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発注企業様が求める「発注案件情報」が公社ＨＰに掲載されています。
該当する技術や製品をお持ちの企業様は、新規取引先開拓のきっかけづくりや新たな
パートナーづくりに、ぜひご参加ください。

第4回「ビジネスマッチングin東京」 
“受注側参加企業”を募集中です！

日 時
参 加 費
会 場

募 集 数
募 集 対 象
商 談 方 法

申 込 方 法

申 込 期 限

平成29年2月16日（木） １３：00～１７：００
無料
東京都台東区立台東区民会館９階ホール＊ （台東区花川戸２－６－５）
＊東京都立産業貿易センター台東館と同じ建物です
受注企業７５社程度
東京都内に事業所がある中小企業様
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）
公社ＨＰより申込書をダウンロードしていただき、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。
受注企業 ・ ・ ・ 平成29年1月13日（金）１７：00まで
※募集数に達し次第締め切りとさせていただく場合があります
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環境への取り組みと公社との出会い

先駆的な取り組みは本業以外でも見られる。同社は、
業界に先駆けて平成14年に品質マネジメントシステム
ISO9001の認証を取得したが、同16年にはいち早く環
境マネジメントシステムISO14001の認証も取得。工場
内で使用する純水のリサイクル装置の導入、LED照明
への変更など、環境に配慮したものづくりを推進している。
この一環で、平成24年には本社社屋に太陽光パネル
を設置。この時、生成した電力を充電する蓄電池を購入
するために自家発電設備導入助成事業（注２）に申請し
たことが公社を本格的に利用するきっかけとなった。現
在、この蓄電池は電力使用のピーク時に充電された電力
を供給し、同社の総電力の10％を補う。当時、中小企業
でこの取り組みは非常に珍しく、メディアにも取り上げら
れるなど大きな話題を呼んだ。
以来、設備投資に助成金を利用したり、新技術創出交
流会（注３）にて大手企業との商談機会を獲得したりする
など、様々な方法で公社メニューを活用。多摩支社が支
援する異業種交流グループ（注４）「ＷＥＢ多摩２１」の会
合や勉強会にも積極的に参加し、地域中小企業と親交
を深め、情報交換を図ることで会社経営に役立てている。

新たな挑戦、その先へ

今年７月には同社の設立20周年を祝う記念パー
ティーが盛大に開催された。この祝賀会には全従業員の
ほか、取引企業や金融機関、そして強い絆で結ばれた異
業種交流グループの仲間達など約110名が出席。会場
では、社員を労うため日野社長から永年勤続表彰等を

行ったが、思いがけず社員から社長へ感謝状が贈られ
た。そこには、サプライズに笑顔が弾ける日野社長の姿が
あった。
振り返ると「取引先や受注先からの一つ一つの依頼、

ひいては一つ一つの出会いを大切にしてきたことが、今
に繋がっている」と日野社長は話す。「人との出会いを大
切に」という思いは社員へも向けられ、同社は定年制を
設けていない。たった二人で創業した同社。現在では日
野社長を慕う社員が集い、従業員48名にまで成長した。
「サンテックなら安心だ。」顧客からこんな声が聞こえる
ほど、会社の拡大とともに徐 に々社名が浸透してきたとい
う実感が社長にある。それでも飽くなき挑戦心は留まるこ
とを知らない。次なる構想は、現在取り組んでいる丸型加
工技術で切断した半導体チップを普及させることだ。丸
型は廃棄率も高く、業界では前代未聞の発想だが、「常
に人と違うことに取り組みたい。」と日野社長は先を見据
える。パイオニアとして次はどのような道を切り開いてい
くのか。これからもサンテックの挑戦は続く。

（多摩支社　宮本祐子）

 

半導体加工のパイオニア

今年、平成２８年に設立20周年を迎えた株式会社サ
ンテック（以下同社）は、半導体用シリコンウェハのダイシ
ング加工（注１）における、まさにパイオニアとも呼べる企
業だ。設立以来、お客様の信頼と満足を第一に「依頼さ
れた仕事は絶対に断らない」という信念のもと、顧客の
ニーズに応える形で“より薄く、より小さく、より高精度に”
加工技術を進化させてきた。
同社の強みは、長年の知識と経験に裏打ちされた確

かな技術力にある。ウェハの加工プロセスである、「ＢＧ
（研削／研磨）」「ダイシング（切断）」「チップソート（整
列）」「外観検査工程」のすべてに独自のノウハウをもち、
仕上げ精度や難加工材（ガラス・セラミック・ガラエポ他）
への対応力において他社の追随を許さない。
20年前、西多摩郡瑞穂町にある小さなプレハブで切

削装置1台からスタート。今やその巧みな技術力を求め
て全国各地から受注が舞い込み、対応に追われる日々
が続く。

挑戦心が生んだオンリーワン技術

同社は、平成9年に当時57歳だった日野榮社長が前
職から独立する形で創業。以来、湧き上がるチャレンジ
精神と強いリーダーシップ、時代の先を読む鋭い洞察力
で、道を切り開いてきた。
遡ること前職時代も工場長として辣腕を振るい、半導

体加工メーカーでは今や当たり前となっているクリーン
ルームを業界で初めて立ち上げた。ウェハの切断工程で
冷却、切削屑の洗い流しをするための純水装置も大手

企業に先駆けて導入し、小さな町工場をダイシング加工
で一目置かれる企業へと成長させた。「工場長時代は10
年間休みなし、1日の睡眠時間は3時間程度だった」と日
野社長は笑顔で懐かしむ。
独立してからは、顧客からの依頼に一件一件、真摯に

向き合う姿勢がさらなる挑戦を生む。１枚のブレード（砥
石）を搭載した切断装置が主流だった時代に、大手顧客
からの受注品を切断するとブレードが折れてしまい、どう
しても正確に切断することができなかった。「お客様の役
に立ちたい」という強い思いで試行錯誤を繰り返した結
果、偶然、２回に分けて切断するときれいに仕上がること
を発見。すぐさま装置メーカーに赴き、２枚のブレードで
切断する “二段カット”を提案した。その後、２枚のブレー
ドを搭載した装置が急速に普及。日野社長は「あれは半
導体技術の転換点だった。」と当時を振り返る。
日野社長の挑戦はこれだけではない。設立当初はベン
チャー企業から小ロットの発注が多く、たとえウェハ１枚か
らでも“困っている顧客を助けたい”という思いからマ
ニュアル式研削装置を導入。これを機に、同社独自の「リ
ング方式」、すなわち１枚のウェハを特注テープで固定し
て研削を施す方法を考案。加工精度が飛躍的に向上し、
国内で初めて薄さ50μmの研削を実現した。
現在ではこの「リング方式」を発展させ、超薄物（5μm）

のほか、割れたウェハの研削およびチップ研削、ガラスや
セラミックといった難加工材の研削加工も手掛ける。い
ずれも他社にはできない特殊な技術だ。マニュアル機を
導入した際、同業他社から散々な言われようだった、と笑
う日野社長。“信念を貫き挑戦を続けた”ことで、オンリー
ワンの技術とノウハウを手にした。

123
第

回

株式会社サンテック

“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１２３回は、半導体用シリコンウェハのダイシング加工を行う株式会社サンテック（西多摩郡瑞穂町）をご紹介します。
同社には、「広域多摩イノベーションプラットフォーム」や各種助成金などをご活用いただいています。

企業
情報

“より薄く・より小さく・より高精度に”
超微細加工のエキスパート

充実した加工用設備 社員からの感謝状を手にガッツポーズの日野社長
日野社長（前列左）と次期後継者の日野専務（前列右）、

設立時からのパートナーである西脇常務。クリーンルームの様子

（注１）　ダイシング……
半導体ウェハを切削して、ウェハ上に形成された集積回路
及びガラス、セラミック、ガラエポ等を切り出し、チップ化
する工程。
（注2）　自家発電設備導入助成事業……
工場照明のLED化や自家発電設備等の導入費用の一部
を助成。平成28年度から事業名を「節電対策設備等導入
費用助成事業」に変更。
（注3）　新技術創出交流会……
優れた技術・製品を有する中小企業と大手企業との共同
開発、新技術・新製品の創出を目指す交流会。製品展示会
と個別面談会で構成される。
（注4）　異業種交流グループ……
「共同受注」や「新技術・新製品開発」を目的とした異業種
交流グループを育成・支援する事業。公社が昭和62年から実施。

