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１┃ビジサポ掲載企業の優れた技術・製品をご紹介します！ 
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■前進するアルミ加工のパイオニア      
 ＝ (株)昭洋精機 ＝ 

 アルミ加工に特化し、高品質・低コストを追求しております！ 

 12台の高性能マシニングセンターによる昼夜稼働を20年前から実施、 

 社員全員が「顧客満足」を第一に、顧客指向のコスト・納期・品質の実現を目指しております。 

 お客さまよりいただいたCADデータは、CAD CAMに取り込んでNCデータを作成。 

 3次元測定器で品質を管理しています。 

 

 ・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000033469&gno=400000660 

   

 企業ホームページURL：http://www.shoyoseiki.co.jp/ 

 

 

■ビジサポ（都内最大級の中小企業BtoB広告誌）の情報はこちら 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/biz/support.html 
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２┃公社トピックス 
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■【新製品開発から事業化をサポート!】事業化チャレンジ道場 参加企業募集中！ 

 デザインを活用した製品開発手法を学ぶ連続講座と開発後の事業化プロセス 

 への個別支援を組み合わせ、製品開発～事業化までを一体的にサポートします。 

 （全14回/￥70,000、※申込締切:5月20日） 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1802/0010.html 

 

■平成30年度 第1回コラボマッチング参加企業募集中！（※募集締切：6月29日） 

 デザイナーと仕事をしてみたいけれど、どのようにデザイナーを探したら 

 良いかわからないという方、デザインの力で自社商品や技術のPR発信力を 

 高めたいとお考えの方は、ぜひご応募ください！ 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/matching.html 

 

■「海外販路開拓支援事業」のご案内 

 ASEANを中心とする海外への販路ルートを開拓するため、海外でのビジネス 

 経験豊富な海外販路ナビゲータが、国内外の専門商社やメーカーとのビジ 

 ネスマッチング支援に取り組みます。海外展開をご検討の際は是非ご活用下さい。 

 https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/support/index.html 

 

■海外展開に向けたプランの策定を行いませんか？＜無料＞ 

 海外市場の開拓には、「何を」「どこに」「どのように売るか」の検討及び 

 課題等の抽出による事業プランの策定が重要です。【海外展開チャレンジ支 

 援事業】では海外ビジネス経験豊富な専門家が、貴社のプラン策定のサポー 

 トを致します。 

 https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/oversea_challenge/ 

 

■公社助成金をご利用ください！ 

┗先進的防災技術助成金 申請予約受付中（※申込締切：6月8日） 

 都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品 

 ・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成、普及促進も支援 

 します。  

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/bousai.html 

 

┗グローバルニッチトップ助成事業・知的財産関連事業説明会のご案内（6月28日・29日／参加無料） 

 平成30年度 グローバルニッチトップ助成事業を含む助成事業の説明会を 

 開催いたします。 今回の説明会では新たにスタートした外国著作権登録 

 費用助成事業もご案内します。申請をご検討中の方はぜひご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/nichetop_setsumeikai_H30.html 

 

┗第6回 医療機器産業参入促進助成事業 事前ヒアリングエントリー 開始（※申込締切：7月13日） 

 都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進するため、 

 医療機器開発に係る経費の一部を助成する事業の募集を開始しました。 

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

 

┗LED照明等節電促進助成金 申請のご案内（申請期間：5月7日～11月26日） 

 製造業を営む中小企業者等が、節電につながる設備（LED照明器具、デマ 

 ンド監視装置等）を自社の工場に設置する際に要する経費の一部を助成します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html 

 

┗その他、公社助成事業のお知らせはこちら 

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

 

■正規職員を募集します！（※募集締切：6月11日） 

 東京都中小企業振興公社では、正規職員を募集いたします。 

 中小企業支援に携わりたい方々のご応募をお待ちしております。 

 【会社説明会：5月18日（新卒）、5月25日（中途）19時～】 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/saiyo.html 

 

-------------------------------------------------------------------- 

■東京都立産業貿易センター台東館で開催される展示会・見本市等について 

┗台東館 6月・7月のイベント情報 



 都立産業貿易センター台東館は、東京都心にあるアクセス至便な展示会見本市・ 

 イベント・セミナー・会議の会場です。700平米～1,500平米規模の展示 

 ホールと会議室を備える東京都の施設とイベント情報をご案内します。 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/?year=2018&mon=6 

 

■東京都立産業貿易センター台東館 

┗東京都立産業貿易センター台東館のご利用について 

 ただいま 平成30年度および31年度分（平成31年4月1日～平成32年3月31日）の 

 展示室等利用申込についてお申込みを承っております。 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/rent/ 
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３┃研修・セミナー・講習会のお知らせ 
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■無料セミナー 

