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　東京都知的財産総合センターでは、外国への出願等に要する費用の一部助成を行っています。
このたび、平成29年度知的財産関連助成金説明会を開催します。また、説明会に先立ち、企業の
知財部門で長年の実務経験を積んだ専門家が、出願手続きについて解説するセミナーを開催します。
申請をお考えの方はぜひご参加ください。

 秋葉原会場 日程 ： 平成29年3月17日（金）・4月7日（金）  ※秋葉原では2回開催します
 場所 ： AP秋葉原
 　　　  （台東区秋葉原１－１）

 多 摩 会 場 日程 ： 平成29年4月10日（月）
 場所 ： 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 産業サポートスクエア・TAMA）

 内容（予定） 第1部　外国出願戦略セミナー（出願手続き）
 　　　  13：30～15：00　（受付開始13：00）
 第2部　助成金説明会・質疑応答
 　　　  15：10～17：00　（受付開始14：50）

 参 加 申 込 予約制です。当センターホームページから申込手続を行ってください。
 ※各会場で行う説明は同一です。3回のうち1回を申し込んでください。
 ※第2部（助成金説明会）からの参加も可能です。

知的財産関連助成金説明会・セミナーを開催します ！

助成金の内容については11ページをご覧ください
　 　 　

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

   TEL ： 03-3832-3656　　　E-mail ： chizai@tokyo-kosha.or.jp
→ →公社トップページ 知的財産 知財戦略導入助成
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林総事株式会社

“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125回は、鉄道の保安装置の開発と迅速な供給を行う林総事株式会社をご紹介します。
同社には、「ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業」や「事業化チャレンジ道場」などをご活用いただいております。

企業
情報

日本の鉄道インフラを支える
使命感と技術力を結集

都立六郷工科高等学校のインターンシップ生を
受け入れた際の記念撮影

代表者 ／ 林　源
資本金 ／  2,000万円　　従業員 ／  43名
所在地 ／ 東京都大田区大森東5-12-14
TEL ／ 03-3762-8451　FAX ／ 03-3762-8454
URL ／ http://hayashisoji.com林　源 氏

代表取締役
林総事株式会社

国内シェアにも限りがある。ならば海外へいこう。

同社は次に海外市場へ目を向けた。はじめは、現地
特有の文化と馴染めず取引の中止を余儀なくされた
り、現地の状況に見合った仕様にする「ローカライズ」で
苦戦し、落としどころの模索に明け暮れた。海外進出の
苦労は絶えなかったが、そんな中でも同社は現地に営
業担当者を駐在させ、現地企業との直接交渉を実施
し、海外の鉄道メーカーに社員を出向させ確度の高い
学びの機会を与えたり、海外展示会への出展に力を入れ
るなどアグレッシブな戦略で海外へ乗り込んでいった。
次第にサンプルの作成、現地調査の実施、設計といっ
た形で受注を獲得するようになり、最終的には現地で
の製品化及び設置に成功した。台湾、香港、ミャンマー、
ジャカルタ、インドなど東南アジアを中心に次々と販路
を拡大した。また、平成28年からJICAの協力を得て、南
アフリカの軌道調査も行っている。
最近では、途上国の政府などからも設置調査の依頼

があり、基礎インフラのない地域での仕事も増えてい
る。海外の政府機関とのネットワークの構築や装置の
強みを十分にPRし、同社の装置を採用してもらうこと
が直近の目標であるそうだ。同社の挑戦はまだまだ終
わらない。

成長の主役は「人」

成長の秘訣は「人材確保」である。「数回の面接だけ
で人は分からない。」、「面接で『志望動機』は聞かない。
表面的なことよりもその人の内面をみたい。」など人材
確保に関する「思い」が強い同社。そんな思いから、長く
公社の「ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業（※）」
を利用しており、毎年3～4名の都立高校や工業高校、
大学、職業能力センターからのインターンシップ生を受
け入れている。
インターンシップによる学生との関わりを通じた採用

方法を中心に据えたのは、長年の人材確保における苦
戦があったからだという。数回の面接審査で採用した人
材とのマッチングが不十分で人が定着しない時期が
あった。近年は、インターンシップで半年～3年、学生と
の密なコミュニケーションを取ることにより、マッチング
の確度が高くなり、若手社員の採用数が大幅に増加し
た。彼らがまた成長劇の主役の1人となり、林総事を支
え続けている。
会社規模の拡大から海外進出といった「挑戦」と数

多くの失敗にも諦めない「継続力」が、今後も同社の発
展に寄与することだろう。

（企画課　髙井はな子）

林総事の挑戦と継続力

林総事株式会社（以下同社）は、鉄道の信号機や
レール等の保守・保安に必要な装置の開発から迅速な
供給までを行う国内シェア最大級の鉄道保安装置総
合メーカーである。同社は、昭和56年、大田区大森で
従業員数5～6名の小さな町工場としてスタートし、年々
会社の規模を拡大している。現在の売上規模は当時の
10倍、従業員規模は8倍にも上る。
「創業当時は、当社が拡大し、海外進出をするなんて

考えてもいなかった。」同社に長く勤務する社員は口々
にそう語る。それほど目覚ましい成長を遂げることがで
きたのは、林源社長の「失敗を恐れない挑戦」と同社に
備わる「地道な継続力」の賜物だと言える。今回は、そ
んな同社の成長劇をひも解いていきたい。

生産の1割しかない事業を「5割」にまで拡大

もともと同社が身を置く鉄道保安装置業界は数社に
よる寡占状態であり、競合他社は少ない。また「数年の
設置実績を持つこと」が取引の条件となるため参入障
壁が高く外部環境の変化に左右されないという利点を
持つ。しかし一方で、発注側である鉄道会社の数が増
えることもほとんど無いため、「新規顧客を獲得する」と
いう概念もない。こうした業界特有の事情に加え、同社
の装置は「一度設置すれば半永久的に使用ができる
優れもの」という強みを持つ反面、やがて訪れる受注件
数の限界があることをも示唆していた。そこで、林社長
は立ち上がった。

林社長が考えたのは、これまでメインとしていなかっ
た事業の拡大であった。もともと同社は、鉄道のポイント
を切り替える際に必要とされる「信号保安装置」や高
速・高密度化する鉄道の運行に応えるためにレールを
保持しその安全性を高める「分岐用部品」を中心とす
る「信号」分野と、鉄道関連部品の長寿性及び耐久性
を確保する「保線」分野の2分野で装置・機器を製造して
いる。創業当時は「信号」分野での生産がメインであり、
全体の9割を占めていた。
林社長は、「この2分野のどちらにも対応できる会社

は林総事のほかに無いのではないか。」ということに目
をつけ、全体生産の1割程度である「保線」分野にて自
社製品の開発に力を入れた。開発から製品化までに10
年以上の時間を要したが、「座屈防止板」という装置を
市場に送り出すことに成功した。「座屈防止板」とは、線
路のまくらぎの端部・センター部に取付けることにより、
まくらぎの横方向の抵抗力を抑制し、レールの変形や
歪曲を防止する装置である。座屈防止板の製品化はま
くらぎの数だけ受注数量が確保できるうえに、すでに取
引を行う企業のニーズと合致したことで受注件数が増
えたため取引の拡大につながった。
林社長の読み通り、「保線」分野では次第に新規顧

客も増え、その生産は全体の「5割」に拡大した。

※ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業……
都内の工業高校・産業高校及び高等専門学校（高専）の生徒・学
生が企業で実践的な技術・技能を学習するため、中小企業魅力
体験（インターンシップ）として受入れていただいた企業を支援
する事業。

「座屈防止板」
線路のまくらぎを補助し、

レールの座屈張り出しを防止する機器

海外展示会へ出展した際の同社のブースの様子
説明員の中に和服を身に着けた人を起用し、日本製品のPRに努める
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営業が取ってきた仕事。「こんな利幅の薄い仕事やってられないよ」、「手間ばっかりかかって他の仕
事が出来ないじゃないか」。
よくある、サービス提供やもの作りの現場担当者と営業担当者とのやり取りです。
しかし、利益が出るか出ないは、お客様との長い取引の中で決まります。つまり、一つの取引から利
益が出せない場合でも、その後の仕事から、継続的な利益が見込める。あるいは、今後の自社の技術
レベル向上に役立つのであれば、経営判断としては目をつぶってでも仕事をお受けするということに
なります。
経営者は、そういう判断を幾度となくし続けなければならないのです。

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口

  TEL ： 03-3251-7881

どういう利益を稼ぐのか

飛行機を空席で飛ばす。ホテルの空室を埋め
る努力をしない。これと同じように、社内原価に
合わないために、工程に余裕があるにも関わら
ず、受けた仕事を外注先に加工依頼するような
ことが起きます。
この理屈を加工の仕事を受注する場合を例に
考えてみましょう。
時間当たりの人件費、減価償却費や間接経費

をカウントすると、1時間当たり3,500円掛かる
と算出されるとして、これを2,500円で受けてく
れる外注先がある。社内で加工すれば3,500円
もかかるのであれば、他社に発注した方が
1,000円利益が大きくなると考えても、おかしく
ありません。
ところが、この話がおかしいのは、社外で加工
すれば外注先の減価償却費、人件費、リース料、
一般管理費及びその外注先の利益ですら、発注
会社が負担するという点です。
自社で加工すれば、多少の電気代のアップは

生じますが、減価償却費、人件費などの固定費
は増加する訳ではなく、仕事を受ける受けない
の判断で固定費を考慮する必要はないのです。
むしろ、材料費のような変動費を差し引いた

利益（限界利益と呼びます）がプラスであるはず
ですから、丸儲けとまでは言わなくとも、自社で
できるものを外注先に出すことは慎重であるべ
きなのです。
飛行機やホテルでも、空席や空室がある場

