
　昨年の「東京くらしのフェスティバル」に出展された商品で私
が最もうなったのは、1枚のポリ袋でした。
　ポケットティッシュ型に折り畳まれていて、普段からカバンや
ポケットに突っ込んでおけばいい。で、中を開いて広げたらポリ
袋が現れるのですが、丸い平底になっており、何かを入れても、
まず破れません。聞けば、小さな袋ながら90kg以上の重さに耐
えうるという、これは世界で初めての仕様だそう。
　ただそれだけの話です。でも、ある場面で重要な強さを発揮
します。それは被災時……。この「べんり袋」は2ℓの水を注ぎ込
んでも容易に持ち運べます。おそらく、これまでの袋だったら、
底が裂けてしまうでしょう。また、避難する際には煙を避けなが
ら空気を確保でき、避難先では汚物の処理にも使える。
　角がなくて、水漏れしない底をもつ袋。これを完成させるまで
に8年かかった、といいます。鳴門の渦潮がヒントになり、袋の

底面をひねる耐圧構造を思い立ち、それを現実に製造できる
専用の機械まで、1500万円をかけてゼロから造り……。
　そうして完成した袋はまさに、地味だけれどすごい商品でし
た。子どもたちに携えてもらいたいという思いから、人気アニメ
である「はなかっぱ」とのタイアップも取り付けました。
　この3年間で5万袋を販売。やっぱり地味にすごいなあ、と。

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

「地味にすごい」を絵に描いたような…

べんり袋
直売参考価格120円（税別）
大手損保や鉄道会社なども
ノベルティ用途として購入。
株式会社公電テクノ
http://www.koudentechno.jp/

植物油インキを使用しています。
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■ まもなく開催！ 第22回 機械要素技術展
■ 「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ
技術ニーズ説明会」参加者募集 ！

■ 2018年度 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
第2回申請受付開始 ！

■ CEATEC JAPAN 2018　出展者募集中 ！
■ 第21回　産業交流展2018　出展企業募集 ！
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　チバダイスは、家電、OA機器、自動車、医療機器などに使わ
れる小型歯車や、各種歯車用金型の設計・製造を手がける企
業。棒状の金属に歯車などの型を刻む「CD加工（長尺棒特殊
切削加工法）」は同社の独自技術で、小さな手間、低いコストで
高精度な製品を生み出すことが可能だ。また、プラスチック歯
車の量産品と同等の試作品を最短3日間で納品できるサービ
ス「スピードトライ®」も、多くの顧客から好評を博している。
　サービスの多彩さや幅広い提案力も強みだ。
　「ほとんどの歯車メーカーは、金型や成形、歯切り（歯車のギ
ザギザを削り出すこと）など、特定の分野に絞って事業を展開
しています。一方、当社はこれらすべての分野を手がけています
から、お客さまのニーズに合わせて柔軟な対応・提案ができる
のです。また、製造する金型や歯車の種類も豊富ですし、歯車
の耐久性や騒音低減などの実験を行う『プラスチック・ギヤ・シ
ステム研究所』も運営しています。格好良くいえば、当社は『歯
車に関する総合ソリューション業』なのです」（代表取締役社長 
千葉英樹氏）

　埼玉県八潮市にあるチバダイスの工場では、屋上にフットサ
ルコートが設置されている。また、工場の床はコンクリートでは
なく木製だ。ここには、「社員の働きやすさを何より優先する」と
いう経営者のこだわりが詰まっている。
　「フットサルコートをつくったのは、私が社長に就任して数年
たった頃です。休み時間をつまらなそうに過ごしている社員を
見て、皆で楽しむ場をつくれないかと考えたのがきっかけでし
た。鉄柵の設置費や人工芝代に数百万円かかりましたが、社員
が楽しそうにボールを蹴っている姿を見ると、それ以上の価値
があったと思います。一方、床に木材を張ると決めたのは先代
（千葉氏の実父 文夫氏）でした。コンクリートの上で長時間作
業をしていると疲れて、かかとが痛くなるのですが、木の床だと
疲れを感じにくいですね。
　仕事は楽しくやる方がいい。そして社内に笑顔が増えれば業
績も自然についてくると考えているのです」（千葉氏）
　現在、チバダイスでは、2ヵ月に1度のペースで全員参加の飲
み会を開催。新年会や忘年会、社員旅行などのイベントも毎年

歯車についての総合ソリューションを提案 社員同士が自然と支え合う風土がある 開かれている。さらに、有志だけが参加する社内イベントもあ
り、社員同士の距離は非常に近いそうだ。
　「皆が支え合うのは当社の伝統。たとえば独り暮らしの若手
社員が風邪で寝込むと、私が何も言わなくても、上司や同僚が
訪問してご飯を食べさせたり、病院に連れて行ったりしますね。
こういう社風は、もしかすると『今風』ではないかもしれません。
世の中には、人間関係の距離が近すぎることを暑苦しく感じる
人もいると思います。でも私は、社員と密接に関わり、可能な限
り皆の面倒を見たいのです。今、当社で頑張ってくれている社
員のほとんどは、当社に居心地の良さを感じているのではない
かと思いますよ」（千葉氏）

　歯車のパイオニアとしてしっかりと地歩を固めてきたチバダ
イス。リーマン・ショック後の不況期などにも積極的に投資を
行い、技術力を高めて顧客を広げている。しかし千葉氏は、経
営規模の拡大には興味がないようだ。
　「当社の企業理念は『歯車を育む、人を育む』。歯車を通じて
社員全員が成長することがチバダイスの存在意義だと私は信

