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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！ 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■工場の機械設備買取ります！！  

    

 ＝ 弘英産業(株) ＝ 

 弘英産業では、不動産評価から売買仲介、中古機械の買取や動産鑑定評価、 

 産業廃棄物収集運搬等ダイレクトかつスピーディにワンストップでまとめて請け負い、 

 絶えず変化しているお客様のビジネスニーズに対し、製造部門の集約や合理化等、 

 的確かつ敏速に処理して対応できる環境が整っております。 

 まずはお気軽にご連絡ください。 

 

 ・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000390789&gno=400000533 

 

 企業ホームページ URL：http://www.kikai-kaitori.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 
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２┃公社トピックス 
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■知的財産マッチング会の参加者募集！（7 月 10 日） 

 ～大企業・研究開発機関等のＩＣＴ関連特許等を活用した新たな事業展開を支援します～ 

 大企業や研究開発機関等が有する開放特許等を活用した自社製品開発や、 

 知的財産を媒介とした大企業とのビジネスマッチングを支援するため、 

 知的財産マッチング会を開催します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2019/190710matching.html 

 

■「事業可能性評価事業」のご案内（随時受付／無料） 

┗新規事業の事業計画の評価・アドバイスを行います！ 

 「事業の可能性あり」と評価された企業・創業者に対して、 



 継続的に事業化に向けて支援します。（随時受付／無料） 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/hyoka/index.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！（6 月 7 日予約締切） 

 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？ 

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

 

┗第 9 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会のご案内（7 月 10 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/1905/0022.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。 

 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 

 台東館 2019 年 6 月・7 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 

┗第 1 回 戦略的事業承継セミナー「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分かり 

 やすくポイントを紹介します。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 

 

┗第 1 回 ICT セミナー「中小企業の生産性向上に役立つ ICT 活用セミナー」（6 月 20 日） 

 中小企業（主に製造業）における ICT 活用のポイントをお伝えします。 

 経営課題解決に役立つ ICT サービスとその導入方法を事例を交えてわかりやすくご案内します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0016.html 

 

┗第 2 回ロボット導入・活用セミナーを開催します（6 月 26 日） 

 ロボットを活用した自動化の手法や考え方、ロボットを導入する前に行うべ 

 き改善について、具体例をもとにお伝えします。 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0017.html 

 

┗2019 年版 中小企業白書・小規模企業白書の読み解き方（7 月 2 日） 

 今回の中小企業白書では、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者 

 の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組につ 

 いて、豊富な事例を交えながら分析を行っています。（6 月 24 日募集締切） 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0015.html  

 

┗第 1 回人材戦略セミナー・ハンドブックセミナー（7 月 4 日） 

 「人手不足環境下における労働生産性向上へつなげる人材育成の重要性」 

 [1]人材育成・能力開発の現状 [2]取り組みの成果 [3]人材育成の効果と課題 

 [4]人材・組織課題への対応 [5]働き方改革への人事対応の 5 つのポイントについて、 

 データや事例を用いてご説明します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0005.html 

 

┗海外戦略策定セミナー（7 月 5 日） 

 新規事業「海外拠点設置等戦略サポート事業～拡がる！海外展開の可能性～」 

 ASEAN での海外進出のポイントと、老舗企業コクヨのとった海外拠点戦略とは？ 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0019.html 

 

┗「係争事例セミナー 第 1 回 特許編」を開催します（7 月 5 日） 

 知財係争リスクを検討する必要性が高まっています。 

 裁判例等を通じ、特許権に関する係争事例を解説します。 

 ぜひご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2019/190705sangyozaisan.html 

 

┗「海外商標対策セミナー～海外商標問題の実態と対策(中国を中心に)～」（7 月 9 日） 

 中国を中心とした商標問題の実態や対応策、防止するための事前の対策等について、 

 具体的な事例の紹介を通じて、解説します。ぜひご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2019/190709kaigaishohyo.html 

 

┗「展示会、これをやめれば成功する」好評につき第 2 回を開催!!（7 月 12 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。 

 申込みは先着順です。第 1 回は受付開始後 2 週間ほどで満席になりました!! 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0025.html 

 

┗「AI・IoT 特許セミナー～AI・IoT 発明の発掘と権利化の勘所～」（7 月 17 日） 

 AI の基礎知識、最近の AI・IoT 特許の動向、具体的な特許事例の紹介を 

 通じて AI・IoT 特許取得のポイントを解説します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2019/190717chizaiiot.html 

