社
代表取締役
一般社団法人認知行動療法研修開発
センター　理事長　大野　裕 氏
進行：（公財）東京都中小企業振興公社
        人材ナビゲータ　下山　誠美

日 　 時

受 講 料
会 　 場
募集人数
講 師

平成２８年８月２６日（金）
（第1部　講演）
１４：００～１５：３０
（第2部　スクール説明会）
１５：４５～１６：２０
無料
秋葉原UDX　６Fカンファレンス　タイプＦ
５０名（先着順）
明治大学　国際日本学部
教授　野村　清 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
会 　 場

受 講 料
対 象
募集人数

講 師

①９月７日（水）　 15：00～17：00
　公社多摩支社２階（昭島市東町3-6-1）
②９月１２日（月）  15：00～17：00
　公社城南支社２階（大田区南蒲田1-20-20）
③１０月７日（金）  15：00～17：00
　公社城東支社２階（葛飾区青戸7-2-5）
④１０月２４日（月）15：00～17：00
　公社秋葉原庁舎３階（千代田区神田佐久間町1-9）
無料
都内に事業所がある中小企業者
①②④８０名
③５０名
株式会社日経ＢＰ社
日経トップリーダー編集長
伊藤　暢人 氏

総合支援課
TEL ０３-３２５1-７８８１　FAX ０３-３２５１-７８８８

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 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
定 員
講 師
申込方法

平成２8年9月8日（木）
10：00～17：00（受付 9：45～）
無料
公社城南支社（大田区産業プラザpio）
（大田区南蒲田1-20-20）
都内に主たる事業所を有する中小企業
２０社（４０名）
株式会社インターリスク総研
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

「基礎編」では、品質管理の基本的な事項を理解したい方
を対象として、職場での問題点を“見える化”する管理手
法（ＱＣ七つ道具）を中心に学習します。 

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説いたします。
2015年版の規格の目的・ねらいを中心に、旧版（2004
年版）との違い、2015年版への移行へのポイントやスケ
ジュールについても説明します。

クレームとは何か？クレームの本質を考え、クレームを
チャンスに変えるための手順と対応を考えます。また、ク
レームを起こさないためにはどのようなことが必要なの
か？等、明日から使えるスキルの体得を目指します。

部下育成を中心に、メンバー1人1人が主体的に業務に
関わり成長していくと共に、組織全体が成果を出し成長
していく “学習する組織”を作り上げていくために必要な
管理職としてのリーダーシップのあり方をロールモデル
企業の最新の事例や心理学などの理論などを元に具体
的な事例・課題合わせて、様々な角度から対話を通じて
学びます。　 ※事前課題があります。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月5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）
品質管理の基本となる知識を学びたい方
20名（先着順）
東京都生産性革新スクール
主任講師　竹中　秀夫 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年10月12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）
20名（先着順）
株式会社トヨタエンタプライズ
研修事業部　青木　桂子 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10月6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）
①ISO14001:2015の新規取得をご検討中
　の企業の方
②ISO14001:2015の移行審査を予定されて
　いる企業の方
③すでにISO14001:2004内部監査員の
　資格をお持ちの方で2015年版監査員
　への資格の移行をされる方
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
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

問題解決のための品質管理（ＱＣ）
（基礎編） クレーム対応研修

ISO14001:2015規格要求事項解説講座
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日 　 時

受 講 料
会 場

対 象
募集人数
講 師

平成２８年１０月１３日（木）・１１月１０日（木）
１０：００～１７：００
２０，０００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）
課長級職を経験されている方
２０名（先着順）
組織開発・人材育成コンサルタント 
株式会社イノセンティブ取締役
宍戸　幹央 氏

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

問い合わせ先

課長級研修（マネジメント）２日間
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経営者として、ストレスを抱える従業員といかに向き合うか。
働く人たちの「こころの健康」は企業の生産性を高めるた
めにも重要です。認知行動療法の専門医から、ストレスを
理解して職場の「こころの健康」を高めるコツについてお
伝えします。

