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１┃公社トピックス 
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■「知的財産マッチング会」を開催します！（3 月 5 日） 

 大企業等が保有する特許等の技術シーズを活用し、 

 中小企業の皆様の新製品開発を支援する知的財産マッチング会を開催します。 

 個別面談（予約制）もございますので、是非ご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2018/310305matching.html 

 

■世界発信コンペ 2019 KICK OFF & 2018 DEMO DAY（3 月 20 日／無料／要予約） 

 新製品／サービスの頂点を決める、東京都主催『世界発信コンペティション』の 

  事業説明のほか、先輩受賞企業６名が登壇しリアルな声をお届けします。 

  事業拡大や販路開拓のヒントを見つけにきませんか？ 

 https://startuphub.tokyo/event/20190320e1 

 

■公社助成金をご利用ください！ 

┗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（2 月 28 日・3 月 5 日） 

 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」の説明会を開催します。 

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

 

┗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、助成率 2/3（普及促進フェーズは 1/2）） 

 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 

 

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

■東京都立産業貿易センター浜松町館・台東館 

 ・平成 32 年度/2020 年度利用分 展示室等利用申込受付開始のご案内 

 ・「展示室等利用申込受付説明会」のご案内 



 

 平成 31 年 4 月 2 日（火）より 浜松町館・台東館 両館の 

 平成 32 年度/2020 年度ご利用分の展示室等利用申込について、順位別受付を開始いたします。 

 ご利用に関する説明会を 3 月 12 日（火）開催いたしますのであわせてご案内いたします。 

 【順位別受付・利用説明会】の詳細はこちら https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/rank/ 

  

 

■東京都立産業貿易センター浜松町館の開業日が決定しました！ 

 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 4 室と 

 大・中・小 3 つの規模の会議室を備える東京都の施設です。 

 竹芝地区開発に伴い 2015 年 10 月より閉館していますが、 

 2020 年 9 月 14 日に新しく生まれ変わってオープンします。       

 新しく生まれ変わる浜松町館のご案内はこちら 

 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 

 ＜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。 

┗台東館 2019 年 3 月・4 月のイベント情報 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_3/ 
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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 

┗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 

 

┗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 

 

┗平成 30 年度 BCP フォローアップセミナー（3 月 11 日） 

 既に BCP を策定している企業に対して、 

 策定後の自主点検や定着化を目的とした模擬訓練の実施等、 

 実効性の高い BCP への改定や組織活動としての定着化を目指します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1902/0008.html 

 

┗小さな会社の賢い戦い方～きちんと稼ぐ企業・店舗のヒントをお伝えします～（3 月 18 日） 

 きちんと稼ぐ企業には、ちょっとした秘訣があります。 

 「取引先の裏切りから、事業戦略の転換でがっちり稼ぐ製造業へ」 

 「今までにないビジネスモデルで、5 年で 3 店舗開店の飲食店」 

 あなたの会社でもきっと役に立つ事業のヒントをご紹介！ 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1902/0023.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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■東京都中小企業職業訓練助成金」の申請企業を募集中です！ 

 ◆研修時間 ６時間～ 

 ◆外部教育機関の研修は、最大で受講料の半額を助成 

 ぜひご活用ください！ 

 https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/jinzai/ikusei/kunren_josei/ 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 雇用就業部能力開発課 電話：03-5320-4718 

 

■ビッグデータを活用した観光行動分析セミナーを開催します（3 月 20 日／無料） 

 観光関連事業者や自治体・観光協会の方などを対象に、 

 ビッグデータから分かる外国人旅行者の行動の傾向、 

 トレンド等を紹介するセミナーを開催します。 

 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/22/04.html 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 観光部 受入環境課 電話：03-5320-4802 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４┃国、その他機関情報 
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＜＜日本能率協会からのお知らせ＞＞ 

■FOODEX JAPAN2019 国際食品・飲料展 開催のご案内（3 月 5 日～8 日） 

  本展示会は、アジア最大級の食品・飲料専門展示会です。 

 3 月 5 日から全 4 日間、幕張メッセで開催します。 

 関連事業を営んでいる方々はぜひご来場ください。 

  https://www.jma.or.jp/foodex/about/index.html 

 【問い合わせ先】（株）ケイ・スリー・クリエイション（来場者ヘルプデスク）電話：03-6809-2707 

 

＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞ 

■セミナー 目指せ生産性向上！ 今年の申請ポイント、教えます！（3 月 8 日／無料） 

 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業（ものづくり等補助金）」 

 は、生産性・経営力向上のための革新的サービス・試作品開発・生産プロセス 

 の改善を行う中小企業・小規模事業者の取組みを支援する補助金です。 

 申請書作成のポイント「事業面」「技術面」などの記入方法について、事例を交えて解説いたします。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-90383.html 

 【問い合わせ先】東京商工会議所 中小企業部 電話：03-3283-7724 

 

■＜＜荒川区からのお知らせ＞＞ 

┗障がい者雇用促進セミナー 参加者募集中！（3 月 13 日／無料） 

 精神障がい者の雇用・職場定着を通した「企業成長の実現」をテーマに、 

 先進的な雇用管理を実践している企業経営者等を迎え、 

 基調講演やパネルディスカッションによるセミナーを開催します。  



 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/shuro/syougaikoyousokushin.html 

 【お問い合わせ先】荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係 

  TEL：０３－３８０２－３１１１(代表) 内線２６９１ 

  メール：syouhuku@city.arakawa.tokyo.jp 
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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 3 月 13 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 ****** 