  

┗産業セミナー「販促ツールを会社の顔に！わが社の魅力 UP ことはじめ」（7 月 19 日） 

 他社と差別化された自社の製品や会社の価値を発信し、顧客と共有する 

 「ブランディング」活動の基礎から、実際の事例を交えながらわかりやすくご紹介します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0008.html 

 

■セミナー 

┗国際化対応リーダー養成講座 製造業コース（7 月 24 日～11 月 27 日） 

 海外展開ビジネスプラン策定を通して、海外展開を担う幹部次世代リーダー 



 を育成する連続講座を開講します。（7 月 17 日募集締切） 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0006.html 
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４┃東京都からのお知らせ 
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■「AIIT シニアスタートアッププログラム」を開催します。 

 （説明会：6 月 13 日 講演会:6 月 22 日／無料） 

 産技大では、起業に必要な知識及びスキルを短時間で習得することを目指す 

 「AIIT シニアスタートアッププログラム」を 8 月に開講予定です。 

 事前の説明会・講演会を開催しますので、是非ご参加ください。 

 https://aiit.ac.jp/ 

 【問い合わせ先】産業技術大学院大学 

 TEL：03-3472-7833  E-mail:senior-startup@aiit.ac.jp 

 

■「働くパパママ育休取得応援奨励金」「介護休業取得応援奨励金」説明会（6 月 27 日／無料） 

 奨励金申請をお考えの企業の皆様を対象に、本奨励金についてご説明いたします。 

 ご希望の方は事前にお電話にてお申し込みをお願いいたします。 

 http://www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/seminar/papamamasetsumeikai0629.html 

 【問い合わせ先】（公財）東京しごと財団 雇用環境整備課 

 TEL：03-5211-2399 

 

■平成 31 年度「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」募集のお知らせ（6 月 28 日締切） 

 東京都は生活と仕事の両立に向けて優れた取組をしている中小企業等を 

 「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」として認定しています。ぜひご応募下さい！ 

 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/nintei/ 

 【問い合わせ先】京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 

 TEL：03-5320-4649 

 

■ISPO Munich 2020 東京パビリオン出展企業募集（6 月 28 日締切） 

 東京都は、ドイツ・ミュンヘンで開催される世界最大級のスポーツ用品展示会 

 「ISPO Munich 2020」東京パビリオンへの出展企業を募集します。 

 6/18 にはセミナーを開催しますので、ぜひご参加ください！ 

 https://www.sports-t.jp/ 

 【問い合わせ先】「ISPO Munich 2020」東京パビリオン出展事務局 

 TEL：03-6441-4356 

 

■「地域版第 4 次産業革命推進プロジェクト シンポジウム」を開催します！（7 月 4 日／無料） 

 AI・IoT・ビッグデータ等を活用した自治体の課題解決に関する実証実験事例紹介や 

 パネルディスカッションなど、イノベーション創出のきっかけとなる場を提供します。 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/industrial4/index.html 

 【問い合わせ先】運営事務局（デロイトトーマツコンサルティング合同会社内） 

 TEL：03-6860-7722 

 

■東京信用保証協会 「第 27 期創業スクール」のご案内（7 月 9 日～8 月 27 日毎週火曜／無料） 

 具体的な創業プランをお持ちの方を対象として、講義・個人ワーク・ 

 グループ演習を毎回行います。金融機関向けのビジネスプランを仕上げる 

 絶好のチャンスです。 

 http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistplaza/school/201904-27.html?banner_id=k1906 

 【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 



 TEL：03-3272-2276 

 

■「東京都企業立地セミナー2019 夏～融合が未来を創る”東京に立地するメリット”～」（7 月 10 日／無料） 

 新たなビジネス展開や事業領域拡大のヒントとなる講演、都内自治体による大規模事業用物件の 紹介をいたします。

企業立地個別相談会も実施。 

 https://ilsc.tokyo/seminar/  

 【問い合わせ先】運営事務局（東京都企業立地相談センター内） 

 TEL：03-6214-4388 

 

