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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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■求む！ 売却不動産！ 店舗数 No.1  不動産仲介フランチャイズ   

    

 ＝ Century21 株式会社関建設 ＝  

 売りたい・買いたい・貸したい・借りたい 日本全国、不動産に関する事 

 なら何でもご相談下さい。 

 

 ・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000429381&gno=400000719 

 

 企業ホームページ URL：http://sekikensetsu.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 日開催／参加無料） 

 ～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 

 

■令和元年度「助成事業説明会」開催のお知らせ（7 月 24 日～8 月 21 日／全 5 回） 

 地域資源の活用を支援する「ＴＯＫＹＯイチオシ応援事業」、自社製品改良 

 ・規格適合等を支援する「製品改良・規格等適合化支援事業」の２事業の説 

 明会です。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0002.html 

 

■公的助成金を利用ください！ 

┗展示会に関する助成金申請受付中!! 助成金で展示会成功を支援します。 

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



 

┗サイバーセキュリティ対策促進助成金 申請予約受付中！(～7/8 17:00 締切) 

 中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築した 

 サイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援します。 

 （申請期間 7 月 22 日～7 月 26 日） 

 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 

┗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 7 月・8 月のイベント情報 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_7/ 
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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 

┗【BCP】第 1 回普及啓発セミナー開催を開催します。（7 月 4 日） 

 長年、取材してきた知見をもとに、BCP をめぐる企業動向、構築・運用の 

 ポイントを解説します。これを聞けば自社にとって重要な BCP のあり方が 

 見えてくるはずです。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0020.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 

 

┗「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)～」を開催します 

 （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 

 

┗セミナー「展示会、これをやめれば成功する」まもなく満席です!! 

 （7 月 12 日） 

 展示会出展の第一人者が出展効果を最大にする方法を熱血伝授!! 

 好評のワークを通じて自社の「売り」を再発見してみませんか。 

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

 

┗オリジナル製品をイメージどおりに作るには（7 月 13 日） 

 ～デジタル工作機器でできること～ 

 このセミナーでは、講義と共に機器のデモ見学＆体験をしていただくこと 

 で機器ごとに、どのような製品が作られるのか具体的にイメージしていた 

 だきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0023.html 

 

┗「AI・IoT 特許セミナー～AI・IoT 発明の発掘と権利化の勘所～」を開催します 

 （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。ぜひご参加ください。 

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

 

┗「強い会社は、経営人材とつくる」（7 月 19 日） 

 ～経営人材は企業の成長を導くキーパーソン～ 

 会社を発展・継続させていく上で、経営目線で事業戦略や組織マネジメント 

 を推進し、経営者を支える経営人材の存在が必要不可欠です。現在経営人材 

 の育成に取り組む企業様と人材育成の専門家にご登壇いただき、経営人材に 

 求められる条件や育成方法、役割等についてお話しいただきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0012.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 

 

┗臨床工学技士の業務改善ワークショップ～人工呼吸器・機器管理業務～ 

 （7 月 23 日～全 4 回） 

 高度医療を支える臨床工学技士から現場のニーズを発表していただき、 

 業務改善に役立つ製品開発・改良について議論します。医療現場見学会を 

 通してアイデアのブラッシュアップも行います。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0004.html 

 

┗「『脱下請け』のための新規事業開発」セミナー（7 月 26 日） 

 新規事業を立ち上げ、「脱下請け」に成功した株式会社ハーツの山口社長 



 にご講演いただきます。また、新規事業立ち上げに必要なことを新サービ 

 ス創出スクール講師の酒井氏よりお話いただきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0014.html 

 

┗IoT･ロボットを活用したスマート看介護セミナー（7 月 30 日） 

 変化する看護・介護の分野に対し、国の施策やＩｏＴ機器・ロボット導入 

 への期待、現場でのＩｏＴ機器導入事例などを紹介し、テクノロジーを活 

 用した看介護分野の在り方を考えます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0007.html 

 

