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１┃公社トピックス 
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■中小企業ニューマーケット開拓支援事業（マーケティング支援）申込随時受付中! 

 ユーザーの声を反映させた売れる製品に仕上げましょう！ 

 御社の試作段階の製品について、テストマーケティング先を紹介し、改良 

 のアドバイスを製品化に活かすお手伝いをします。 

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

 

■「事業可能性評価事業」のご案内（随時受付／無料） 

 新規事業の展開を目指す企業・創業者を対象に、各分野の専門家がビジネ 

 スプランのアドバイス・評価を行い、事業化に向けて継続的に支援します。 

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

 

■事業承継フォーラム２０１９（2 月 18 日） 

 被災後社長と次期後継者で経営を建て直した中小企業の取り組みや、 

 事業承継塾を修了した事業承継当事者の生の声をお届けします。  

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1812/0016.html 

 

■日タイ食ビジネス商談会＆セミナー2019 IN 幕張メッセ（3 月 5 日／事前申込制｜参加無料） 

 アジア最大級の食品・飲料専門展示会「FOODEX JAPAN 2019」の同時開催企画です。 

 【第１部】（株）伊藤園 柳様による基調講演「味のグローカリゼーション」 

 【第２部】タイから来日する食品メーカーや外食企業との商談会 

 https://tokyo-matching.com/ 

 

■公社助成金をご利用ください！ 

┗  2019 年度助成事業説明会を開催します（全 8 回） 

 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 

 の募集内容について説明会を実施します。 

 開催日：2 月 12 日、14 日、15 日、18 日、20 日、25 日、27 日、3 月 4 日 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0015.html 

 

┗「都内商店街での開業を目指す方」向け助成金事業説明会のご案内 

  都内商店街での開業や多角化、事業承継に要する経費の一部を 



  助成する「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」及び 

 「商店街起業・承継支援事業」の説明会を開催いたします。 

  開催日：2 月 25 日、26 日、28 日、3 月 5 日、6 日 

  http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0016.html 

 

┗第 8 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会のご案内（3 月 11 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説明会を開催いたします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0025.html 

 

┗平成 31 年度(2019 年度) 先進的防災技術実用化支援事業 説明会のご案内（3 月 20 日～4 月 18 日） 

 都市防災力を高める防災技術・製品の実用化及び販路開拓の経費を助成する 

 「先進的防災技術実用化支援事業」（上限 1,350 万円）の平成 31 年度(2019 年度) 

 説明会を実施します。詳細は、公社ＨＰをご確認ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0004.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 

 

 

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

■新しく生まれ変わる東京都立産業貿易センター浜松町館 

┗都立産業貿易センター浜松町館は、1,500 平米規模の無柱空間の展示ホール 

 と会議室を備える東京都の施設です。竹芝地区開発に伴い平成 27 年 10 月より 

 閉館しておりますが、2020 年秋ごろに新しく生まれ変わってオープンいたします。 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/hamamatsucho/outline/ 

 

■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 2・3 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=2019&mon=2 

 

■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 

 只今、来年度平成 31 年度(2019 年度)分の展示室等利用申込の随時受付を承っております。 

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

┗多摩支社産業セミナー「後悔しないためのアンガーマネジメント」（2 月 14 日） 

 アンガーマネジメントは「怒らなくなる」ことではなく、怒りの感情に振 

 り回されて後悔することがないように、怒りの感情と「上手に付き合う」 

 ための技術を学びます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1812/0023.html 

 

┗価格交渉サポートセミナー【共催：中小企業振興機関協会】（2 月 15 日） 



 中小企業等の経営者や営業担当者が、親事業者の調達部門への見積もり提出 

 や価格交渉を行う上で知っておくべき基本的な法律知識や、交渉するために 

 必要な価格交渉のノウハウを専門家が分かりやすく丁寧に解説いたします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/soudan/seminar.html 

 

┗第４回戦略的事業承継セミナー（3 月 5 日） 

 事業承継を進めていくうえで大切な事業の磨き上げについて、 

 成功や失敗の事例を交えながらご説明します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0024.html 

 

┗「スマート農業 ‐農業ロボットと ICT/IoT-」（3 月 6 日）  

 モノづくり企業の新規参入が期待されている、農業ロボットと ICT、IoT に 

 焦点を当て、農業と工業の連携の実践的な取り組み、及びロボット開発ベン 

 チャーの事例を紹介いたします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0003.html 

 

┗海外での戦略的な顧客の獲得に役立つ実践セミナー（3 月 8 日） 

 中小企業が海外で顧客獲得をするためのポイントについてセミナーを開講し、 

  中小企業各社が取り込みやすい戦略や事例の情報提供およびサポートを行います。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0011.html 

 

┗第 5 世代移動通信システム（5G）で変わる世の中～電波行政と 5G／IoT の取組み～（3 月 19 日）  

 5G が生活にどう影響するかを解説し、今後の普及の見通しや 5G 事業参入を 

 目指す中小企業への示唆を、政策面あるいは各キャリアの取組みから解説します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1901/0014.html 
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３┃東京都からのお知らせ 
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■「製造現場のデジタル化による新たな価値創出」(2 月 13 日／参加無料） 

 日々のあらゆる企業活動をデジタル化することで、効率的な企業経営や新たな 

 ビジネスモデルの創出を実現した企業のサクセスストーリーをご紹介します。 

 https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190213iot.html 

 【問い合わせ先】東京都立産業技術研究センター プロジェクト事業推進部 

 IoT 開発セクター  電話:03-5530-2286 

 

