
　普段は1.5cmの薄さに折り畳めて、いざ使う場面では手でた
やすくひらける、そんなサイコロ型ランタン。しかも、ソーラーパ
ネルを備えているので電池要らず。なんと特徴の多いこと。
　このランタンで最も大事な部分はどこなのか。開発と販売を
手がけるランドポートに尋ねたら、それは、折り畳める仕組みで
も、扱いやすさでも、太陽光での充電でもなかったんです。
　実は……「灯りが優しいこと」だといいます。被災地で続く避
難生活に、癒される光があったなら、どれだけ救われるか。
　そう聞いて納得しました。コンパクトな携帯型ランタンという
だけなら、他にもあります。だけれど、コンパクトで、かつ、使う人
の気持ちのありようまでに配慮したものはそうないはず。　
　その商品とは本来どうあるべきかに心を砕く、とはこういうこ
となのかと、深く考えさせられました。
　この商品の原型は、米国の大学の教授が発案したものだそ

うです。それを目にしたランドポートが、間髪入れずに商品化の
交渉に臨んだ。発売すると、米国のNPOが多数購入してプエル
トリコのハリケーン被災地に送るなど、大きな反響が……。
　昨年の「東京くらしのフェスティバル」に出展された、このラ
ンタン。東京都中小企業振興公社の女性職員による投票で、
トップ5の評価を得ました。普段遣いにも楽しそうですからね。

TOKYO逸品
くらフェスから
始まる物語

商品ジャーナリスト・北村 森

折り畳めるよりも、大切なことがあった

ソーラーパフ　ウォームライト
3672円（税込）。
このほか白色LEDのタイプ、
5色LEDのタイプも販売。
ランドポート株式会社
http://www.solarpuff.jp/

植物油インキを使用しています。
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　ベアトリックスは1957年創業のメーカー。当初はステンレス
製品の下請け加工が中心だったが、1990年代後半からは独自
の技術力を生かし、環境機器の企画・開発・製造も行うように
なった。現在は、室内の気流測定に使われる「超微風センサー」
や、冷却水などの滅菌、藻対策などに効果を発揮するオゾンマ
イクロバブル発生機「O3MB-1」などを手がけている。そして、
配管に巻き付けたケーブルで電磁波を発生させ、管にたまるス
ケール（水中のカルシウムやマグネシウムなどが固まった水垢）
を除去する装置「デジセイバー」も、同社にとって主力製品の1
つだ。
　「熱交換器などを使っている工場にとって、配管内にたまる
スケールは悩みの種です。放置すると熱交換の効率が落ちます
から、時々は機械を止め、高圧洗浄や薬品洗浄などをしなけれ
ばなりません。しかしデジセイバーを使えば、余計なコストや手
間をかけず、しかも機械を止めることなくスケールを除去でき
るのです。この点が高く評価され、これまでにかなりの受注をい
ただきました」（代表取締役 銀川雅士氏）

　ところがリーマン・ショック以降、日本企業は設備投資を手
控えるようになり、デジセイバーの販売も足踏み状態に陥って
いた。そんな2014年の暮れ、東京都中小企業振興公社（以下
「公社」）のナビゲータから銀川さんに連絡があった。「デジセイ
バーは、海外で売れるのではないか」との提案であった。

　ナビゲータは商社出身で、海外で水関連システムに携わった
経験が豊富。そのため、アジアではカルシウム分の多い硬水が
使われている地域が多く、スケールの問題が日本より深刻なこ
とを知っていた。そして、偶然にデジセイバーの存在を知り、銀
川さんに海外展開を提案してきたのだ。
　「当社はそれまで、海外ビジネスの経験がほぼゼロでした。私
自身も、最後に海外に行ったのは30年以上前という状況。です
から最初に提案いただいた時も、『どうせ無理だろう…』とため
らう気持ちが強かったですね。しかし、公社の方に現地の話を
何度も伺ううち、サポートがあれば当社にも海外進出が可能か
もしれないと考えるようになったのです」（銀川氏）
　最初の提案から1年後の2015年、銀川氏は公社が主催する

主力製品の海外展開を提案される

半信半疑で参加した海外展示会で大成果

インドネシアでの展示会に参加した。ナビゲータが寄り添い商
談をサポートするなど、しっかりした支援体制が心強かったと
言う。加えて公社のナビゲータは、事前に現地で顧客候補にオ
ファーし製品の利点や具体的な使い方などを説明しながら展
示会への来場を促していた。
　「それが功を奏し、展示会では何社もの企業が代理店に名
乗りを上げてくれました。その中から、インドネシアとタイの企
業と代理店契約を結び、当社製品の取り扱いが始まったので
す。まさに、予想をはるかに上回る成果でしたね」（銀川氏）

　それから2年で、デジセイバーは数十台も売れた。現在も販
売台数は伸びており、オゾン水の発生装置など、デジセイバー
以外の製品も売れ始めている。ベアトリックスの海外展開は、
順調に滑り出したと言えるだろう。
　「当社にとって海外展開は、たとえるなら『高い吊り橋』でし
た。安全だと頭では分かっていたが、怖くてなかなか第一歩を
踏み出せなかったところに、公社の方が背中をドンと押してく
れた、という感じ。そして恐る恐る歩き出したところ、意外なほ

海外進出へのハードルは予想外に低かった

どうまく進むことができたわけです」（銀川氏）
　銀川氏はこの件で自信を深め、自力で海外の営業先を開拓
するようになった。現在ではインドネシアやタイだけでなく、中
国、ロシアなど全8カ国に営業をかけているところだ。
　「言葉ができなければ通訳を頼めばいいし、現地とのつなが
りがなければ公社などに支援してもらえばいい。私が考えてい
たより、海外ビジネスへのハードルはずっと低いものでした。し
かも、アジアなどでは経済成長が著しくて、市場として非常に
有望です。他社の皆さまには、恐れず打って出ることを勧めた
いですね。当社でも、今後はさらに海外市場を重視し、売り上げ
を伸ばしたいと考えています」（銀川氏）

優れた製品を武器に海外で勝負

　

取材後記
「海外なんて考えもしなかった」と笑顔で語る銀川さんは、国内
外問わず、すぐに人を惹きつける魅力のある方です。公社の「海
外展開販路支援事業」のご利用をきっかけに現在では8カ国ま
で活動を広げ、2017年度には公社「奨励賞」を受賞。まさに
「中小企業の星」となって、今後も輝き続けることを祈念してお
ります。　　　　　　　　　　　  （総合支援課　朝倉政孝）