会社を「大きくする」より「強くする」に主眼

じています。ですから売上高が伸びても、会社の中身が悪くなっ
て社員が不幸に陥っては意味がないのです」（千葉氏）
　量より質の追求。そうした経営方針を今後も崩すつもりはな
いと、千葉氏は語る。
　「全社員が幸せに働き続けられる会社を維持するためには、
社員1人あたりの利益率や、安全性などが重要。これらのデー
タは、常に厳しく追い求めるつもりです。また、これまで世の中
になかった製品を、自分たちの手で生み出すことにもこだわっ
ていきたいですね」（千葉氏）
　会社を大きくすることにはこだわらない。チバダイスの目的
は、あくまで「会社を強くすること」なのである。

社員の幸せにこだわり続ける

　

取材後記
精工舎で歯車技師をしていた祖父から三代、歯車一筋に磨か
れたその技術は、世界から評価されるまでに大きく育まれまし
た。その技術を支えているのは、先代の「人を育む」という強い
思い。「技術と人を育む」当代千葉社長が目指す「強いチバダイ
ス」の源泉は、ここにあるのかもしれません。

（企画課　大場順二）

キラリ TOKYO
ー輝く企業の現場からー

数千万円を投じて最新機器を導入。
精度の高い製品をつくるために投資を怠らない

チバダイスが手がけているさまざまな歯車製品。
精度の高さと短納期を両立させている

屋上のフットサルコートでは、他社の従業員も加え
た対抗戦が行われることもある

社員が働きやすい環境づくりに腐心している、経営者
の千葉氏。その思いは社員にも伝わり、互いに支え合う
社風を生み出している

人間性を大切にしたい
技術力はもちろん必要ですが、
さらに大切なのが人間性。あ
いさつや人と人とのつながり
の大切さを、折に触れ社員に
伝えています。

えいじゅ
［会社概要］
代　表：代表取締役社長　千葉　英樹 氏
業　種：歯車・金型加工業
資本金：4800万円
従業員：30名（2018年4月現在）
所在地：東京都葛飾区高砂1-26-2
T E L：03-3696 -4441　FA X：03-3696 -4443
URL：http://www.chibadies .co.jp/
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公社
イチオシ事業紹介

お問い合わせ　総合支援課
TEL：03-3251-7881　E-mail　shoukei@tokyo-kosha.or.jp　
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/index.html

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。

承継計画の策定
株式会社ヒカリ
代表取締役　高橋伸一

理美容ハサミ等の製造及び販売

創業1967年　年商6億円

従業員数52名

事業承継・再生に関する以下のようなご相談に無料でお応えし、
寄り添った支援を致します。

公社では、将来への事業継続に向けた
承継計画づくりや実行上のアドバイスを継続的にご支援しています。
また、売上げの維持・向上や資金繰りの改善などを通した
事業の磨き上げについても、公正中立な立場から、
経営者の方が具体的に取組みやすい支援を心がけています。
なお、2018年4月から事業承継税制が大きく変わり、
注目されています。

［事業承継・再生支援事業］

・何から手をつけたら良いかわからない
・承継計画のプランニングを手伝ってほしい
・後継者との対話のきっかけをつくりたい
・事業承継税制の活用方法を知りたい

経営改善

・売上不振や利益向上の打開策を検討したい
・厳しい資金繰りを乗り越えたい
・会社の経営状態を「見える化」したい
・将来を見据えた事業計画を策定したい

M＆A

・自社でもできるのか話を聞いてみたい
・公正かつ客観的なセカンドオピニオンがほしい

後継者の育成

・将来を見据えて良い人材を確保したい
・後継者育成について相談したい

▶ 支援の流れ

事業の引継ぎ、
事業の磨き上げを支援します。

知見のあるスタッフがご訪問
し、会社の現状や事業引継ぎ
に関するお悩みをじっくり伺
います。

経営人材、事業用資産、知的
資産の観点から現状の課題
を把握します。また、解決のた
めのアドバイスを行います。

計画実行段階で生じる問題
についても相談に応じます。

ご訪問
ヒアリング

課題の整理
アドバイス▶ フォロー

アップ▶

▶ 相談者のニーズに合わせて
支援を組立てます。

特徴1 公社アドバイザーが専属で支援 特徴4
ハローワークと連携した
人材確保支援

特徴2 高度な問題も専門家派遣の
活用で解決（無料）

特徴5 幅広い公社支援メニューを
活用した総合的支援

特徴3
公社提携事務所（弁護士等）
への無料相談

代表に就任してちょうど１年が経過した頃、右

も左も分からず、ただがむしゃらに目の前の仕

事をこなす日々を送っていましたが、思い立っ

て公社へ相談することにしました。

財務改革や中期事業計画作成のアドバイスを

いただき、自分では到底できない株式移転や、

贈与に伴う知識も増えて、相談するたびに不

安要素がなくなっていくことを実感しました。

事業承継は、私と前代表の問題ではなく、会

社全体にとって大きな課題でした。

公社の支援は、社内改革にも大きな影響を与

え、社内で話をしている社員の会話の内容も

変わるほど社員皆がレベルアップできたと感じ

ています。

今回の支援を通して、公社には本当に感謝の

念しかありません。

経営基盤の土台づくり、承継税制、民法特例の活用

事業承継の成功に必要な知識・スキ
ルを学び、気づきが得られます。
（年４回開催）

●戦略的事業承継セミナー

6月22日（金）開催
公社WEBサイトにて参加募集中

※事業承継税制も取扱います。

第1回事業承継セミナー

事業承継に関する事例・体験談の
講演を通じて承継に向けた気づき
や人脈形成の場としてご活用いただ
けます。（年１回開催）

●事業承継フォーラム
後継者の方が、事業承継に必要な
スキルを、講義と演習を通じて短期
集中コースで習得できます。
（前期、後期で各８回開催）

●事業承継塾

事業承継フォーラム事業承継セミナー 事業承継塾

利用企業の声

イベント・セミナー

東京　事業承継セミナー
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・会社の経営状態を「見える化」したい
・将来を見据えた事業計画を策定したい