■東京テレワーク推進センター テレワーク＆働き方改革の最新情報セミナー 

 働き方・働く場所の柔軟化やコミュニケーションの在り方など多角的な視点から、 

 テレワーク等働き方改革の具体的な進め方や効果について解説します。 

 セミナー後半では、助成金や無料のコンサルティングなど都や国の支援事業のご案内も行います。 

 https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/ 

 【お問合せ先】東京テレワーク推進センター 電話:03-3868-0708 
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４┃国、その他機関情報 
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＜＜荒川区からのお知らせ＞＞ 

■MACC セミナー「中小・小規模事業者のための『背伸びをしない IoT 活用術』」（2 月 21 日／参加無料） 

 IoT 活用を初歩から学びます。また、IT 関連の各種補助金や消費税率引上に関する軽減税率対策 

 (POS レジ・受発注システム改修等)の概要も紹介します。 



 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/kouza/macc_seminer2019.html 

 【問い合わせ先】荒川区 産業経済部 経営支援課 産業活性化係  

  電話:03-3802-3111(内線 458) 

 

＜＜東京商工会議所 産業政策第一部からのお知らせ＞＞ 

■経営者のための「中小会計要領」活用セミナー（2 月 15 日／参加無料） 

 本セミナーは、経営の好循環へのきっかけをつかんでいただくことを目的に、 

 「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」に則った決算を作成 

 することについて学びます。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-89835.html 

 【問い合わせ先】東京商工会議所産業政策第一部税制担当 

  電話:03-3283-7844  FAX:03-3213-8716  メール：sansei@tokyo-cci.or.jp 

 

＜＜町工場見本市 2019 運営事務局からのお知らせ＞＞ 

■第 5 回「町工場見本市 2019」開催！（2 月 19 日～20 日／入場無料） 

 葛飾区及び近隣地域の中小製造業者が一堂に会し、 

 展示・実演等を通じて優れた製品・技術力を紹介します。 

 ビジネスチャンス拡大やネットワークづくりにぜひご来場ください！ 

 http://machikouba.jp/ 

 【問い合わせ先】町工場見本市 2019 運営事務局  

  電話:03－3263－8695 FAX:03－3263－8693 メール：machikouba@c-linkage.co.jp 

 

＜＜板橋区からのお知らせ＞＞ 

■採用難時代に人が集まる中小企業の取組が分かる！働きがい表彰・講演（2 月 26 日／参加無料） 

 働きがいがあると認定された会社の表彰式と受賞企業スピーチ。 

 特別講演は（株）浜野製作所代表の浜野慶一氏。優れた事例から学ぶ絶好の機会です。 

  http://itabashi-kohsha.com/archives/7206 

  【問い合わせ先】板橋区産業振興公社  電話:03-3579-2191 

 

＜＜ミャンマーCEO 商談会＆セミナー運営事務局からのお知らせ＞＞ 

■ミャンマーCEO 商談会＆セミナー（2 月 26 日／参加無料）※応募締切：2 月 15 日 

 日本企業との連携、調達などを求める“ミャンマー企業”36 社との商談会を開催します。 

 国内にいながら現地企業の“経営者”等と顔を合わせて商談ができます。 

 また、現地からの生の声を交えたビジネス対談も同時開催します。 

 https://swbs.smrj.go.jp/event/25869/ 

 【問い合わせ先】ミャンマーCEO 商談会＆セミナー運営事務局 

 担当：山崎、指方（さしかた）、鳥養（とりかい） 

  電話:03-6869-9101 

 

＜＜機械振興協会 技術研究所からのお知らせ＞＞ 

■「第 22 回テクノフォーラム －施設園芸ビジネスを成功に導く技術－」を開催します。（2 月 27 日／参加無料) 

 当協会では、農業と機械産業の橋渡し役となるコンシューマーアグリ研究会を発足させ、 

 機械産業で培った生産技術・IT を農業へ適用する農工連携の事業を実施しております。 

 本フォーラムが、農業分野への進出を目指す機械産業・製造業に有益となれば幸いです。 

 http://www.jspmi.or.jp/system/seminar.php?ctid=1306&smid=131 

 【問い合わせ先】（一財）機械振興協会 技術研究所 企画管理室 

  電話:042-475-1155 

 

＜＜豊島区からのお知らせ＞＞ 

■第 12 回としまＭＯＮＯづくりメッセ（2 月 28 日～3 月 2 日／参加無料） 



 区内を中心とした企業・団体が、優れた製品や高い技術に加え、 

 飲食・雑貨といった商品を展示・販売する総合見本市です。約 100 社が出展し、 

 会場内では商談やビジネスセミナーも多数実施しております。 

 http://www.toshima-messe.jp/ 

  【問い合わせ先】としまＭＯＮＯづくりメッセ 実行委員会事務局 電話:03-4566-2742 

 

＜＜中小企業活力向上プロジェクトからのお知らせ＞＞ 

■『美意識』の山口周氏も登壇「中小企業活力向上大会」（3 月 15 日／参加費無料） 

 「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか？」で知られる山口周氏の 

  基調講演、事例発表、成長企業の特徴分析等をお届けします。 

   http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-90328.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 
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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 2 月 27 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  
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