第140回 ベアトリックス株式会社
キラリ TOKYO
ー輝く企業の現場からー

配管にデジセイバーを設置している様子。
現地での技術指導などは代理店に任せている

海外展示会での様子。ここで生まれた人脈は、
その後のビジネスでも大いに役立っていると言う

配管やその中を流れる流体の性質に応じ、電磁波
の変調のやり方を変えるのが独自のノウハウ

競争力の高い製品があれば、経験の浅い海外市場でも
日本企業は十分に勝負できる。それが、ベアトリックス
代表取締役 銀川雅士氏の実感だ

海外進出への意気込み
すでに実績のあるインドネシ
アとタイ以外に、ベトナム、フ
ィリピン、ロシア、カザフスタ
ン、メキシコ、中国にも展開中

［会社概要］
代　表：代表取締役　銀川　雅士 氏
業　種：環境機器製造業
資本金：2000万円
従業員：5名（2018年3月現在）
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺北町3-5-8
T E L：0422-53-7521　FA X：0422-55-7342
URL：http://www.beatrix .co.jp/
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［世界発信コンペティション］

公社
イチオシ事業紹介

お問い合わせ　製品・技術（ベンチャー技術）部門：東京都産業労働局商工部創業支援課
TEL：03-5320-4763　E-mail：S0000474@section.metro.tokyo.jp　
サービス部門：中小企業世界発信プロジェクト事務局
TEL：03-5822-7239　E-mail：compe@sekai2020.jp

①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

革新的で将来性のある
製品・技術、サービスを表彰

審査の流れ
プロジェクションピッキングシステム®はピッキング作業の生産
性向上とミスゼロを実現するために、画像処理技術と画像認
識技術とを組合わせて開発した日本発世界初のシステムです。
製造工程での部品のピッキングと組付け作業、医薬品のピッキ
ング作業などに導入されつつあり、今回の大賞受賞に際し、さ
らに各方面から問い合わせを多くいただきまして、今後の拡販
に手ごたえを感じております。

２０１７年度受賞企業の声

　受賞企業の皆様からは信頼性向上のほかにも「銀行からの
問い合わせが増えた」「資金援助の提案があった」「販売代理を
行いたい旨の提案を受けた」といった多くの喜びの声をいただ
いています。

　また、審査の過程で経験や知識豊富な審査委員からコメン
トを受けることで大変参考になったという意見も聞かれまし
た。新製品・技術、新サービスをお持ちの方は、年に一度のこの
機会に自慢の商品を試してみませんか？

■チャンスは年に一度！自慢の商品を試す機会

　様々な分野の専門家や有識者等により三段階の審査が行わ
れます。受賞企業の皆様からは「第三者からの客観的な評価が
得られたため、商品に対するお客様の理解を得やすくなった」
「受賞したことにより信頼度が増した」という声をいただいてい
ます。普段接する機会の少ない専門家・有識者からの客観的
評価を得て、商品価値を高めることのできる絶好の機会です。

■第三者からの評価が「信頼の証」に
　受賞企業は、『産業交流展２０１８』で実施される表彰式で、
東京都から表彰されます。昨年度は１５０件＜製品・技術（ベン
チャー技術）部門９８件、サービス部門５２件＞の応募の中か
ら大賞が選ばれました。受賞企業には賞状、開発・販売等奨励
金（大賞３００万円、優秀賞１５０万円、奨励賞１００万円、特
別賞５０万円）が贈呈されます。

■表彰という栄光と開発・販売等奨励金の交付

対 象

応 募 締 切
応 募 方 法

部 門 ・ 賞

表 彰 式

革新的で将来性のある製品・技術、サービス

商品化から５年未満（2013年７月１日以降）の製品・技術、サービス
2018年5月25日（金）17時必着
必要書類をご準備の上、担当窓口へ持参又は郵送等
※詳細はWebサイトからご確認ください。
「製品・技術（ベンチャー技術）部門」及び「サービス部門」
両部門とも各賞に開発・販売等奨励金を授与 
大賞３００万円　 優秀賞１５０万円　 奨励賞 １００万円　 特別賞 ５０万円
※各賞受賞企業の中から、女性経営者や開発者等を対象として、
　「女性活躍推進知事特別賞」を贈呈する場合があります。
１１月１４日（水）に『産業交流展２０１８』において行う予定です。

製品・技術（ベンチャー技術）部門

サービス部門

2018年７月１日までに日本国内において自社名義で販売又は提供を開始
しているもの
応募受付までに日本国内において自社名義で販売又は提供を開始しており、
売上実績があるもの

世界発信コンペ

東京都ベンチャー技術大賞

株式会社アイオイ・システム
代表取締役　多田　潔 氏

ピッキング支援装置
「プロジェクションピッキングシステム®」

少子高齢化＋人口減少の流れの中、様々な地域で「流動人口
の創出と呼び込み」「移住促進のきっかけ作り」が急がれます。
自転車イベント「CYCLOG（シクログ）」はITとスポーツツーリ
ズムの融合を旗印にそういった課題をソリューションしてまい
ります。おかげさまで受賞後は信頼度も上がり、問い合わせも
増えました。このいい流れを持って課題解決のお手伝いをして
いければと考えております。

東京都革新的サービス大賞

株式会社Seabird
代表取締役　野地　教弥 氏

新感覚の自転車オリエンテーリング
「CYCLOG(シクログ)」

④ 受賞企業決定

11月14日

応募締切

5月25日

① 一次審査
（書類審査）

6月下旬頃

③ 三次審査
（表彰候補審査）

9月上旬頃7月下旬～8月上旬頃

② 二次審査
（プレゼン審査）

①一次審査は書類審査です。
指定の様式でいかに自社商
品をアピールするかの腕の見
せ所です。

②二次審査（プレゼン審査）
は数分間という短い時間で自
社商品の魅力を審査委員に
伝えていただく勝負の場です。

③三次審査では一次審査・二
次審査の結果を受け、表彰候
補企業を選出します。

④表彰式で受賞企業を発表・
表彰します。

東京都主催の世界発信コンペティションは、「製品・技術（ベンチャー技術）部門」「サービス部門」の２部門で
応募を受け付けています。都内中小企業で開発された革新的で将来性のある新しい製品・技術、サービスについて表彰し、
開発・販売等奨励金を交付します。