合、1円でも限界利益が出せるなら、仕事を受け
るべきなのです。

なぜなら、たとえ1円であってもその限界利益
が、固定費を回収してくれるからです。

作れば作るほど利益が生まれる？

1個1,000円で販売する製品を、1,000個作
るのに製造ラインの減価償却費などの固定費が
200,000円、つまり製品一個当たり200円掛か
ると計算された場合を考えてみます。
生産余力があり、今なら10,000個でも作れる
のなら、その製造ラインで製品10,000個を作
る場合でも、固定費は200,000円となるはず
です。
ところが、製品1個当たりの固定費負担は
1,000個の場合に比べ10分の1、つまり20円に
しかなりません。
そこで、完成した製品10,000個の中から、
1,000個を販売すると、一個当たりの固定費の
負担額の差180円が利益となります。つまり、固
定費の発生が一定なら、作れば作るほど製品一
個当たりの原価は下がり、売れば売るほど大き
な利益が生まれます。
しかし、この話のどこか変なところは、残り
9,000個が売れ残ったら、材料などの変動コスト
も全て回収できなくなることを考えていない点
です。
減価償却費や人件費という固定費を、原価に
算入することは、必ずしも正しい利益の計算の
仕方ではないのです。

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．改正前（平成２８年１２月３１日以前）の
　６５歳以上の雇用者の取り扱い
改正前は、６５歳以後の雇用については雇用

保険の加入対象とはしていませんでした。
ただし、６５歳前より、雇用保険の適用事業所

に勤務し、保険加入していた者は、６５歳以後同
一の事業所に継続して勤務した場合、６５歳以
後も継続して雇用保険に加入するという取り扱
いでした。この方々のことを「高年齢継続被保
険者」といいます。
雇用保険では、６５歳以上は加入者としない

という原則から、年度において６４歳以上の加
入者は保険料徴収を免除されていました。
一方、給付面では、６５歳前と大きく異なる取

り扱いとなっていました。
高年齢継続被保険者が、離職し、求職活動を

する場合には、一時金としての「高年齢求職者
給付金」が支給されていました。およそ賃金の
５割から８割の最大５０日分という給付ですか
ら、６５歳前の給付と比較すると給付期間、給付
日数は大幅に少なくなります。

2．改正後（平成２９年１月１日以後）の
６５歳以上の雇用者の取り扱い
改正により、６５歳以後新たに雇用される方も

６５歳以上の従業員の雇用保険の取り扱いについて

　当社は建設業を営んでいます。従業員は高年齢者が多く、６５歳以上の
者も戦力としてまだまだ働いている状態です。６５歳以後新たに当社で雇
用した者も多く、これまでは加入の対象外だということで、雇用保険には
入っていない状態です。この度、法律が変わったと聞きました。どのように
変わったのでしょうか。

　雇用保険では、平成２９年
１月１日より法律が改正され、
雇用保険の加入対象者が拡

大されました。これまでは、６５歳以上の方が雇
用保険の適用されている事業所で働き始めて
も、雇用保険には入らないという仕組みでした
が、改正により、上記のような６５歳以後の雇用
についても、要件を満たせば雇用保険の加入
者とすることとしました。
　６５歳以上の雇用者数、求職者数が増加傾向
にあり、国としても、６５歳以上の高年齢者の雇
用を一層推進し、生涯現役社会を実現していき
たいということが背景にあります。

回　答

質　問

要件を満たせば、雇用保険に加入するという仕
組みに変わりました。雇用保険に加入する要件
は、一週間の所定労働時間が２０時間以上であ
り、３１日以上の雇用の見込みがあることです。平
成２９年の１月１日以後、上記の要件を満たす新
たな雇用の場合には、翌月１０日までに公共職
業安定所にて、「雇用保険被保険者資格届」の
提出が必要となり、手続きをすると「高年齢被
保険者」という資格を取得します。
また、平成２８年１２月末前から雇用しており、
平成２９年１月１日以後も雇用している６５歳以
上の従業員についても、要件を満たすのであ
れば、同様の手続きを行う必要があります。こ
の場合の期限は平成２９年３月３１日までとなっ
ています。
これまで高年齢継続被保険者として６５歳以
後雇用保険に加入されている方々は、自動的
に被保険者の区分が変更となるため、手続き
は不要です。
保険料の徴収については、改正前から年度

において６４歳以上の加入者は保険料免除とし
ていましたので、平成３１年度までは、６５歳以
上の加入者についても保険料は免除されます。
保険料の徴収開始は、平成３２年度からとなり
ます。
給付面については、離職した場合には、改正

前と同様に「高年齢求職者給付金」が一時金と
して支給されます。
その他、改正前までは、対象とされていな

かった「育児休業給付金」「介護休業給付金」
「教育訓練給付金」が要件を満たせば支給され
ることとなりました。今後は、６５歳以上の雇用
者が、育児休業、介護休業を取る場合や教育訓
練を受ける場合には、対象となる可能性があり
ますので、公共職業安定所に問い合わせするこ
とをお勧めします。
制度の改正により、事業主としての手続き関

係が変わっていますので、情報収集のうえ確実
な手続きを心掛けましょう。

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
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営業が取ってきた仕事。「こんな利幅の薄い仕事やってられないよ」、「手間ばっかりかかって他の仕
事が出来ないじゃないか」。
よくある、サービス提供やもの作りの現場担当者と営業担当者とのやり取りです。
しかし、利益が出るか出ないは、お客様との長い取引の中で決まります。つまり、一つの取引から利
益が出せない場合でも、その後の仕事から、継続的な利益が見込める。あるいは、今後の自社の技術
レベル向上に役立つのであれば、経営判断としては目をつぶってでも仕事をお受けするということに
なります。
経営者は、そういう判断を幾度となくし続けなければならないのです。

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口

  TEL ： 03-3251-7881

どういう利益を稼ぐのか

飛行機を空席で飛ばす。ホテルの空室を埋め
る努力をしない。これと同じように、社内原価に
合わないために、工程に余裕があるにも関わら
ず、受けた仕事を外注先に加工依頼するような
ことが起きます。
この理屈を加工の仕事を受注する場合を例に
考えてみましょう。
時間当たりの人件費、減価償却費や間接経費

をカウントすると、1時間当たり3,500円掛かる
と算出されるとして、これを2,500円で受けてく
れる外注先がある。社内で加工すれば3,500円
もかかるのであれば、他社に発注した方が
1,000円利益が大きくなると考えても、おかしく
ありません。
ところが、この話がおかしいのは、社外で加工
すれば外注先の減価償却費、人件費、リース料、
一般管理費及びその外注先の利益ですら、発注
会社が負担するという点です。
自社で加工すれば、多少の電気代のアップは

生じますが、減価償却費、人件費などの固定費
は増加する訳ではなく、仕事を受ける受けない
の判断で固定費を考慮する必要はないのです。
むしろ、材料費のような変動費を差し引いた

利益（限界利益と呼びます）がプラスであるはず
ですから、丸儲けとまでは言わなくとも、自社で
できるものを外注先に出すことは慎重であるべ
きなのです。
飛行機やホテルでも、空席や空室がある場

合、1円でも限界利益が出せるなら、仕事を受け
るべきなのです。

なぜなら、たとえ1円であってもその限界利益
が、固定費を回収してくれるからです。

作れば作るほど利益が生まれる？

1個1,000円で販売する製品を、1,000個作
るのに製造ラインの減価償却費などの固定費が
200,000円、つまり製品一個当たり200円掛か
ると計算された場合を考えてみます。
生産余力があり、今なら10,000個でも作れる
のなら、その製造ラインで製品10,000個を作
る場合でも、固定費は200,000円となるはず
です。
ところが、製品1個当たりの固定費負担は
1,000個の場合に比べ10分の1、つまり20円に
しかなりません。
そこで、完成した製品10,000個の中から、
1,000個を販売すると、一個当たりの固定費の
負担額の差180円が利益となります。つまり、固
定費の発生が一定なら、作れば作るほど製品一
個当たりの原価は下がり、売れば売るほど大き
な利益が生まれます。
しかし、この話のどこか変なところは、残り
9,000個が売れ残ったら、材料などの変動コスト
も全て回収できなくなることを考えていない点
です。
減価償却費や人件費という固定費を、原価に
算入することは、必ずしも正しい利益の計算の
仕方ではないのです。

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．改正前（平成２８年１２月３１日以前）の
　６５歳以上の雇用者の取り扱い
改正前は、６５歳以後の雇用については雇用

保険の加入対象とはしていませんでした。
ただし、６５歳前より、雇用保険の適用事業所

に勤務し、保険加入していた者は、６５歳以後同
一の事業所に継続して勤務した場合、６５歳以
後も継続して雇用保険に加入するという取り扱
いでした。この方々のことを「高年齢継続被保
険者」といいます。
雇用保険では、６５歳以上は加入者としない

という原則から、年度において６４歳以上の加
入者は保険料徴収を免除されていました。
一方、給付面では、６５歳前と大きく異なる取

り扱いとなっていました。
高年齢継続被保険者が、離職し、求職活動を

する場合には、一時金としての「高年齢求職者
給付金」が支給されていました。およそ賃金の
５割から８割の最大５０日分という給付ですか
ら、６５歳前の給付と比較すると給付期間、給付
日数は大幅に少なくなります。

2．改正後（平成２９年１月１日以後）の
６５歳以上の雇用者の取り扱い
改正により、６５歳以後新たに雇用される方も

６５歳以上の従業員の雇用保険の取り扱いについて

　当社は建設業を営んでいます。従業員は高年齢者が多く、６５歳以上の
者も戦力としてまだまだ働いている状態です。６５歳以後新たに当社で雇
用した者も多く、これまでは加入の対象外だということで、雇用保険には
入っていない状態です。この度、法律が変わったと聞きました。どのように
変わったのでしょうか。

　雇用保険では、平成２９年
１月１日より法律が改正され、
雇用保険の加入対象者が拡

大されました。これまでは、６５歳以上の方が雇
用保険の適用されている事業所で働き始めて
も、雇用保険には入らないという仕組みでした
が、改正により、上記のような６５歳以後の雇用
についても、要件を満たせば雇用保険の加入
者とすることとしました。
　６５歳以上の雇用者数、求職者数が増加傾向
にあり、国としても、６５歳以上の高年齢者の雇
用を一層推進し、生涯現役社会を実現していき
たいということが背景にあります。