M＆A

・自社でもできるのか話を聞いてみたい
・公正かつ客観的なセカンドオピニオンがほしい

後継者の育成

・将来を見据えて良い人材を確保したい
・後継者育成について相談したい
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事業の引継ぎ、
事業の磨き上げを支援します。

知見のあるスタッフがご訪問
し、会社の現状や事業引継ぎ
に関するお悩みをじっくり伺
います。

経営人材、事業用資産、知的
資産の観点から現状の課題
を把握します。また、解決のた
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計画実行段階で生じる問題
についても相談に応じます。
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ハローワークと連携した
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活用で解決（無料）

特徴5 幅広い公社支援メニューを
活用した総合的支援

特徴3
公社提携事務所（弁護士等）
への無料相談

代表に就任してちょうど１年が経過した頃、右

も左も分からず、ただがむしゃらに目の前の仕

事をこなす日々を送っていましたが、思い立っ

て公社へ相談することにしました。

財務改革や中期事業計画作成のアドバイスを

いただき、自分では到底できない株式移転や、

贈与に伴う知識も増えて、相談するたびに不

安要素がなくなっていくことを実感しました。

事業承継は、私と前代表の問題ではなく、会

社全体にとって大きな課題でした。

公社の支援は、社内改革にも大きな影響を与

え、社内で話をしている社員の会話の内容も

変わるほど社員皆がレベルアップできたと感じ

ています。

今回の支援を通して、公社には本当に感謝の

念しかありません。

経営基盤の土台づくり、承継税制、民法特例の活用

事業承継の成功に必要な知識・スキ
ルを学び、気づきが得られます。
（年４回開催）

●戦略的事業承継セミナー

6月22日（金）開催
公社WEBサイトにて参加募集中

※事業承継税制も取扱います。

第1回事業承継セミナー

事業承継に関する事例・体験談の
講演を通じて承継に向けた気づき
や人脈形成の場としてご活用いただ
けます。（年１回開催）

●事業承継フォーラム
後継者の方が、事業承継に必要な
スキルを、講義と演習を通じて短期
集中コースで習得できます。
（前期、後期で各８回開催）
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ろ
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長の
伸びしろ

Karika Coaching代表　平田 香苗
ＣＲＲ グローバル認定 組織と関係性のためのシステムコーチ
米国ＣＴＩ認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