ご応募をお待ちしています ！5/25（金）締切

東京では、「スポーツ・健康」「バリアフリー」「環境」「観光・おもてなし」など
幅広い分野で様々なビジネスチャンスが見込まれています。
「世界発信コンペティション」は、革新的で将来性のある製品・技術、サービスを
表彰することにより、新製品、新サービスの開発を
促進するとともに販路開拓につなげることを
目的としています。 Going -Global

 Innovations  Competition
 Going -Global
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製造工程での部品のピッキングと組付け作業、医薬品のピッキ
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らに各方面から問い合わせを多くいただきまして、今後の拡販
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■第三者からの評価が「信頼の証」に
　受賞企業は、『産業交流展２０１８』で実施される表彰式で、
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　「女性活躍推進知事特別賞」を贈呈する場合があります。
１１月１４日（水）に『産業交流展２０１８』において行う予定です。
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しているもの
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少子高齢化＋人口減少の流れの中、様々な地域で「流動人口
の創出と呼び込み」「移住促進のきっかけ作り」が急がれます。
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は数分間という短い時間で自
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補企業を選出します。
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表彰します。
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応募を受け付けています。都内中小企業で開発された革新的で将来性のある新しい製品・技術、サービスについて表彰し、
開発・販売等奨励金を交付します。
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　身の回りには金属でできた製品がたくさんあります。多くの
場合、2種類以上の金属が混合された「合金」と呼ばれる材料
や、素地表面に素地とは別の金属薄膜を付与した「めっき」品
などが使用されています。求められる機能や耐久性、製造コス
トや販売価格帯などによって、使用される金属元素の種類や比
率などは大きく異なります。
　製品や部品にどのような金属元素が含まれるかを調べる方
法として、「蛍光X線分析」という分析方法があります。都産技
研では、蛍光X線分析装置の機器利用を行っており、お客さま
自身で分析を行いデータをお持ち帰りいただくことが可能です
（図1）。品物を装置に設置してX線を数分間照射するだけで分
析結果が得られます。
　品物にX線を照射すると、品物から蛍光X線と呼ばれるX線
が発生します。発生する蛍光X線のエネルギー値は元素の種
類によって決まっているので、蛍光X線を検出することで品物
に含まれる元素を知ることができます。
　通常の元素分析は硝酸などを使って品物を液体に溶かし液
体にする「前処理」が必要ですが、蛍光X線分析では品物の表
面にX線を照射するのみで、品物を破壊せずに分析することが
できます。含有量が0.1%を下回るような微量元素の分析につ
いては他の分析方法に頼らざるを得ませんが、購入した材料の

受入検査や出荷前の検査、トラブルを起こした事故品の解析
などでは破壊して分析できないことも多いため、非破壊分析が
可能な蛍光X線分析は非常に有用です。
　蛍光X線分析装置は、貴金属の取引現場でも活躍していま
す。貴金属成分の含有量から取引価格を決定する際、品物を
削りとる、溶かすなどして成分分析ができません。図2に示した
金色のネックレスチェーンは、見た目では違いが分かりません
が、蛍光X線分析を行うと、その違いは一目瞭然です（図3）。
　AのチェーンはK18製で、金を75％程度含んでいます。純金
は非常に高価格なだけでなく、重たくて柔らかすぎることから、
そのままではアクセサリーに向きません。そのため、通常は銀や
銅などを混合し硬度を高めた合金が用いられます。
　一方、Bのチェーンは銅素地の上にニッケルめっき、さらにそ
の上に金めっきを施した製品です。金の使用量が少ないため、
K18などのような金を多く含む製品に比べると安価な製品と
なります。分析結果を見ると、Bの金の含有量がAに比べ非常
に小さく、素地の銅が多く検出されていることが分かります。
　ちなみに、ニッケルめっきは表面に光沢を出し、銅素地中に
金めっき層が拡散するのを防ぐ役割を果たしています。ただし
ニッケルは金属アレルギーを起こしやすいことから、最近では
パラジウム等の金属に置き換えられることも多くなっています。

このコーナーでは、東京都立産業技術研究センターで行っている
技術支援、研究開発について、「通常では見えないもの」を
見るための取組事例を解説し、ご紹介します。

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

　当社は、小売業を行っている株式会社です。この度、当社では、インター

ネットに自社の取扱商品の広告を出すこと検討中です。ただ、広告には様々

な規制や取り締まり法令があると耳にしました。

　一体どのような規制があるのでしょうか。

　現在、インターネット上には、様々な広告が行われており、内

容や表示方法も多様なものがあります。

　そして、我が国では、広告に関して各種の規制する法律が多

数あり、たとえば、医薬品については、薬事法の観点からの規制

があります。

　その中で、今回は、景品表示法上の広告に関する規制につい

て取りあげて解説を行います。

　景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）は、商品など

の不当な表示等による顧客の誘引を防止するため、顧客の選

択を阻害する恐れのある広告などを制限し、一般消費者の利

益保護を目的としています。

　すなわち、顧客に対して、より良い商品を示し、顧客を誘引す

るために、広告による宣伝が行われますが、真実とは異なる広

告で、不当な顧客誘引が行われると、顧客の利益が害されるこ

とになってしまいます。そこで、景品表示法は、一定の広告につ

いて規制を行っています。

　上記の通り、一定の限度を超えた表示は、顧客の選択する

利益を害するため、景品表示法により規制されています。代表

的な規制が、優良誤認表示と呼ばれるものです。

　景品表示法は、優良誤認表示（４条１項１号）として、商品又

２　景品表示法とは

３　具体例

１　はじめに

４　判断基準

５　最後に

は役務の品質、規格その他の内容についての不当表示を規制

し、「①実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す

表示」「②事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく

優良であると一般消費者に示す表示」を規制しております。

　すなわち、良い品質（規格、内容）を有するものと、顧客に思

わせておいて、実際にはそうではない表示が優良誤認に当たる

場合とされています。このような優良誤認の広告を行うと措置

命令等の規制の対象となり、行政庁から公表される恐れがあ

るので注意が必要です。

　上記の通り、広告では商品が優良であると示すことが規制さ

れているのではなく、「著しく」優良であることを示すことが規制

されております。もっとも、上記基準に該当するかの判断は容易

ではありません。

　具体例としては、実際には、特定の効果や効能を有すると提

示しながら、まったく効能を有しない場合や、特定の産地の食

材を利用すると記載しながら、実際には違う産地の食材を使用

していた場合などが挙げられます。

　以上、今回は、景品表示法の観点から、広告に関する代表的

な規制の解説を行いました。広告は、多種多様なものがあり、

それに対応するように規制する法律は数多くあります。特に、

商品によっては特別法により規制されていることも多いので、

各種の規制に注意して広告を行うようにしましょう。
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金属の種類を見てみよう
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　PRシート　柱になる部分の作り方
下記の手順で記入してみよう
　いきなりキャッチコピー、サブコピー部分を記入していく
のではなく、まずは「弊社が選ばれる理由」を記入してい
きます。思いつくものを書き出していきましょう。
　書き出した理由の中から、最もインパクトがあるものを
キャッチコピー部分に大きな文字で記入します。
　次にインパクトがあるものをサブコピー部分に記入します。
　キャッチコピーの右隣に掲載する写真を準備します。
　選ばれる理由の左隣に掲載する写真を準備します。