回　答

質　問

要件を満たせば、雇用保険に加入するという仕
組みに変わりました。雇用保険に加入する要件
は、一週間の所定労働時間が２０時間以上であ
り、３１日以上の雇用の見込みがあることです。平
成２９年の１月１日以後、上記の要件を満たす新
たな雇用の場合には、翌月１０日までに公共職
業安定所にて、「雇用保険被保険者資格届」の
提出が必要となり、手続きをすると「高年齢被
保険者」という資格を取得します。
また、平成２８年１２月末前から雇用しており、
平成２９年１月１日以後も雇用している６５歳以
上の従業員についても、要件を満たすのであ
れば、同様の手続きを行う必要があります。こ
の場合の期限は平成２９年３月３１日までとなっ
ています。
これまで高年齢継続被保険者として６５歳以
後雇用保険に加入されている方々は、自動的
に被保険者の区分が変更となるため、手続き
は不要です。
保険料の徴収については、改正前から年度

において６４歳以上の加入者は保険料免除とし
ていましたので、平成３１年度までは、６５歳以
上の加入者についても保険料は免除されます。
保険料の徴収開始は、平成３２年度からとなり
ます。
給付面については、離職した場合には、改正

前と同様に「高年齢求職者給付金」が一時金と
して支給されます。
その他、改正前までは、対象とされていな

かった「育児休業給付金」「介護休業給付金」
「教育訓練給付金」が要件を満たせば支給され
ることとなりました。今後は、６５歳以上の雇用
者が、育児休業、介護休業を取る場合や教育訓
練を受ける場合には、対象となる可能性があり
ますので、公共職業安定所に問い合わせするこ
とをお勧めします。
制度の改正により、事業主としての手続き関

係が変わっていますので、情報収集のうえ確実
な手続きを心掛けましょう。

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
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知的財産のトピックス

 

１．  全般

（１）世界の状況・日本の状況
日本国内の特許出願件数は年々減少しています

が、中国、米国、韓国、欧州、アセアン主要国の出願
件数は年々増加しています。また、知的財産推進計
画２０１７の策定に向けて、ＡＩ（人工知能）による創
作物やビッグデータの知的財産上の保護の要否な
どが議論になっています。
（2）中小企業について

中小企業の知的財産への取り組みは年々高まっ
ていて、例えば、中小企業による国内特許出願件
数やPCT特許出願件数は増加しています。中小企
業による国内外への商標出願件数も増加しています
（「特許行政年次報告書2016年版」より）。

（3）英国のEU離脱の影響
現行の欧州特許制度は、EUの枠組みと異なる

ので影響はありませんが、欧州共同体商標、欧州共
同体意匠は、EUの枠内での制度であるため、現在
の出願・権利が英国の離脱後英国内でどう扱わ
れ、どう対応するべきかなど、明確でない点が多々
あります。今後の議論の行方を注視する必要があり
ます。

２．  特許
（1）職務発明制度の改正（平成２８年4月1日施行）

これまで認められていなかった職務発明の生ま
れたときからの会社帰属が認められ、発明者に対
する補償義務も従来の金銭対価から金銭以外の
経済的利益付与も認められるようになりました。
この制度改正にどう対応するかは、会社の置か

れた状況によって様々ですが、少なくとも職務発明
が生まれたら会社に報告させ、そのうえで会社に帰
属させる会社規則を作っておくことが経営リスクを
低減するうえで必須です。詳細は下記ＵＲＬを参照
ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/
shokumu/index.html

（2）米国におけるビジネスモデル特許取得の困難性
コンピュータを使ったビジネス方法発明の米国で

の特許審査基準は、従来は日本のそれよりも緩いと
思われる状況でしたが、2014年の最高裁判決を受
けて非常に厳しくなりました。この結果、日本で特許
となる発明も米国では特許にならない可能性が出
てきました。

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　

3．  商標

（１）音・色・位置などの新しいタイプの商標制度の
導入（平成２７年4月１日施行）

新しいタイプの商標の出願・登録状況は、表１の
とおりです。使用による識別力獲得有無が問題とな
る場合が多く、通常の商標よりもハードルが高い傾
向にあります。　
（２）商標国際出願に関するマドリッド協定への東南

アジア各国の加盟状況
商標を外国に出願する場合、欧米、中国、韓国

等が加盟しているマドリッド協定（以下マドプロ）
を使った国際出願をすることが多々あります。東
南アジアでは、表２のように徐々に加盟国が増え
ています。

４．  意匠

意匠国際出願の日本での利用開始
（平成27年5月13日）

特許におけるＰＣＴ国際出願、商標におけるマド
プロ国際出願と同様、日本もハーグ協定加盟により
意匠国際出願をすることが可能になりました。
現時点で、表２の東南アジア各国の中で加盟し

ていて利用できる国は、シンガポールとブルネイです。

５．  著作権
　ＴＰＰで合意した以下の３点について、著作権法
改正案を含むTPP法案が国会を通過しましたが、
米国のＴＰＰ離脱でＴＰＰが発効せず、したがって国
内法への反映自体がなくなるのか注目されます。
（１）保護期間が原則死後５０年から７０年に延長 
（２）著作権侵害に対する非親告罪化 （３）法定賠
償金額の導入

６．  不正競争防止法による営業秘密保護
の強化（平成28年度1月１日施行）

　不正競争防止法は、営業秘密保護強化のため
に、数年に一度という頻度で矢継ぎ早に改正され
てきました。平成27年改正では、違法な海外への技
術流出事件を踏まえ、以下の改正がなされました。

７．  中小企業向けの各種助成制度・減免
制度等の充実

　中小企業の国内外の出願費用負担を軽減する
ために、東京都、特許庁、弁理士会などが、それぞ
れ助成制度・減免制度等を年々充実させています。
詳細は、下記URLを参照ください。さらに市または
区によっては国内出願費用の助成制度を有してい
ます。
東京都：http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
特許庁：国内出願：https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
国際出願：https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm
弁理士会：http://www.jpaa.or.jp/?p=794

（知財戦略アドバイザー　西郷雅志）

　昨今話題になっている第四次産業革命は、技術イノベーション、ビジネスモデル、働き手のスキルや働き方
などを大きく変革するといわれています。この変化に対応するため、競争政策やデータ利活用・保護などのル
ールや制度の在り方が検討されています。今回は、知的財産に関する最近のトピックスを紹介します。
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2017年1月

検討中または計画中

表1  新しいタイプの商標登録 ・ 公開状況

表2  東南アジア各国のマドプロ加盟状況

※2016年12月5日J-PlatPatで検索

営業秘密侵害未遂行為の処罰対象化、個人法人への罰金
刑の上限引き上げ、海外での不正使用などへの重罰化、営
業秘密侵害品の譲渡・輸出入規制導入など
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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
～ミャンマー編～

現地情報
提供

２　外資規制

　2011年の民政移管後、日系企業による投資が拡大し
ています。特に、石油・ガス、通信分野に大規模な投資が
行われています。これまで電気・通信等のインフラへの
不安から製造業については縫製業への投資が中心と
なっていましたが、日系大手商社３社が出資するティラ
ワ工業団地はインフラ面での投資が進んでおり、製造業
の進出が増加しています。さらに、JICAをはじめとして
中国や欧米各国がインフラに対する支援を表明してお
り、整備が進められています。ラスト・フロンティアと呼
ばれるミャンマーは着実に経済成長を続けており、投資
先として魅力的な東南アジア新興国の一つです。

　商工会加入企業数をみても、2012年には85社でしたが、2016年10月には正会員295社、準会
員・個人会員23社、合計318社まで増加しています。2016年10月にアメリカによる経済制裁が全
面的に解除され、11月には安倍首相がミャンマーに8,000億円規模の支援を行うことを表明するな
ど、今後の日系企業の進出に注目が集まっています。

１　投資概況

　ミャンマーの外国投資関連制度は、カンボジア・ラオスと比較して、各分野に関する外資規制が十
分に整備されているとはいえず、進出にあたって事前の調査が必要となります。
　また、外資企業は１年を越える不動産賃貸借契約を締結できないため、製造業等の土地の長期利
用を前提とした事業は、経済特区への入居もしくはミャンマー投資委員会から恩典を受ける必要が
あります。さらに小売業・卸売業は事実上、事業を行うことができず、物流業は現地資本と合弁を求
められるなどの規制がある一方、政府から特別のライセンスが交付される等の事例もあり、不透明
な規制がある状況が続いています。
　2016年10月に設立した新投資法、改正手続中である会社法により、外資規制が明確化され、ミャ
ンマー国内への外国投資がさらに活発化することが期待されています。

　現在、ミャンマーの会社設立実務は①会社法に基づく
現地法人・支店設立、②外国投資法に基づく投資許可を
得て現地法人設立、③経済特区法の投資許可を得て現
地法人設立する形態が一般的となっています。駐在員事
務所は金融機関・保険会社を除いて認められていませ
ん。進出形態によって手続きが異なりますので、必ず外
部専門家に最新情報や留意点を確認することをお勧め
します。

３　進出方法

　ミャンマーの人材は、仏教国、親日的で、英語でのコミュニケーションが可能な人材が多く、素直で
純粋で、手先の器用な人材が比較的豊富にいることが特徴です。さらに、ミャンマー語は日本語と語
順が同じなため、最近の日系投資の拡大により日本語が話せる人材も増加しています。
　ミャンマーは、カンボジア・ラオスに比べて人口が多く多様な民族国家であるため、様々なバック
グラウンドを持つ人材を活用しながら事業展開をしていくことが求められます。

（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.6

　タイ事務所では、平日午後、現地ビジネスに精通した
専門家や日本の公認会計士、弁護士を配置し、様々な相
談を無料で承っています。
　11月号、12月号は、カンボジア・ラオスの投資環境に
ついて連載してきました。最終回となる今号では、約
5,000万人の人口、石油・ガス等の豊富な天然資源、安
価な人件費、親日的な国民性及び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ミャ
ンマーです。
　ミャンマーへの投資の魅力は、カンボジア・ラオスと
比べて、①人口が多いことからミャンマーを一つのマー
ケットとして考えられること、②周辺国と比較して人件
費が安い点が挙げられます。また、外国人がビザを取得する際、ミャンマー人を雇用しなければなら
ない等の厳格な要件がないため、サービス業など投資が少なくて済む企業が事業を継続しやすい
環境といえます。しかし、進出にあたっては、政府機関による事実上の規制、土地の長期保有規制、送
金規制等の様々な規制があるため、注意が必要です。

ヤンゴン市内

ヤンゴン市内

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＞
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グラウンドを持つ人材を活用しながら事業展開をしていくことが求められます。

