
城南支社 事業案内
公益財団法人東京都中小企業振興公社

こんにちは、 城南支社です。

私たちは、 城南地域を拠点として、

中小企業・小規模事業者のみなさまの経営を

サポートする公的機関です。

ご案内する事業を通じ、

地域経済の振興に貢献してまいります。



知的財産相談窓口

事業内容
専門知識と経験を有するアドバイザーが知的財産（特許・意匠・商
標・著作権等）に関する相談や情報提供を行います。また、特定の
業界で高いシェアを獲得するために知財戦略を導入した経営を行え
るよう、ニッチトップ育成支援も行います。

城南支社は、地域の中小企業振興を担う「東京都城南地域中小企業振興
センター」の一機関として位置づけられています。
同センターでは、公社の総合相談のほかにも、
・技術相談（地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター城南支所）
・金融相談（東京信用保証協会大田支店）
をご利用いただけます。

無料

総合相談
中小企業の経営を全力でサポート！

専門家派遣（商店街・商店）
専門家が商店街の活性化やお店の魅力アップの方法をご提案！

各分野の専門家が、中小企業の抱えている
諸問題に対する相談をお受けします。

次代を見据えて「人づくり」を図り、
商店街の一層の活性化を推進します。

ワンストップ総合相談窓口
若手商人育成事業（専門家派遣）

大城 南さん

事業内容
事業内容

経営相談と法律相談があります。
経営相談は曜日ごとに各分野の専門家（認定司法書士・中小企業診断
士・社会保険労務士・税理士）を配置し、電話・来社・オンラインに
より相談をお受けします。
法律相談は木曜日の午後のみ弁護士を配置し、電話・来社・オンライ
ンにより相談をお受けします。
※相談スケジュールおよび相談員プロフィール等の詳細については、
HPをご確認ください。

商店街、商店主のみなさまのご要望に応じて、経験豊富な専門家（中小企業診断士等）
を派遣し、分かりやすく丁寧にアドバイスします。

相談時間 ※土日祝日を除く １回当たりの相談時間 担当相談員

経営相談
9:00から12:00まで／13:00から17:00まで

※予約不要
最大１時間

認定司法書士、中小企業診断士、
社会保険労務士、税理士

法律相談
13:00から16:00まで

※木曜日のみ ※事前予約制
原則30分 弁護士

相談時間 ※土日祝日を除く １回当たりの相談時間

9:00から12:00まで／13:00から17:00まで 
※事前予約制

最大１時間

・�東京都内に主たる事業所をおく中小企業者、�
個人事業主（フリーランス含む）
・東京都内で創業を行おうとする方

対象者

・�申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは
ご郵送ください。
・�右記のHP申込フォームより必要事項をご記
入の上、ご送信ください。

申込方法

・都内の商店街
・都内の商店街を構成する商店の商店主　
・若手商人育成事業等で支援を受けた
　（支援を受ける予定の）商店主　等

対象者

特許

営業秘密

著作権 商標

意匠

商店街パワーアップ作戦
・商店街の課題を整理したい
・キャッシュレスに対応したい
・まちゼミを開催したい 等

①お申込み ②事前打合せ ③�日程調整・��
専門家の手配

④�専門家による�
支援の実施

無料
無料オンライン電話

相談方法をお選びいただけます。

各機関の情報に
ついては
裏表紙を

ご覧ください。

こんな支援が
可能です！

お問合せ・HP�
経営支援担当　

03-3733-6248

お問合せ・HP�
若手商人育成事業担当　

03-3733-6284

お問合せ・HP�
東京都知的財産総合センター　�
城南支援室　

03-3737-1435

商店主スキルアップ事業
・店の経営課題を把握したい
・HPやSNSを充実させたい
・魅力的なPOPやチラシを作りたい 等

派遣の
流れ

来社

コラム 他機関のご案内

HP申込
フォーム

商店街
向け

商店主
向け
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・講座・演習・宿題

・ ８名の専門家によるアドバイス

・ ４回程度の個別支援

・ 専門家と一緒に原理モデルを試作

「売れる製品開発道場」「事業化実践道場」の両フェーズを一貫して支援
・進捗状況に応じた個別ハンズオン支援を実施

・必要に応じて経営者等に向けた組織体制構築支援を実施

売れる製品開発道場
（講座＋個別支援）

トータルサポート

最終目標：自ら成長・挑戦・自走できる企業になる

目標：製品コンセプトを確立する

・５回の講座

・ 専門家と公社職員を含むプロジェクト
チームによる個別支援

・ 展示会に設ける事業化チャレンジ道場の
ブースでの共同出展

事業化実践道場
（講座＋個別支援）

目標：新規事業を立ち上げる

希
望
者
の
み

＋

製品開発・事業化支援
新たな事業で市場を切り拓く！

新製品の開発と新規事業の立ち上げを支援します。

事業化チャレンジ道場（ものづくりイノベーション企業創出道場）

事業内容

ものづくりに必要な開発プロセスを１年間の講座や演習を通じて体系的に学ぶプログラムです。全１４回の講座・
演習と４回程度の企業への個別支援、専門家による原理モデルの試作サポートにより、製品コンセプトの確立を
目指します。