　強み、メリットをキャッチコピーにする方法
下記の手順で記入してみよう
PRシートの「弊社が選ばれる理由」に書かれた言葉を、「強み」
と「お客様メリット」に分類し、それらをつなぎ合わせること
で効果的なキャッチコピーにするという手法もあります。
たとえば、〇〇〇の強みがある。だから、お客様に〇〇〇のメ
リットを与えることができる。
このように、「強み」と「メリット」の間に「だから」という
接続詞を入れると、簡単につなぎ合わせることができます。
（例）わたしは背が高い。だから、

高い木に実っているリンゴをとることができ、お客様に
喜んでもらえる。
また、強みとメリットを入れ替えてキャッチコピーにする
こともできます。メリットを先にする場合は、「なぜなら」
という接続詞を入れてみましょう。簡単につなぎ合わせる
ことができます。

（例）高い木に実っているバナナをとってあげることができる。
なぜなら、わたしは背が高いからだ。

前回は、自社の強みの作り方、強みを簡単に見つけ出す手法について解説しました。
今回は、自社の強みを訴求力の高い言葉（キャッチコピーを含めた文章）にする方法と、
チラシ、パンフレット、パネル、ホームページなどあらゆる広告の素となる、
自社の強みが一目で分かる PRシートの作り方について解説していきます。

１．具体的に書いてみる
たとえば、
「お客様から高い評価を得ています」

　
「アンケートでは、94％ものお客様に『大満足』との評価をい
ただいています」
このように、アンケート結果で大満足と記入した方が 94％も
いる、といった根拠となる数字を交えて書くことで信憑性を強
調させることができます。

２．目に浮かぶように書いてみる
たとえば
「吸収力の良さが自慢の土」
　

「大雨が降った後でもすぐ試合が始められるほど吸収力が凄い土」

このように場所や場面、状況などを補足することで、より臨場
感が伝わり、お客様に「なるほど！」とイメージしていただき
やすくなります。

　ライティングのコツ
PRシートに文字を記入していく際、下記の 2点を意識してください。

PRシートを作ってしまえば、チラシ、パンフレット、パネル、
ホームページなどあらゆる広告を制作する際にも、PRシート
の情報を流用することができます。
また、短い時間で自社の強みを伝えることが可能になるため、
展示会で威力を発揮する広告ツールを作ることができます。
次に PRシートを流用し広告を制作した事例を紹介いたします。

キャッチコピーの文言と合致する写真を掲載しましょう。映像とBGMを合
わせることで観る人の感動を誘うのと同じように、キャッチコピーに合致す
る写真を隣に置くことで見る人への訴求力が高まります。

ワンポイント

「だから、なぜなら」という接続詞をうまく活用すれば効果的なキャッチコ
ピーが簡単にできあがるだけでなく、言葉を深く掘り下げられるという効
果もあります。選ばれる理由に書かれている言葉に対して「だからどうし
た？」という質問を投げかけてみると、おもしろいように刺さる言葉が出て
きます。一度、試してみてください。

ワンポイント

1

2

3
4
5

強みが一目でわかる！PRシート
キャッチフレーズ

屋号（社名）

お問い合わせ
ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（受付時間：　　　　　　　　　　）　担当：
○○のことなら、お気軽にご連絡ください。

キャッチコピー

「御社が選ばれる理由」の中から
最もインパクトがあるものを記入します。

サブコピー
次にインパクトがあるものを記入します。

キャッチコピーに
合致する写真
「こんな写真を掲載したい」
というイメージがあれば、ス
ケッチしてください。

選ばれる理由に
合致する写真
「こんな写真を掲載したい」
というイメージがあればス
ケッチしてください。

御社が選ばれる理由
１．
２．
３．
４．
５．

取引先　実績 代表の写真

会社概要
〇事業内容
〇代表者名
〇資本金
〇設立年月
〇従業員数

〇所在地
〇メール
〇ＵＲＬ

事業にかける想い、
こだわり

「パネル制作する際は、PRシートにある文言の中から、一番刺さる文
言だけを抜き出しキャッチにしてください。パネルの役割は遠くにい
る方を展示ブースに引っ張り込むことです。チラシを拡大してパネル
にするなどはNG。多くを伝えるため文字をたくさん詰め込んだりせ
ず、キャッチに合致する写真を大きく掲載するイメージで制作してい
きましょう。

ワンポイント

次回は、
「効果的な営業資料の作り方、展示会後のフォロー」
について解説いたします。

精密な測定技術×緻密な手作業
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精密機械
加工後に

、手作業
による

「ラップ
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き加工、
摺り合わ

せ加工、
精密組立

」で

更に精度
を向上。
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実
の

機械加工＋αでサブミクロンのニーズにお応えします

株式会社三鷹精工

パ
ネ
ル

もっと具体的に書くと さらに効果を出すために展示会で新規受注を増やす

展示会に出展される企業様　ぜひお読みください

PRシートの作り方を解説第2回招き術

圧倒的な強みを引き出すコンサルティングオフィス

株式会社 Ｙ- プロデュース
代表取締役　野竿 達彦

主な業務内容：販促コンサルティング、見せるだけで注文が入る
チラシ・パンフレット・ホームページの制作。機械要素技術展、
テクニカルショウヨコハマなど展示会への出展企業に対してセミ
ナーや強みの作り方を指導するだけでなく、実際に強みが一目で
わかる PRシ－ト制作、パネル制作なども手掛けている。