（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.6

　タイ事務所では、平日午後、現地ビジネスに精通した
専門家や日本の公認会計士、弁護士を配置し、様々な相
談を無料で承っています。
　11月号、12月号は、カンボジア・ラオスの投資環境に
ついて連載してきました。最終回となる今号では、約
5,000万人の人口、石油・ガス等の豊富な天然資源、安
価な人件費、親日的な国民性及び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ミャ
ンマーです。
　ミャンマーへの投資の魅力は、カンボジア・ラオスと
比べて、①人口が多いことからミャンマーを一つのマー
ケットとして考えられること、②周辺国と比較して人件
費が安い点が挙げられます。また、外国人がビザを取得する際、ミャンマー人を雇用しなければなら
ない等の厳格な要件がないため、サービス業など投資が少なくて済む企業が事業を継続しやすい
環境といえます。しかし、進出にあたっては、政府機関による事実上の規制、土地の長期保有規制、送
金規制等の様々な規制があるため、注意が必要です。

ヤンゴン市内

ヤンゴン市内

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＞
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TOKYO 創業ステーションを開設しました

 

　東京都と（公財）東京都中小企業振興公社は平成29年1月27日に、東京における創業・起業支
援の拠点となる「ＴＯＫＹＯ創業ステーション」（以下ステーション）を、丸の内の明治安田生命ビル
内（千代田区丸の内二丁目１番１号）に開設しました。
　公社では、当ステーションの低層棟２階部分を使用して、下記のサービスを展開していきます。

1.  創業アイデアの具体化、ビジネスプラン作成、事業化までをワンストップで丁寧にサポート

2.  創業支援に熟練したプランコンサルタントが、ビジネスプラン完成までを担任制で支援

3.  女性の創業希望者に特化した、プランコンサルティングや少人数制ゼミなど豊富なメニュー
　
　この施設から、次代の東京を盛り上げる創業者の輩出を図っていきます。
　みなさまの周りにいらっしゃる創業を希望される方へのご紹介・ご案内をお願いいたします。

  TEL ： 03-5220-1141  　http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/

【問い合わせ先】　創業支援課

開 業 時 間 ：

休 業 日 ：
住 　 所 ：

T E L ：
メ ー ル ：

平日10：00～17：00
※水曜日のみ20：00まで
第2、第4土曜日は、10:00 ～16:00
第1・3・5土曜日、日曜日、祝日、年末年始等
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1
明治安田生命ビル低層棟2階
03-5220-1141
tss@tokyo-kosha.or.jp ※本事業は、平成29年度歳入歳出予算が東京都議会で可決された場合に確定します。

※申請前に必ず東京都知的財産総合センターへご相談ください。
※外国特許出願費用助成事業の第2回受付期間については、東京都知的財産総合センターホームページにてお知らせします。

知的財産関連助成金
東京都知的財産総合センターでは、中小企業が戦略的に知的財産を活用し、自社の強みを生かした事業
展開を支援することを目的として、都内中小企業の方を対象に知的財産に関する助成金を交付しています。

 

外国への意匠・商標出願費用を助成します
【外国意匠・商標出願費用助成事業】

 

（平成29年度第1回）
 随時。事前にご相談ください
（平成29年6月30日（金）締切予定）

助成対象経費の２分の１以内、 
限度額60万円

 

受 付 期 間 

助成対象経費 

助  成  額 

他社特許調査の費用を助成します
 【特許調査費用助成事業】

 

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年9月
末日までに外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。

随時。事前にご相談ください

・開発戦略策定、特許出願戦略策定
・継続的なウォッチングのための他社特許調査
・侵害予防のための先行技術調査 

助成対象経費の２分の１以内、 
限度額100万円 

受 付 期 間 

助成対象経費 

助  成  額 

※申請日以降に契約・支出したもので、平成30年9月末日までに
事業が完了し、支払いまで完了することが条件です。

外国への実用新案出願費用を助成します 
【外国実用新案出願費用助成事業】 

受 付 期 間 

助成対象経費

 

助  成  額
 

外国での権利侵害・模倣品対策についての費用を助成します
 【外国侵害調査費用助成事業】

 

随時。事前にご相談ください

・侵害調査･侵害品の鑑定

 
・侵害先への警告

 
・日本の税関での輸入差止対策のための費用

助成対象経費の２分の１以内、 
限度額２００万円 

受 付 期 間

 

助成対象経費 

助  成  額 

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年11月
末日までに事業が完了し、支払いまで完了することが条件です。

　優れた技術等を有し、かつ、それらを海外にお
いて広く活用しようとする中小企業の方に対し、
外国実用新案出願に要する経費の一部を助成します。

　優れた商品に創造性または審美性のある意匠、
または優れた商品やサービスに識別力のある商標
を有し、かつそれらを海外において広く活用しよ
うとする中小企業の方に対し、外国出願に要する
経費の一部を助成します。（意匠・商標それぞれ
応募可能）

　優れた技術・製品を保有し、明確な事業戦略
を持つ中小企業の方が他社特許調査を依頼した
場合、その経費の一部を助成します。

　外国での自社製品の模倣品・権利侵害、あるい
は外国で製造された模倣品が国内に輸入される等
の被害を受けている中小企業の方に対し、権利侵
害等の事実確認の調査、侵害品の鑑定、侵害先へ
の警告等に要する経費の一部を助成します。

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成31年11月末
日までに外国への直接出願または、各指定国への国内段階移行を
行い、支払いまで完了することが条件です。

（平成29年度第1回）
 随時。事前にご相談ください
（平成29年6月16日（金）締切予定）

・出願手数料・弁理士費用・翻訳料等 

・出願手数料・弁理士費用・翻訳料等 

助成対象経費の２分の１以内、
限度額60万円

　優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出
願に要する経費の一部を助成します。

外国への特許出願費用を助成します

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成31年11月末日までに外国への直接出願または、各指定国への国内段階移行を行
い、支払いまで完了することが条件です。

 受 付 期 間 

・出願手数料・弁理士費用・翻訳料等 助成対象経費 助成対象経費の2分の1以内、限度額300万円 助  成  額

 

（平成29年度第1回）
 随時。事前にご相談ください
（平成29年6月16日（金）締切予定）

【外国特許出願費用助成事業】

  TEL ： 03-3832-3656　　　E-mail ： chizai@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

→ →公社トップページ 知的財産 知財戦略導入助成

検 索

【フェーズ１】 
創業に対する 
興味・関心 

 

【フェーズ２】 
創業アイデアの着想 

 

【フェーズ３】 
創業ノウハウの習得・具体化 

          
          
       

【フェーズ４】 
創業プランの作成・ブラッシュアップ 

 

【フェーズ５】 
事業化 

 

都委託業者 
による 
創業者 

掘り起こし 
イベント 

(セミナー等) 
 

創業 
希望者への 
メンタ 
リング 

 

TOKYO起業塾 
（入門コース） 
■目的： 
      起業プロセスを知る 
 

TOKYO起業塾（実践コース） 
■目的： 
      起業アイデアを形にするノウハウを身に着ける 
 

ワンポイントセミナー 
■目的： 
      業種毎、創業スタイル毎に必要な具体的なノウハウを身に着ける 
 

TOKYO起業塾 
（ベンチャープログラム：旧STARS） 
■目的： ベンチャーとして起業するためのノウハウを 
            身に着ける 
 
TOKYO起業塾（ものづくり創業プログラム） 
■目的： 
      ものづくり企業となるためのノウハウを身に着ける 
 

女性起業ゼミ（前期：ステップアップゼミ、後期：ブラッシュアップゼミ） 
■目的： 
      審査に通過した少人数のゼミ生が、指導教官の下、 
      切磋琢磨しながら創業ﾌﾟﾗﾝを作成する 
 

 

 

 

プランコンサルティング（一般相談ブース3＋α、女性向け相談ブース1） 
                  ◆担任制でプランをブラッシュアップ 
          ◆女性コンサルタントを配置 
          ◆あらゆるフェーズの創業者の相談に対応 

 

プチ起業スクエア（かがやくわたし発見コース、働き方リデザインコース） 
■目的： 
      自分の経験・能力を生かした新しい生き方を探り、商品にしてみる 
 

 （フォローアップコース） 
 ■目的： 
         能力を売る経験をする 
  

都委託業者による 
出口支援 

(民間ネットワーク活用) 

 

専門相談 
司法書士、税理士、社労士 

融資相談 
   日本政策金融公庫 

   東京信用保証協会 

   東京TYﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙG 

公社他施策紹介 
インキュベーション施設、
創業助成金、事業可能性評
価、創業者向け知財派遣相
談、ニューマーケット開拓、
総合相談 

10

アーガス 21　No.459　平成 29年 2月号



K2016

  

TOKYO 創業ステーションを開設しました

 

　東京都と（公財）東京都中小企業振興公社は平成29年1月27日に、東京における創業・起業支
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助  成  額 

他社特許調査の費用を助成します
 【特許調査費用助成事業】

 

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年9月
末日までに外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。

随時。事前にご相談ください
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外国での権利侵害・模倣品対策についての費用を助成します
 【外国侵害調査費用助成事業】

 

随時。事前にご相談ください
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・日本の税関での輸入差止対策のための費用

助成対象経費の２分の１以内、 
限度額２００万円 
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助成対象経費 

助  成  額 

※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年11月
末日までに事業が完了し、支払いまで完了することが条件です。

　優れた技術等を有し、かつ、それらを海外にお
いて広く活用しようとする中小企業の方に対し、
外国実用新案出願に要する経費の一部を助成します。

　優れた商品に創造性または審美性のある意匠、
または優れた商品やサービスに識別力のある商標
を有し、かつそれらを海外において広く活用しよ
うとする中小企業の方に対し、外国出願に要する
経費の一部を助成します。（意匠・商標それぞれ
応募可能）

　優れた技術・製品を保有し、明確な事業戦略
を持つ中小企業の方が他社特許調査を依頼した
場合、その経費の一部を助成します。

　外国での自社製品の模倣品・権利侵害、あるい
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行い、支払いまで完了することが条件です。
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 随時。事前にご相談ください
（平成29年6月16日（金）締切予定）

・出願手数料・弁理士費用・翻訳料等 

・出願手数料・弁理士費用・翻訳料等 

助成対象経費の２分の１以内、
限度額60万円
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※平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成31年11月末日までに外国への直接出願または、各指定国への国内段階移行を行
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ワンポイントセミナー 
■目的： 
      業種毎、創業スタイル毎に必要な具体的なノウハウを身に着ける 
 