┗BCP策定講座（5月31日、6月15日） 

 講義と演習を通してBCPに対する理解を深め、BCP策定への準備を進めてい 

 きます。また、本講座を受講後には、専門コンサルタントがBCP策定完了 

 まで導く策定コンサルティングへお申込いただくことができます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1804/0006.html 

 

┗メンタルヘルス推進リーダー養成講座 全4日間（6月6日～8月10日／全4回） 

 本講座は、従業員の心の健康をケアする社内担当者を養成する講座です。 

 「総論・法律、医療、マネジメント、まとめ」の各テーマを全4日間×半日で 

 学ぶことで、メンタルヘルスに関する体系的な知識を習得します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0002.html 

 

┗人材実務セミナー「人材活用のポイントから制度設計・労務管理まで」（6月11日、6月19日） 

 人材確保から育成、定着、評価、労務まで、中小企業の人材戦略に基づく 

 一連の人材関連実務を学びます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0005.html 

 

┗【ラインケア：管理監督者向け】第1回 働く人の心の健康づくり講座（6月22日） 

 管理監督者が知っておくと役立つラインケアのポイントを押さえ、今どきの 

 新入社員・若手社員の特性、不調者を生み出さないための職場づくり、 

 不調者への対応についても学んでいきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0004.html 

 

┗【セルフケア：新入社員向け】第1回 働く人の心の健康づくり講座（7月25日） 

 何かとストレスを抱えてしまう新入社員を対象に、メンタルヘルスの 

 基礎知識や自身に合ったストレス対処法、円滑な人間関係を築くための 

 コミュニケーションについて学んでいきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1805/0004.html 
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４┃東京都からのお知らせ 
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■「グリーンリース普及促進事業」募集説明会を開催（5月28日、29日／参加無料）  

 都内テナントビルにおいて、テナントとグリーンリース契約を締結して省 

 エネルギー設備を導入するオーナーに対し、設備改修経費の一部を補助い 



 たします。 

 https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/gl/seminar 

 【問い合わせ先】グリーンリース普及促進事業 ヘルプデスク 電話 : 03-5990-5089 

 

■「IoTで価値観が変わる、モノからコトへ―わかりにくい IoT を本から読み解く―」（5月30日／参加無料） 

 中小企業診断士の仲村健太氏を講師に迎え、IoTを読み解きながら、ビジ 

 ネスの発想力を磨きます。講師に直接相談できる座談・質問会の時間も 

 ありますので、ぜひご参加ください！ 

 https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/4854_20180508.html 

 【問い合わせ先】東京開業ワンストップセンター 電話：03-6259-1882 

 

■「江戸東京きらりプロジェクト」モデル事業の募集（※募集締切：5月31日） 

 江戸東京の伝統ある技や老舗の産品等を新たな視点で磨きをかけ、東京を 

 代表するブランドとして国内外に発信するプロジェクトのモデル事業とし 

 て募集します。 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/plan/sangyo/model_boshu2018/index.html 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 総務部企画計理課 電話：03-5320-4685 

 

■アクセシブル・ツーリズム推進相談員派遣を希望する事業者を募集中！（※募集締切：6月1日） 

 「障害者等の旅行者の受入環境を整備したいが、具体的な方法が分からな 

 い」という事業者の声にお応えし、個々のニーズに応じた助言等を行う相 

 談員を派遣します。 

 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/04/19/02.html 

 【問い合わせ先】産業労働局観光部受入環境課 電話：03-5320-4881 

 

■アスリート・キャリアサポート事業 JOC「アスナビ」説明会を共催（6月6日／参加無料） 

 「トップアスリートを雇用しませんか？」アスリート雇用企業の事例紹介 

 アスリート本人のプレゼン、JOC担当者との情報交換会、施設見学を行います。 

 http://www.tef.or.jp/career-support/setsumeikai_info.jsp?id=261543 

 【問い合わせ先】競技力向上 アスリート・キャリアサポート事業 電話：03-5413-7557 

 

■中小企業向け外国人採用・活用セミナー開催（6月18日、7月6日／参加無料） 

 外国人採用の具体的事例の紹介や、在留資格についてお伝えします。 

 https://r-hataraku.jp/company/event/ 

 【問い合わせ先】「東京都中小企業の外国人材受入支援事業」運営事務局(株式会社パソナ内) 

 電話：03-6734-1266  

 

■「中小企業を躍進させる、独自の人材戦略構築とは」（6月27日／参加無料） 

 内藤真一郎氏（ファインドスターグループ代表取締役社長）と浜野慶一氏 

 （浜野製作所 代表取締役 CEO）を迎え、中小企業の経営者を対象に、人材 

 戦略の構築や中核人材の確保についてのセミナーを開催します。 

 https://tokyo-jinzai.qol-inc.com/seminar/ 

 【問い合わせ先】東京都人材戦略支援事務局 電話：03-3525-8970 

 