■「東京 e スポーツフェスタ」を初めて開催します！！（2020 年 1 月 11、12 日） 

 ｅスポーツの普及と関連産業の振興を目的として「東京ｅスポーツフェスタ」 

 を初めて開催。今後、e スポーツ関連の都内中小企業の出展者や競技大会参加者 

 の募集を行う予定。募集の詳細は 10 月頃公表予定 

 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/05/24/14.html 

 【問い合わせ先】東京 e スポーツフェスタ実行委員会事務局 

 TEL：03-5320-4887 

 

■東京都宿泊施設バリアフリー化促進セミナー及びアドバイザー派遣のお知らせ 

 東京都では、障害者、高齢者、お子様連れなど、あらゆる方々が利用しやすい 

 宿泊環境を実現するため、より多くの宿泊事業者の皆様にバリアフリー化に取 

 組んでもらうために、セミナー及びアドバイザー派遣を実施します。 

 （申込期間：2020 年 2 月 21 日まで 派遣期間：4 月 22 日～2020 年 2 月 28 日） 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/free2/ 

 【問い合わせ先】産業労働局観光部受入環境課 

 TEL：03-5320-4881 
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５┃国、その他機関情報 
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＜＜東京商工会議所 中小企業部からのお知らせ＞＞ 

■働き方改革支援に関する中小企業向け施策＆助成金教えます！（6 月 14 日／無料） 

 働き方改革関連法が順次施行となり、中小企業においては、人材確保・ 

 定着面も含め対応が求められることになります。セミナーでは、企業支援 

 豊富な講師により、①働き方改革で取組む施策と、②助成金・支援メニュー 

 を、それぞれ関連付け事例も交え分かりやすく説明します。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94018.html 

 【問い合わせ先】東京商工会議所 中小企業部 

 TEL：03-3283-7724 

 

＜＜公益財団法人りそな中小企業振興財団からのお知らせ＞＞ 

■製造業のための「売れる」デザイン（6 月 21 日） 

 5 名の研究者が、マーケティングから実際の製品やグラフィック、 

 従業員に心地よい職場環境のデザインまで、製造業の新たな付加価値として提案します。 

 http://www.resona-fdn.or.jp/main/jigyou/jinzai/3.html 

 【問い合わせ先】公益財団法人りそな中小企業振興財団 

 TEL：03-3444-9541 E-mail：staff@resona-fdn.or.jp 

 

＜＜東京都立産業技術研究センターからのお知らせ＞＞ 

■TIRI クロスミーティング 2019 ～中小企業と技術の出会いの場～（7 月 4、5 日） 

 都産技研や連携機関等が保有するシーズを発表し、中小企業との 



 技術マッチング促進をはかるイベントを、都産技研本部にて開催します。 

 https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-cm/ 

 【問い合わせ先】TIRI クロスミーティング 2019 運営事務局 

 TEL：03-5644-7499 

 

＜＜公益財団法人全国中小企業振興機関協会からのお知らせ＞＞ 

■【全国中小企業振興機関協会】下請法セミナー（7 月 4 日、19 日） 

 下請法の概要、親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の 4 つの 

 義務及び 11 の禁止事項等を分かりやすく解説します。 

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

 【問い合わせ先】公益財団法人全国中小企業振興機関協会 講習会・セミナー係 

 TEL：03-5541-6688 

 

＜＜昭和信用金庫からのお知らせ＞＞ 

■「ビジネスマッチング交流会’19」を開催いたします。（7 月 17 日／無料） 

 昭和信用金庫は 100 以上の事業者が出展するビジネス交流会を開催いたします。 

 皆様に新たなビジネスチャンスと経営課題解決の場をご提供いたします。 

 是非ご来場下さい。 

 http://www.shinkin.co.jp/showa/ 

 【問い合わせ先】昭和信用金庫 

 TEL：03-3422-6667 

 

＜＜大田区産業振興協会からのお知らせ＞＞ 

■【募集開始】第 58 回ものづくり受発注商談会 in 大田（10 月 11 日） 

 ものづくり企業の取引先開拓や情報収集のため、大田区、品川区を中心に 

 全国の製造企業が参加する大規模な商談会を開催します。大田区企業以外 

 にも全国の企業が集まる人気の商談会です。 

 毎回キャンセル待ちとなりますので、ぜひお早目にお申し込みください。 

 https://www.pio-ota.jp/news/2019/05/58.html 

 【問い合わせ先】大田区産業振興協会 ものづくり・イノベーション推進課 

 TEL：03-3733-6126 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 26 日頃を予定しております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆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 ****** 