TOKYO起業塾 
（ベンチャープログラム：旧STARS） 
■目的： ベンチャーとして起業するためのノウハウを 
            身に着ける 
 
TOKYO起業塾（ものづくり創業プログラム） 
■目的： 
      ものづくり企業となるためのノウハウを身に着ける 
 

女性起業ゼミ（前期：ステップアップゼミ、後期：ブラッシュアップゼミ） 
■目的： 
      審査に通過した少人数のゼミ生が、指導教官の下、 
      切磋琢磨しながら創業ﾌﾟﾗﾝを作成する 
 

 

 

 

プランコンサルティング（一般相談ブース3＋α、女性向け相談ブース1） 
                  ◆担任制でプランをブラッシュアップ 
          ◆女性コンサルタントを配置 
          ◆あらゆるフェーズの創業者の相談に対応 

 

プチ起業スクエア（かがやくわたし発見コース、働き方リデザインコース） 
■目的： 
      自分の経験・能力を生かした新しい生き方を探り、商品にしてみる 
 

 （フォローアップコース） 
 ■目的： 
         能力を売る経験をする 
  

都委託業者による 
出口支援 

(民間ネットワーク活用) 

 

専門相談 
司法書士、税理士、社労士 

融資相談 
   日本政策金融公庫 

   東京信用保証協会 

   東京TYﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙG 

公社他施策紹介 
インキュベーション施設、
創業助成金、事業可能性評
価、創業者向け知財派遣相
談、ニューマーケット開拓、
総合相談 
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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

中小企業人材確保・育成総合支援事例

マルチタスク型人材の育成
　株式会社アイエスゲートは、「高い志と情熱を持ち、商品・サービスを創造するソリューション企業であり続
けること」を理念に掲げ、「多言語医療問診支援システム（ヘルスライフパスポート）」「高齢者・聴覚障害者向け
診療ナビゲータ」の開発・販売を手掛けています。この「多言語医療問診支援システム（ヘルスライフパスポー
ト）」は、日本に在住する外国人、観光旅行に訪れる外国人および日本人の海外渡航者向けの支援システムで、
2020年（平成32年）の東京オリンピック・パラリンピックやグローバル化を見据え、発展の可能性の高い分野
といえます。

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

【問い合わせ先】　企業人材支援課

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

      

E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

　“マルチタスク”とは、２つ以上のプログラムを同時に実行することを意味し、ＩＴ業界おける“多能
化”と位置付けられます。同社では、平成27年８月より人材ナビゲータ制度を活用し、若手人材を対
象とした“ビジネス基礎スキルの習得”の勉強会を定期的に開催してきました。こうした中、社外で
実施している台湾淡江大学や墨田地域団体等との産学公連携の質・量の強化や新たな開発要員
の組織化、人材の確保が必要となりました。しかしながら、人材確保は困難であることから既存の
人材について、現行の開発業務に加え、企画提案、マーケティング、創造性開発をベースとする組
織としての“チーム発想・提案力の体得”が求められ、優先課題の一つとなってきました。

１．マルチタスク型人材育成を課題とした背景

　そこで、人材ナビゲータが実施テーマを提案し、経営および参画メン
バーと相談することで以下のカリキュラム案を作成し、実施しました（一部
未実施含む）。　
　運用上、留意した点は、①創造性を意識する中で世の中に答えのないこ
とに向かうあきらめない姿勢の奨励、②自分自身の課題意識に基づく自身
の考えのまとめと伝え方の工夫、③批判ではなく提案できるスタイル、を
重視しました。
　実施した勉強会の構成は、ミニ講義（２０分）、個人演習（１５分）、グルー
プディスカッション（４０分）、発表・質疑応答（１５分）でした。制約はあります
が、メンバーが自ら考え、意見を交わすスタイルを重視しました。一回でで
きることには限度がありますが、各テーマの関連づけを意識しストーリー
性があるようにしました。テーマの概要は以下のとおりとなります。

①　企画・提案の基本   　　　　　②　マーケティングの基本
③　交渉力の基本   　　　　　④　ロジカル・コミュニケーションの基本
⑤　発想法１（マインドマップの基本） 　　　　　⑥　発想法２（ワークデザイン・ブレークスルー思考）
⑦　ビジネスモデルの基本  　　　　　⑧　ブルーオーシャン戦略の基本

①　創造性に関する興味・関心度の高まり（困難に対する固定観念の打破）
②　仕事・問題に対する目的志向の高まり（手段の目的化の払拭）
③　チーム発想の理解と仕事の改善・改良への試行

２．「社内勉強会」の開催と実践

　本格的に着手してから６ヵ月目の段階ではありますが、メンバー間について、以下の改善・傾向が確認されました。

　今後の課題としては、若手人材が会社の代表として単独で社外関係者と協働して活動ができるレベルをめざすことと考え
ています。

（人材ナビゲータ　赤堀新一）
（※）同社ホームページ（http://www.isgate.co.jp/company/）をご参照ください。

３．効果と今後の課題

株式会社アイエスゲート
代表取締役社長　小林俊哉
資本金：1,000万円      従業員数：7名
所在地：〒131-0045　東京都墨田区押上2-20-2  401号      電話：03-5879-4527      FAX：03-5879-4528

代表取締役　小林俊哉氏

発表・質疑応答の様子

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　

→ →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

 

受入企業の概要
株式会社サンシン　
代表取締役社長　山崎浩
所在地／〒176-0023 東京都練馬区中村北１-８-１３
TEL／03-3970-0943　　FAX／03-3577-2204
資本金／1,000万円　　従業員数／13名
URL／www.kk-sanshin.com
事業概要／各種液体充填機・自動酒燗機（電気式・ガス式）・

特注省力機器の製造・販売
特徴／酒燗機製造ではシェア６０％を誇る。日本の酒文化を伝

える酒燗機では錫１００％を用いた職人が作るチロリ（銅
やアルミ、真ちゅう製のお酒を温める容器）にこだわって
いる。

魅力体験コーディネータから
インターンシップ３日目に企業を訪問し見学させて
いただきましたが、生徒の機械を操作する姿はベテ
ラン技術者のようでした。指導されていた社員の方
も「作業に意欲的で覚えも早く、真面目な生徒です。」
と仰っていました。本人も学校では経験することがで
きないシャーリングマシンの操作を教わり、部品作り
を任され、自動酒燗機を組み立てたことで、ものづく
りの魅力に気付き、達成感や充実感を味わえたよう
です。社長をはじめ多くの社員の方々の温かいご指
導の賜物と感謝します。これからも学校と企業が協
力し中小企業の未来を担う技術者の育成を目指すイ
ンターンシップ事業を推し進めることの必要性を感
じました。

 （魅力体験コーディネータ　栗田　博康）

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。

　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、公社では専門の相談員(魅力体験コーディネータ)が都内工業高校、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。

　今回は、株式会社サンシン（以下同社）で行ったインターンシップ
（就業体験）実習をレポートします。
　同社は、平成２６年度より公社のインターンシップ事業へご協力い
ただいています。同２７年度から都立練馬工業高校と都立杉並工業
高校の生徒を受入れていただき、同２８年度は都立中野工業高校の
生徒を３日間、杉並工業高校の生徒を５日間受け入れていただきました。
　今回、私が訪問したときは、杉並工業高校２年生の西岡峰君がイン
ターンシップ実習を行っていました。杉並工業高校は「技術教育と環
境保全教育」を両輪とした教育活動を行っておりインターンシップ実
習も５日間行っています。

　この日はインターンシップ３日目で、社員の方から指導を受けながらシャーリングマシンを使って部品
製作を行っていました。真剣に取り組んでいる様子は、声をかけるのをためらったほどです。西岡君は電気
科の生徒で、同社を希望したのは、学校では体験することのできない大型機械を使った“ものづくり体験”
をしたかったから」と話していました。
　１日目、２日目は部品点検を行い、４日目、５日目には主力製品の組立てを指導してもらう予定で、「自分
が組み立てたものが製品として販売されるんです。」と目を輝かせて説明してくれました。
　山崎浩社長は「インターンシップに来る生徒はとても真面目に作業をしてくれます。
将来、何事にも自分から積極的に取り組む一人前の人間成長してもらいたい。」とイ
ンターンシップ生を評価しています。また、「小さな企業はすべての仕事が見え、す
べてを経験できる。製造から営業まですべてを経験することで最初は歯車かもしれ
ないが、やがて歯車を回すモーターになれる。その中で自分たちの作った製品に愛
着がわき、自信が持てる技術職人になってほしい。そのためにもインターンシップ事
業には、積極的に協力をしていきます。」と語られました。

山崎浩社長

シャーリング加工の実習

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
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生徒を３日間、杉並工業高校の生徒を５日間受け入れていただきました。
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　１日目、２日目は部品点検を行い、４日目、５日目には主力製品の組立てを指導してもらう予定で、「自分
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山崎浩社長

シャーリング加工の実習

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

お問い合せ開始日 2月17日（金） 9時30分から

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

【問い合わせ先】　取引振興課　

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。　ワンストップ総合相談窓口
【問い合わせ先】　国際事業課

  TEL ： 03-5822-7243　　FAX ： 03-5822-7240

貿易実務者養成講習会を開催します！！
　国際事業課では、国際ビジネスの舞台で活躍できる人材を養成するため、貿易実務を中心とした講習会を開催します。
（１）貿易実務の基礎知識、（２）貿易実務のテーマ別講座からなり、初心者から実務者まで幅広く対応しております。
（１）　貿易実務の基礎知識…「輸出入貿易実務（入門初級）」「基礎から学ぶ輸入実務(初級)」「貿易取引の基礎知識

（初級）」など
（２）　貿易実務のテーマ別講座…「三国間貿易の実務」「英文ビジネスライティング」「輸出入通関手続き」など
　これから貿易実務者を目指す方、すでに実務に取り組まれていてさらにスキルアップを目指す方、様々な方のニ
ーズに合わせた講習会を年間１２回実施しています。この機会に、ぜひご参加ください ！！