展示会で新規の受注をいただくまでの流れ

ホームページを　
チェックされる。

クロージング
・商談
・見積書の提示
・契約

・ホームページ
・パンフレット
・チラシ

ＰＲシート

1 営業ツール制作

2 3

▶ ▶

展示会での営業
・声かけ
・パンフレット、
  チラシによる説明
・名刺交換
・アポイントに
  つなげる

1

2

3

4

5

PRシートの展開例

パンフレット

Copyright (C) Y-produce All Right Reserved　無断転載・転用を禁止します。
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タイ事務所は日系企業の皆様へ経営相談やビジネス
マッチングなどの支援を行っています。今年度よりタ
イ食品企業の課題やニーズに対し優れた製品・技術
を有する都内企業を個別にマッチングしていく取組
みをスタートします。そのキックオフ・イベントとして、
「東京マッチング商談会＆セミナー」を開催しました
のでご紹介します。

「日・タイ企業連携で世界の市場に挑戦」
～イノベーションでオリンピック需要をつかみ、世界へ販路を広げる～

食品ビジネスの視点は胃袋の数とそのサイズです。日本は人口
減少、高齢化社会が進み、胃袋の数とサイズは縮小してきてい
ます。それではどうするのか。培った経験や技術を活かし世界
を目指す選択肢もあるのではないでしょうか。
一方、世界で人口が多い国は中国、インド、アメリカであるが、
ASEANは統合体としては世界第3位の6億人でポテンシャル
が高くなっています。ASEANの食料品輸出をみると、域内は
24%に留まりアメリカ、中国、EU、香港等域外への輸出が多く
なっています。

日本の市場とASEAN市場

タイには日本食レストランが2,700店存在し、日本食がタイ人
のライフスタイルの一部になっています。つまり日本食を扱う
経験値が高いのです。また、インフラや企業支援体制の充実、
親日的な国民性、良好な駐在員の生活環境によりASEANで
最大の日本食市場となっており、日系食品メーカーが集積して
います。さらに原材料が豊富で、加工業が多くノウハウが蓄積
しています。加えてハラール食品製造国のためイスラム圏への
輸出基地となっています。
タイでの事業開発は、まずどんな商品が売れるのか市場調査し
テスト販売から始めるのが望ましい。その後、製造委託や委託
先の販路を活用してタイ国内販売を伸ばし、タイからASEAN
域内外への輸出を目指します。
タイを活用することでリスクとコストを抑えて海外ビジネスを
始めることができ、ASEANだけでなく、中国、インド等も含め
30億人という巨大市場へ可能性が広がっていきます。

なぜタイをパートナーに選ぶのか

視点を変えた市場開拓を
～タイが持つ販路を活用する～

お問い合わせ　国際事業課
TEL：03-5822-7241　
https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/

海外展開 !!
先 手 必 勝 !

開催概要

講演1

公社タイ事務所
経営相談員　梅木　英徹

①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

タイ企業から事前に得た要望や課題を元に参加企業を募集し
ました。要望は日本からの販路開拓やOEM生産の受託だけで
なく、製造面での課題もあります。たとえば、ラインの自動化、異
物混入検査などです。さらに、参加した日本企業からもハラー
ルや高齢者向け食品の共同開発など様々な連携要望があり、
当日は多数の方にご参加いただきました。すでに現地視察など
を計画されているものもあると報告を受けています。

タイ事務所では、今後、食ビジネスに関する専門スタッフを配
置し、日・タイ企業のビジネスマッチングをさらに強化してまい
ります。

商談会

企業名

Sea Value Public Co., Ltd.

Sunsweet Public Co., Ltd.

Nithi Foods Co., Ltd.

Bee Products Industry Co., Ltd.

Tea Gallery Group
 (Thailand) Co., Ltd.

主な製品

ツナ加工食品

スイートコーン

乾燥スパイス、調味料

ハチミツ及び関連製品

お茶及び関連商品

「The global food innovation hub in Thailand」
- Food Innopolis -

講演2

タイ王国科学技術省フードイノポリス COO
エックアノン・ジャーンブーア 博士

食品産業における日・タイ連携ビジネスの可能性について、
梅木相談員がご自身の経験を交えながら講演しました。

商品選定 

（市場調査） 

テスト販売 

（既存商品 

 輸入販売） 

製造委託先選定 

（ISO／HACCP
／ハラール等） 

生産技術指導 

（品質管理） 

 

タイ国内販売 

（製造委託先の 

販路活用） 

ASEAN域内輸出 
（イスラム教徒
が約半分） 

ASEAN域外輸出 

売上げ規模に応じて自社工場での生産を検討しグローバルメーカーへ 

日時

場所

主催

共催

内容

2018年3月6日（火）13：00～17：00

幕張メッセ国際会議場1階

東京都中小企業振興公社

一般社団法人 日本能率協会

講演、タイ企業5社によるプレゼンテーション、商談会

タイを活用した事業展開イメージ

タイにおける食品産業支援を行うフードイノポリスの支援に
ついてご講演いただきました。

フードイノポリスは食品産業の研究開発及びイノベーション支
援を行うタイ科学技術省傘下の機関で、研究開発施設の貸出
しやタイの政府、行政機関等とのコーディネート等を行ってい
ます。現在90の企業が入居し350人の研究者が活動していま
す。そのうち36社は食料品の企業で日本からはタイの研究機
関と共同で療養食の研究開発を行っている企業など5社が入
居しています。

フードイノポリスとは

フードイノポリスでは、研究開発に関する支援だけでなく、タイ
への技術移転、商品開発の支援も可能です。また、タイ投資委
員会（BOI）の恩典も活用できます。

タイを活用した研究開発と優遇措置

日・タイ連携による新たなビジネスの創出を目的に、商談会を
開催しました。参加したタイ企業は左記の通りです。

BOI投資優遇

競争力強化アクション
(BOI++)

SMART　VISA

・最長10年間法人税0%、さらに5年間は50%
・研究開発あるいは関連する試験の目的で輸入
する材料の関税を免除

・研究開発、技術移転・獲得、人材開発などへの
投資に対する補助金
・法人税最大15年免除

・最大4年間タイへ滞在可能
・労働許可証不要 など

BOI＝タイ投資委員会

10 11ARGUS No.474ARGUS No.474
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Information
～暮らしをうるおし、ゆたかにするための新たな「伝統工芸品」を創出する。～
「東京手仕事」プロジェクト商品開発
商品発表会及び東京手仕事展のお知らせ

防災技術･製品･試作品の実用化～普及を支援します
2018年先進的防災技術実用化支援事業　申請予約受付中

公社が実施する「東京手仕事」プロジェクトでは、伝統工芸の技術
を活かしながら、東京の伝統工芸職人とデザイナーとの共同製作
による商品開発を支援しています。
2017年度に商品開発を行い、支援対象に決定した商品をお披露
目するため、商品発表会を実施いたします。
また、翌日より東京手仕事展において販売を開始いたします。
この機会に、是非ご覧ください。