代表者 ／ 日野　榮
資本金 ／ 2,500万円　　従業員 ／ 48人
所在地 ／ 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL ／ 042-557-7744　FAX ／ 042-557-7745
URL ／ http://www.c-suntec.co.jp日野　榮 氏

代表取締役
株式会社サンテック
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（注１）　ダイシング……
半導体ウェハを切削して、ウェハ上に形成された集積回路
及びガラス、セラミック、ガラエポ等を切り出し、チップ化
する工程。
（注2）　自家発電設備導入助成事業……
工場照明のLED化や自家発電設備等の導入費用の一部
を助成。平成28年度から事業名を「節電対策設備等導入
費用助成事業」に変更。
（注3）　新技術創出交流会……
優れた技術・製品を有する中小企業と大手企業との共同
開発、新技術・新製品の創出を目指す交流会。製品展示会
と個別面談会で構成される。
（注4）　異業種交流グループ……
「共同受注」や「新技術・新製品開発」を目的とした異業種
交流グループを育成・支援する事業。公社が昭和62年から実施。

代表者 ／ 日野　榮
資本金 ／ 2,500万円　　従業員 ／ 48人
所在地 ／ 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL ／ 042-557-7744　FAX ／ 042-557-7745
URL ／ http://www.c-suntec.co.jp日野　榮 氏

代表取締役
株式会社サンテック
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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

お客様との関係構築の仕方が大きく変わった

会社を継続するためになくてはならない機能として、「もの作りやサービス提供」、「お客様の獲得」、
「人・利益・資金等の管理」の3つがあります。その中でも、最も難しいのが「お客様の獲得」です。
もちろん、売るものや提供できるサービスがあって、初めてお客様を獲得できるのです。
たしかに、いいものを作っていれば必ず売れる、「何が問題だ」という経営者もいるでしょう。しかし、

それも買う人があってこその話です。
どれだけ画期的な製品やサービスであったとしても、それを買ってくれるお客様がいない、さらに、
売るための手段がないとなると、会社の継続は困難になります。
そうならないために、多くの会社は、良質な製品とサービスをお客様に届けるための方法を真剣に

考えているのです。

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

何時までやってんの

ツバメのひな鳥が、親鳥から餌をもらおうと、
巣の中で必死にアピールしている姿を見るにつ
け、自分の存在をアピールできないでいると、
待っているのは死だと感じます。
親と子の間であっても、子が必死に自分の存

在をアピールしているのです。
これが人、会社であったなら、自分の存在を知

らしめる努力をしないと、振り向いてもらえない
というのが現実でしょう。
そして、このことはビジネスの世界において

も、何ら変わることはありません。会社の看板を
背負って、お客様と取引をしているつもりでも、
結局取引をまとめていくのは人同士です。これ
までは、取引先の担当者と親密な関係を構築す
るために、ゴルフや飲み会に招待する、お中元や
心づけを贈るなどをやってきました。
その営業手法に効果がないというわけではあ

りませんが、それだけでお客様が本当に喜ばれ
ているかは疑問です。
会社のコンプライアンスの問題以前に、窓口

になる取引先担当者は若返り、かつ忙しくしてい
ます。さらに、今どき、会社のために自分の時間
を使ってまで休日や夜の時間を使おうという社
員がどれほどいるでしょうか。
確実に、お客様との関係構築の仕方は変わっ

てきています。

WEBと営業マンどちらがリスクある？

自社の製品やサービスの存在を、紙媒体やイ
ベントで告知していた会社も、徐々にWEBの利
用が増加し、多くの成功例が表れてきています。
営業マンが見込み客にアポイントを入れて面談
するという、従来型の営業手法ではなく、WEB
での問い合わせがあった見込み客に提案する形
も増えてきました。
これは、インターネットという、劇的にコストが
かからなくなった告知手段を、誰でもどこでも使
えるようになったからです。稼がないかもしれな
い営業マンを確保することで生じるリスクを負
わなくても、ビジネスが出来るようになったので
す。皆さんも、お客様との関係構築の方法を再検
討してみてはどうでしょうか。
ひとつの方法は、自社のホームページに見込
み客が欲する情報を掲載し、それを血眼で探し
ている人に的確に伝える方法を考えることです。
従来は、告知や営業に莫大な予算が必要なた
め二の足を踏んだ中小企業も、このポイントを
押さえれば、大手企業との直接取引につながる
可能性が大きくなったのです。
大企業にしかできなかった効果的な告知や営
業を企業規模に関係なくできる時代がやってき
たのです。

ものを壊さずに内部を観察するにはＸ線を利用
する方法があります。身近な例では、私たちの身体
の内部を見るためのレントゲン撮影に利用されてい
ます。これを応用し、体の周囲をＸ線で撮影した情報
から、内部の断面画像や立体画像を得る方法がＸ線
ＣＴです。現在では医療現場だけでなく、金属部品や
樹脂部品の中に存在する微細な穴や亀裂の観察、
電子部品などの複雑な内部形状の計測や故障原因
の解析にも応用されています。産業分野においても
非破壊でものを観察することは、製品開発や品質管
理において重要だからです。図1はＸ線ＣＴ装置によ
るエンジンと金属部品の撮影例です。

東京都立産業技術研究センターには、ナノフォー
カスＸ線ＣＴ装置、マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置、
および、高エネルギーＸ線ＣＴ装置があり、電子基
板、樹脂製品、アルミや鉄製の鋳物や機器など、小
さなものから大きなものまで幅広く対応することが
できます。
近年では、設計から生産までの製造プロセスをデ

ジタル化し、もの作りを効率化するデジタルエンジ
ニアリングシステムが発展してきています。それと
ともに、従来の精密測定技術では対応することが難
しい複雑な形状の工業製品における表面形状や、内
外寸法を測定する技術が求められています。このよ
うな要望に応えるため、平成27年度には、微細な観
察に適したナノフォーカスおよびマイクロフォーカ
スの2つの線源を備えた高精度Ｘ線ＣＴ装置をＣＴ
メーカーと共同開発し、運用しています（図2）。

　この装置には、測定誤差を1μｍ以下に抑える工
夫が施されており、寸法計測に用いることができま
す。例としては、金属3Ｄプリンターで造形した実試
料のＣＴデータと、その設計ＣＡＤ図面を比較し、
反りや欠陥の有無などの解析に利用されています
（図3）。 

　このように、Ｘ線ＣＴ装置は、内部を非破壊で観察
するだけではなく、デジタルエンジニアリングを支
える精密測定装置としても、製品開発に大きく貢献
しています。

見えないものを見る技術

ものを壊さずに内部を見る

― 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。

図1. X線CT装置による撮影例

図3. CAD図面とCTデータの比較

図4　消臭機能の検証

図2. 高精度X線CT装置（上: 外側、下: 内部）

 

  〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10
  TEL ： 03-5530-2521（広報室）　　ホームページ ： 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

大型試料（エンジン） 中型試料（ブレーキ部品）

CAD図面（設計図） CTデータ（実試料）
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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

お客様との関係構築の仕方が大きく変わった

会社を継続するためになくてはならない機能として、「もの作りやサービス提供」、「お客様の獲得」、
「人・利益・資金等の管理」の3つがあります。その中でも、最も難しいのが「お客様の獲得」です。
もちろん、売るものや提供できるサービスがあって、初めてお客様を獲得できるのです。
たしかに、いいものを作っていれば必ず売れる、「何が問題だ」という経営者もいるでしょう。しかし、

それも買う人があってこその話です。
どれだけ画期的な製品やサービスであったとしても、それを買ってくれるお客様がいない、さらに、
売るための手段がないとなると、会社の継続は困難になります。
そうならないために、多くの会社は、良質な製品とサービスをお客様に届けるための方法を真剣に

考えているのです。

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

何時までやってんの

ツバメのひな鳥が、親鳥から餌をもらおうと、
巣の中で必死にアピールしている姿を見るにつ
け、自分の存在をアピールできないでいると、
待っているのは死だと感じます。
親と子の間であっても、子が必死に自分の存

在をアピールしているのです。
これが人、会社であったなら、自分の存在を知

らしめる努力をしないと、振り向いてもらえない
というのが現実でしょう。
そして、このことはビジネスの世界において

も、何ら変わることはありません。会社の看板を
背負って、お客様と取引をしているつもりでも、
結局取引をまとめていくのは人同士です。これ
までは、取引先の担当者と親密な関係を構築す
るために、ゴルフや飲み会に招待する、お中元や
心づけを贈るなどをやってきました。
その営業手法に効果がないというわけではあ
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ているかは疑問です。
会社のコンプライアンスの問題以前に、窓口