第1回

経営者のためのコーチング

　中小企業においては、「大企業のように価値のある情報は

持っていないから」「消費者に対して直接販売がなく、顧客の個

人情報データベースのようなものは作っていないから」などの

理由で、サイバーセキュリティや情報セキュリティ対策について

必ずしも自社の経営にかかわる大きな問題と意識されないき

らいがあると思われる。

　しかし、中小企業のセキュリティを取り巻く環境は大きく変

化しようとしている。

　ひとつの要因は、「個人情報の保護に関する法律（通称、個

人情報保護法）」が大きく改正されたことである。「改正個人情

報保護法」では多くの改正があったが、中小企業にとって最も

大きな影響があるのは、いわゆる「五千件ルール」（取り扱う個

人情報の数が過去６ヵ月で5000人以下の小規模な事業者に

ついては、個人情報取扱事業者としてのさまざまな義務・規制

の対象から除外するというもの）が撤廃されたことであろう。

　ここでいう事業のために利用する個人情報とは、顧客の個人

情報のことではなく、従業員の個人情報等、ビジネスを行う上

で利用するものすべてが該当する。したがって、何万人、何十万

人という規模で個人情報をデータベースに集積している大企

業と、個人事業主も含めた中小企業とが、まったく同列に扱わ

れることになったのである。個人情報の流出や漏えいを起こす

と、社会的にも大きな非難を受けることになり、官公庁や自治

体からの受注に際してきわめて不利ともなり得るのである。

　もうひとつの要因は、サプライチェーンのセキュリティ強化の

動きである。2016年12月に公開されたサイバーセキュリティ

経営ガイドラインは、早くも2017年11月に改定されたが、大

企業からグループ企業、末端の関連企業や委託先に至るまで

のサプライチェーン全体のセキュリティの強化を求めている。し

たがって、サプライチェーン全体の水準に合わせた適切なセ

キュリティ対策を取ることができない中小企業は、このチェー

ンからはじき出されてしまうということになりかねない。

　このような理由から、サイバーセキュリティや情報セキュリ

ティは、中小企業にとっても他人事ではなく、適切な対策を取

ることが急務となっているのである。

中小企業のための

セキュリティ・

チェック

湯淺 墾道
情報セキュリティ大学院大学学長補佐
情報セキュリティ研究科教授

はるみち

  第1回

中小企業もセキュリティ対策は急務

■コーチは孤独な経営者の鏡であり伴走者

■コーチングとは

　「コーチング」をご存知ですか？ 対話を通じて課題解決や目

標達成を行うためのプロセスです。今どのような問題を抱えて

いるのか、何が自分の前進を妨げているのか、自分の想いや可

能性を明らかにして自らの足で進んでいく　　これらをサポー

トするのがコーチングです。

　ビジネスの世界では、上司が部下に対してコーチングスキル

を用い、育成を行うことが主流となってきました。このため、大

手企業では管理職研修のひとつとしてコーチング研修が盛ん

に行われています。しかし、このコーチングは、部下育成にだけ

使うのはちょっともったいないのです。私は予測不可能な時代

を生き抜く企業のトップにこそコーチングを利用してほしいと

思っています。

　企業のトップに対して行われるコーチングを「エグゼクティ

ブ・コーチング」と言います。実は、私がコーチングに出会った

のも、このエグゼクティブ・コーチングが最初でした。当時小さ

な会社の役員であった私は、刻一刻と変わる会社を取り巻く情

勢や社内で起きるさまざまな問題に翻弄され一杯いっぱいに

なっていました。そんな私に知人が教えてくれたのが「守秘義

務のある愚痴聞き役」つまりエグゼクティブ・コーチでした。

　コーチは真摯に私の話に耳を傾けてくれます。話を聞いても

らうことで頭の中が整理され、自分が本当につまずいているこ

と、やるべきことが見えてきました。でもそれだけではありませ

ん。無自覚に抱いていた制限　　自分はここまでしかできない

　　という思い込みや、言い訳を並べて行動しない姿をコーチ

は鏡となってフィードバックしてきます。目の前のことだけでな

く自分が人生をかけてやっていきたいことを呼び覚ましてくれ

ます。こうして、いくつもの殻を破った結果、半年経つ頃には見

える景色がまるで違ってきたのを覚えています。

　今は、ＶＵＣＡ＝「変動（Ｖolati l ity）が激しく、不確実（Ｕ

ncertainty）、複雑（Ｃomplexity）、曖昧（Ａmbiguity）」の時

代と言われています。

　この時代を生き抜くためには経営者自身が今一度「自分は

何をしていきたいのか、どうありたいのか」をしっかりつかむこと

が大切です。そして、何より経営者自身が変わることで会社が

変わります。

　このコラムでは毎回、問いを１つ立てます。ご自身や会社につ

いて気づくきっかけになれば幸いです。

【今回の問い】
自分があきらめてしまっていること
で、会社の可能性を止めているものは
何ですか？

中小企業のためのサイバーセキュリティ相談窓口
　　Tcyss（東京中小企業サイバーセキュリティ支援ネットワーク）

東京都では、警視庁、公社などの中小企業支援機関、サイバーセキュリ

ティ対策機関、企業、弁護士、大学教授らが相互協力協定を締結し、東

京中小企業サイバーセキュリティ支援ネットワーク　　略称Tcyss

（ティーサイス）として活動しています。都内中小企業のための相談窓口

を開設していますので、ぜひ、ご活用ください。

①電話相談
03-5320-4773（東京都産業労働局商工部内）

②WEBで電子申請
http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/
navi/procInfo.do?govCode=13000&
procCode=10002956

③窓口で直接相談
東京都産業労働局商工部内 Tcyss事務局
（東京都新宿区西新宿2-8-1「都庁第一本庁舎20階北側」）
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Karika Coaching代表　平田 香苗
ＣＲＲ グローバル認定 組織と関係性のためのシステムコーチ
米国ＣＴＩ認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

第1回

経営者のためのコーチング

　中小企業においては、「大企業のように価値のある情報は

持っていないから」「消費者に対して直接販売がなく、顧客の個

人情報データベースのようなものは作っていないから」などの

理由で、サイバーセキュリティや情報セキュリティ対策について

必ずしも自社の経営にかかわる大きな問題と意識されないき

らいがあると思われる。

　しかし、中小企業のセキュリティを取り巻く環境は大きく変

化しようとしている。

　ひとつの要因は、「個人情報の保護に関する法律（通称、個

人情報保護法）」が大きく改正されたことである。「改正個人情

報保護法」では多くの改正があったが、中小企業にとって最も

大きな影響があるのは、いわゆる「五千件ルール」（取り扱う個

人情報の数が過去６ヵ月で5000人以下の小規模な事業者に

ついては、個人情報取扱事業者としてのさまざまな義務・規制

の対象から除外するというもの）が撤廃されたことであろう。

　ここでいう事業のために利用する個人情報とは、顧客の個人

情報のことではなく、従業員の個人情報等、ビジネスを行う上

で利用するものすべてが該当する。したがって、何万人、何十万

人という規模で個人情報をデータベースに集積している大企

業と、個人事業主も含めた中小企業とが、まったく同列に扱わ

れることになったのである。個人情報の流出や漏えいを起こす

と、社会的にも大きな非難を受けることになり、官公庁や自治

体からの受注に際してきわめて不利ともなり得るのである。

　もうひとつの要因は、サプライチェーンのセキュリティ強化の

動きである。2016年12月に公開されたサイバーセキュリティ

経営ガイドラインは、早くも2017年11月に改定されたが、大

企業からグループ企業、末端の関連企業や委託先に至るまで

のサプライチェーン全体のセキュリティの強化を求めている。し

たがって、サプライチェーン全体の水準に合わせた適切なセ

キュリティ対策を取ることができない中小企業は、このチェー

ンからはじき出されてしまうということになりかねない。

　このような理由から、サイバーセキュリティや情報セキュリ

ティは、中小企業にとっても他人事ではなく、適切な対策を取

ることが急務となっているのである。

中小企業のための

セキュリティ・

チェック

湯淺 墾道
情報セキュリティ大学院大学学長補佐
情報セキュリティ研究科教授

はるみち

  第1回

中小企業もセキュリティ対策は急務

■コーチは孤独な経営者の鏡であり伴走者

■コーチングとは

　「コーチング」をご存知ですか？ 対話を通じて課題解決や目
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【今回の問い】
自分があきらめてしまっていること
で、会社の可能性を止めているものは
何ですか？