会 場

期 日

入 場 料

日本橋三井ホール
（中央区日本橋室町2-2-1
COREDO室町1  5F）
2018年5月29日（火）
報道関係者向け 13時～15時
一般展示　15時～19時（予定）
無料

会 場

期 間

入 場 料

日本橋三越本店本館5階
ギャラリーライフマイニング
（中央区日本橋室町1-4-1）
2018年5月30日(水)～6月12日(火)
10時30分～19時30分
無料

2018年工業統計調査のお知らせ
東京都は、経済産業省所管の工業統計調査を2018年６月１日現
在で実施します。製造業を営む事業所に５月中旬から調査員が伺
いますので、調査へのご回答をお願いいたします。インターネットで
もご回答いただけます。
インターネット回答の期限　2018年６月７日（木）

異なる業種（電子、機械、化学等）の企業が新たなビジネスチャンス
創造のために、相互の経営や技術ノウハウ等を持ち寄って交流する
2018年度東京都異業種交流グループの参加者を募集します。

参 加 要 件

期 間
会 場

費 用
募 集 人 数
申 込 方 法

①都内に主たる事業所のある中小企業者
②技術・経営に責任を有する方
  （原則として経営者）
③毎月開催の定例会に参加できる方
７月から翌年３月まで（毎月１回、平日・午後）
（地独）東京都立産業技術研究センター
（江東区青海２－４－１０）
無料
２０名程度
右記ホームページ掲載の申込書にて
６月５日(火)までにお申し込みください。

地震などの自然災害や大規模な事故災害の脅威に晒されている
我々の東京では都市防災力の向上に向け、多様かつ優れた防災製
品等が広く社会に普及していくことが欠かせません。本助成事業
では、普及を見据えた防災技術・製品の実用化を支援します。

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail : josei@tokyo-kosha.or.jp

対 象 事 業

主 な 申 請 要 件

助 成 内 容

申 請 予 約 期 日
Ｕ Ｒ Ｌ

①今年の６月１日時点で、実用化するための自社の技術、製品、試作品等を有していること
②都内に主たる事業所(登記済みの本店又は支店)を有し、１年以上事業を営んでいること
①実用化に要する改良経費を助成（助成率 2/3以内　助成限度額 1,000万円）
②先導的ユーザーへの導入費用を助成（助成率 1/2以内　助成限度額 200万円）
③展示会出展・広告費を助成（助成率 1/2以内　助成限度額 150万円）最大1,350万円を助成
2018年6月8日（金）17時
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/bousai.html

コウちゃん

商 品 発 表 会

東京手仕事展
どちらか 又は 両方

自然災害
（地震災害、風水害、火山災害）

申請分野（1つ）
災害の未然防止
被害拡大の防止
救済・復旧・復興
避難の円滑化

＋事故災害
（鉄道事故、トンネル事故、他）

東京手仕事

12 13ARGUS No.474ARGUS No.474

お問い合わせ　東京都総務局統計部産業統計課
TEL：03-5388-2544

東京都異業種交流グループの参加者を募集します

お問い合わせ　（地独）東京都立産業技術研究センター
　　　　　　　交流連携室　異業種交流担当

TEL：03-5530-2134　FAX：03-5530-2318
E-mail ： sangakuko@iri-tokyo.jp
URL  http://www.iri-tokyo.jp

お問い合わせ　「東京手仕事」プロジェクト事務局
　　　　　　   （公社　城東支社内）

TEL：03-5680-4631　E-mail：craft@tokyo-kosha.or.jp
事業ウェブサイト  http://tokyo-craft.jp/
ブランドサイト  https://tokyoteshigoto.tokyo/ 

発表会の詳細や参加のお申込みは、
事業ウェブサイトをご覧ください。
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Information
～暮らしをうるおし、ゆたかにするための新たな「伝統工芸品」を創出する。～
「東京手仕事」プロジェクト商品開発
商品発表会及び東京手仕事展のお知らせ

防災技術･製品･試作品の実用化～普及を支援します
2018年先進的防災技術実用化支援事業　申請予約受付中

公社が実施する「東京手仕事」プロジェクトでは、伝統工芸の技術
を活かしながら、東京の伝統工芸職人とデザイナーとの共同製作
による商品開発を支援しています。
2017年度に商品開発を行い、支援対象に決定した商品をお披露
目するため、商品発表会を実施いたします。
また、翌日より東京手仕事展において販売を開始いたします。
この機会に、是非ご覧ください。

会 場

期 日

入 場 料

日本橋三井ホール
（中央区日本橋室町2-2-1
COREDO室町1  5F）
2018年5月29日（火）
報道関係者向け 13時～15時
一般展示　15時～19時（予定）
無料

会 場

期 間

入 場 料

日本橋三越本店本館5階
ギャラリーライフマイニング
（中央区日本橋室町1-4-1）
2018年5月30日(水)～6月12日(火)
10時30分～19時30分
無料

2018年工業統計調査のお知らせ
東京都は、経済産業省所管の工業統計調査を2018年６月１日現
在で実施します。製造業を営む事業所に５月中旬から調査員が伺
いますので、調査へのご回答をお願いいたします。インターネットで
もご回答いただけます。
インターネット回答の期限　2018年６月７日（木）

異なる業種（電子、機械、化学等）の企業が新たなビジネスチャンス
創造のために、相互の経営や技術ノウハウ等を持ち寄って交流する
2018年度東京都異業種交流グループの参加者を募集します。

参 加 要 件

期 間
会 場

費 用
募 集 人 数
申 込 方 法

①都内に主たる事業所のある中小企業者
②技術・経営に責任を有する方
  （原則として経営者）
③毎月開催の定例会に参加できる方
７月から翌年３月まで（毎月１回、平日・午後）
（地独）東京都立産業技術研究センター
（江東区青海２－４－１０）
無料
２０名程度
右記ホームページ掲載の申込書にて
６月５日(火)までにお申し込みください。

地震などの自然災害や大規模な事故災害の脅威に晒されている
我々の東京では都市防災力の向上に向け、多様かつ優れた防災製
品等が広く社会に普及していくことが欠かせません。本助成事業
では、普及を見据えた防災技術・製品の実用化を支援します。

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail : josei@tokyo-kosha.or.jp