になる取引先担当者は若返り、かつ忙しくしてい
ます。さらに、今どき、会社のために自分の時間
を使ってまで休日や夜の時間を使おうという社
員がどれほどいるでしょうか。
確実に、お客様との関係構築の仕方は変わっ

てきています。

WEBと営業マンどちらがリスクある？

自社の製品やサービスの存在を、紙媒体やイ
ベントで告知していた会社も、徐々にWEBの利
用が増加し、多くの成功例が表れてきています。
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するという、従来型の営業手法ではなく、WEB
での問い合わせがあった見込み客に提案する形
も増えてきました。
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討してみてはどうでしょうか。
ひとつの方法は、自社のホームページに見込
み客が欲する情報を掲載し、それを血眼で探し
ている人に的確に伝える方法を考えることです。
従来は、告知や営業に莫大な予算が必要なた
め二の足を踏んだ中小企業も、このポイントを
押さえれば、大手企業との直接取引につながる
可能性が大きくなったのです。
大企業にしかできなかった効果的な告知や営
業を企業規模に関係なくできる時代がやってき
たのです。

ものを壊さずに内部を観察するにはＸ線を利用
する方法があります。身近な例では、私たちの身体
の内部を見るためのレントゲン撮影に利用されてい
ます。これを応用し、体の周囲をＸ線で撮影した情報
から、内部の断面画像や立体画像を得る方法がＸ線
ＣＴです。現在では医療現場だけでなく、金属部品や
樹脂部品の中に存在する微細な穴や亀裂の観察、
電子部品などの複雑な内部形状の計測や故障原因
の解析にも応用されています。産業分野においても
非破壊でものを観察することは、製品開発や品質管
理において重要だからです。図1はＸ線ＣＴ装置によ
るエンジンと金属部品の撮影例です。

東京都立産業技術研究センターには、ナノフォー
カスＸ線ＣＴ装置、マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置、
および、高エネルギーＸ線ＣＴ装置があり、電子基
板、樹脂製品、アルミや鉄製の鋳物や機器など、小
さなものから大きなものまで幅広く対応することが
できます。
近年では、設計から生産までの製造プロセスをデ

ジタル化し、もの作りを効率化するデジタルエンジ
ニアリングシステムが発展してきています。それと
ともに、従来の精密測定技術では対応することが難
しい複雑な形状の工業製品における表面形状や、内
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夫が施されており、寸法計測に用いることができま
す。例としては、金属3Ｄプリンターで造形した実試
料のＣＴデータと、その設計ＣＡＤ図面を比較し、
反りや欠陥の有無などの解析に利用されています
（図3）。 

　このように、Ｘ線ＣＴ装置は、内部を非破壊で観察
するだけではなく、デジタルエンジニアリングを支
える精密測定装置としても、製品開発に大きく貢献
しています。

見えないものを見る技術

ものを壊さずに内部を見る

― 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。

図1. X線CT装置による撮影例

図3. CAD図面とCTデータの比較

図4　消臭機能の検証

図2. 高精度X線CT装置（上: 外側、下: 内部）
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前回に続き、知財調査がテーマです。今号では特
許・実用新案に関する知財調査（以降、特許調査）
で何がわかるか、その必要性とタイミング等につい
て解説します。

１．  自社の技術的な強み・弱みを把握して
いますか ？

あなたが何年も続いた企業の経営者であると想
定しましょう。ニッチな事業分野で他社に負けない
技術力を有していると自負しています。今のところ経
営は順調であるものの、将来を見据えその技術力
を生かした新たな製品の開発や事業の展開も必要
と感じており、同業他社の動向も気になっています。
このような場合、自社技術に関連する特許調査
を行うとその技術を取り巻く環境（技術動向）を知
ることができます（図1）。競合する他社が予想外に
多くの特許を出願しているかもしれません。自社と
同業他社の出願内容を比較解析することで自社の
技術上の強みや弱みを客観的に把握することがで
き、研究開発の方向付けに役立ちます。

２．  特許はビジネスにつながる技術情報
の宝庫

特許調査によってこれまで関係のなかった異業
種の企業からの出願を発見するかもしれません。こ
のような発見は、あなたの会社の優れた技術が異
業種分野で利用され得ることを示唆するものであ
り、新規事業展開や異分野進出へのヒントになります。
特許公報（公開公報含む）には産業上の利用分
野や出願人・発明者等に関する情報も含まれてい
ます。出願人が競合他社とは限らず将来の顧客で
あったり、共同開発をすることになる大事なパート
ナーであるかもしれません。まさに、特許はビジネス
につながる技術情報の宝庫なのです。

3．  技術開発の各段階における特許調査

企業活動の中で技術開発の各段階において行
われる特許調査について具体的に説明します（図2）。

経営に活かそう！
知的財産

知財調査（特許・実案）

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

（１）企画段階
特許調査（技術動向調査）に基づいて開発方針を
検証し開発計画を具体化します。必要に応じ、切り
口を変えて特許調査を行ったり、調査範囲を外国特
許まで拡大します。開発戦略と一体で知財戦略を
立てます。
●自社の単独開発か、他社との共同開発か
●共同開発の場合はどの会社と組むか、またどの
　部分を組むか
●開発成果の活用はオープン（許諾推進）か、
　クローズ（自社独占）か

（2）研究開発段階
開発に一定の成果が出た段階で基本特許の出願
を検討します。ノウハウとして非公開とする技術との
切り分けにより特許出願の概要が決まったら、想定
する特許請求の範囲（クレーム）に基づいて特許調
査（先行技術調査）行い、その結果をクレームに反
映させましょう。先行技術調査を行うことにより無駄
な出願を避けることができますし、この時期の特許
調査は製品化や設備投資前の侵害予防チェックに
もなっています。

（3）製品化段階
製品化に伴い基本出願をベースに優先権主張出
願＊や外国出願、改良・応用特許出願を検討します。
これら一連の出願を行う前や審査請求前には改め

て特許性の有無を確認する先行技術調査を行いま
しょう。技術開発の成果は、特許権等の知的財産権
やノウハウとして的確に保護できなければ価値が半
減するからです。
　さらに、製造開始、販売開始の前にも再度特許
調査を行って、他社の特許権を侵害しないことを確
認しましょう。事業が外国にも及ぶ場合、国ごとの調
査が必要です。誤って他社の特許権を侵害するこ
とがあれば、元も子もありません。
＊優先権主張出願：基礎出願から1年以内に改
良などにより新しい発明が生じた場合、基礎出願
の記載内容の出願日を確保しつつ新規事項を追
加して1件の出願にまとめることができます。

4．  おわりに

　特許情報は公開されるまでにタイムラグがありま
す。一度調べて大丈夫ならその先も大丈夫というこ
とにはなりません。技術者には特許情報プラット
フォーム（J-PlatPat）を利用して日頃から自社技術
に関連する特許動向に気を配っていただきたいで
す。J - P l a t P a tから学術論文検索サイト
（J-GLOBAL）も利用でき、併用すれば調査の効果
はさらに上がります。（図3）個別具体的な知財調査
に関することやJ-PlatPatの操作方法をお知りにな
りたい方には、知的財産総合センターの知財相談
や特許情報調査セミナーの受講をお勧めします。

（知財戦略アドバイザー　阿部雅樹）

　特許は技術情報の宝庫であり、特許調査は技術動向や自社の強み・弱みを把握する有効な手段になり
ます。投資と時間がかかる技術開発の努力を無駄にしないためにも、節目節目の特許調査が肝要です。

図1. 特許調査（特許情報解析）でわかること

図2. 技術開発の各段階における特許調査

図3. J-PlatPatでJ-GLOBAL検索も実施してみよう ！
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  TEL ： 03-5822-7241　　　　 E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp
  日本側窓口：国際事業課

  TEL ： +66-（0）2-611-2641　　E-mail ： thai-branch@tokyo-kosha.or.jp
  タイ事務所ＨＰ ： http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/jp/
  Facebook ： www.facebook.com/TokyoSME.TH/

