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私たちは東京都と連携して、
中小企業を対象に幅広いサービスを
展開する公的機関です。

東京都中小企業振興公社ならでは のノウハウで地域産業の発展をサポートしますつの
ポイント

ご利用例
【製造メーカー様】 【サービス事業者様】

経営相談

助成金

販路拡大

法律に関する助言を受けるため、
ワンストップ総合相談窓口を利用

設備投資に活用

新たな取引先を見つけるため、中小企業
ニューマーケット開拓支援や商談会を利用

人材育成のために研修を実施人材支援

経営相談

助成金

販路拡大

人材支援

展示会出展に活用

効果的な自社PRの手法を学ぶ

サービスモデル創出に必要な知識を取得

就業規則等の改定のため、専門家派遣を利用

公益財団法人 東京都中小企業振興公社のご案内

1 経営相談

●60名以上の様々な分野で活躍する専門家に相
談できます
●ICT、IoT、AI 、ロボットに関する相談窓口も設置 
●創業やデザイン、海外相談など専門的な相談に
も対応
●知的財産は専門のアドバイザーがバックアップ
●事業承継やBCP策定も専門家がバックアップ

2 助成金

●創業、製品開発、販路拡大など、ご希望に合わせ
て選ぶことができます
●最大助成限度額は１億円（設備投資助成）

3 販路拡大

●販路開拓の専門家が、優れた製品開発・技術の販
路開拓を支援します
●リアルとオンラインを活用した国内外の販路開
拓を支援します

4 人材支援

●人材に関する専門家の個別・継続サポートで組
織体制整備を支援します
●自社の課題に合わせた研修をご提案します

ネットクラブ会員登録を行うと
次のサービスを受けることができます。

広報情報誌「ARGUS（アーガス）」、企業広告誌「ビジネス
サポートTOKYO」を無料でお届けします。

「TOKYOネットクラブまがじん」の配信
公社の助成金情報、セミナー情報等をいち早く配信します。

企業の成長ステージに合わせた100を超える支援メニューがあります。特 長 1
支援メニューは原則無料でご利用いただけます。特 長 2
豊富な助成金メニューをラインナップ、中小企業のみなさまの
資金調達をサポートします。特 長 3

ご登録は
こちらから

（毎月10日発行）

（月１～２回）

会員特典

❶ 広報誌、広告誌の無料購読

❷ メールマガジン
ぜひ

ご登録ください！

※有料の支援メニューもございます。
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01総合Index

カテゴリ こんなことがしたい 事業名 ページ

7経営上の悩みを相談したい ワンストップ総合相談窓口

8取引上の悩みを相談したい 下請取引の紛争解決支援・取引適正化
下請センター東京

8現場で専門家の助言を受けたい 専門家派遣事業

11新製品・新技術開発助成事業新たな自社製品・技術の試作開発をしたい

11市場開拓助成事業自社製品、技術をPRするため展示会に出展したい

11展示会へ出展したい 展示会出展助成事業

11障害者の方向け製品等の販路を拡大したい 障害者向け製品等の販路開拓支援事業

11医療機器の開発をしたい 医療機器産業参入促進助成事業

11創業に挑戦したい 創業助成事業

11インキュベーション施設のレベルアップをしたい インキュベーション施設整備・運営費補助事業

11「新しい日常」に対応するために新たな事業展開
をしたい

「新しい日常」対応型サービス創出支援事業

11製品開発着手支援助成事業開発にあたり技術的課題を事前に検討したい

11東京の地域資源を活用または東京の都市課題を
解決する製品を開発したい TOKYO地域資源等活用推進事業

11次世代の産業をけん引する大型プロジェクトに
取り組みたい TOKYO戦略的イノベーション促進事業

11ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援
事業（製品開発支援）

ゼロエミッション関連の製品・技術開発や改良
に取り組みたい

ゼロエミッション関連の展示会に出展したい 11ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援
事業（販路拡大支援）

11製品改良/規格適合・認証取得支援事業国内外の市場ニーズに対応するために製品改良
や規格・認証取得をしたい

11先進的防災技術実用化支援事業自社製品・技術を防災製品として改良実用化し
たい

カテゴリ こんなことがしたい 事業名 ページ

13外国で特許を出願したい 外国特許出願費用助成事業

13外国で実用新案を出願したい 外国実用新案出願費用助成事業

13サイバーセキュリティ対策促進助成事業サイバーセキュリティ対策をしたい

13テナントビル等安全対策強化支援事業火災に備えて高性能な消火器を導入したい

13自然災害・感染症等の不測の事態に備えたい BCP実践促進助成事業

13工場の節電対策をしたい LED照明等節電促進助成事業

20多摩イノベーション総合支援事業成長事業分野等に参入したい

19ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業ゼロエミッション産業に参入したい

20多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業大手企業等への提案体制の整備と提案を実現し
たい

19ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業脱炭素経営の推進を通じて競争力強化を図りたい

経営革新計画に係る承認申請書の受付
新規事業への取組を機にステップアップを図り
たい 17

ポストコロナに向けた企業変革推進事業
ポストコロナに向けた事業の見直しや新たな収
益確保を目指したい 21

商店街で開業したい
13商店街起業・承継支援事業

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 13

中小企業SDGs経営推進事業SDGs経営を知りたい
SDGs経営を推進したい　 19

21デザイン経営支援事業デザインを導入・活用したい

15創業したい 創業支援拠点の運営

「新しい日常」対応型サービス創出支援事業「新しい日常」に対応するために新たな事業展開
をしたい 17

18事業可能性評価事業事業プランについてアドバイス・評価してほしい

オフィスを借りたい 創業支援施設の提供 17

17ビジネスプランコンテストに挑戦したい 東京シニアビジネスグランプリ

行政課題解決型スタートアップ支援事業行政との官民連携に興味がある、相談したい 16

16多摩地域で創業したい 創業支援拠点（多摩）の運営

助成金を
活用したい
P9～10に
助成金体系図を
掲載しています

助成金を
活用したい

P9～10に
助成金体系図を
掲載しています

まずは
ご相談下さい

創業や
新たな事業
展開をしたい

11デジタル技術を導入・活用して生産性を向上させ
たい

中小企業デジタルツール導入促進支援事業
生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業

事業化チャレンジ道場新製品開発を通じて事業化を目指したい 18

13外国商標出願費用助成事業外国で商標を出願したい

13外国侵害調査費用助成事業外国で特許などの侵害調査をしたい

13特許調査費用助成事業特許の調査をしたい

13外国著作権登録費用助成事業外国で著作権登録をしたい

13海外商標対策支援助成事業
進出予定国において障害となる類似商標を、取消
や無効化したい

13グローバルニッチトップ助成事業知財戦略に基づく世界規模での事業展開をしたい

13知的財産活用製品化支援助成事業社外の知的財産を活用して製品化したい

13躍進的な事業推進のための設備投資支援事業機械設備を導入したい 

外国意匠出願費用助成事業 13外国で意匠を出願したい

一部有料

有料

有料

一部有料

一部有料
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02総合Index

公益財団法人 東京都中小企業振興公社について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42

事業目的　経営理念　ビジョン　沿革

事業承継・再生支援事業

商店街の次代を担う若手商人を育成したい 若手商人育成事業

商店街で開業したい 若手・女性リーダー応援プログラム

伝統工芸に関する支援を受けたい

高度化資金事業を利用したい 高度化資金事業

専業的家内労働者向けの共済に加入したい 傷病共済「あんしん共済」

施設貸出

公社事業の最新情報を知りたい インターネット情報提供事業

会員登録のご案内

カテゴリ こんなことがしたい 事業名 ページ

自社イベントを開催したい
東京都立産業貿易センター台東館 25
東京都立産業貿易センター浜松町館 25

現地拠点の幹部人材を育成したい 現地幹部人材育成支援 28
海外ビジネス商談力をスキルアップさせたい 海外商談力強化支援 28
輸出入に関する貿易実務担当者を育成したい 貿易実務者養成講習会 28