対 象 事 業

主 な 申 請 要 件

助 成 内 容

申 請 予 約 期 日
Ｕ Ｒ Ｌ

①今年の６月１日時点で、実用化するための自社の技術、製品、試作品等を有していること
②都内に主たる事業所(登記済みの本店又は支店)を有し、１年以上事業を営んでいること
①実用化に要する改良経費を助成（助成率 2/3以内　助成限度額 1,000万円）
②先導的ユーザーへの導入費用を助成（助成率 1/2以内　助成限度額 200万円）
③展示会出展・広告費を助成（助成率 1/2以内　助成限度額 150万円）最大1,350万円を助成
2018年6月8日（金）17時
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/bousai.html

コウちゃん

商 品 発 表 会

東京手仕事展
どちらか 又は 両方

自然災害
（地震災害、風水害、火山災害）

申請分野（1つ）
災害の未然防止
被害拡大の防止
救済・復旧・復興
避難の円滑化

＋事故災害
（鉄道事故、トンネル事故、他）

東京手仕事

12 13ARGUS No.474ARGUS No.474

お問い合わせ　東京都総務局統計部産業統計課
TEL：03-5388-2544

東京都異業種交流グループの参加者を募集します

お問い合わせ　（地独）東京都立産業技術研究センター
　　　　　　　交流連携室　異業種交流担当

TEL：03-5530-2134　FAX：03-5530-2318
E-mail ： sangakuko@iri-tokyo.jp
URL  http://www.iri-tokyo.jp

お問い合わせ　「東京手仕事」プロジェクト事務局
　　　　　　   （公社　城東支社内）

TEL：03-5680-4631　E-mail：craft@tokyo-kosha.or.jp
事業ウェブサイト  http://tokyo-craft.jp/
ブランドサイト  https://tokyoteshigoto.tokyo/ 

発表会の詳細や参加のお申込みは、
事業ウェブサイトをご覧ください。
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　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署

＊公社の研修は中小企業向けのため、講師と同業・コンサルタントの方はご遠慮ください

時間 会場

ピックアップセミナー

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/event/

ベアトリックス株式会社　代表取締役　銀川雅士

『負けでたまっか！』

本コーナーは「社長の○○」と題して、企業経営を行う上で大切にしている言葉やおススメの図書・映画などをご紹介いただきます。

社長の

座右の銘
公社主催のセミナーをお届けします ！
詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

東京都知的財産総合センター

企業人材支援課企業
人材

知
財 国際事業課国

際

　2011年3月11日、東日本大震災が起きた。系列の福
島県新地町の関連会社工場は、ぎりぎり津波を免れる
ことができた。現地のメンバーや知り合いとようやく繋
がった電話は「生きていたか」「家はつぶれなかったか」
と、生き永らえたかどうかの極限状況のやり取りであっ
た。生産していた製品は1千万円が全滅した。
　どうにか最低限の生活の確保が整ったら、次はどう
事業を継続するかの問題だ。東京にいる自分が被害を
受けた従業員に事業をやめるとは言えなかった。続ける
ならば戦うしかない。「くそー、負けてたまるか！」と息巻
いた。
　書道の先生に福島弁で額に書いてもらった「負けで
たまっか」。この書を見ながら何度唱えたろうか。それか
ら6年間は何とか持ちこたえ、従業員は生活を安定させ

ることができた。その後、工場は閉鎖したが従業員は地
域再生の息吹の中、よい仕事を得ている。
　人生は人それぞれである。順風満帆の人もいるだろ
う。しかし、とりわけ小さな会社の経営者はそうはいか
ない。あらゆる困難が待ち受けている。そんな時は真っ
向勝負で乗り越えていくしかない。
　従業員がいる、家族がいる、信用がある、プライドが
ある、なんでもいい、守るべきものがあるならば、決して
立ち止まるな。どんなに大変でもうつむくな。と、自身に
言い聞かせている。
　「負けでたまっか」だ。
これからも何度も唱えて
いく、生き方の指針とす
る言葉である。

　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署時間 会場

登録企業情報コーナー 仕事の受注・発注を希望されている企業の情報を掲載しています。
お問い合わせは各窓口まで。

受注情報
整理
番号

経験
年数

希望
地域

主要設備　他受注番号
所在地区

希望する仕事又は自社PR 問い合わせ窓口資本金
作業員数

1 3３年 国内
No.00045137
台東区

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888

1,000万円
3人

チタン材で複雑な形状の
部材や用品をOEMにてお
作りします。

チタンを金型射出成形で複雑な形状の
部材の製造を請負います。

2 ６7年 都内
No.00045179
葛飾区

城東支社
TEL 03-5680-4631
FAX 03-5680-0710

1,000万円
10人

ニッケル・クローム鍍金
医療部品、筆記具の部品
筆ペン穂先の酸処理

ネジ等5mm程度の小さい部品の細かい
溝も、熟練職人の心をこめた手作業によ
り薄メッキで軟らかく仕上げます。

5月21日（月）

5月23日（水）
6月19日（火）

5月22日（火）
6月26日（火）

ISO9001：2015／ISO14001：2015
統合内部監査員養成講座

商標セミナー
［ネーミング・調査編、国内権利化編、外国制度編］

5月25日（金）

7月12日（木） 法務入門研修

10：00～17：00

10：00～17：00

秋葉原庁舎

秋葉原庁舎

5月28日（月）
5月29日（火）

企業
人材

企業
人材

14：00～17：00 AP秋葉原
6月11日（月）
6月18日（月）
6月25日（月）

知
財

7月5日（木）
7月6日（金）

ISO9001：2015内部監査員養成講座 10：00～17：00 秋葉原庁舎 企業
人材

7月10日（火）
7月11日（水）

新任課長級研修

新任係長研修

ノウハウ管理セミナー

特許・実用新案セミナー［基礎編］ 14：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

AP秋葉原

秋葉原庁舎

秋葉原庁舎

14：00～17：00 AP秋葉原

秋葉原庁舎良いコミュニケーションのための３つの手法

企業
人材

企業
人材

企業
人材

知
財

知
財

6月13日（水） 10：00～17：00 秋葉原庁舎財務・経理入門研修 企業
人材

6月21日（木） 機械・電気保全のポイントと
技能伝承研修（入門）

10：00～17：00 秋葉原庁舎 企業
人材

6月14日（木）
6月15日（金）

貿易実務者養成講習会
輸出入貿易実務と通関手続き（基礎）

10：00～16：00 台東区民会館 国
際

5
月
・
6
月

7
月

東京中小公社　セミナー
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　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署