【問い合わせ先】　国際事業課　タイ事務所

海外展開
Step to Success

CLM（カンボジア・ラオス・ミャンマー）の投資関連規制概要
～ラオス編～

現地情報
提供

２　外資規制

　日本からの直接投資は全体からみると、数パーセント程度となっていますが、近年は在タイ日系企
業のラオス進出、「タイプラスワン」進出が徐々に増加しています。これは、タイの2013年から
2014年の反政府デモなど、タイ政治経済の不安定さがラオスへの事業進出の一因となっています。
　ラオスの製造業については、今まではほとんど縫製・製靴業のみでしたが、日系企業の進出により
電子部品、自動車部品などの業種での投資が始まり、ラオスの産業の多角化と輸出先多様化に貢献
しています。進出企業の増加に伴い、経済特区、建設、物流企業の進出やコンサルティング会社、飲
食店等のサービス業などの企業も増加しています。

１　投資概況

　ラオスの外国投資関連制度は、前回のカンボジアと比較して、厳しい外資規制が存在しています。
ラオスには資源や電力輸出などの産業があり、外資に対する市場開放、外資規制の緩和はゆるやか
な状態となっています。ただし、監督省庁の内規により、規制内容が変動する可能性がありますの
で、進出予定の業務がラオスで実施可能かを現地専門家に必ず確認する必要があります。
　なお、現在、ラオスでは規制緩和への諸手続きが進められています。例えば、卸売・小売は2015
年5月に条件付きではありますが、100%外資の出資が認められるようになりました。今後の規制緩
和への取り組みとしては、ラオスが世界貿易機構との間で約束したロードマップが公表されており、
一部のものは前倒しで実施されています。

　ラオスでの進出方法としては、①一般事業、②コンセッション
事業、③経済特区への投資事業の３つに分類されます。進出の
形態としては、①駐在員事務所、②支店、③有限責任会社（現地
法人）、④パートナーシップなどの形態があります。支店での進
出は業種に対する制限があり、①駐在員事務所もしくは③現地
法人での進出が一般的となっています。

３　進出方法

　ラオスの人材の特徴としては、カンボジアやミャンマーなどと比べて、比較的温和な性格、より家
族主義であると認識しています。また、権利意識なども強くないと思われ、労働関連の諸問題も比較
的少なく、会社に定着すれば長きに渡るよきパートナーとなってくれると感じています。周辺国と比
較して、ラオスの人材は素朴かつ素直であり、一緒に働いていて、とてもやりがいを感じます。なぜ
なら、その真っ白な原石をどのように磨くかは、経営者の手腕にかかっているからです。

　ラオスは現代社会の中では忘れられている、現在では非合理的で、非効率的と言われる古典的な
日本的経営による地道な人材育成が馴染み、有効に作用する可能性を秘めた国と感じています。筆
者としては、日本人による人材育成面でのコミットメントがラオスの将来に大きく貢献できると信じ
ています。

（タイ事務所経営相談員　藪本 雄登）

４　人材像

～Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office～

タイ事務所活動報告 vol.5
特徴
製造業
飲食業
小売業
卸業

人材紹介業

原則自由
原則自由
原則自由
原則自由
原則自由
原則自由

厳しい外資規制
原則自由
原則自由
原則不可
原則不可
原則不可

厳しい外資規制
原則自由
原則自由
原則不可
原則不可
原則不可

カンボジア ラオス ミャンマー
＜各国の外資規制の特徴一覧＞

　タイ事務所では、木曜日を除く平日午後、現地ビジネ
スに精通した専門家や日本の弁護士を配置し、現地ビ
ジネスに係る様々な相談を無料で承っています。
　先月号より経営相談員である藪本相談員がCLM（カ
ンボジア・ラオス・ミャンマー）の投資環境について３回
にわけて連載しています。
　第２回は安価な人件費、安定した政治と親日的な国民
性、様々な投資優遇策があることから、新たな投資先と
して注目されているラオスです。「アセアンのバッテ
リー」と呼ばれるように、メコン河とその支流の豊富な
水力を利用した発電事業を行っており、タイを中心とし
て近隣諸国に電力を供給しています。
　ラオスの政治は、一党指導型の政治体制の下、一貫性が保たれており、安定していると言えます。
また、タイに比べて、人件費が３分の１から４分の１であること、ラオス語とタイ語の言語的類似性か
ら、タイ人に指導や管理を任せられるというメリットもあります。

ヴィエンチャン市内 タイ-ラオス国境チェックポイント（ラオス側）

ヴィエンチャン市内
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左から、有井ユカ氏、廣田達朗氏、有井ゆま氏。
有井姉妹率いるスタイルY2インターナショナルで
は、「日本のオモシロで新たな価値創造を」を目標に、
プロダクトデザイナーの吉冨 寛基氏（左）と
クラシコ代表の大和 新氏（右）

※１　チェストピースとは、身体の表面に接触させ音を集める部分のこと。シングルタイプとダブルタイプの2種類がある。
※２　聴診器を製造するには医療機器製造販売業許可が必要である。「U scope」はケンツメディコ（株）の協力を得て、

製品化を実現させた。
※3　ティザーサイトとは、発売前の新製品に関する断片的な情報を公開し、ユーザーの興味を引くためのウェブサイト

のこと。

字部分の金属パーツです。折り畳みでき
ることにこだわったので、開閉式でかつ
強度もありながら、内部を空洞にして音
が通るようにしないといけない。ほかに
も難しい条件がたくさんあるのを、すべ
てクリアして、商品化しないといけなかっ
た。技術面とデザイン性を両立させるた
めに、エンジニアと私とで何十回もやり
とりして、探っていった感じです。
大和……結果、開発に3年近くかかり、最
終プロトタイプができたのが平成27年
の冬くらいでした。思ったより時間がか
かりましたが、中途半端なものを出して
既存のユーザーを失望させてしまえば、
白衣のブランドも崩れてしまう。だからこ
そ急ぎたい気持ちはあっても、納得でき
るものに仕上がるまでは、絶対出せない
と決意していました。
■資金調達にはクラウドファンディングを
　活用しましたが、その意図は ？
大和……量産に向けた資金調達とマー
ケティング目的の両面がありました。もと
もと聴診器ってニッチな世界で、国内だ
けでなく海外に向けて販売していかない
とすぐに限界がきてしまいます。そのた
め、平成28年2月からクラウドファンディ
ングサイト「INDIE GOGO」にて募集した
ところ、予想を上回る47,576USドルの調
達（317%達成）に成功しました。応募者
は、アメリカ36.5%、ヨーロッパ15.7%、日

本を除くアジア・オセアニア11.8%と海外
の方が6割以上でした。
吉冨……ネーミングも「U scope」に決ま
り、同時並行でパッケージの制作とプロ
モーションの準備を進めていきました。
通常の聴診器のパッケージってシンプル
なものが多いのですが、「U scope」の
パッケージは写真を使用することにし
て、紙や加工にもこだわりました。
大和……クラウドを募集する直前にティ
ザーサイト（※３）を立ち上げて、開発秘話
を掲載しました。開発に3年もかかったの
で、記事のネタには事欠かなかったです。
ここに「U scope」のシルエットを出した
だけで、ニュースサイトに取り上げられ
たり、facebookで「いいね」がついたり、
代理店からの問い合わせもありました。
吉冨……最初の量産品ができあがった
のは平成28年7月です。生産に3カ月、素
材の調達から考えれば半年かかりまし
た。量産のクオリティを厳密に保つため、
工場に自ら出向いて検品を行いました。
大和……初回出荷分の300本は、「INDIE 
GOGO」の参加者に送りました。実際に
使ってくれた医師から、「いままで使って
きた聴診器のなかで、音質や機能も含め
て一番いい」という感想が寄せられて、と
ても嬉しかったですね。その後、7月末に
一般発売しましたが、ニュースサイトに
取り上げられて、一気に問い合わせが増

えました。一部売り切れの商品があった
のですが、「ウェブからは買えないから」
と工場に直接電話注文が入ったそうで
す。目標数は軽く超えてしまい、1週間で
200本もの予約が入りました。代理店か
らの問い合わせも多く、最初としてはうま
く滑り出せたかなと思います。
■今後の目標は ？
大和……売上金額や個数の目標は特に
設けていません。世界中で長期に渡って
愛用される商品にしたい。そのために
は、何よりも品質が大事です。すべてのお
客様に満足いただける商品を届けてい
きたいと思います。

企業名：クラシコ株式会社
代表者：大和　新（おおわ あらた）
資本金：1,000万円
従業員数：11名
本社所在地：東京都渋谷区神宮前5-42-13
　　　　　    TAKIビル表参道 B1F 

ヒットの陰にデザインあり。魅力的な商品には必ず優れたデザインが存在します。
今回のデザインコラムではデザイン、素材、機能性にまでこだわって開発した「聴診器」について伺いました。