中小企業のためのサイバーセキュリティ相談窓口
　　Tcyss（東京中小企業サイバーセキュリティ支援ネットワーク）

東京都では、警視庁、公社などの中小企業支援機関、サイバーセキュリ

ティ対策機関、企業、弁護士、大学教授らが相互協力協定を締結し、東

京中小企業サイバーセキュリティ支援ネットワーク　　略称Tcyss

（ティーサイス）として活動しています。都内中小企業のための相談窓口

を開設していますので、ぜひ、ご活用ください。

①電話相談
03-5320-4773（東京都産業労働局商工部内）

②WEBで電子申請
http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/
navi/procInfo.do?govCode=13000&
procCode=10002956

③窓口で直接相談
東京都産業労働局商工部内 Tcyss事務局
（東京都新宿区西新宿2-8-1「都庁第一本庁舎20階北側」）

3
つ
の
相
談
方
法
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課題
相手企業が抱えていると思われる課題を、共感してもらえ
るよう具体的に提示します。

解決策
「うちの問題点が解決しそうだ」と相手企業に納得してもら
えるような解決策を提示します。

製品・技術
②の解決策を自社ならこのように解決できるという「自社
の製品、機能、技術、サービス」について具体的、魅力的、
簡潔にまとめていきます。

強み
強み（セールスポイント）を提示する際、同業他社との違
いを理解してもらえるようにまとめていきます。
ここは見せ場なのでしっかりと伝えましょう。

第 1回では、自社の強みの作り方、強みを見つけ出す手法、
第 2回では、あらゆる広告の素となる強みが一目でわかる PRシートの作り方について解説しました。
今回は展示会で新規受注につながる営業資料の作り方、展示会後の営業フォローについて解説していきます。

1

2

3

4

営業プレゼン資料の作り方を解説第3回

主な業務内容：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
マなどへの出展企業に対してセミナーやコンサルティングで強み
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－ト作成、パネル制作支援なども行っている。

商談時に威力を発揮する営業資料の作り方
商談に至るまでの流れ

営業資料の作り方について解説していきます。普段の営業でも使えるので、ぜひ作成してみてください。
営業資料を作成する際、下記の項目ごとに内容をまとめていきましょう。
商談時、①から順に説明していくと話の流れもスムーズになり成果が出やすくなります。

ポジショニングマップ
ポジショニングマップを作ることで同業他社との違いを視
覚で訴えます。
※ポジショニングマップの作り方については、第1回「強み
の作り方を解説」を参照ください。

5

Ｂ社
Ａ社

Ｃ社

自社
商品

自社商品が右上になるよう軸を設定

タテ軸

ヨコ軸

1 課題 2 解決策 3 製品・技術 4 強み

5 ポジショニングマップ 6 お客様メリット 7 お客様の声 8 想い、こだわり

9 納入実績 10 信頼の証 11 特典 補足

1 パネル・ポスターで
引き寄せる

足を止めさせる

2 PRシートを渡す

自社の強みを 20秒で説明

3 営業資料による
プレゼンテーション

見積書提示につなげる

営業資料を使って説明する際のコツ

お客様メリット
相手企業が得られるメリットを具体的に記載していきます。
ここも④強みの紹介と同様、注目される部分ですのでしっ
かりと伝えましょう。

お客様の声
実際に取引していただいた顧客の感想をいくつか紹介しま
す。お客様メリットの根拠となります。

想い、こだわり
製品、技術、サービスへの想いやこだわりは信頼の証にな
ります。熱い想いをしっかりと伝えましょう。

納入実績
納入件数、売上高といった数字を示します。

信頼の証
「この会社なら安心」相手企業にそう感じてもらえなければ
新規受注にはいたりません。沿革、受賞歴、国内・国外シェ
アなど信頼に結び付く事象をまとめましょう。

特典
注文いただくと得られる特典などを決めておきます。背中
を押せるような仕掛けを用意しておきましょう。

補足
相手企業からの質問に備え、数字など補足説明できるペー
ジも準備しておきましょう。

6

7

8

9

10

11

12

説明時、営業資料をめくってもらう際、切り替えの宣言
をしましょう。
（例）「なぜ高い技術力を持ち得るのか。その理由を説明し

ます。次のページをご覧ください」
前もってページ前後の関係、全体の流れを把握しておき
ましょう。

切り替えの宣言をする
全体の流れを把握するには、パワーポイントなど作成ソ
フトの一覧表示機能を利用します。
表示された画面を眺めながら、声を出してデモンストレー
ションをしてみましょう。
説明の流れがなめらかになったと感じるまで、ページ内
容の見直し、ページ順の入れ替えを繰り返します。

