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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！
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■最高レベルのヘラシボリ技術！創業五十余年の実績。
＝ (株)高桑製作所 ＝
当社が選ばれる３つの特徴！
（１）1 個から量産まで各種金属に対応！
（２）低コスト型でイニシャルコストの低減可能
（３）ネットワークを使った追加工も対応可能
確かな技術であらゆるニーズにお応えします。是非、ご相談ください。
・・・>>>詳細はこちら
https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000025846&gno=400000670
企業ホームページ URL：http://herasibori.com/
■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
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２┃公社トピックス
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■【伝統工芸品の商品開発】デザイン募集～「東京手仕事」プロジェクト～（5 月 9 日締切）
伝統工芸品の素材や技術をいかした新商品の企画デザイン案を募集します。
http://tokyo-craft.jp/develop/apply/
■2019 年度「第 1 回ビジネスマッチング in 東京」≪受注側≫参加企業募集のご案内（5 月 17 日締切）
新たな受注の確保、取引先の拡大に商談会をご利用ください！
現在、発注企業様が求める技術や製品等を公社ＨＰで公開中です。
御社の技術や商品にマッチする案件があれば、是非お申込ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2019/index2.html
■「新技術創出交流会」エントリー企業を募集します（9 月 18 日～19 日／無料）
大手企業・大学・研究機関との面談の場をご提供することで、技術連携・

共同開発のきっかけ作りを目指す多摩地域最大級の展示商談会です。
ぜひこの機会をご活用ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1904/0001.html
■「東京ビジネスフロンティア in CEATEC2019」出展者募集中です！（10 月 15 日～18 日）
東京ビジネスフロンティアでは、共同出展いただける企業様を募集しています。
展示会出展を通じて新たなビジネスチャンスを獲得しませんか？
http://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/ceatec.html

■公的助成金を利用ください！（4 月 3 日申込開始）
┗平成 31 年度 LED 照明等節電促進助成金 節電診断申込受付中！
節電アドバイザーを工場に派遣し、消費電力の使用制限、抑制など中小企
業者等に対する適切なアドバイスを行います。（助成金の申請には本診
断を受けることが要件になっています）
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html
┗革新的事業展開設備投資支援事業 助成金申請者説明会のご案内（4 月 19 日～4 月 25 日）
設備投資の助成金（最大 1 億円） 第 5 回革新的事業展開設備投資支援事業の
助成金申請者説明会を 10 回に渡り開催いたします。事業内容と申請方法の
ポイント等を説明しますので申請をご検討されている方は極力御参加下さい。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1903/0008.html
┗平成 31 年度情報セキュリティ基本方針策定支援専門家派遣事業 申込受付中！（6 月 20 日締切）
情報セキュリティの専門家が、サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請に
必要な SECURITY ACTION 二つ星★★の基礎となる情報セキュリティ基本方針の
策定を支援します。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html
-------------------------------------------------------------------■東京都立産業貿易センター浜松町館・台東館
┗只今 両館 展示室等の 2020 年度ご利用分について順位別で申込を承っております。
「都内の中小企業又は中小企業団体等が実施する見本市等」のご利用については
以下の日程・会場で承ります。
日時：平成 31 年 4 月 17 日(水)・18 日(木)・19 日(金) 14：00～17：00
受付会場：台東館 8・9 階（台東区民会館）
【順位別受付・利用説明会】 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。
2020 年 9 月 14 日に新しく生まれ変わってオープンいたします。
https://www2.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 5 月・6 月のイベント情報
https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_5/
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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
┗「展示会、これをやめれば成功する」参加者募集中!!（5 月 21 日）
2200 社の販促・展示会に携わったコンサルタントが、
出展効果を最大にする方法を伝授します。「売り」を見つけるワークも実施。
定員 50 人、申込みは先着順です。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1904/0005.html
┗第 1 回東京都デザイン導入支援セミナーのご案内（5 月 29 日）
『「デザイン経営」宣言を読み解く。知財戦略の重要性を学ぶ。』という
テーマでデザインセミナーを開催します。デザインの力をブランドの構築
やイノベーションの創出に活用する経営手法と、知的財産の積極的な活用
について解説します。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1903/0003.html
┗「平成 31 年度 商人大学校 基礎講座」受講者募集中!（6 月 25 日～8 月 6 日）
経営意欲あふれる小売店、飲食店、サービス業の経営者、後継者、
従業員等の方を対象に経営力向上セミナー「商人大学校基礎講座」を開講します。
皆さまのご参加をお待ちしております。 ※申込締切：5 月 14 日
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/shonin/daigakko.html
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４┃国、その他機関情報
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＜＜東京都からお知らせ＞＞
■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（4 月 24 日／無料）
東京テレワーク推進センターでは、テレワークに関する企画セミナーを毎月
開催しています。「テレワーク川柳」作品の紹介を交えつつ、テレワーク導入
・推進のポイントを解説します。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/
【問い合わせ先】東京テレワーク推進センター
電話:03-3868-0708
＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞
■「2019 年度 海外展開公的支援機関事業説明会」（5 月 15 日／無料）
中小企業の海外展開支援をしている公的機関（４団体）による、各機関の
支援事業及びサービスに関する説明会を開催いたします。
制度利用の方法等を丁寧にお伝えします。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-90763.html
【問い合わせ先】東京商工会議所 中小企業部 海外展開支援担当
電話：03-3283-7745
＜＜外務省からのお知らせ＞＞
■「国連ビジネス・セミナー」のご案内（5 月 21 日・22 日／無料）

外務省は日本企業を対象に、国連ビジネス・セミナーを開催します。
国際機関等の調達制度に関するセミナーや、国際機関等との
個別相談の機会を設けています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/unp_a/page3_002738.html
【問い合わせ先】外務省総合外交政策局国連企画調整課（担当：川上，堀田）
電話：03-3580-3311（内線：4121）
＜＜東京信用保証協会からのお知らせ＞＞
■「事業承継セミナー」のご案内（5 月 22 日／無料）
「事業承継税制の法人版と個人版の違い」や、
「親族内に後継者がいなくても事業を残していくための方法」などについて、
専門家がわかりやすくお伝えします。
http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/managementsupport.html?banner_id=k1905
【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
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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 5 月 15 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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