200年形の変わらなかった聴診器に新風を吹き込んだ「まったく新しい聴診器」
「U scope」
クラシコ株式会社 代表取締役 大和 新氏×YOSHIO GOODRICH DESIGN 吉冨 寛基氏

■白衣メーカーが聴診器を手がけた
　理由は何ですか ？
大和……クラシコは、「なぜ白衣はペラ
ペラで同じような作業着しかないの
か？」という友人医師の不満から、新しい
白衣をつくろうとはじめた会社です。創
業から5年経ち、多くの医師からたくさん
の感想や意見をいただくなかで、医療業
界には機能最優先で、デザインや使い心
地が伴わないものがまだまだあるので
はないか、と気づきました。そこで、現代
に合った新しい「聴診器」をつくりたいと
思い、「いいプロダクトデザイナーがいな
いか」と探していたときに、紹介されたの
が吉冨さんでした。
吉冨……大和さんとはじめてお会いした
のは平成25年8月頃のことです。私のこと
を知ってもらおうと、過去の作品を見せ
ながらこの形になった経緯やこだわった
部分などを細かく説明しました。
大和……吉冨さんの作品はシンプルだ
けど機能的な工夫があって、モノづくり
の姿勢にすごく共感できたんです。クラ
シコのブランドのトーンともあっていま
したし。それでお願いすることにしました。

吉冨……聴診器のデザインははじめて
でしたが、だからこそフレッシュな気分
でそのものを深く掘り下げて、客観的な
目で分析できました。現状の聴診器をリ
サーチしたうえで、大和さんの思い描く
新しい聴診器のイメージを受けて、デザ
イン提案しました。2カ月後くらいでしたね。
大和……そのデザイン画を見たときに、
ピンときました。医療機器としての聴診
器であることを満たしたうえで、パッと見
た瞬間に「いままでと違う」ことが伝わる
デザインだったんです。その後、ユーザー
である医師にヒアリングを行いました。
4～5人の医師にデザイン画を見せて意
見をもらい、デザインを見直すという工
程を数回繰り返しました。
吉冨……当初、チェストピース（※１）をラッ
パのような聴診器の原型に近い形で考
えていましたが、医師たちからは「クラ
シックすぎる」「古臭い」と反応が悪かっ
た。こちらの意図と、医師の反応が違って
いたので、大きく変更した部分です。
大和……半年後、デザイン画が固まった
段階で、ツテをたどって、聴診器を製造で

きる国内唯一のメーカーであるケンツメ
ディコに提案に行きました（※２）。
吉冨……先方の反応は、「これをつくる
のか…」と苦笑いでしたね。既存の聴診
器とは違うものをつくろうとしているの
で、初見で大変そうだと思われたようで。
大和……今回のように異業種からの参
入で、オリジナル商品をつくりたいという
依頼は山ほどあるようですが、初期投資
が必要なこともあって、流れてしまうこと
がほとんどだそうです。そこをしつこく何
回も電話をしたり、会いに行って交渉し、
初期投資もこれだけやるという姿勢を粘
り強く伝えていきました。ようやく「そこま
でいうならやってみましょう。ただし完成
するかどうか保証はないですよ」と、先が
見えないなかのスタートでした。

クラウドやウェブをうまく
マーケティングに活用

■企画、デザイン、製造とどのように関わ
　りながら進めていったのですか ？
吉冨……進め方としては、まず私が金型
製作のための精密な図面を起こして、ケ
ンツメディコのエンジニアに渡し、パー
ツごとに試作をしていきました。特に難
しかったのは、イヤーピースを結合するT

特別
対談 成功するデザイン戦略中小企業経営者×デザイナー

シングル ダブル

「デザイン活用ガイド」
無料で差し上げます

デザイナーと一緒に仕事をしてみたい中小企
業の方々に向けたガイドブック「デザイン活
用ガイド」を無料で差し上げて
います。入手方法は、公社トッ
プページ左側のメニューから、
「新製品、新技術開発＞デザイ
ン活用ガイド」のページをご覧
ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/guide.html

パッケージは吉冨氏のほかに、グラフィックデザイナ
ーも制作に加わった。「U scope」の魅力が伝わるよ
うな写真を撮影するのに苦労したという。

使わないときは白衣のポケットへ収納できるよう、折
り畳めることにこだわった。

ティザーサイトでは3年間の挑戦を開発秘話の形で
アピールし、注目を集めた。
（http://www.clasic.jp）ヒアリングを繰り返し、

ユーザーに寄り添ったデザインに

「U scope」のネーミングは、コピーライターの提案
のなかから、大和氏が決定。「Ｕ」の文字には聴診器の
形状のほか、ユニバーサル、ユニークといった意味が
込められている。

「U scope」のチェストピースの表面は新潟・燕三条
の職人が手作業で鏡面研磨している。シングルタイ
プとダブルタイプがあり、それぞれシルバー、ブラッ
ク、ゴールドの3色のバリエーションがある。

  
  TEL ： 03-5822-7232　E-mail ： senryaku@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　経営戦略課　デザイン導入・活用支援事業担当

公社トップページ → 公社事業案内 → デザイン支援事業
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製品化を実現させた。
※3　ティザーサイトとは、発売前の新製品に関する断片的な情報を公開し、ユーザーの興味を引くためのウェブサイト
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  TEL ： 03-5822-7232　E-mail ： senryaku@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　経営戦略課　デザイン導入・活用支援事業担当

公社トップページ → 公社事業案内 → デザイン支援事業
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      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 ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【問い合わせ先】　企業人材支援課　人材支援担当

→ →公社トップページ 研修・セミナー・人材育成・社員教育 インターンシップ受入支援E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

 

　ものづくりの次世代を担う若者に「ものづくり中小企業の魅力」を伝えるインターンシップの促進を図る
ため、公社では専門相談員（魅力体験コーディネータ）が都内工業高校、工業高等専門学校等と企業の
コーディネートを行っています。インターンシップ生を受け入れた企業に対し、負担軽減のための受入奨
励金（１日１名あたり8,000円・最大１０日間）を支給しています。

　今回ご紹介する株式会社呉製作所（以下同社）は、２年前からイン
ターンシップ生を受け入れていますが、今年度から初めてデュアルシス
テム（※１）の生徒の受入を実施しています。
　一方、生徒を派遣した都立多摩工業高等学校は、キャリア教育の一
環としてデュアルシステムを取り入れ、卒業後、生徒は、志望する企業
に就職しています。平成３０年度からはデュアルシステム科が新設さ
れ、これまで以上に企業での就業経験が増え（１年次　企業見学・イン
ターンシップ　１０日間、２年次　長期企業訓練　１か月×２回、３年
次　長期企業訓練　１か月×１回又は２回）、ものづくり企業での即
戦力としての活躍が期待されています。
　同社は、戦中戦後３０年間、当時の呉海軍工廠（※２）およびビクター
オート株式会社（※３）で培った精密機械部品・航空機部品製造のノウ

ハウをもとに、独自の技術力で顧客ニーズにフレキシブルに応えています。
　藤本社長は「デュアルシステムの生徒の受入は、社員の人材育成の上でも非常に役立っています。これ
まで学校とのパイプもなかったので、若手社員が後輩を教えるということの難しさを体験する機会が少な
く、社員にとっても、いい刺激になっています。今後もデュアルシステムの生徒を受け入れていきたい。」と
語られました。
　今回の実習生、都立多摩工業高等学校電気科２年の生徒さんは同社訪問の際、装
置の組立作業やマシニングセンターを巧みに操作して部品の一部を切削加工して
いました。指導する社員から優しく声をかけられながら、自ら作った製品が将来にわ
たって社会に役立つことを願って作業をしていました。「社員の方にはお忙しい中、
親切に指導していただいています。もっともっと上手になりたいし、他の作業も経験
してみたいです。学校では学べない多くの貴重な体験をさせていただき本当に感
謝しています」という生徒さんの素直な言葉を聞き、長期にわたって実践的に就業
体験ができるデュアルシステムのメリットを垣間見ることができました。

受入企業の概要
株式会社呉製作所　
代表取締役社長　藤本　洋
所在地／〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平2-89-1
TEL／042-560-4422　　FAX／042-560-2950
資本金／1,000万円　　従業員数／40名
事業概要／機械設備の設計・修理、航空機部品の加工製造、特殊車両部品の
　　　　　加工製造等
特徴／加工から組立までワンストップで受注している。また、最新鋭の検査機器