一覧表示を眺める

展示会後のアフターフォロー

　地域別に仕分けする
東京 23区、神奈川、埼玉、千葉など

出展前にこれだけは準備しておきましょう
　　名刺の仕分け箱を作っておく

　見込み度別に仕分けする
・お礼メールをする・カタログを送る
・電話連絡をする
・特にアクションを起こさない

　担当者別に仕分けする
田中、山本、鈴木など担当者ごとに箱
を分けておく。

　お礼のメール
プッシュ型／お礼のみ　など
メールの件名、本文内容も決めて
おきましょう。

　　フォロー内容を決めておく

　カタログなどをDMする場合
送付状の文言も決めておきましょう。

　電話によるお礼
電話による落としどころを決めておき
ましょう。

相手先の見込み度に応じてフォロー内容を決めておきましょう。

　お礼のメールを送るタイミング
（例）展示会でお会いしたその日の夜

　　フォローするタイミングを決めておく

名刺にメモ書きする際、ルールを決めておきましょう。
（例）相手の性別　　M（男性）　W（女性）

相手の年代　　20～、30～、45～、50～、65～
相手の目的　　A　外注先を見つけるために参加
　　　　　　　B　パートナーを見つけるために参加
　　　　　　　C　特になし

　　名刺を管理するためのルールを決めておく

　カタログなどをDMする場合
送付状の文言も決めておきましょう。

　電話によるお礼
  （例）展示会終了日から3日後の夕方

全3回にて展示会で新規受注を増やす方法について解説して
きました。できることから実践してみてください。大きな
成果が出ることを期待しています。

1 2

1

2

3

4

1 2 3

1 2 3

1 2 3

第3回の
ポイントは
ここ！

　 ～    までの作成方法、まとめ方のポイントについて順に解説していきます。121

12

展示会で新規受注を増やす
招き術

展示会に出展される企業様　ぜひお読みください

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
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お問い合わせ　経営戦略課 事業革新係
TEL：03-5822-7250
E-mail　design@tokyo-kosha.or.jp
 http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/shien/soudan/design.html

中小企業は“ワクワク”で勝負 いるのですから、志ある経営者の夢の実現には貢献したいと思
うはずです。バルミューダのプロダクトは、デザイン的に魅力が
あると感じている方が多いのですが、それ以上に、「バルミュー
ダっておもしろそうな会社だな」と思われている。この「人柄」と
いうファクターが中小企業にとってはとても大切で、単に商品
を購入するだけでなく、ファンをつくることがとても大切なので
す。私にとってバルミューダはロマンそのものなのです。寺尾玄
には日本のスティーブ・ジョブズになってもらいたいと本気で
考えています。そして東京にそんな会社がもっと増えれば、未
来はもっともっとワクワクするのではないか、と思っています。

東京に第2、第3のバルミューダを

Design Column
デザイン活用 きほんの「き」
「世界でもっとも美しいクーペ」と評されるアウディA5をはじめ、
数々の自動車のデザインを手がけてきた和田智氏。2009年に独立してからは、
海外で蓄積した自身の経験を活かし、さまざまなプロダクトのデザイン開発や監修を行っている。
そんな和田氏に、「いま中小企業が成長していくために何をすべきか」について語ってもらった。

BALMUDA The Kitchen
トースター、ケトル、炊飯器、電子レンジなど、
「キッチンを、もっと楽しく。テーブルを、もっとうれしく」
という思いが込められたキッチンシリーズ。
（写真提供／BALMUDA Inc.）

和田　智 氏
株式会社SWdesign代表取締役
カーデザイナー・プロダクトデザイナー

1961年東京生まれ。武蔵野美術大学卒。
1984年、日産自動車入社。1989-90年、英国ロイヤル・カ
レッジ・オブ・アート留学、1998年、アウディAG／アウ
ディ・デザインへ移籍。アウディのシンボルともいえるシン
グルフレームグリルをデザイン。A6、Q7、A5等のメイン車
種を担当。アウディブランドの世界躍進に大きな貢献を果
たす。2009年、アウディから独立し、SWdesignを設立。

独立後は、カーデザインとドイツでの経験を活かし「新しい
時代のミニマルなものや暮らし」を提案している。2012年
よりバルミューダに外部デザインディレクターとして参加。
同年、ISSEY MIYAKE WATCH "W" を発表。2015年、
JINS の“JINS MEME”、 2016年に"Standard”&"Classic”
シリーズを発表。その他さまざまなプロダクトをデザイン・
監修している。

Beautiful never becomes old even in 100 years, but new does.
美しさは決して古くならない、たとえ100年経っても。しかし新しさはあっという間に古くなるMy Policy

アウディ
（写真提供／Audi AG）

ISSEY MIYAKE WATCH“W”
（写真提供／SEIKO co.）

JINS “Standard” series
（写真提供／JINS Inc.）

和田氏が手がけた関連作品より

The GreenFan
（写真提供／BALMUDA  Inc.）

今まさに、企業経営において
デザインの重要性が高まって
います。そこで公社では、毎週
火曜・木曜の午後にデザイン
相談を実施しています。8人の
デザイナーがさまざまな分野
のデザイン相談にお応えしま
す。ぜひ一度ご活用ください。

デザインに特化した相談窓口を開設しました ！

連 載
第5回 中小企業が成長していくためにどのような戦略が必要か？　

　　今の東京のものづくりについて、どう感じていますか？

和田　私がテーマとしているのは、「Beautiful never becomes 
old even in 100 years, but new does.（美しさは決して古くな
らない、たとえ100年経っても。しかし新しさはあっという間に
古くなる）」。日本の企業のほとんどは、今も昔も「新しい」こそが
重要で、クラシック（＝古典、普遍的な概念）は軽視されがちで
す。しかし、モノを取り巻く風景というのは、常に過去とつな
がって未来へと続いていく。これからは、もっと幅広く時や空間
を捉えて、「日常の美しさ」を軸に物事をクリエイトしていく必
要があります。たとえば、私が一緒に仕事をしているバルミュー
ダ株式会社の寺尾玄さんは、次世代を代表するクリエイター
経営者です。私が外部ディレクターとして参加して７年目を迎
えますが、ともに成長している実感を持っています。