＊公社の研修は中小企業向けのため、講師と同業・コンサルタントの方はご遠慮ください

時間 会場

ピックアップセミナー

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/event/

ベアトリックス株式会社　代表取締役　銀川雅士

『負けでたまっか！』

本コーナーは「社長の○○」と題して、企業経営を行う上で大切にしている言葉やおススメの図書・映画などをご紹介いただきます。

社長の

座右の銘
公社主催のセミナーをお届けします ！
詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

東京都知的財産総合センター

企業人材支援課企業
人材

知
財 国際事業課国

際

　2011年3月11日、東日本大震災が起きた。系列の福
島県新地町の関連会社工場は、ぎりぎり津波を免れる
ことができた。現地のメンバーや知り合いとようやく繋
がった電話は「生きていたか」「家はつぶれなかったか」
と、生き永らえたかどうかの極限状況のやり取りであっ
た。生産していた製品は1千万円が全滅した。
　どうにか最低限の生活の確保が整ったら、次はどう
事業を継続するかの問題だ。東京にいる自分が被害を
受けた従業員に事業をやめるとは言えなかった。続ける
ならば戦うしかない。「くそー、負けてたまるか！」と息巻
いた。
　書道の先生に福島弁で額に書いてもらった「負けで
たまっか」。この書を見ながら何度唱えたろうか。それか
ら6年間は何とか持ちこたえ、従業員は生活を安定させ

ることができた。その後、工場は閉鎖したが従業員は地
域再生の息吹の中、よい仕事を得ている。
　人生は人それぞれである。順風満帆の人もいるだろ
う。しかし、とりわけ小さな会社の経営者はそうはいか
ない。あらゆる困難が待ち受けている。そんな時は真っ
向勝負で乗り越えていくしかない。
　従業員がいる、家族がいる、信用がある、プライドが
ある、なんでもいい、守るべきものがあるならば、決して
立ち止まるな。どんなに大変でもうつむくな。と、自身に
言い聞かせている。
　「負けでたまっか」だ。
これからも何度も唱えて
いく、生き方の指針とす
る言葉である。

　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署時間 会場

登録企業情報コーナー 仕事の受注・発注を希望されている企業の情報を掲載しています。
お問い合わせは各窓口まで。

受注情報
整理
番号

経験
年数

希望
地域

主要設備　他受注番号
所在地区

希望する仕事又は自社PR 問い合わせ窓口資本金
作業員数

1 3３年 国内
No.00045137
台東区

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888

1,000万円
3人

チタン材で複雑な形状の
部材や用品をOEMにてお
作りします。

チタンを金型射出成形で複雑な形状の
部材の製造を請負います。

2 ６7年 都内
No.00045179
葛飾区

城東支社
TEL 03-5680-4631
FAX 03-5680-0710

1,000万円
10人

ニッケル・クローム鍍金
医療部品、筆記具の部品
筆ペン穂先の酸処理

ネジ等5mm程度の小さい部品の細かい
溝も、熟練職人の心をこめた手作業によ
り薄メッキで軟らかく仕上げます。

5月21日（月）

5月23日（水）
6月19日（火）

5月22日（火）
6月26日（火）

ISO9001：2015／ISO14001：2015
統合内部監査員養成講座

商標セミナー
［ネーミング・調査編、国内権利化編、外国制度編］

5月25日（金）

7月12日（木） 法務入門研修

10：00～17：00

10：00～17：00

秋葉原庁舎

秋葉原庁舎

5月28日（月）
5月29日（火）

企業
人材

企業
人材

14：00～17：00 AP秋葉原
6月11日（月）
6月18日（月）
6月25日（月）

知
財

7月5日（木）
7月6日（金）

ISO9001：2015内部監査員養成講座 10：00～17：00 秋葉原庁舎 企業
人材

7月10日（火）
7月11日（水）

新任課長級研修

新任係長研修

ノウハウ管理セミナー

特許・実用新案セミナー［基礎編］ 14：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

AP秋葉原

秋葉原庁舎

秋葉原庁舎

14：00～17：00 AP秋葉原

秋葉原庁舎良いコミュニケーションのための３つの手法

企業
人材

企業
人材

企業
人材

知
財

知
財

6月13日（水） 10：00～17：00 秋葉原庁舎財務・経理入門研修 企業
人材

6月21日（木） 機械・電気保全のポイントと
技能伝承研修（入門）

10：00～17：00 秋葉原庁舎 企業
人材

6月14日（木）
6月15日（金）

貿易実務者養成講習会
輸出入貿易実務と通関手続き（基礎）

10：00～16：00 台東区民会館 国
際

5
月
・
6
月

7
月

東京中小公社　セミナー

14 15ARGUS No.474ARGUS No.474



　普段は1.5cmの薄さに折り畳めて、いざ使う場面では手でた
やすくひらける、そんなサイコロ型ランタン。しかも、ソーラーパ
ネルを備えているので電池要らず。なんと特徴の多いこと。
　このランタンで最も大事な部分はどこなのか。開発と販売を
手がけるランドポートに尋ねたら、それは、折り畳める仕組みで
も、扱いやすさでも、太陽光での充電でもなかったんです。
　実は……「灯りが優しいこと」だといいます。被災地で続く避
難生活に、癒される光があったなら、どれだけ救われるか。
　そう聞いて納得しました。コンパクトな携帯型ランタンという
だけなら、他にもあります。だけれど、コンパクトで、かつ、使う人
の気持ちのありようまでに配慮したものはそうないはず。　
　その商品とは本来どうあるべきかに心を砕く、とはこういうこ
となのかと、深く考えさせられました。
　この商品の原型は、米国の大学の教授が発案したものだそ

うです。それを目にしたランドポートが、間髪入れずに商品化の
交渉に臨んだ。発売すると、米国のNPOが多数購入してプエル
トリコのハリケーン被災地に送るなど、大きな反響が……。
　昨年の「東京くらしのフェスティバル」に出展された、このラ
ンタン。東京都中小企業振興公社の女性職員による投票で、
トップ5の評価を得ました。普段遣いにも楽しそうですからね。

TOKYO逸品
くらフェスから
始まる物語

商品ジャーナリスト・北村 森

折り畳めるよりも、大切なことがあった

ソーラーパフ　ウォームライト
3672円（税込）。
このほか白色LEDのタイプ、
5色LEDのタイプも販売。
ランドポート株式会社
http://www.solarpuff.jp/

植物油インキを使用しています。
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