の導入や検査技術者の育成に力を入れ、伝統の高い品質基準と管理体制
のもと、各受入れ製造段階から出荷まで徹底した検査を実施している。

魅力体験コーディネータから
ものづくり人材の不足が慢性化する中、
中小企業がインターンシップやデュアル
システムを活用することは、将来の企業の
人材確保に繋げるために有効です。受け
入れ時に時間と労力を伴うかもしれませ
んが、ぜひ受入企業として手を挙げてい
ただきたいと思っています。ものづくり人
材は、学校だけで生徒を育てるのではな
く、実社会の力を借りながら育てていくこ
とが重要であると考えます。
 （魅力体験コーディネータ　平林　博）

公社ではインターンシップ受入にご協力いただける企業を募集しています。
社会貢献や地域貢献、人材の確保、従業員のＯＪＴとしてインターンシップ制度をぜひご活用ください。

藤本洋社長

マシニング加工作業の実習

ものづくり中小企業
魅力体験受入（インターンシップ）支援事業

ものづくり中小企業
魅力体験受入（インターンシップ）支援事業

現場
レポート

※１ デュアルシステム……学校での授業と企業での実践的な就業訓練を組み合わせた新しい教育システム。インターンシップより長い期間で就業訓練を行う。
※2 海軍工廠……艦船、航空機、兵器などを開発・製造などを行っていた海軍直営の軍需工場。
※3 ビクターオート株式会社……昭和３０年代に米軍基地内に設置され、米軍の飛行機・ジープ等を修理していた会社。２，０００名もの従業員が従事していた。

かいぐんこうしょう

かいぐんこうしょう

 
【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。また併せて、
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（年間）
19,800円
21,000円
33,000円
42,000円
84,000円

年会費（３ヵ月）
4,950円
5,250円
8,250円
10,500円
21,000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。
【東京ドームシティ】
野球観戦、だれでもご存じの東京ドーム。
実は、この施設、球場以外にも、いろいろな面白い施設や
企画がいっぱいあるのをご存じですか。

遊園地としての「東京ドームシティ アトラクションズ」
天然温泉の「スパ ラクーア」
おいしいランチやディナーが楽しめる「東京ドームホテル」
そして、野球観戦できる「東京ドーム」

  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！

ＪＯＹＬＡＮＤでは、上記施設（東京ドームシティ）が割安な料金でご利用いただけます。
また、これらをまとめてお手軽に楽しめるチケットをご用意しております。
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。

新サンダー＆ビッグ・オー

スパ ラクーア　ヒーリングバーデ
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産業交流展2016  出展のご報告

 

　公社支援企業の取組成果を発表す
る場として、公社のインキュベーショ
ン施設に入居するスタートアップ企業
など計12社が公社ゾーンに出展。あ
わせて事業化チャレンジ道場の支援
企業6社も一体となり、開発製品等を
展示しＰＲを行いました。また、知財相
談ブースやビジネスチャンスナビＰＲ
コーナーを設けました。

広域多摩イノベーションプラットフォーム
平成28年度 新技術創出交流会 を開催しました

【問い合わせ先】　多摩支社

  TEL ： 042-500-3901

平成 28年 10月 25日（火）にパレスホテル立川において、“大手企業の開発部門等”と“モノづくり中小
企業”が集まる展示商談会「新技術創出交流会」を開催しました。
9回目の開催となった今回は、大手企業（51社・事業部）・中小企業（165社）ともに過去最多の参加数と
なりました。製品展示会と講演会は一般公開しており、300名超の来場者の方にお越しいただき、会場は大い
に盛り上がりました。

■ 第二部
　 個別面談会（１２：００～１８：００）
    時間割当制の個別面談会。面談時間は20分。
    面談ブースにおいて、大手企業と中小企業の
    1対1の個別面談を248件実施しました。

■公社ブース
公社ブースでは多摩支社の3Ｄプリンターで製造した造形物の展示と世界発信プロジェクトのＰＲを行いました。

■講演会（１０：３０～１１：３０）
株式会社野村総合研究所の桑津浩太郎氏に 「IoTの動向と新たなビジネスモデル」と題してご講演いただきました。

■ 第一部
　 製品展示会（１０：００～１８：００）
     中小企業（136社）、研究機関（1機関）、金融機関（3機関）、当公社の計141の企業・団体がブースを出展しました。　 ■「公社総合展示ゾーン」

　中小企業による国内最大級のトレードショー『産業交流展2016』が、10月31日(月)・
11月1日(火)・2日(水)の3日間、東京ビッグサイトにて開催されました。今年度は、新設し
た東７ホールまでエリアを拡大し、世界発信プロジェクト推進協議会が主催する「ビジネス
フロンティア・フェア」との同時開催となりました。

■東京都デザイン支援ブース

　中小企業がデザイナーと取り組ん
だ製品開発等を展示でご紹介するほ
か、デザイナーとのマッチングを実施
しました。

　総数127社の創意あふれる製品・サー
ビス等が一堂に展示されたほか、ビジネ
スチャンスナビやマーケットサポートなど
の施策を紹介しました。

■ビジネスフロンティア・フェア

株式会社C&Vテクニクス

　平成24年創業、公社多摩支社
の創業支援施設に入居していま
す。展示会出展はハードルが高い
のですが、今回は公社職員が当
社に来訪いただき、パネルの文言
やデザイン、展示方法などのアド
バイスがあり安心して出展でき
ました。様々な業種の方が来場く
ださり充実した展示会出展となり
ました。

代表取締役
鵜飼  勝三 氏

出展企業の声
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　公社では創業を目指す方に、低廉な家賃でのスペース
の提供とインキュベーションマネージャーによるアドバイ
スを行うインキュベーションオフィスを運営しています。今
回は24時間利用可能な完全個室のオフィス「ソーシャルイ
ンキュベーションオフィス・SUMIDA」を紹介します。

  

腰を据えてじっくり着実な起業をして収益を得ていきたい
創業者をお待ちしています。

「ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA」

創業前または
創業５年未満の
中小企業者

10～
21.36㎡

20室
19,158円～
40,922円

主な資格要件
（対象者） 面積室数 賃貸料・共益費

（月額／税込） ●インキュベーションマネージャーが入居者ごとに
　アドバイスを実施
●入居者ニーズに合わせた独自セミナーや相談会を実施
●公社等公的支援機関の事業紹介
●公社が家賃を半額補助

支援内容

　笑顔がチャーミングな代表者の椎橋聡子氏は、食と健康に関する数多くのプロジェクトを経験した後、フ
リーランスの管理栄養士として活動を開始。平成２５年１２月に株式会社Food Smileを立ち上げた。同社の
モットーは「食を切り口に、人に笑顔や感動を与えること」であり、この分野での様々なソリューションを提供し
ている会社である。
　主な事業は、インターネット受注で、食品のカロリーや栄養価の計算結果を提供する「カロリー計算・栄養
価計算センター事業」のほか、飲食店や食品メーカー等を対象とした「レシピ開発事業」、食の専門家が提供
する「栄養教育事業」、コラムや特集記事等の執筆と監修を行う「コンテンツ事業」、専門家の立場から企業
へ販売戦略を提案する「販売促進事業」などである。
　最近では、飲食チェーン店の新業態店舗のレシピ開発やコンビニで販売されるムック本「アスリートフー
ド実践ＢＯＯＫ」の監修、さらには、モバイルサービス企業との業務提携など、多彩な事業活動を行いながら、
自社ＷＥＢサイトやフェイスブック上で、「食」に関する、示唆に富んだコラムを掲載し、注目を集めている。
　特に栄養価計算業務サービスは、新たな「食品表示法」で、あらゆる食品に栄養成分表示をすることが義
務化され、関心が高まっている。椎橋氏はこの事業において、業界でのスタンダードを確立することを目指
している。それゆえ、単なる個人ブランドの経営ではなく、「仕組み化・組織化」された企業に育てようと意欲
的に事業に取り組んでいる。
　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDAでは、インキュベーションマネージャーと定例ミーティ
ングを持ち、現状課題の解決と将来を見据えた事業運営、経営のあり方等のアドバイスを受けている。先日
は、支援の一環として、webを効果的に活用したいという椎橋氏のニーズに応え、独自セミナーが開催されている。
毎日の食事は、心の栄養も豊かにしてくれる。そんな思いを持つ同社の、今後の発展に大いに期待したい。