本セミナーは、サービスの基本について学んでいただく
入門的な内容です。
新たなサービスの創出や製造業におけるサービス分野
への展開をお考えの皆様（業種は問いません）は奮って
ご参加ください。本セミナー終了後、今秋より開講する新
サービススクール説明会も開催しますので是非お立ち寄
りください。

ロンドン大会の際の事例を参考にしながら、オリンピッ
ク・パラリンピックにおいてどのような調達があったのか
等について事例を振り返り、２０２０年の東京大会開催に
向けて中小企業の皆様に参考となる話をします。

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。

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第１回　中小企業経営者とこころの健康学

２０２０年へ向けて ！
ビジネスチャンス獲得セミナー

会社・従業員を守る
「事業継続計画」はじめの一歩

第６回BCP策定講座
生産性・付加価値向上を目指す
『サービスの基本』セミナー

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年8月19日（金）
14：00～16：30 （受付 13：30～）
無料
秋葉原ＵＤＸ４階　ギャラリーネクスト　Ｎｅｘｔ－3
（千代田区外神田4-14-1）
５０名（先着順）
ストレスマネジメントネットワーク株式会社
代表取締役
一般社団法人認知行動療法研修開発
センター　理事長　大野　裕 氏
進行：（公財）東京都中小企業振興公社
        人材ナビゲータ　下山　誠美

日 　 時

受 講 料
会 　 場
募集人数
講 師

平成２８年８月２６日（金）
（第1部　講演）
１４：００～１５：３０
（第2部　スクール説明会）
１５：４５～１６：２０
無料
秋葉原UDX　６Fカンファレンス　タイプＦ
５０名（先着順）
明治大学　国際日本学部
教授　野村　清 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
会 　 場

受 講 料
対 象
募集人数

講 師

①９月７日（水）　 15：00～17：00
　公社多摩支社２階（昭島市東町3-6-1）
②９月１２日（月）  15：00～17：00
　公社城南支社２階（大田区南蒲田1-20-20）
③１０月７日（金）  15：00～17：00
　公社城東支社２階（葛飾区青戸7-2-5）
④１０月２４日（月）15：00～17：00
　公社秋葉原庁舎３階（千代田区神田佐久間町1-9）
無料
都内に事業所がある中小企業者
①②④８０名
③５０名
株式会社日経ＢＰ社
日経トップリーダー編集長
伊藤　暢人 氏

総合支援課
TEL ０３-３２５1-７８８１　FAX ０３-３２５１-７８８８

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 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
定 員
講 師
申込方法

平成２8年9月8日（木）
10：00～17：00（受付 9：45～）
無料
公社城南支社（大田区産業プラザpio）
（大田区南蒲田1-20-20）
都内に主たる事業所を有する中小企業
２０社（４０名）
株式会社インターリスク総研
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

「基礎編」では、品質管理の基本的な事項を理解したい方
を対象として、職場での問題点を“見える化”する管理手
法（ＱＣ七つ道具）を中心に学習します。 

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説いたします。
2015年版の規格の目的・ねらいを中心に、旧版（2004
年版）との違い、2015年版への移行へのポイントやスケ
ジュールについても説明します。

クレームとは何か？クレームの本質を考え、クレームを
チャンスに変えるための手順と対応を考えます。また、ク
レームを起こさないためにはどのようなことが必要なの
か？等、明日から使えるスキルの体得を目指します。

部下育成を中心に、メンバー1人1人が主体的に業務に
関わり成長していくと共に、組織全体が成果を出し成長
していく “学習する組織”を作り上げていくために必要な
管理職としてのリーダーシップのあり方をロールモデル
企業の最新の事例や心理学などの理論などを元に具体
的な事例・課題合わせて、様々な角度から対話を通じて
学びます。　 ※事前課題があります。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月5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）
品質管理の基本となる知識を学びたい方
20名（先着順）
東京都生産性革新スクール
主任講師　竹中　秀夫 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年10月12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）
20名（先着順）
株式会社トヨタエンタプライズ
研修事業部　青木　桂子 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10月6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）
①ISO14001:2015の新規取得をご検討中
　の企業の方
②ISO14001:2015の移行審査を予定されて
　いる企業の方
③すでにISO14001:2004内部監査員の
　資格をお持ちの方で2015年版監査員
　への資格の移行をされる方
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
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