  【受 講 料】　１５，０００円　　【会　　場】　都内　会議室
  【募集人数】　３０～４０名　　※会場により異なります
  【講　　師】　貿易アドバイザー協会認定講師／大学教授他
  【日　　程】　毎年5月～翌年3月まで　（平成２９年の講習会詳細は3月下旬発表予定）
  【Ｈ　　Ｐ】　http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/seminar/tradebusiness_seminar.html

 　　　　・４月に入社して、よくわからないまま船積書類等を作成していたが、今日の講習で、それぞれの書類
   の詳細が理解できました。（２０代女性）
 　　　　・E-Mailライティングは２日間を長いと思っていましたが、あっという間でした。楽しく眠くならない 
   様に進めてくださり大変勉強になりました。今回のセミナーを切っ掛けに今一度きちんと「楽に」
   英語を楽しんでいきたいと思います。（５０代女性）
 　　　　・実務の細部に関するお話し等難しい部分もありますが、大変勉強になりました。所々で先生が話 
   されるエピソードや先生の考え方等とても共感できるところも多く参考になりました。（40代女性）
 　　　　・基礎を久しぶりに押さえたら、目からウロコの事が多かったです。個別の案件にも親切に答えてい 
   ただき、また先生の講座を受講したいです。（４０歳男性）

  平成２９年度 初回（予定のため、変更の場合あり）
  【講習会名】　第１回 「輸出入貿易実務」（入門初級）
  【日　　時】　平成２９年５月　　【会　　場】　台東区民会館（東京メトロ銀座線　浅草駅から徒歩5分）
  【募集人数】　４０名         【受 講 料】　１５，０００円（税込）

 

福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®

（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）

　最近、よく耳にする言葉に“健康経営”とか“ワークライフバランス”があります。具体的にどう
すればよいのか、何が必要なのか、とお困りの経営者のみなさまも多いのではないでしょうか。
　企業にとって人材は重要な経営資源です。しかし、その人材も人口減少の中で、どう確保して
いくのか、今や中小企業だけでなく、大企業にとっても重要な経営課題となっています。
　これまでの嗜好性に加え、女性や高齢者など人材面でも多様化しており、それらに対応する福
利厚生制度を用意するには、企業単独では無理な状況となっています。
　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。

【ご入会条件】
○ご加入にあたって

業  種

製造業･建設業･運輸業･その他

卸売業

小売業

サービス業

資本金･出資金の総額

３億円以下

１億円以下

５千万円以下

５千万円以下

従業員数

300人以下の法人･個人事業主

100人以下の法人･個人事業主

50人以下の法人･個人事業主

100人以下の法人･個人事業主

従業員数

10人以下

11～30人

31～100人

101～300人

301人～

年会費（1企業あたり）

19,800円

21,000円

33,000円

42,000円

84,000円

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

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

JOYLAND そのほかの自慢 ！ メニューの幅広さ

人気No.１

おすすめ

健康促進

  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！

東急ハーヴェスト熱海伊豆山

詳しくは、ＪＯＹＬＡＮＤ専用サイト「福利厚生なび」（http://www.fukuri-navi.jp）をご参照ください。

ここが自慢！
～年会費が安い～

今後の
スケジュール

受講者の声

講座
概要

東京ディズニーリゾート®と当公社との契約により
コーポレートプログラム利用券（券面額補助）が
利用できます。

東武動物公園の「１日お楽しみ券」を割引料金でご
提供します。

スポーツクラブだけでなく、温泉やゴルフ場、リゾ
ート施設など心身ともにリラックスできる施設を
割安でご利用いただけます。

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

公社では、下記の情報を随時募集しています。掲載は無料です。
■受注希望情報（※都内企業のみ）　■発注希望情報　■出したい又は得たい機械の情報　■土地・工場の売買又は貸借情報
・受発注情報への掲載は公社会員登録（無料）が必要です。ご登録は公社HPトップページ右上の「ネットクラブ会員になりませんか」から!

掲載企業
募 集

■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.00044174

 大田区
500万円

2人

産業機器、試験装置などの組立・配
線。1台から対応。学校への採用実
績有。

高圧発生装置・基板マウント及びユニ
バーサル基板製作、大型ランプの電源
製作が得意で多くの実績を有しており
ます。

28 年
城南支社

TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246
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募 集
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東京都中小企業従業員生活資金融資制度
東京都特別対策期間中（平成28年12月1日～平成29年3月31日）にお申込みで年利を 0.2％ 引き下げます ！

  
【問い合わせ先】　東京都立産業貿易センター台東館

  TEL ： 03-3844-6190　ホームページ ： http://www.sanbo.metro.tokyo.jp/

  

【問い合わせ先】　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

都立産業貿易センターは、東京の産業を支える中小企業の販路拡大を支援するための施設です。
見本市・展示会、各種事業にご利用いただける展示室・会議室で感動のステージづくりをサポートします ！

ご利用者様の満足の声 ！
都心 ！ アクセス抜群 集客に絶好のロケーション
広さ ！ 多様なニーズに対応する700㎡～1,400㎡超の自由空間
安さ ！ リーズナブルな利用料金 高いコストパフォーマンス

台東館　平成30年度分展示室等利用申込受付説明会 開催
日時 ： 平成29年3月15日（水） 14:30～15：30
会場 ： 台東館 4階展示室 （受付14：00～）
　　　（台東区花川戸2-6-5）

個人生活資金融資（さわやか）

転居費用、レジャー費用、その他生活費に 子育てにかかる費用（教育費・医療費等）、介護休業中の生活資金など

子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ）

○お勤め先の会社等が下表のいずれかに該当している方
会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金
5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

又は
又は
又は
又は
又は

従業員数
50人以下
100人以下
100人以下
500人以下

○現在の勤務先に6か月以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○年間収入（税込み）が800万円以下の方
○住民税を滞納していない方

3年以内（借入額が70万円超の場合は5年以内）

※特別対策終了後の4月1日以降、年利はさわやか1.8％、すくすく・ささえ1.5％となります。
※さわやか、すくすく・ささえいずれも、融資にあたり審査があります。審査の結果により、ご希望に添えないことがあります。

70万円以内
特例100万円以内
（医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費にご利用の場合）
固定金利  　　 1.6％  　(平成29年3月31日まで) 固定金利  　　 1.3％  　(平成29年3月31日まで)

100万円以内

据置期間（※）後5年以内
※据置期間：①子が1歳6か月に達するまでの育児休業期間
　　　　　    （産後休暇中に引き続いての育児休業が承認済みで
　　　　　　 あれば、産後休暇中も据置期間に含むことができます。）
　　　　　 ②介護休業期間（12か月を限度）

○お勤め先の会社等が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月（育児休業・介護休業を要件とする場合は
   1年）以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方

○住民税を滞納していない方

○妊娠中の方、子育て期間（※）中の方、介護休業中の方又は要介
   護認定若しくは要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
   ※子育て期間：妊娠期から子が20歳に達した年度の3月31日まで

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金
5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

又は
又は
又は
又は
又は

従業員数
50人以下
100人以下
100人以下
500人以下
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   TOKYOはたらくネット　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html
  TEL ： 03-5320-4653　

指定管理者 ： 公益財団法人東京都中小企業振興公社

 

新しい収益の柱を立てて、会社を成長軌道に乗せたい。
けれども、新製品を開発してもなかなか売れない。
多くの中小製造業が抱えるそんな悩みに「営業」という観
点から戦略を見直してみませんか。
なかなか売れなかった新製品の販路をいかに開拓したか、
実際の事例に基づきながら効果的な営業ノウハウをご紹
介します。

人材戦略を達成し経営力を向上させるためには、職場の
活性化を図り、従業員が能力を最大限発揮できる職場を
作ることが必要です。第１部は、人としての「こころの健康
学」を精神科医の立場から解き明かします。第２部は従業
員の“こころ”に向き合い、働きやすい職場作りを実践す
る経営者の考え方・具体策の実例をご紹介します。

商品開発への取り組みはモノができて“終わり”ではありま
せん。商品のブランドを構築し、永続的に売り上げを伸ばす
ためには、5年後、10年後を見据えたビジネス戦略が必要
なのです。本セミナーでは、「未来につながるものづくり」を
テーマに、中小企業とデザイナーが取り組むべき課題につ
いて、第一線で活躍するデザイナーにお話しいただきます。

今回は98社・団体が出展し、優れた製品や技術を広く発
信します。販路拡大にお役立てください。また、ビジネス
書の年間売上1位を獲得した「伝え方が9割」の著者 
佐々木圭一氏によるワークショップやビジネスに役立つ
企画を多数ご用意しております。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成29年2月23日（木）
13：30～16：30 （受付 13：00～）
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）
４０名
【第１部】
慶應義塾大学医学部
精神・神経科学教室　助教　
医学博士　宗　未来 氏
【第２部】
株式会社松下産業
代表取締役社長　松下　和正 氏

日 　 時

入 場 料
会 　 場

講 演

平成29年3月2日(木)～4日(土)
10:00～17:00 (最終日は16:00まで)
無料
サンシャインシティ展示ホールＢ 
(豊島区東池袋３-１-４)
3月2日(木) 15：30～16：30
「1＋1＝無限大」、アート“水の彫刻”と
異業種のコラボが生む新しい価値
講師 ： 水と海の彫刻家　薬師寺　一彦 氏
※その他３つの特別講演を予定しています
詳細はホームページでご確認ください。

城南支社　経営支援係
TEL 03-３７３３-6284　FAX 03-３７３５-３７５８

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23日（木）
14:00～16:00 （開場 13:30開場）
無料
秋葉原コンベンションホール 5A会議室
（千代田区外神田1-18-13
秋葉原ダイビル５Ｆ カンファレンスフロア）
※会場の場所は当公社でありません。
　ご注意ください。
50名（先着順）
JIN KURAMOTO STUDIO　代表
デザインディレクター
倉本　仁 氏

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

問い合わせ先

新製品を新市場に売り込め ！
～少人数でも新規開拓を成功させる「波及営業」～

第４回 東京都デザイン導入支援セミナー
未来へつながるものづくり

～商品開発成功の裏には、中長期的なビジネス戦略あり～

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第4回　中小企業経営者とこころの健康学

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

としまものづくりメッセ実行委員会事務局
(豊島区文化商工部生活産業課商工グループ内)
TEL 03-4566-2742　FAX 03-5992-7088
URL http://www.toshima-messe.jp/