入居者
募集中 ！

食で笑顔を創造する ！入 居 企 業 の
ご 紹 介

株式会社Food Smile　椎橋 聡子氏

代　表：椎橋 聡子　　　法人設立：平成25年12月
所在地：東京都墨田区本所3-15-5
　　　　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA  201号室
U  R  L ：http://www.food-smile.com/ 
ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA入居：平成28年5月
事業概要：食と健康に関する情報提供とカロリー・栄養価計算
　　　　　業務　　　

  TEL ： 03-3622-3681　E-mail ： sumida@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA

→公社トップページ インキュベーションオフィス情報

株式会社Food Smile

  〒130-0004 東京都墨田区本所3-15-5

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 12月15日（木） 9時30分から

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

【問い合わせ先】　取引振興課　

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

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

東京都中小企業の景況
ー前月と同水準で推移ー　業況と見通し
10月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした

企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲34（前月▲
33）とほぼ横ばいで推移、模様眺めとなりました。今後３か
月間（11～１月）の業況見通しDI（当月（10月）に比べて
「良い」とした企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月
▲18と前月（▲18）と同水準で推移しました。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲51→▲45）は６

ポイント増加、前月のわずかに悪化から改善しました。一
方、サービス業（▲23→▲27）は４ポイント減少とやや悪
化したほか、製造業（▲25→▲28）と卸売業（▲38→▲
41）はともに３ポイント減少、わずかに悪化しました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「衣料・身の

回り品」（▲44→▲23）が21ポイント増加、非常に大幅な
改善となった一方、「紙・印刷」（▲21→▲50）が29ポイン
ト減少、前月の24ポイント改善から非常に大幅な悪化と
なりました。卸売業では「機械器具」（▲37→▲26）が11
ポイント増加、一進一退で推移した一方、「食料品」（▲37
→▲50）が13ポイントと大幅に減少、３か月ぶりに悪化し
ました。小売業では「余暇関連」（▲49→▲29）が20ポイ
ント増加、非常に大幅に改善したほか、「耐久消費財」（▲
45→▲37）が８ポイント増加、「衣料・身の回り品」（▲60
→▲54）が６ポイント増加しました。サービス業では「個人
関連サービス」（▲32→▲40）が８ポイント減少、３か月ぶ
りに下向いた一方、「企業関連サービス」（▲20→▲21）
がほぼ横ばいとなりました。

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

調査対象企業数：３,８７５　
回答企業数：1,353　　　　　回答率：34.9％

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

業況DI・業況見通しDI（全体） （季節調整済DI）

登録番号（27）267

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

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

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

注）調査票回収期間：平成 28 年 11 月１日～ 11 月９日

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

受注案件 No.
所在地区

資本金
作業員数 希望する仕事又は自社 PR 主要設備　他 経験

年数 問合せ窓口

1 No.00044030
大田区

1,000万円
3人

オーダーメイド。小ロットより製作
可。外観、電圧、回転数等御相談
下さい。

ヒステリシスモータ、交流インダクションモータ、直流
モータ、減速機付各種モータ、磁石発電機。特殊物も
製作致します。

30年
城南支社
TEL  03-3733-6245
FAX  03-3733-6246

2 No.00044031
大田区

1,200万円
11人

設計製作機械、制御盤、固液分離
各種、コンベア各種、自動機械、部
品加工

旋盤、フライス盤、シャーリング、ベンダーコーナー
シャー、油圧プレス溶接機アルゴン半自動、ボール盤、
セットプレス

40年
城南支社
TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246
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務化され、関心が高まっている。椎橋氏はこの事業において、業界でのスタンダードを確立することを目指
している。それゆえ、単なる個人ブランドの経営ではなく、「仕組み化・組織化」された企業に育てようと意欲
的に事業に取り組んでいる。
　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDAでは、インキュベーションマネージャーと定例ミーティ
ングを持ち、現状課題の解決と将来を見据えた事業運営、経営のあり方等のアドバイスを受けている。先日
は、支援の一環として、webを効果的に活用したいという椎橋氏のニーズに応え、独自セミナーが開催されている。
毎日の食事は、心の栄養も豊かにしてくれる。そんな思いを持つ同社の、今後の発展に大いに期待したい。

入居者
募集中 ！

食で笑顔を創造する ！入 居 企 業 の
ご 紹 介

株式会社Food Smile　椎橋 聡子氏

代　表：椎橋 聡子　　　法人設立：平成25年12月
所在地：東京都墨田区本所3-15-5
　　　　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA  201号室
U  R  L ：http://www.food-smile.com/ 
ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA入居：平成28年5月
事業概要：食と健康に関する情報提供とカロリー・栄養価計算
　　　　　業務　　　

  TEL ： 03-3622-3681　E-mail ： sumida@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA

→公社トップページ インキュベーションオフィス情報

株式会社Food Smile

  〒130-0004 東京都墨田区本所3-15-5

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 12月15日（木） 9時30分から

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

【問い合わせ先】　取引振興課　

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

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

東京都中小企業の景況
ー前月と同水準で推移ー　業況と見通し
10月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした

企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲34（前月▲
33）とほぼ横ばいで推移、模様眺めとなりました。今後３か
月間（11～１月）の業況見通しDI（当月（10月）に比べて
「良い」とした企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月
▲18と前月（▲18）と同水準で推移しました。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲51→▲45）は６

ポイント増加、前月のわずかに悪化から改善しました。一
方、サービス業（▲23→▲27）は４ポイント減少とやや悪
化したほか、製造業（▲25→▲28）と卸売業（▲38→▲
41）はともに３ポイント減少、わずかに悪化しました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「衣料・身の

回り品」（▲44→▲23）が21ポイント増加、非常に大幅な
改善となった一方、「紙・印刷」（▲21→▲50）が29ポイン
ト減少、前月の24ポイント改善から非常に大幅な悪化と
なりました。卸売業では「機械器具」（▲37→▲26）が11
ポイント増加、一進一退で推移した一方、「食料品」（▲37
→▲50）が13ポイントと大幅に減少、３か月ぶりに悪化し
ました。小売業では「余暇関連」（▲49→▲29）が20ポイ
ント増加、非常に大幅に改善したほか、「耐久消費財」（▲
45→▲37）が８ポイント増加、「衣料・身の回り品」（▲60
→▲54）が６ポイント増加しました。サービス業では「個人
関連サービス」（▲32→▲40）が８ポイント減少、３か月ぶ
りに下向いた一方、「企業関連サービス」（▲20→▲21）
がほぼ横ばいとなりました。

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

調査対象企業数：３,８７５　
回答企業数：1,353　　　　　回答率：34.9％

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

業況DI・業況見通しDI（全体） （季節調整済DI）

登録番号（27）267

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

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

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

注）調査票回収期間：平成 28 年 11 月１日～ 11 月９日

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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IT化が進み、組織の情報を狙ったサイバー攻撃やランサム
ウェアの被害が広がっています。ターゲットとなるのは、大企
業ばかりではありません。最新のサイバー犯罪の概要や中
小企業におけるサイバーセキュリティ対策の必要性を説き、
その対策方法などについて解説します。

みなさんは自社の「価値」を効果的に伝えることができて
いるでしょうか。日々の業務の中でリーダーシップを取れ
ているでしょうか。本研修では、次世代リーダーに求めら
れるスキルを学びます。

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説します。
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、また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。

モノづくりの活動と財務諸表との関係、会社の損益や資
金の流れの関係について理解し、これからの自社の経営
（業務）の方向性について考える能力育成を目的にして
います。主な内容は、財務諸表（B/S、P/L）の見方、原価計
算、コストダウンへの取組方、採算性評価、事業計画の策
定です。
※電卓をご持参ください

ISO14001:2015規格要求事項解説講座

業務革新のための生産管理（実践編）
～変化の時代の生産管理～

自社の「価値」を効果的に伝える『プレゼン手法』と
会議を劇的に変える『ファシリテーション手法』

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２９年１月２５日（水）
１４：００～１６：００
無料
台東区民会館８階　第２会議室
（台東区花川戸2-6-5）
東京都内の中小企業様
※大企業の方や経営コンサルティング業
　に従事されている方のご参加はご遠慮
　ください。
１００名（先着順）
第一部：
警視庁警務部人事第一課サイバーセキュリティ対策本部
市川　純次 警部補
第二部：
トレンドマイクロ株式会社統合政策担当課長代理
鐘ヶ江　誠子 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年2月3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）
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
※当公社の研修は中小企業向けです。講
　師と同業、コンサルタントの方はご遠慮
　ください。
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

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成29年2月10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）
管理・監督者の方など
14名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

取引振興課
TEL 03-3251-7883　FAX 03-3251-7888

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29年2月2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）
株式会社タナベ経営
マネジメントパートナーズ本部
部長　石井　利幸 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