知的財産について相談したい 知的財産相談 31
知的財産の知識を身に付けたい 知的財産セミナー・シンポジウム 31

社外の知的財産を活用して製品化したい 知的財産活用製品化支援 32

24ビジネスチャンス・ナビ
24全国受発注ネットワーク化事業
24展示会に共同出展したい 東京ビジネスフロンティア

23新たな調達先を確保したい サプライチェーン維持確保サポート事業

ASEAN展開サポート事業 27タイ・インドネシア・ベトナム等に進出したい

26自社製品を海外市場へ販路開拓をしたい 海外販路開拓支援

26海外展開について相談したい 海外ワンストップ相談

新たなビジネスチャンスの情報がほしい
受注機会の拡大や新規取引先の開拓を図りたい

医療機器産業参入支援事業 23
医療機器メーカーと連携したい
臨床現場で使われる機器を開発して医療に役立
てたい

26海外展開チャレンジ支援どうしたら海外市場に参入できるのか構想を
整理したい

27海外拠点設置等戦略サポート海外拠点開設等による海外ビジネスの強化を図
りたい

海外企業連携プロジェクト 27海外企業との業務提携または技術連携等を図り
たい

グローバル人材育成支援講座 28グローバルビジネスの最前線で活躍する人材を
育成したい

知的財産戦略導入支援 32知的財産に関する実践的な支援を受けたい

30ICT、IoT、AI、ロボットの導入・活用により生産
性向上を図りたい

生産性向上のためのデジタル技術活用推進
事業

現場改善の中核を担う人材を育成したい 29生産性向上のための現場改善推進事業

27越境EC出品支援eコマースを活用して海外販路開拓をしたい

カテゴリ こんなことがしたい 事業名 ページ

人材に関する課題を解決したい 人材課題解決セミナー 34

研修による人材育成をしたい 集合研修 35

知的財産の活用に取り組みたい スタートアップ知的財産支援 32

自社の課題に合わせた研修を行いたい 講師派遣型研修 35

36

事業再生特別相談窓口 37

38

38

37

伝統工芸品産業等振興事業 39

40

40

職人ステップアップ事業 39

40

41
41

34人材に関する課題に専門家の支援を受けながら
取り組みたい 人材ナビゲータ派遣支援

インターンシップの受入をしたい 34ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業

メンタルヘルスに関する課題を解決したい 35メンタルヘルスセミナー
（働く人の心の健康づくり講座）

事業承継・M&Aの相談をしたい
経営改善の相談をしたい

社外の会議室を使いたい
社員の健康増進を図りたい

広報誌やメルマガを受け取りたい

39「東京手仕事」プロジェクト
（伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業）

経営者を支える人材を育てたい 33経営人財NEXT20
東京都新サービス創出スクール新サービス創出や事業化が出来る人材を育成したい 33

商店街の活性化や
商店経営についての
支援を受けたい

事業を
承継したい

危機管理
対策をしたい

伝統工芸品に
関する支援を
受けたい

その他の
支援

34
人材確保に関する課題解決に向けた支援情報を
知りたい 中小企業人材課題ハッケン支援事業

BCPを策定したい

経営改善の相談をしたい

BCP策定支援事業

人材を
育てたい

新たな外注先を探したい・取引拡大をしたい 24下請企業振興事業 / 
九都県市共同産産マッチング事業

キラリと光る製品・技術の新たな販路を拡大したい 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 22
22オンライン活用型販路開拓支援事業オンラインツールを活用して新たな販路を開拓したい

知的財産を
活用したい

新たな販路を
拡大したい

海外へ
展開したい

相談Index

行政との官民連携に
興味がある、相談したい

TOKYO UPGRADE SQUARE（→P16）
行政との官民連携を目指すスタートアップを支援します。

TOKYO UPGRADE 
SQUARE事務局　03-6258-0811

デザインを活用したい
デザイナーに仕事を頼みたい

デザイン経営支援（→P21）
デザイン相談窓口やデザイナーとのマッチング支援等を実施しています。 総合支援課　03-3251-7917

創業アイデアの具体化から事業化までをワンストップでサポートします。

TOKYO創業ステーション（→P15）
TOKYO創業ステーションTAMA（→P16）創業に興味がある、

創業したい
創業支援課　　　03-5220-1141
多摩創業支援課　042-518-9671

どこに相談したらよいか
わからない
弁護士、社労士等専門家に
相談したい

ワンストップ総合相談窓口（→P7） 総合支援課　03-3251-7881
城東支社　　03-5680-4631
城南支社　　03-3733-6284
多摩支社　　042-500-3901

経営全般、労務、税務、法律相談など、経験豊富な専門家が無料でアドバイス
します。

知的財産の相談をしたい 東京都知的財産総合センター
03-3832-3656

東京都知的財産総合センター（→P31）
専門知識と経験を有するアドバイザーが国内外の特許・実用新案・意匠・商標
・著作権・ノウハウ等に関する国内外の相談に無料で応じます。

海外取引について相談したい 販路・海外展開支援課
03-5822-7241

海外ワンストップ相談窓口（→P26）
海外進出や取引に関する疑問・質問（輸出・輸入手続、規制・制度・規格、契
約書、決済方法など）にお答えいたします。

総合支援課　03-3251-7885
事業承継の相談をしたい
経営改善の相談をしたい

事業承継・再生支援（→P36）
専任のスタッフが最適な事業承継・再生プランの策定、提示、実行を強力に
サポートします。

受発注でトラブルがあるが
どうしたら？

下請センター東京
03-3251-9390
下請センター東京（多摩支援室）
042-500-3909

下請センター東京（→P8）
取引上の様々なトラブルの解決や取引適正化のための各種支援を行います。

デジタル技術を活用して　　　
生産性向上に取り組みたい

デジタル技術活用推進（→P30）
ICT、IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の導入・活用に関する総合的な支
援を実施することで、生産性向上に資する取組を支援します。

総合支援課　03-3251-7917

生産性を
向上させたい

有料

有料

有料

有料

有料

一部有料

有料

有料

有料

有料

一部有料

有料

有料
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