問い合わせ先

第10回としまものづくりメッセ
～池袋副都心の産業見本市～

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成２９年２月１７日(金)
１４：００～１７：００ （開場 13：30）
無料
東京都城南地域中小企業振興センター
２階　東京都研修室
８０名（先着順）
有限会社日本アイ・オー・シー
代表取締役　藤冨　雅則 氏

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

問い合わせ先
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東京都中小企業従業員生活資金融資制度
東京都特別対策期間中（平成28年12月1日～平成29年3月31日）にお申込みで年利を 0.2％ 引き下げます ！

  
【問い合わせ先】　東京都立産業貿易センター台東館

  TEL ： 03-3844-6190　ホームページ ： http://www.sanbo.metro.tokyo.jp/

  

【問い合わせ先】　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

都立産業貿易センターは、東京の産業を支える中小企業の販路拡大を支援するための施設です。
見本市・展示会、各種事業にご利用いただける展示室・会議室で感動のステージづくりをサポートします ！

ご利用者様の満足の声 ！
都心 ！ アクセス抜群 集客に絶好のロケーション
広さ ！ 多様なニーズに対応する700㎡～1,400㎡超の自由空間
安さ ！ リーズナブルな利用料金 高いコストパフォーマンス

台東館　平成30年度分展示室等利用申込受付説明会 開催
日時 ： 平成29年3月15日（水） 14:30～15：30
会場 ： 台東館 4階展示室 （受付14：00～）
　　　（台東区花川戸2-6-5）

個人生活資金融資（さわやか）

転居費用、レジャー費用、その他生活費に 子育てにかかる費用（教育費・医療費等）、介護休業中の生活資金など

子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ）

○お勤め先の会社等が下表のいずれかに該当している方
会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金
5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

又は
又は
又は
又は
又は

従業員数
50人以下
100人以下
100人以下
500人以下

○現在の勤務先に6か月以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○年間収入（税込み）が800万円以下の方
○住民税を滞納していない方

3年以内（借入額が70万円超の場合は5年以内）

※特別対策終了後の4月1日以降、年利はさわやか1.8％、すくすく・ささえ1.5％となります。
※さわやか、すくすく・ささえいずれも、融資にあたり審査があります。審査の結果により、ご希望に添えないことがあります。

70万円以内
特例100万円以内
（医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費にご利用の場合）
固定金利  　　 1.6％  　(平成29年3月31日まで) 固定金利  　　 1.3％  　(平成29年3月31日まで)

100万円以内

据置期間（※）後5年以内
※据置期間：①子が1歳6か月に達するまでの育児休業期間
　　　　　    （産後休暇中に引き続いての育児休業が承認済みで
　　　　　　 あれば、産後休暇中も据置期間に含むことができます。）
　　　　　 ②介護休業期間（12か月を限度）

○お勤め先の会社等が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月（育児休業・介護休業を要件とする場合は
   1年）以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方

○住民税を滞納していない方

○妊娠中の方、子育て期間（※）中の方、介護休業中の方又は要介
   護認定若しくは要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
   ※子育て期間：妊娠期から子が20歳に達した年度の3月31日まで

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金
5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

又は
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50人以下
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   TOKYOはたらくネット　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html
  TEL ： 03-5320-4653　

指定管理者 ： 公益財団法人東京都中小企業振興公社

 

新しい収益の柱を立てて、会社を成長軌道に乗せたい。
けれども、新製品を開発してもなかなか売れない。
多くの中小製造業が抱えるそんな悩みに「営業」という観
点から戦略を見直してみませんか。
なかなか売れなかった新製品の販路をいかに開拓したか、
実際の事例に基づきながら効果的な営業ノウハウをご紹
介します。

人材戦略を達成し経営力を向上させるためには、職場の
活性化を図り、従業員が能力を最大限発揮できる職場を
作ることが必要です。第１部は、人としての「こころの健康
学」を精神科医の立場から解き明かします。第２部は従業
員の“こころ”に向き合い、働きやすい職場作りを実践す
る経営者の考え方・具体策の実例をご紹介します。

商品開発への取り組みはモノができて“終わり”ではありま
せん。商品のブランドを構築し、永続的に売り上げを伸ばす
ためには、5年後、10年後を見据えたビジネス戦略が必要
なのです。本セミナーでは、「未来につながるものづくり」を
テーマに、中小企業とデザイナーが取り組むべき課題につ
いて、第一線で活躍するデザイナーにお話しいただきます。

今回は98社・団体が出展し、優れた製品や技術を広く発
信します。販路拡大にお役立てください。また、ビジネス
書の年間売上1位を獲得した「伝え方が9割」の著者 
佐々木圭一氏によるワークショップやビジネスに役立つ
企画を多数ご用意しております。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成29年2月23日（木）
13：30～16：30 （受付 13：00～）
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）
４０名
【第１部】
慶應義塾大学医学部
精神・神経科学教室　助教　
医学博士　宗　未来 氏
【第２部】
株式会社松下産業
代表取締役社長　松下　和正 氏

日 　 時

入 場 料
会 　 場

講 演

平成29年3月2日(木)～4日(土)
10:00～17:00 (最終日は16:00まで)
無料
サンシャインシティ展示ホールＢ 
(豊島区東池袋３-１-４)
3月2日(木) 15：30～16：30
「1＋1＝無限大」、アート“水の彫刻”と
異業種のコラボが生む新しい価値
講師 ： 水と海の彫刻家　薬師寺　一彦 氏
※その他３つの特別講演を予定しています
詳細はホームページでご確認ください。

城南支社　経営支援係
TEL 03-３７３３-6284　FAX 03-３７３５-３７５８
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無料
秋葉原コンベンションホール 5A会議室
（千代田区外神田1-18-13
秋葉原ダイビル５Ｆ カンファレンスフロア）
※会場の場所は当公社でありません。
　ご注意ください。
50名（先着順）
JIN KURAMOTO STUDIO　代表
デザインディレクター
倉本　仁 氏

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

問い合わせ先

新製品を新市場に売り込め ！
～少人数でも新規開拓を成功させる「波及営業」～

第４回 東京都デザイン導入支援セミナー
未来へつながるものづくり

～商品開発成功の裏には、中長期的なビジネス戦略あり～

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第4回　中小企業経営者とこころの健康学

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）
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としまものづくりメッセ実行委員会事務局
(豊島区文化商工部生活産業課商工グループ内)
TEL 03-4566-2742　FAX 03-5992-7088
URL http://www.toshima-messe.jp/

問い合わせ先

第10回としまものづくりメッセ
～池袋副都心の産業見本市～

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成２９年２月１７日(金)
１４：００～１７：００ （開場 13：30）
無料
東京都城南地域中小企業振興センター
２階　東京都研修室
８０名（先着順）
有限会社日本アイ・オー・シー
代表取締役　藤冨　雅則 氏

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

問い合わせ先
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第３８回 荒川区産業展中小企業が活用できる
「人材確保・育成分野の助成金」

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成29年3月7日（火）
13：30～17：00（開場 13：00）
無料
公社多摩支社　２階大会議室
（昭島市東町3-6-1 JR西立川駅徒歩７分）
都内中小企業の経営者及び従業員の方
80名
【基調講演】
（国研）産業技術総合研究所
環境管理研究部門
研究主幹　高橋　正好 氏
【活用事例】
大手企業・中小企業　　合計３社

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２９年３月９日（木）
１３：３０～１６：３０
無料
公社多摩支社　２Ｆ大会議室
（昭島市東町３-６-１ JR立川駅徒歩7分）
都内中小企業の経営者及び従業員の方
３０名（先着順）
多摩ヴォイスゼミナール
ヴォイストレーナー・ナレーター
響　丈 氏

日 　 時

参 加 費
会 　 場

平成２９年３月１１日（土）・１２日（日）
１０：００～１７：００（１２日は１６：００まで）
無料
荒川総合スポーツセンター　
１階コミュニティホール・小体育室/
2階大体育室・卓球場ほか
（荒川区南千住６-４５-５）

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

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

【第３回】平成29年3月8日（水）
10：00～12：00（受付9：30～）
【第4回】平成29年3月8日（水）
14：00～16：00（受付13：30～）
※第３回、第４回は同一内容です
無料
秋葉原ＵＤＸ６階　カンファレンスＦ
（千代田区外神田4-14-1）
４０名
有限会社ピー・エムスリー
代表取締役社長　那須　藤生 氏

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

問い合わせ先

第３８回 荒川区産業展実行委員会事務局
TEL 03-３８０２-４８０８　FAX 03-３８０3-２３３３
E-mail keieishien@city.arakawa.tokyo.jp
URL http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

sangyo/sangyoten/38kai/index.html

問い合わせ先

 

ビジネスマナーが存在する理由を知り、納得感を持ちな
がらロールプレイングを中心にマナーを学びます。
新社会人に必要な組織に対する理解や、仕事の本質をお
さえ、成果に繋がる「主体的行動の重要性」を“ビジネス
シミュレーションゲーム”で体感的に学習すると共に、仕
事に取り組む考え方と、報連相やＰＤＣＡなどのビジネス
の基本を習得します。

 

社内をはじめ、社外（お客様など）に提出する書類やE
メール、FAXなど、ビジネスシーンにおける「文書」はさま
ざまです。特に新入社員にとっては、初めて見聞きするも
のがほとんどで、その使い方を間違えるとちょっと恥ずか
しい思いをしたり、大変な問題になってしまったりするの
もビジネス文書です。
日ごろよく使われるものを中心に、ビジネス文書の基礎
について学びます。
※講師と同業、コンサルタントの方はご遠慮ください

現状の時間の使い方を見直し、３ム（ムリムラムダ）を省き、
主体的に時間を管理しながら生産性の向上を図るための
改善プログラムです。日々の時間の使い方を５S（整理・整
頓・清掃・清潔・しつけ）で検証しながら各自の目的志向時
間軸を策定していきます。
※講師と同業、コンサルタントの方はご遠慮ください

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成２９年４月１９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）
株式会社インソース
講師　釋　左枝 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

募集人数
講 師

平成29年4月20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）
株式会社エールライフ
山際　能理子 氏

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

問い合わせ先

新入社員研修（３日間）
～デキる新入社員になるためのビジネスマナー、社会人基礎力と
プロの仕事力に必要不可欠な考え方と基本能力の習得～

多摩支社 第4回産業セミナー
会議で使える ！ 営業で使える ！

「心を伝える」～話すヴォイストレーニング～

ビジネス文書研修
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日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