問題解決のための品質管理（ＱＣ）
（基礎編） クレーム対応研修

ISO14001:2015規格要求事項解説講座
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日 　 時

受 講 料
会 場

対 象
募集人数
講 師

平成２８年１０月１３日（木）・１１月１０日（木）
１０：００～１７：００
２０，０００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）
課長級職を経験されている方
２０名（先着順）
組織開発・人材育成コンサルタント 
株式会社イノセンティブ取締役
宍戸　幹央 氏

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

問い合わせ先

課長級研修（マネジメント）２日間

17

アーガス 21　No.453　平成 28年 8月号



K2016

 

 

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

「基礎編」では、生産管理の基本的な事項を体系的に理解し
たい方を対象として、業務の改善、効率の向上に活かせる手
法を具体的に学びます。

チームの力を最大限に発揮することをミッションとする初
級管理職の方々に求められる役割や行動を学んでいた
だきます。具体的には、①チーム目標の明確化、②チーム
活動の進捗管理、③チーム活動におけるリーダーシップ、
④チームメンバーとのコミュニケーションのポイントを押
さえながら、その重要性と実践方法を習得します。
※事前課題があります。

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイス、
保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流れに
沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。前回
の受講生からは、「表面的にしか理解できていなかった内
容を深堀して学ぶ事が出来ました。私の会社では営業兼
貿易実務を行っているので、こういった単発で集中して
学べる講習会が今後もあるとうれしいです。非常に分か
り易く為になる講座でした」と感想がありました。

昨今、入社をしてもストレスを抱え悩み、そして早期離職
に走る若手社員が増加しています。そのため、早期に若
手社員の不安要素の解決方法を理解し、ストレス耐性を
強化することで、仕事へのモチベーションを向上させると
ともに、明日からの行動変革を促すための研修を行います。

業務革新のための生産管理（基礎編）
貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)
－書類の書き方・見方－

若手社員研修
～モチベーション向上の方法を身に付け、

更なる自己成長を目指します～
現任係長研修（リーダーシップと目標管理）

２日間

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月14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）
生産管理の基本となる知識を学びたい方
20名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月17日（月）・11月14日（月）
１０：００～１７：００
18,000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）
係長、班長
２０名
株式会社インソース
講師　古木　孝典 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10月17日（月）・18日（火）
10:00～16:00
15,000円
台東区民会館　第５会議室
40名（先着順）
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 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10月18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）
入社後１～５年の方
24名（先着順）
株式会社エールライフ
小池　麻実 氏

昨年2015年9月15日にISO9001のInternational 
Standard：国際規格が発行されました。本講座では、認
証機関の講師より、ISOマネジメントシステムの共通枠組
みである「ISO/IEC専門業務用指針」附属書SLの内容も
踏まえた上で、2008年版から2015年版への変更点の
説明、及び解釈上のポイント、今後の審査に与える影響
等を学んでいただきます。 

中高年勤労者が豊かでゆとりのある第二の人生を送る
ためには、退職前から老後の生活や健康を考えることが
重要です。東京都では企業において、中高年勤労者の生
涯生活設計に的確な相談や指導ができる『ライフプラン
アドバイザー』を養成するため、当講座を実施します。
(13科目中11科目以上を修了した方には都知事名の修
了証書を授与します。※東京都中高年勤労者福祉推進員
は資格ではありません。) 

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年10月25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）
管理責任者、内部監査員、事務局メンバー
の方 等
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
吉野　定治 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数

平成28年10月7日（金）・14日（金）・21日（金）・
28日（金）・11月4日（金）・11日（金）・18日（金）
（7日間）
9：30～16：30（初日のみ13：30～16：30）
２，６００円
労働相談情報センター大崎事務所
南部労政会館
（最終日のみ東京しごとセンター講堂）
中高年勤労者を雇用する中小企業事業主、
人事労務担当者、労働組合の担当者等
１５０名