┗「小規模組織の生きる道」セミナー受講生募集（8 月 2 日） 

 保有資源の少ない小規模組織が、どのように戦略を実践しているのか実例 

 を交えて講義します。またワークにて自社に事業展開の余地があるのかを 

 実際に考えてみます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0010.html 

 

┗「人手不足への対応や働き方改革に向けた社内変革をサポートします！」 

 人材の定着・育成・戦力化、組織活性化を目的に人材育成や人事労務制度の 

 構築・改正に取り組む企業を、人材育成・能力開発に係る支援実績や実務経 

 験等を持つ「人材ナビゲータ」が無料でサポートします！ 

 お問合せ・お申込は随時受け付け 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/jinzai/index.html 
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４┃東京都からのお知らせ 
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■中小企業向け 外国人採用セミナー（7 月 3 日） 

 東京都では中小企業を対象に外国人材の採用や活用を促進するための 

 セミナーを開催します。外国人採用経験のある企業担当者からの採用事例や、 

 専門家による最新の在留資格情報や具体的な事例についてお話します。 

 セミナー終了後には個別相談会も実施します。 

 https://r-hataraku.jp/company/event/seminar-2019-7-3/ 

 【問い合わせ先】「東京都中小企業の外国人材受入支援事業」運営事務局 (株式会社パソナ内) 

 TEL：03-6734-1266 E-mail：gaikokujinzai@pasona.co.jp 

 

┗「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 

 

┗「白鬚共同利用工場の空き室募集のご案内」(～7 月 9 日締切） 

 白鬚共同利用工場（東：墨田区堤通二丁目、西：荒川区南千住八丁目） 

 は現在、各工場とも７室の空き室を公募しています。要件をご確認のうえ、 

 ぜひ見学にいらしてください。 

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

 【問い合わせ先】産業労働局商工部地域産業振興課 



 TEL：03-5320-4755 

 

┗「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”～」 

 を開催します！（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 

 

┗【帰宅困難者対策】一時滞在施設への備蓄品配備を支援します！ 

 区市町村と帰宅困難者の受入協定を締結している一時滞在施設を対象に、 

 帰宅困難者向け備蓄品の配備に係る２つの支援事業（配備事業、補助事業） 

 を実施しています。 

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/1000048/1006430/index.html 

 【問い合わせ先】総合防災部 防災管理課 

 TEL：03-5388-2485  

 

┗セミナー『今、押さえておきたい「労働契約」のチェックポイント』開催のお知らせ 

 働き方改革関連法や裁判例を踏まえて、働く人が押さえておきたい 

 労働契約に係る法改正のポイントやトラブル対処法について弁護士が解説します。 

 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-000917 

 【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター 

 TEL：03-5211-2209  

 

┗とうきょう介護と仕事の両立応援デスク（略称：応援！はたらくかいご） 

 相談者様の状況に合わせた助言・情報提供などを行うとともに、関係する 

 支援機関等を紹介します。ケアマネジャー等の介護の専門家や社会保険労務士が対応。 

 ※可能な範囲で必要事項（以下の URL 参照）を記入の上、送信。 

   https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/ryoritsu/kaigo/ouendesk/ 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課  

 TEL：03-5320-4649 
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５┃国、その他機関情報 
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＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞ 

■東京商工会議所による「東商・創業ゼミナール 63 期」のご案内 

 （6 月 26 日申込締切） 

 れから創業を考えている方を対象とした、少人数制による実践型の 

「東商・創業ゼミナール」を実施しています。ビジネスプラン作成の基礎か 

 ら開業資金の調達までをパッケージ化した総合支援プログラムです。 

 奮ってご参加下さい。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94060.html 

 【問い合わせ先】東京商工会議所 創業支援センター 

 TEL：03-3283-7767 E-mail：sogyo@tokyo-cci.or.jp 

 

＜＜昭和信用金庫からのお知らせ＞＞ 

■昭和信用金庫「ビジネスマッチング交流会’19」開催！！（7 月 17 日） 

 本交流会は都内を中心に 100 以上の中小・小規模事業者が出展する大イベントです。 



 多くの事業者との交流で、新たなビジネスチャンスをつかんでみませんか！！ 

 中小企業支援機関も出展いたします。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 

 