第1回　平成29年4月4日（火）～6日（木）
第2回　平成29年4月10日（月）～12日（水）
10：00～17：00
※第１回・第２回ともに同じ内容です
24,000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）
平成29年度新入社員の方
36名（先着順）
【1日目】
株式会社エールライフ　山際　能理子 氏
【2・3日目】
ＪＭＢＳコンサルタント・グループ
代表　伊豆田　功 氏　ほか

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

問い合わせ先

ファインバブルの現状と今後の方向性
～中小企業の活用事例～

日本発の革新的技術である「ファインバブル」は、ここ数
年で効果のメカニズム検証が進んできており、今後「幅
広い分野（製造・環境・農業・食品・医療等）」においての
利用が加速すると考えられています。本セミナーでは
「ファインバブル」についての現状や基礎知識、中小企業
の具体的活用事例をご紹介します。

経営資源で最も重要とされる人材の資質向上や組織の
活性化に向けて、中小企業が活用できる人材確保・定
着・育成分野および職場環境整備等の助成金について
情報提供します。また、当公社及び東京都等で実施中（又
は実施予定）の人材関連施策等をご紹介します。

会議でのプレゼンテーション、お客様へのセールスなど、
ビジネスシーンにおいて「話す」場面は多いですが、「話
す」ことの究極の目的は“心を伝える”ことと考えます。相
手の心に通じ、伝わらなければ相手を動かすことはでき
ません。また、それは会社内外においての良い人間関係
を構築することにもつながります。
セミナーでは、「心を伝えるためのマインド」、「声の出る
体づくり」、「話し方の技術」を通して、「心を伝える」話し
方を学びます。
声が小さい、通らない、人前で話すのが苦手…など、声の
悩みをお持ちの方にもおすすめです。

荒川区内の製造業・卸売業を中心とした区内企業・団体
等が一堂に会し、技術や製品を展示・販売します。今回は
約100の区内企業・団体等が出展するほか、「第3回荒川
区新製品・新技術大賞」の表彰式や受賞製品の紹介、出
展者によるプレゼンテーション等の各種イベントも多数
開催しますので、ぜひご来場ください。

タイムマネジメント研修
～自己流の無駄を省き生産性を高める～

 

 

公 社 か ら の ご 案 内

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

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

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

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

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

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい

18

アーガス 21　No.459　平成 29年 2月号



K2016

 

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

第３８回 荒川区産業展中小企業が活用できる
「人材確保・育成分野の助成金」

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成29年3月7日（火）
13：30～17：00（開場 13：00）
無料
公社多摩支社　２階大会議室
（昭島市東町3-6-1 JR西立川駅徒歩７分）
都内中小企業の経営者及び従業員の方
80名
【基調講演】
（国研）産業技術総合研究所
環境管理研究部門
研究主幹　高橋　正好 氏
【活用事例】
大手企業・中小企業　　合計３社

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２９年３月９日（木）
１３：３０～１６：３０
無料
公社多摩支社　２Ｆ大会議室
（昭島市東町３-６-１ JR立川駅徒歩7分）
都内中小企業の経営者及び従業員の方
３０名（先着順）
多摩ヴォイスゼミナール
ヴォイストレーナー・ナレーター
響　丈 氏

日 　 時

参 加 費
会 　 場

平成２９年３月１１日（土）・１２日（日）
１０：００～１７：００（１２日は１６：００まで）
無料
荒川総合スポーツセンター　
１階コミュニティホール・小体育室/
2階大体育室・卓球場ほか
（荒川区南千住６-４５-５）

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

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

【第３回】平成29年3月8日（水）
10：00～12：00（受付9：30～）
【第4回】平成29年3月8日（水）
14：00～16：00（受付13：30～）
※第３回、第４回は同一内容です
無料
秋葉原ＵＤＸ６階　カンファレンスＦ
（千代田区外神田4-14-1）
４０名
有限会社ピー・エムスリー
代表取締役社長　那須　藤生 氏

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

問い合わせ先

第３８回 荒川区産業展実行委員会事務局
TEL 03-３８０２-４８０８　FAX 03-３８０3-２３３３
E-mail keieishien@city.arakawa.tokyo.jp
URL http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

sangyo/sangyoten/38kai/index.html

問い合わせ先

 

ビジネスマナーが存在する理由を知り、納得感を持ちな
がらロールプレイングを中心にマナーを学びます。
新社会人に必要な組織に対する理解や、仕事の本質をお
さえ、成果に繋がる「主体的行動の重要性」を“ビジネス
シミュレーションゲーム”で体感的に学習すると共に、仕
事に取り組む考え方と、報連相やＰＤＣＡなどのビジネス
の基本を習得します。

 

社内をはじめ、社外（お客様など）に提出する書類やE
メール、FAXなど、ビジネスシーンにおける「文書」はさま
ざまです。特に新入社員にとっては、初めて見聞きするも
のがほとんどで、その使い方を間違えるとちょっと恥ずか
しい思いをしたり、大変な問題になってしまったりするの
もビジネス文書です。
日ごろよく使われるものを中心に、ビジネス文書の基礎
について学びます。
※講師と同業、コンサルタントの方はご遠慮ください

現状の時間の使い方を見直し、３ム（ムリムラムダ）を省き、
主体的に時間を管理しながら生産性の向上を図るための
改善プログラムです。日々の時間の使い方を５S（整理・整
頓・清掃・清潔・しつけ）で検証しながら各自の目的志向時
間軸を策定していきます。
※講師と同業、コンサルタントの方はご遠慮ください

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成２９年４月１９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）
株式会社インソース
講師　釋　左枝 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

募集人数
講 師

平成29年4月20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）
株式会社エールライフ
山際　能理子 氏

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

問い合わせ先

新入社員研修（３日間）
～デキる新入社員になるためのビジネスマナー、社会人基礎力と
プロの仕事力に必要不可欠な考え方と基本能力の習得～

多摩支社 第4回産業セミナー
会議で使える ！ 営業で使える ！

「心を伝える」～話すヴォイストレーニング～

ビジネス文書研修
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日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

第1回　平成29年4月4日（火）～6日（木）
第2回　平成29年4月10日（月）～12日（水）
10：00～17：00
※第１回・第２回ともに同じ内容です
24,000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）
平成29年度新入社員の方
36名（先着順）
【1日目】
株式会社エールライフ　山際　能理子 氏
【2・3日目】
ＪＭＢＳコンサルタント・グループ
代表　伊豆田　功 氏　ほか

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

問い合わせ先

ファインバブルの現状と今後の方向性
～中小企業の活用事例～

日本発の革新的技術である「ファインバブル」は、ここ数
年で効果のメカニズム検証が進んできており、今後「幅
広い分野（製造・環境・農業・食品・医療等）」においての
利用が加速すると考えられています。本セミナーでは
「ファインバブル」についての現状や基礎知識、中小企業
の具体的活用事例をご紹介します。

経営資源で最も重要とされる人材の資質向上や組織の
活性化に向けて、中小企業が活用できる人材確保・定
着・育成分野および職場環境整備等の助成金について
情報提供します。また、当公社及び東京都等で実施中（又
は実施予定）の人材関連施策等をご紹介します。

会議でのプレゼンテーション、お客様へのセールスなど、
ビジネスシーンにおいて「話す」場面は多いですが、「話
す」ことの究極の目的は“心を伝える”ことと考えます。相
手の心に通じ、伝わらなければ相手を動かすことはでき
ません。また、それは会社内外においての良い人間関係
を構築することにもつながります。
セミナーでは、「心を伝えるためのマインド」、「声の出る
体づくり」、「話し方の技術」を通して、「心を伝える」話し
方を学びます。
声が小さい、通らない、人前で話すのが苦手…など、声の
悩みをお持ちの方にもおすすめです。

荒川区内の製造業・卸売業を中心とした区内企業・団体
等が一堂に会し、技術や製品を展示・販売します。今回は
約100の区内企業・団体等が出展するほか、「第3回荒川
区新製品・新技術大賞」の表彰式や受賞製品の紹介、出
展者によるプレゼンテーション等の各種イベントも多数
開催しますので、ぜひご来場ください。

タイムマネジメント研修
～自己流の無駄を省き生産性を高める～

 

 

公 社 か ら の ご 案 内

【問い合わせ先】　企画課　共済事業室　

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

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

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

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

あんしん共済に
入りませんか

あんしん共済は傷病共済の愛称です

はいろうきょうさい
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植物油インキを使用しています。

K

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

  

せ
先

（公財）東京都中小企業振興公社では、都内中小企業者等を対象とした助成事業説明会を開催します。
事業の詳細、説明会の参加申し込みは、下記URLよりご確認ください。

⇒http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/index.html

日程・会場等

平成29年度助成事業説明会

【問い合わせ先】　助成課

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

検 索検 索　　　　  東京都　公社　助成金

事業名 概要

 製品開発着手支援助成事業

 新製品・新技術開発助成事業

 市場開拓助成事業

 ものづくり企業グループ
 高度化支援事業

製品の本格開発に着手する前段階の事前検証や、市場調査費用の
一部を助成

新たな製品、ソフトウェア、サービスの開発費用の一部を助成

東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社による一定の評価又は
支援を受け開発した新製品・新技術の販路開拓費用の一部を助成

中小企業グループが高度な基盤技術を用いて開発・生産・販路
開拓を行う費用の一部を助成

第3回 日時　平成29年２月13日（月）

定員　100名 会場　中小企業会館　9階講堂
（中央区銀座2-10-18）

第4回 日時　平成29年２月16日（木）

定員　100名 会場　中小企業会館　9階講堂
（中央区銀座2-10-18）

第6回 日時　平成29年２月22日（水）

定員　150名 会場　台東区民会館８階第２会議室
（台東区花川戸2-6-5）

第7回 日時　平成29年２月24日（金）

定員　150名 会場　台東区民会館８階第２会議室
（台東区花川戸2-6-5）

第5回 日時　平成29年２月20日（月）

定員　100名 会場　中小企業会館　9階講堂
（中央区銀座2-10-18）

※各回とも、１３：３０から１７：００までを予定しています（途中入退出も可能です）。
　説明会は事前予約制です。定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
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