■平成30年度｢就職差別解消促進月間」のお知らせ 

  平成12年度から、毎年6月を「就職差別解消促進月間」として、広く企業や 

 都民に対し、集中的に各種啓発活動を展開しています。この機会に就職差 

 別など企業内における人権問題について、ぜひ一緒に考えてみませんか。 

  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/kouen-eiga/ 

 【問い合わせ先】東京都雇用就業部労働環境課 電話：03-5320-4649 



 

■「時差Bizで朝を、毎日を、変えてみませんか」（取組期間：7月9日～8月10日） 

 時差出勤やテレワークなどを利用し、通勤時間をずらすことで快適な通勤を 

 体験する時差Bizに参加してみませんか。積極的に活動した企業等には時差 

 Biz推進賞が授与されます！ 

 https://jisa-biz.tokyo/ 

 【問い合わせ先】時差Biz運営事務局 電話：03-3479-0254 
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５┃国、その他機関情報 
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＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞ 

■株式会社ラクーン 小方功社長講演会「ホワイト企業への脱却」（5月25日／参加無料） 

 試行錯誤しながら推進してきた「働き方改革」や「女性の活躍推進」について、 

 実践からの気づきや成功のポイントをお話いただきます。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-86085.html 

 【問い合わせ先】中小企業活力向上プロジェクト 実行委員会事務局 

  電話：03-3283-7388 

 

＜＜東京信用保証協会からのお知らせ＞＞ 

■ 「第2回 事業承継セミナー」のご案内（5月26日／参加無料） 

 事業承継を進める上での大切なポイントや知っておきたい税と承継計画に 

 ついて、専門家が分かりやすくお伝えします。お気軽にご参加ください。 

 http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/managementsupport.html?banner_id=k1805 

 【問い合わせ先】東京信用保証協会 経営支援部 経営支援統括課 

  電話：03-3272-2276  

＜＜（独）中小企業基盤整備機構からのお知らせ ＞＞ 

■タイビジネス商談会のご案内（6月12日／参加無料） 

 中小機構では、タイ王国大使館にてタイビジネス商談会を開催します。 

 タイ鋳造分野の製造業7社が参加します。商談は日本語でＯＫ（通訳付き）。 

 当日はアドバイザーが巡回し、適宜商談をサポートします。 

 https://swbs.smrj.go.jp/event/19281/ 

 【問い合わせ先】タイビジネス商談会運営事務局 担当：鶴田・斉藤 

  電話：03-6256-9779（平日：10時～17時） 

 

＜＜ 全国中小企業取引振興協会からのお知らせ ＞＞ 

■下請取引適正化推進セミナー 基礎コース（6月18日・7月11日／受講料：12,400円） 

 事業者のコンプライアンス徹底が厳しく求められている現在、当協会では 

 下請法についてわかりやすく解説する標記セミナーを開催いたします。 

 http://www.zenkyo.or.jp/seminar/orijinal_jitumu.htm 

 【問い合わせ先】（公財）全国中小企業取引振興協会 講習会・セミナー係 

  電話：03-5541-6688  FAX：03-5541-6680 

 

＜＜ 中小企業庁からのお知らせ ＞＞ 

■平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)パンフレットのご案内 

 今回の改正では、新規設備投資の固定資産税が３年間最大ゼロとなる 

 特例が創設されたほか、事業承継税制が抜本的に拡充されるなど、中 

 小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されています。 

 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180330zeiseikaisei.htm 

 【問い合わせ先】中小企業庁 事業環境部 財務課 担当者：上野、横倉、坂田 



  電話：03-3501-1511 
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★最後までお読みいただきありがとうございました。 

 次回の配信は6月6日頃を予定しております。 
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◆このメールマガジンに対するご要望・ご意見・配信先の変更 

kikaku@tokyo-kosha.or.jp  

 

◆送信停止 

【PC】 

http://mail.tokyo-kosha.or.jp/tokyo-smesc/m/p/np/2816 

【携帯】 

http://mail.tokyo-kosha.or.jp/tokyo-smesc/m/p/nm/2816 

 

-------------------------------------------------------------------- 

このメールマガジンは、公社ネットクラブ会員の方々にお送りしております。 

公社および東京都などが行う中小企業支援情報や耳よりな情報等を随時お届 

けいたします。 

 

◆ネットクラブ会員について 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/jigyo/netclub/index.html  

 

-------------------------------------------------------------------- 

個人情報は、あらかじめ明示した目的の範囲内で利用いたします。 

弊社の個人情報は、「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しており 

ますのでご参照ください。 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/pdf/youkou.pdf  

 

******************************************************************** 

【発行・編集】 

（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 企画課 

kikaku@tokyo-kosha.or.jp  

電話：03-3251-7897 

****************************************************** &TOKYO ****** 


