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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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■頼れるプリント基板実装工場
＝ 株式会社 相信 ＝
基板・部品・実装！相信のＰＷＢワンストップサービス。
設計・基板製作・調達・実装・検査まで相信が一括で請け負います！
部品のみの供給も承ります。ネット通販に頼らない相信の独自サービスです。
30 年かけて独自構築した調達先 372 社から部品を確保します。
・・・>>>詳細はこちら
https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000036668&gno=400000716
企業ホームページ
部品：
http://www.aishin.co.jp/estimate/stocks?utm_source=bizsapo&utm_medium=email&utm_campaign=0507&utm_cont
ent=estimate
製品：http://www.aishin.co.jp?utm_source=bizsapo&utm_medium=email&utm_campaign=0507&utm_content=top
■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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■デザイン支援第 1 回コラボマッチング（商談会）参加企業募集中！（9 月 20 日／無料）
新商品の開発、大幅な商品改良、パッケージや HP の刷新に至るまで、自社商品
をより魅力あるものにするためにデザインの力を活用してみませんか？
今回は、都内中小企業の皆様から「デザインを活用してみたい案件」を募集
いたします。6 月 28 日申込締切。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/matching.html
■公的助成金を利用ください！

┗都内中小企業の防災技術・製品の改良・普及を支援します！（予約締切：6 月 7 日）
東京都中小企業振興公社では、都市防災力を高める防災技術・製品の実用化
及び販路開拓に係る経費の一部（上限 1,350 万円）を助成いたします。
皆様の身近にある製品・技術・試作品等を、災害時にも活躍する防災製品等
へと改良し、社会へ広めていきませんか？皆様のご応募お待ちしております。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/bousai.html
┗2019 年度 知的財産関連助成事業説明会のご案内（6 月 21、26、28 日）
外国特許出願費用、海外商標対策費用等、全 10 種類の知的
財産関連助成事業について説明会を開催します（先着順）
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai_2019_2.html
-------------------------------------------------------------------■東京都立産業貿易センター浜松町館・台東館
┗令和 2 年度/2020 年度利用分 展示室等利用申込受付開始のご案内
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。
【順位別受付】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いたします。
只今 利用申込受付中です。
新しく生まれ変わる浜松町館のご案内はこちら
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 6 月・月のイベント情報
https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_6/
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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
┗【参加者募集！】2019 年度 BCP 策定講座（地震編）（5 月 30 日）
本講座では、講義と演習を通じて、BCP の基本的な考え方・策定方法等を習得
していきます。まだ BCP 未策定の方は、本講座を通じて事業継続力の向上に取
り組みましょう。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1904/0007.html
┗中小企業における人材マネジメントの実務ポイント～
各種制度設計や人材育成・組織活性化の手法～（6 月 18、25 日、8 月 20、27 日）
本セミナーでは、働き方改革の流れを上手に活かしながら、人事担当者が押
さえるべき人材マネジメントの実務ポイントについて学ぶとともに、人事制

度の設計と運用上の重要ポイントをワークを通じて実践的に学びます。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1904/0014.html
┗「メンタルヘルス推進リーダー養成講座」開催します。（6 月～9 月）
「総論・法律、医療、マネジメント」をテーマとした講座で、従業員の心の
健康をケアする社内担当者を養成します。事例を通して具体的に学び、体系
的な知識の習得を目指します。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1904/0021.html
┗第 1 回 事業承継セミナー「事例で学ぶ！失敗しない事業承継」（6 月 19 日）
事業承継をお考えの方を対象に、成功実例・失敗事例を交えながらポイント
について分かりやすくご紹介します。平成 30 年度から適用された承継税制の
改正についても、実務的な活用方法をお伝えします。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0001.html
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４┃東京都からのお知らせ
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■平成 31 年度｢就職差別解消促進月間」のお知らせ
～なくそう就職差別、問われる企業と社会の人権感覚～
東京都では、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。
≪人権啓発映画会≫（6 月 4 日／無料）
≪就職差別解消シンポジウム≫（6 月 12 日／無料）
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/kouen-eiga/
【問い合わせ先】(公財)東京都人権啓発センター
TEL： 03-6722-0085
■6 月は東京都の「男女雇用平等推進月間」です。（事前申し込み制／無料）
男女ともに働きやすい職場のつくり方や、ハラスメント対策、女性活躍推進
などをテーマとして、都内 6 会場で専門家によるセミナーを開催します。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/
【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター
TEL：03-5211-2209 ／ FAX：03-5211-3270
セミナーについてのお問合せは、各担当事務所までお願いします。
■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 17 日／無料）
「トップアスリートを雇用してみませんか？」アスリート雇用の事例紹介、
アスリートからのメッセージ、会場施設見学、情報交換会等を行います。
https://www.tef.or.jp/career-support/setsumeikai.jsp
【問い合わせ先】東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課
TEL：03-5320-7715
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５┃国、その他機関情報
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＜＜三菱 UFJ 技術育成財団からのお知らせ＞＞
■研究開発助成金公募締切迫る（締切：5 月 20 日）

当財団では技術指向型中小企業を対象とした助成金の公募を受け付けて
おります。新規性・独創性に富むプロジェクトのご応募をお待ちして
おります。
（助成金額：上限 300 万円かつ研究開発対象費用の 1/2 以下）
http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html
【問い合わせ先】（公財）三菱 UFJ 技術育成財団 事務局
TEL：03-5730-0338
＜＜産業労働局からのお知らせ＞＞
■経営者セミナー「中小企業の経営を躍進させる人材戦略とは」（5 月 24 日／無料）
今野浩好氏（株式会社今野製作所）と堤香苗氏（株式会社キャリア・マム）を
ゲスト講師に迎え、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。ぜひ、ご参加ください！
http://ur0.work/wOWc
【問い合わせ先】東京都人材戦略支援事務局
TEL：03-3525-8970
┗2019 年度 Buy TOKYO 推進活動支援事業の募集を開始します！（締切：6 月 7 日）
東京の特色ある優れた商品（東京都産品）のブランド力強化や市場への浸透、
海外展開促進のため、都内中小企業等の東京都産品の販売や PR 活動を支援します。
※申請方法等の詳細は下記 URL でご確認ください。
http://by-tokyo.jp/
【問い合わせ先】産業労働局商工部経営支援課（「Buy TOKYO 推進プロジェクト」担当）
TEL：03-5320-4726 ／ FAX：03-5388-1465
＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞
■ベトナム（ホーチミン）・カンボジア（プノンペン）現地事情視察会」を開催します。
東京商工会議所では、豊富で若い労働力に加え、安定した政治・社会基盤
を持ち、「チャイナ・プラスワン」として大きな注目を集めるベトナムと、
「タイ・プラスワン」の新たな生産拠点として高い経済成長を遂げるカンボジアの
2 か国を短期間で訪問できる充実したメニューの現地視察会を開催します。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94015.html
【問い合わせ先】東京商工会議所 中小企業部
TEL：03-3283-7724
＜＜東京都環境公社からのお知らせ＞＞
■電気自動車や電動バイク等の普及促進事業を開始します。（締切：2020 年 3 月 31 日）
（公財）東京環境公社では、電気自動車や電動バイク等の普及促進を図るため、
新たな補助の申請受付を 4 月 23 日から開始します。
電気自動車等：https://www.tokyo-co2down.jp/individual/subsidy/ev/index.html
電動バイク：https://www.tokyo-co2down.jp/individual/subsidy/re_evbike.html
【問い合わせ先】公益財団法人 東京都環境公 東京都地球温暖化防止活動推進センター
TEL：03-5990-5068
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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 5 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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