■売れる製品開発道場

自社技術等を活用して新製品の開発・事業化を目指している都内の中小企業者、個人事業主の方
※詳細はHPをご確認ください。
※「事業化実践道場」は「売れる製品開発道場」の修了企業のうち希望者のみを対象としています。

対象者

有料

例年３月頃、公社HPにて募集いたします。

参加料：１社につき７万円（税込）

※�「売れる製品開発道場」「事業化実践道場」ともに参加
時に審査・選考を行います。
※�参加料は「売れる製品開発道場」参加時に発生します。�
「事業化実践道場」に進む際に追加費用はありません。
※製品の開発にかかる費用は企業負担となります。

お問合せ・HP�
事業化チャレンジ道場担当　

03-3733-6284

応募方法

こんな企業におすすめです。

下請体質から脱却したい

新規顧客を得たい

製品開発の進め方がわからない

自社で価格を決めたい

独自の強みを生かしたい

１年目

■事業化実践道場

全５回の講座と専門家によるハンズオン支援（個別支援）を通じて、
開発した製品をビジネスの視点からブラッシュアップし、販路開拓ま
でのプロセスを実践的に進めていきます。

２年目

「売れる製品開発道場」「事業化実践道場」の両フェーズを一貫して支
援します。進捗状況に応じた個別ハンズオン支援や、経営者等に向け
た組織体制構築支援を行います。

■トータルサポート 共通

１年目 ２年目

共通

プログラムの流れ

製品コンセプトやコ
ミュニケーション手
法、デザインの方向性
を確立

原理モデルからプレゼ
ンテーションまで、実
践的なノウハウを習得

ユーザーのこころに響
く「ものづくり」の基
礎的なスキルを習得
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その他
セミナーや交流会などのご紹介

令和４年度ものづくり
集積間中小企業連携支援事業

取引情報の提供
製造業の受発注をバックアップ！

企業間取引の拡大・活性化を図ります。

下請企業等振興事業

事業内容

金属加工や樹脂加工等の取引先をご紹介いたします。

年に複数回、商談会を実施いたします。

公社広報情報誌「ARGUS（アーガス）」に受発注情報を掲載
することができます。

発注を出されたい方は、以下の依頼フォームより必要事
項をご記入の上、ご送信ください。

・ネットクラブ会員登録が済んでいる方
・受発注情報登録が済んでいる方

■取引先紹介（取引先あっせん）

■ビジネスマッチング（商談会）

■ARGUS（アーガス）への掲載

依頼方法

対象者

無料

お問合せ・HP
下請取引担当　

03-3733-6245
発注・外注先紹介依頼フォーム

機械金属加工業、樹脂加工業、
縫製加工業等の製造業の
ご紹介を主に行っています。

受注・発注情報提供のイメージ

発注企業

（公財）東京都中小企業振興公社

受注企業
試作品づくりから量産化
まで社内完結でお手伝い
できます。

自動車部品で培った技術
で必要な部品を作れると
思います。

製品アイデアはあるので
すが、信頼できる製造委
託先が見つからず困って
います。

必要な部品を製造できる
メーカーはありますか？

産業セミナー 情報支援室無料 無料

無料

事業内容 事業内容

事業内容

お申込み・お問合せ お申込み・お問合せ

お申込み・お問合せ

地域特性や社会経済状況を踏まえ、最新の経営
情報や経営管理の知識等をセミナー形式でお届
けします。

経営・技術に関する情報誌、参考図書、文献、
事例集などを取り揃えて、中小企業の迅速かつ
適切な情報収集をお手伝いします。

新分野展開や成長産業進出を目的として、都内
の産業集積間（城東・城南・多摩）で、ユニー
クな技術等を持つ中小企業経営者層の交流を
行っています。
・セミナー
・情報交換　　等

随時、HPやチラシにてセミナーのご案内をい
たします。HP申込フォームまたはメールにて
お申込みください。
産業セミナー担当　03-3733-6245

予約不要。当センター２階にお越しください。
※来館による閲覧のみ（貸し出しは不可）
情報支援室　03-3733-6284

対象者
連携を志向する都内中小企業経営者

交流会 無料

事業内容
城南地域中小企業の経営基盤強化や活性化を図
るため、経営者の交流を行っています。
・経営戦略、経営管理に関する情報交換
・新技術、新製品、新事業に関する情報交換
・会員相互の親睦を深めるための事業　　等

対象者
城南地域の中小企業経営者（役員）で、交流会
に積極的に参加する意欲のある方

お申込み・お問合せ
下請取引担当へお問合せください。
03-3733-6245

下請取引担当へお問合せください。
03-3733-6245

是非ご利用
ください！
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各申込フォームへの入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。
詳細およびご登録については、右記のQRコードよりHPをご覧ください。

ネットクラブ�
会員登録

大田区産業プラザ

京浜急行線　京急蒲田駅　徒歩５分
JR・東急線　蒲田駅　　　徒歩13分

東京都城南地域中小企業振興センター
（大田区産業プラザPiO2階・3階）

住所：東京都大田区南蒲田1－20－20

アクセス

城南支所
TEL:03-3733-6233
FAX:03-3733-6235

大田支店　担当地域/大田区
TEL:03-5710-3610
FAX:03-5710-3091

総合支援部　城南支社
TEL:03-3733-6284
FAX:03-3735-3758

2022年9月発行