統計的な品質管理手法を活用した問題解決の基本をわ
かりやすく学習します。具体的には、統計的な品質管理
手法として、現場でよく使用される“ヒストグラム”“管理
図”“検定と推定” 等の基本スキルを学びます。
※電卓をご持参ください

国分寺で開催します。輸出取引の仕組みや取引の形態、
取引先の選定、為替、信用調査、取引条件、決済、信用状、
通関等の基礎知識を学びます。前回の受講者からは「基
礎プラスαされた実話が盛り込まれた内容で、とても興
味深いものでした」（30代女性 実務経験：なし）「ここ数
年“物流”に大きなウエイトを占める仕事に携わるように
なり、初めて学ぶ事も多く、今回受講し、改めて“物流”の
難しさと重要さを再認識しました。併せて、自分の勉強不
足を痛感させられ、尚一層の勉強が必要である事を自覚
しました」（50代男性 実務経験：輸出20年輸入4年）と感
想がありました。

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
響等を学びます。

日 　 時

受 講 料
会 　 場
募集人数
講 師

平成29年2月16日（木）・17日（金）(２日間）
10:00～16:00
15,000円
国分寺労政会館 (国分寺駅南口より徒歩５分)
40名（先着順）
国際ビジネス・貿易コンサルタント
株式会社ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 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29年2月28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
※公社の研修は中小企業向けです。講師
　と同業、コンサルタントの方はご遠慮
　ください
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　吉野　定治 氏

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

問い合わせ先

問題解決のための品質管理手法（実践編）
～統計的な品質管理の基礎を学ぶ～ ISO9001：2015規格要求事項解説講座

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務(初級)

＝多摩会場＝
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問い合わせ先

中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年2月16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）
ＱＣ七つ道具の基本項目（特性要因図、
パレート図など）を学習したことがあり、
製造現場で生産業務に携わっている方
14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

 

 

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

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

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

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

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

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい
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IT化が進み、組織の情報を狙ったサイバー攻撃やランサム
ウェアの被害が広がっています。ターゲットとなるのは、大企
業ばかりではありません。最新のサイバー犯罪の概要や中
小企業におけるサイバーセキュリティ対策の必要性を説き、
その対策方法などについて解説します。

みなさんは自社の「価値」を効果的に伝えることができて
いるでしょうか。日々の業務の中でリーダーシップを取れ
ているでしょうか。本研修では、次世代リーダーに求めら
れるスキルを学びます。

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説します。
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、また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。

モノづくりの活動と財務諸表との関係、会社の損益や資
金の流れの関係について理解し、これからの自社の経営
（業務）の方向性について考える能力育成を目的にして
います。主な内容は、財務諸表（B/S、P/L）の見方、原価計
算、コストダウンへの取組方、採算性評価、事業計画の策
定です。
※電卓をご持参ください

ISO14001:2015規格要求事項解説講座

業務革新のための生産管理（実践編）
～変化の時代の生産管理～

自社の「価値」を効果的に伝える『プレゼン手法』と
会議を劇的に変える『ファシリテーション手法』

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２９年１月２５日（水）
１４：００～１６：００
無料
台東区民会館８階　第２会議室
（台東区花川戸2-6-5）
東京都内の中小企業様
※大企業の方や経営コンサルティング業
　に従事されている方のご参加はご遠慮
　ください。
１００名（先着順）
第一部：
警視庁警務部人事第一課サイバーセキュリティ対策本部
市川　純次 警部補
第二部：
トレンドマイクロ株式会社統合政策担当課長代理
鐘ヶ江　誠子 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年2月3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）
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
※当公社の研修は中小企業向けです。講
　師と同業、コンサルタントの方はご遠慮
　ください。
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

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成29年2月10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）
管理・監督者の方など
14名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

取引振興課
TEL 03-3251-7883　FAX 03-3251-7888

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29年2月2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）
株式会社タナベ経営
マネジメントパートナーズ本部
部長　石井　利幸 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

統計的な品質管理手法を活用した問題解決の基本をわ
かりやすく学習します。具体的には、統計的な品質管理
手法として、現場でよく使用される“ヒストグラム”“管理
図”“検定と推定” 等の基本スキルを学びます。
※電卓をご持参ください

国分寺で開催します。輸出取引の仕組みや取引の形態、
取引先の選定、為替、信用調査、取引条件、決済、信用状、
通関等の基礎知識を学びます。前回の受講者からは「基
礎プラスαされた実話が盛り込まれた内容で、とても興
味深いものでした」（30代女性 実務経験：なし）「ここ数
年“物流”に大きなウエイトを占める仕事に携わるように
なり、初めて学ぶ事も多く、今回受講し、改めて“物流”の
難しさと重要さを再認識しました。併せて、自分の勉強不
足を痛感させられ、尚一層の勉強が必要である事を自覚
しました」（50代男性 実務経験：輸出20年輸入4年）と感
想がありました。

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
響等を学びます。

日 　 時

受 講 料
会 　 場
募集人数
講 師

平成29年2月16日（木）・17日（金）(２日間）
10:00～16:00
15,000円
国分寺労政会館 (国分寺駅南口より徒歩５分)
40名（先着順）
国際ビジネス・貿易コンサルタント
株式会社ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 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29年2月28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
※公社の研修は中小企業向けです。講師
　と同業、コンサルタントの方はご遠慮
　ください
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　吉野　定治 氏

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

問い合わせ先

問題解決のための品質管理手法（実践編）
～統計的な品質管理の基礎を学ぶ～ ISO9001：2015規格要求事項解説講座

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務(初級)

＝多摩会場＝

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

問い合わせ先

中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年2月16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）
ＱＣ七つ道具の基本項目（特性要因図、
パレート図など）を学習したことがあり、
製造現場で生産業務に携わっている方
14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

 

 

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

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

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

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

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

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい
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植物油インキを使用しています。

K

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
TEL 03-3251-7897　FAX 03-3251-7796　HP http://www.tokyo-kosha.or.jp/
「アーガス21」は毎月10日に発行し、 公社会員企業様に無料でお届けしている情報誌です。

 わ 【問い合わせ先】　助成課

近年、ASEANを中心とする新興国の成長により、海外へ販路開拓を目指す企業は増加しています。
国によって法制度や商習慣が異なるなか、海外でのビジネスを軌道に乗せることは簡単ではありませ
ん。公社では、こうした課題を克服し将来リーダーとして中心的な役割を担う人材を育成することを目
的に講座を開催しています。

海外展開を担うリーダーを目指す人のための連続講座

国際化対応リーダー養成講座のご案内

 わ
せ
先

 

【問い合わせ先】　助成課

  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・お申し込みはこちらへ

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

　海外営業を担う経営者から担当者まで幅広い方々にご
参加をいただきました。本講座は、海外ビジネスプランの
作成をゴールとし、海外リーダーとして必要な能力を、講
義とグループワークを通じて身に付けられるように構成
されています。例えば、事業環境を分析し戦略を検討する
際には、受講生同士でアドバイスしあうことで、新たな気
づきやアイデアが得られました。

平成２８年度　製造業コース開催結果

講座概要

都内に事務所を有する中小企業
※海外展開（主にASEANの販路開拓）業務の
　中心的役割を担う幹部・リーダーを目指す方

都内に店舗を有する中小企業
※海外出店（主にASEANへの出店）の中心的
　役割を担う幹部・リーダーを目指す方

製造業コース NEW　サービス業コース

平成28年7月から10月まで 平成29年2月から3月まで（予定）

自社の遺伝子分析、問題解決力、グローバルマ
インドセット、海外戦略及びマーケティング、海
外ビジネスプラン作成①～④、海外組織マネジ
メント、海外実務、ロジカルプレゼンテーション

マーケティングや出店・開店計画策定、コミュニ
ケーションなど実践的な内容に重点を置く予定
です。
※12月中旬より国際事業課ホームページで募集を開始
　します。

※各コース　定員15名　受講料5万円

コース

受講対象

期間

主な内容

平成２８年度　サービス業コース開催のご案内
　公社では、従来内需型と考えられていた消費者対応型ビジネスの海外展開ニーズの高まりに対応す
るため、新たに「国際化対応リーダー養成講座 サービス業コース」を平成２９年 ２ 月より開講します。
　飲食業やサービス業、小売業等で海外出店・開店を目指すリーダーの方を対象とします。
　詳しくは、国際事業課ホームページ(https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/index.html)
をご覧ください。
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