＜＜（独）中小企業基盤整備機構からのお知らせ＞＞ 

■ベトナム CEO 商談会のご案内（8 月 2 日/無料） 

 中小機構では、TKP ガーデンシティ品川にて、ベトナムから CEO 等を招聘し 

 て商談会を開催します。製造業から販売業まで多岐にわたる企業 24 社が参加します。 

 詳細は、下記のホームページに掲載して、申込み受付をしております。 

 https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/akn4gh0000002y3q.html 

 【問い合わせ先】ベトナム CEO 商談会事務局 柳川/ビック 

 TEL：070-4496-1583（平日 10 時～17 時） E-mail：ceovietnam2019@present4.jp 

 

＜＜東京信用保証協会からのお知らせ＞＞ 

■専修大学大学院商学研究科・東京信用保証協会 共同公開講座のご案内 

 （8 月 3 日／無料） 

 「中小企業の ASEAN 展開～人材活用のチャンスとリスク～」をテーマに、 

 事例を交えた講演会やパネルディスカッションを行います。 

 http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/collaborate.html 

 【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 

 

＜＜中小企業大学校東京校からのお知らせ＞＞ 

■「中小企業診断士養成課程」の募集説明会を開催します！（8 月 20 日／無料） 

 中小企業診断士試験１次試験の受験者および合格者の方、金融機関および 

 支援機関等の派遣担当者の方を対象に、中小企業診断士養成課程の募集説明 

 会を開催いたします。 

 http://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/supporter/smeconsultant/seminer/ 

 【問い合わせ先】中小企業大学校東京校 支援研修課 

 TEL：042-565-1170 

 

＜＜株式会社まちづくり三鷹からのお知らせ＞＞ 

■「第 16 回みたかビジネスプランコンテスト」ビジネスプラン募集します（8 月 31 日締切） 

 起業創業の機運醸成を目的とした【アイディア部門】を新設します。 

 起業創業に関心があり、ビジネスのアイディアがある方のプランを募集します。 

 https://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/ 

 【問い合わせ先】株式会社まちづくり三鷹 ビジネスプランコンテスト事務局 

 TEL：0422-40-9669（代） 

 

＜＜足立区役所からのお知らせ＞＞ 

■第 20 回異業種フォーラム 2019in あだち（9 月 7 日／参加無料） 

 「他企業と情報交換・タイアップがしたい」と考えているアナタ！ 

 毎年多くの参加者同士が連携し、ビジネスに繋がっている異業種フォーラム 

 を今年も開催します。 

 http://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/igyousyu2.html 

 【問い合わせ先】足立区役所産業経済部産業振興課ものづくり振興係 

 TEL：03-3880-5869 E-mail：sangyo@city.adachi.tokyo.jp 

 



＜＜江戸川区からのお知らせ＞＞ 

■第 21 回産業ときめきフェア in EDOGAWA 出展企業募集！（11 月 15、16 日） 

 製造業を中心とした企業が一堂に会し、優れた製品や技術力を紹介する 

 「産業ときめきフェア」を今年も開催します。 

 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/tokimeki/moushikomi.html 

【問い合わせ先】産業ときめきフェア実行委員会事務局（江戸川区産業振興課内） 

 TEL：03-5662-052 

 

＜＜独立行政法人中小企業基盤整備機構からのお知らせ＞＞ 

■新価値創造展 2019（第 15 回 中小企業総合展 東京）の出展者募集！（11 月 27 日～29 日） 

 会期：2019 年 11 月 27 日（水）～29 日（金） 

 会場：東京ビッグサイト 南１・２ホール  

 主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構  

 https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/ 

 【問い合わせ先】新価値創造展事務局  

 TEL： 03-5657-0848 E-mail： shinkachi2019@jtbcom.co.jp  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 7 月 17 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 ****** 