　　バルミューダは既存の家電とは異なる、新しいだけではな

い魅力的な扇風機やトースターを発表しています。どんなきっ

かけで協業がはじまったのですか？

和田　寺尾さんが私のデザインした車に乗っていたことがひとつ
のきっかけですが、最も重要なのは、彼が私に連絡をくれたこと
です。中小企業の経営者の方々に伝えたいことは、電話でも

メールでもいいので、まずデザイナーにコンタクトを取ってみる
こと。その勇気を持つことが第一歩目です。デザイナーはそうし
た相談に対して、１回目からお金を取ることは基本的にありま
せん。初回の相談は無料ですから、素直に悩みをぶつけて、本
音で話してみること。できれば会社や会議室ではなく、お茶を
飲みながら、食事をしながらなどのカジュアルな場がいいです。
私にとって企業規模にはこだわりがなく、魅力的な人と仕事が
したいというスタンスなので、経営者がどんな志を持っている
かを知りたいのです。そして、最低３年はお付き合いを続けて、
私の実績を見極めてほしいですね。

　　なるほど。悩める中小企業の経営者にとって、勇気づけら
れるお話です。

和田　経営者なら悩むだけではなく、まず行動しないと。たとえ
メールを書くのに30分かかったとしても、それで会社の、あるい
は人生の大きな突破口が開ける可能性があるわけです。中小
企業は“ワクワク”が勝負ですよ。ワクワクというのは人の営みの
根源で連鎖するものです。ワクワクできないと人に感動を与え、
なおかつ社会に貢献をもたらすことはできないでしょう？ 人間
の持っているモチベーションやパッションが社会に影響すると
いう点で、デザインの持つ意味と通じるものがあるんです。単純
に、かっこいいものが売れる時代は終わりました。人生において
小さな幸せをつくり出していくことが、これからの時代にとても
必要なのだと思います。

　　バルミューダとはどのような関わり方をしているのですか？

和田　私はデザイナーですが、バルミューダでは外部からのデザ

インディレクターとして参加させていただいています。社内には、

寺尾さん率いるデザインチームがあり、私は外部から客観的な立

場での指導、助言をさせていただいています。だから実際の製品を

デザインしているのは、バルミューダのデザイナー達です。だいた

い2週間に1回の割合でミーティングを設けて、課題について話し

合ったり、デザイナーからプレゼンを受けたり、それに対して

フィードバックをしたり…。そこで求められているのは、私が持つ

国内外での経験や哲学、発想を伝えていくことだと思っています。

それはひとつのシナリオのようなもので、イマジネーションを湧か

せた最終形がプロダクトになっていく。ただし、最終目的はプロダ

クトをつくることではなく、重要なのは、どのようにして人を幸せに

するかということ。「人をちょっと幸せにするシナリオづくり」は今、

クリエイティブの重要な仕事だと考えています。

　　世の中を幸せにするために、中小企業ができることは何で
しょうか？

和田　経営者が夢を語り、実行することだと思います。自分がどう

いうことをしたいという夢を言葉に表すと、ワクワクしてくるでしょ

う。デザイナーと一緒であれば、その夢のシナリオをつくり、形に
することができるのです。従業員は縁あってその会社で働いて
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お問い合わせ　経営戦略課 事業革新係
TEL：03-5822-7250
E-mail　design@tokyo-kosha.or.jp
 http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/shien/soudan/design.html
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和田　智 氏
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1984年、日産自動車入社。1989-90年、英国ロイヤル・カ
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グルフレームグリルをデザイン。A6、Q7、A5等のメイン車
種を担当。アウディブランドの世界躍進に大きな貢献を果
たす。2009年、アウディから独立し、SWdesignを設立。

独立後は、カーデザインとドイツでの経験を活かし「新しい
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よりバルミューダに外部デザインディレクターとして参加。
同年、ISSEY MIYAKE WATCH "W" を発表。2015年、
JINS の“JINS MEME”、 2016年に"Standard”&"Classic”
シリーズを発表。その他さまざまなプロダクトをデザイン・
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います。そこで公社では、毎週
火曜・木曜の午後にデザイン
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メールでもいいので、まずデザイナーにコンタクトを取ってみる
こと。その勇気を持つことが第一歩目です。デザイナーはそうし
た相談に対して、１回目からお金を取ることは基本的にありま
せん。初回の相談は無料ですから、素直に悩みをぶつけて、本
音で話してみること。できれば会社や会議室ではなく、お茶を
飲みながら、食事をしながらなどのカジュアルな場がいいです。
私にとって企業規模にはこだわりがなく、魅力的な人と仕事が
したいというスタンスなので、経営者がどんな志を持っている
かを知りたいのです。そして、最低３年はお付き合いを続けて、
私の実績を見極めてほしいですね。

　　なるほど。悩める中小企業の経営者にとって、勇気づけら
れるお話です。

和田　経営者なら悩むだけではなく、まず行動しないと。たとえ
メールを書くのに30分かかったとしても、それで会社の、あるい
は人生の大きな突破口が開ける可能性があるわけです。中小
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に、かっこいいものが売れる時代は終わりました。人生において
小さな幸せをつくり出していくことが、これからの時代にとても
必要なのだと思います。