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

問い合わせ先
東京都労働相談情報センター　相談調査課運営担当
TEL ０３-５２１１-２３４５　FAX ０３-５２１１-３２７０

問い合わせ先

ISO9001：2015規格要求事項解説講座 東京都中高年勤労者福祉推進員
（ライフプランアドバイザー）養成講座 セ
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  TEL ： 0570-009-777　
  ご利用には新規ユーザー登録が必要です。下記ＵＲＬから直接行ってください。
  ＵＲＬ：https://www.sekai2020.tokyo/bcn

【問い合わせ先】　ビジネスチャンス・ナビ２０２０運営事務局

「ビジネスチャンス・ナビ2020」を是非ご活用ください ！
～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。無料でご利用
いただける本サイトは、開設から３か月で、2,300社の企業登録があり、既にサイトを通
じた様々な受発注取引が始まっています。

ユーザー登録（無料）をしていただき、サイトをご活用ください ！
■まずはユーザー登録を

多様な業種の企業が登録されており、貴社の発注案件に対し
て、技術力のある中小企業とのマッチングも可能となっています。
ぜひ案件掲載をご検討ください。

■「発注」企業の皆様へ

自社ＰＲ情報を登録することで、技術力のある中小企業を探して
いる発注企業からの問い合せにつなげることができ、新たな取
引先の開拓ができます。

■「受注」企業の皆様へ

登録企業の業種別内訳
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「基礎編」では、生産管理の基本的な事項を体系的に理解し
たい方を対象として、業務の改善、効率の向上に活かせる手
法を具体的に学びます。

チームの力を最大限に発揮することをミッションとする初
級管理職の方々に求められる役割や行動を学んでいた
だきます。具体的には、①チーム目標の明確化、②チーム
活動の進捗管理、③チーム活動におけるリーダーシップ、
④チームメンバーとのコミュニケーションのポイントを押
さえながら、その重要性と実践方法を習得します。
※事前課題があります。

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイス、
保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流れに
沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。前回
の受講生からは、「表面的にしか理解できていなかった内
容を深堀して学ぶ事が出来ました。私の会社では営業兼
貿易実務を行っているので、こういった単発で集中して
学べる講習会が今後もあるとうれしいです。非常に分か
り易く為になる講座でした」と感想がありました。

昨今、入社をしてもストレスを抱え悩み、そして早期離職
に走る若手社員が増加しています。そのため、早期に若
手社員の不安要素の解決方法を理解し、ストレス耐性を
強化することで、仕事へのモチベーションを向上させると
ともに、明日からの行動変革を促すための研修を行います。

業務革新のための生産管理（基礎編）
貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)
－書類の書き方・見方－

若手社員研修
～モチベーション向上の方法を身に付け、

更なる自己成長を目指します～
現任係長研修（リーダーシップと目標管理）

２日間

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月14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）
生産管理の基本となる知識を学びたい方
20名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年10月17日（月）・11月14日（月）
１０：００～１７：００
18,000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）
係長、班長
２０名
株式会社インソース
講師　古木　孝典 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10月17日（月）・18日（火）
10:00～16:00
15,000円
台東区民会館　第５会議室
40名（先着順）
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 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10月18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）
入社後１～５年の方
24名（先着順）
株式会社エールライフ
小池　麻実 氏

昨年2015年9月15日にISO9001のInternational 
Standard：国際規格が発行されました。本講座では、認
証機関の講師より、ISOマネジメントシステムの共通枠組
みである「ISO/IEC専門業務用指針」附属書SLの内容も
踏まえた上で、2008年版から2015年版への変更点の
説明、及び解釈上のポイント、今後の審査に与える影響
等を学んでいただきます。 

中高年勤労者が豊かでゆとりのある第二の人生を送る
ためには、退職前から老後の生活や健康を考えることが
重要です。東京都では企業において、中高年勤労者の生
涯生活設計に的確な相談や指導ができる『ライフプラン
アドバイザー』を養成するため、当講座を実施します。
(13科目中11科目以上を修了した方には都知事名の修
了証書を授与します。※東京都中高年勤労者福祉推進員
は資格ではありません。) 

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年10月25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）
管理責任者、内部監査員、事務局メンバー
の方 等
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
吉野　定治 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数

平成28年10月7日（金）・14日（金）・21日（金）・
28日（金）・11月4日（金）・11日（金）・18日（金）
（7日間）
9：30～16：30（初日のみ13：30～16：30）
２，６００円
労働相談情報センター大崎事務所
南部労政会館
（最終日のみ東京しごとセンター講堂）
中高年勤労者を雇用する中小企業事業主、
人事労務担当者、労働組合の担当者等
１５０名

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

問い合わせ先
東京都労働相談情報センター　相談調査課運営担当
TEL ０３-５２１１-２３４５　FAX ０３-５２１１-３２７０

問い合わせ先

ISO9001：2015規格要求事項解説講座 東京都中高年勤労者福祉推進員
（ライフプランアドバイザー）養成講座 セ

ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

 

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

【問い合わせ先】　ビジネスチャンス・ナビ２０２０運営事務局

「ビジネスチャンス・ナビ2020」を是非ご活用ください ！
～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。無料でご利用
いただける本サイトは、開設から３か月で、2,300社の企業登録があり、既にサイトを通
じた様々な受発注取引が始まっています。

ユーザー登録（無料）をしていただき、サイトをご活用ください ！
■まずはユーザー登録を

多様な業種の企業が登録されており、貴社の発注案件に対し
て、技術力のある中小企業とのマッチングも可能となっています。
ぜひ案件掲載をご検討ください。

■「発注」企業の皆様へ

自社ＰＲ情報を登録することで、技術力のある中小企業を探して
いる発注企業からの問い合せにつなげることができ、新たな取
引先の開拓ができます。

■「受注」企業の皆様へ

登録企業の業種別内訳
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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

  TEL ： 03-5680-4631　
  

【問い合わせ先】　城東支社

江戸から東京へと約400年に及ぶ歴史や文化が蓄積している東
京の伝統工芸品産業。その将来を担う若手後継者による展示販売会
「ＴＯＫＹＯ職人展」を開催します。
今回は実演で職人の磨かれた技をご覧いただくことができるほ

か、製作体験も実施します。
進化し続ける東京の伝統工芸品の魅力の一端をぜひご覧ください。

時をつなぐ、ＴＯＫＹＯの技

（東京都伝統工芸品後継者育成支援事業）

平成28年度「ＴＯＫＹＯ職人展」

■匠の技が会場を彩る「ＴＯＫＹＯ職人展」

「 ＴＯＫＹＯ職人展 」
会　　　期　 平成２８年８月２６日(金)～８月３１日(水)　６日間

１１：００～１９：００（ただし最終日は～１７：００まで）
会　　　場 伝統工芸青山スクエア

（港区赤坂8丁目1番22号赤坂王子ビル1階）
主　　　催 東京都、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会
後　　　援
出　展　者

経済産業省、東京都伝統工芸品産業団体青年会
東京都指定伝統工芸品の若手職人

展示販
売

東京の伝統工芸品は、歴史と風土の中で育まれ、時代を越えて受
け継がれた伝統的な技術・技法により作られています。
私たちの生活に豊かさと潤いを与えてくれる伝統工芸品は、地域

に根ざした地場産業として地域経済の発展に寄与するとともに、地
域の文化を担う大きな役割を果たしてきています。

■東京の伝統工芸品とは

昨年の「TOKYO職人展」の様子

 東京都伝統工芸品指定制度の要件
  （現在、４０品目を知事が指定）

 ●製造工程の主要部分が手工業的であること。
 ●伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
 ●伝統的に使用されてきた原材料により製造されるものであること。
 ●都内において一定の数の者がその製造を行っていること。

→ →公社トップページ 伝統工芸品産業支援 → TOKYO職人展伝統工芸品産業
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