　　バルミューダとはどのような関わり方をしているのですか？

和田　私はデザイナーですが、バルミューダでは外部からのデザ

インディレクターとして参加させていただいています。社内には、

寺尾さん率いるデザインチームがあり、私は外部から客観的な立

場での指導、助言をさせていただいています。だから実際の製品を

デザインしているのは、バルミューダのデザイナー達です。だいた

い2週間に1回の割合でミーティングを設けて、課題について話し

合ったり、デザイナーからプレゼンを受けたり、それに対して

フィードバックをしたり…。そこで求められているのは、私が持つ

国内外での経験や哲学、発想を伝えていくことだと思っています。

それはひとつのシナリオのようなもので、イマジネーションを湧か

せた最終形がプロダクトになっていく。ただし、最終目的はプロダ

クトをつくることではなく、重要なのは、どのようにして人を幸せに

するかということ。「人をちょっと幸せにするシナリオづくり」は今、

クリエイティブの重要な仕事だと考えています。

　　世の中を幸せにするために、中小企業ができることは何で
しょうか？

和田　経営者が夢を語り、実行することだと思います。自分がどう

いうことをしたいという夢を言葉に表すと、ワクワクしてくるでしょ

う。デザイナーと一緒であれば、その夢のシナリオをつくり、形に
することができるのです。従業員は縁あってその会社で働いて
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Information
まもなく開催！
日本ものづくりワールド2018内
第22回 機械要素技術展

都内商店街で開業または事業承継を行うみなさまを支援します
2018年度 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　第2回申請受付開始 !

来る6月20日（水）から22日（金）にかけて第22回機械要素技術展
が東京ビッグサイトで開催されます。
公社ブースに出展する、きらりと光る技術を持った企業をご紹介し
ます！ ぜひ、会場に足をお運びください！

第21回　産業交流展2018　出展企業募集！
産業交流展2018は、首都圏の個性あふれる中小企業の、優れた製
品や技術を一堂に展示する国内最大級の見本市です。
今回で21回目を迎えるこの展示会では、販路開拓や企業間連携の
実現に向けた情報収集・交換の場を求める元気な中小企業のみなさ
まの出展をお待ちしています。

公社では、大手企業研究開発部門とのマッチング支援の一環とし
て、世界90ヵ国以上に製品やサービスを提供し、オーラルケアなど
の消費財から工業用接着剤などの生産財まで幅広い分野の商品を
扱うサンスターグループの協力により、技術ニーズ説明会を開催し
ます。
サンスターグループが求める技術ニーズに対し、技術提案ができる
可能性・意欲をお持ちの企業、大学、研究機関等の方は、この機会
にぜひご参加ください。

参 加 費
内 　 　 容

定 　 　 員
申 込 方 法

無料
Ⅰ「サンスター・オープンイノベーション・
チャレンジ」技術ニーズ説明会
①サンスターグループの企業概要説明
②サンスターグループの技術ニーズ説明
③提案（応募）方法についての説明
④質疑応答

Ⅱ 名刺交換会
100名（先着順）
公社ＷＥＢサイト（http://www.tokyo-
kosha.or.jp/topics/1805/0006.html）
からお申込みください。

会 期
会 　 　 場

主 　 　 催

11月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト　東ホール
（江東区有明3-10-1）
産業交流展2018実行委員会
東京都
東京商工会議所
東京都商工会議所連合会
東京都商工会連合会
東京都中小企業団体中央会
㈱東京ビッグサイト
（公財）東京都中小企業振興公社
（地独）東京都立産業技術研究センター

対象者や助成内容の概要は以下の通りです。
詳細は公社ＷＥＢサイトをご覧ください。

お問い合わせ　世界発信プロジェクト事務局
東京ビジネスフロンティア担当
TEL：03-5822-7239
E-mail　frontier@sekai2020.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/
sekai2020/index.html

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail　 josei@tokyo-kosha.or.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/
josei/jigyo/shotengai.html

中小企業の販路拡大を支援する、東京ビジネスフロンティアでは
『CEATEC JAPAN 2018』および『産業交流展 2018』の展示会にて、
パビリオン出展者を募集しております。申込みは6月20日（水）まで。
みなさまのお申込みをお待ちしております！

出展者募集中！
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お問い合わせ　産業交流展2018運営事務局
TEL：03-3263-8885
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/

｢サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ 技術ニーズ説明会」
 参加者募集！

お問い合わせ・お申し込み　取引振興課
TEL：03-3251-7883

株式会社三鷹精工

株式会社ヤマテック

株式会社ノヴァ電子

有限会社園部製作所

株式会社アジャスト

株式会社ラヤマパック

アロニクス株式会社

株式会社サイプラ

有限会社秋栄製作所

石原金属化工株式会社

株式会社青津エンジニアリング

株式会社塩

小松ばね工業株式会社

シナノ産業株式会社

株式会社マテリアル

東京光電子工業株式会社

墨田螺子産業株式会社

東邦シートフレーム株式会社

真円度測定機　精密かつ高清浄度部品を含む各種金属部品類　静圧空気軸受

拡散接合を利用した金属加工品（熱交換器、精密治具 等）

モーションコントロールIC、コントローラー製品の展示、2相/5相ステッピング
モータードライバー内蔵型コントローラーによる、3軸の卓上型ロボットを駆動
するデモンストレーション 等

NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機を使い加工した精密切削部品

金属・樹脂などの機械加工品

卓上真空成形機【V.former】（日米特許取得）実機によるデモンストレーションと、
それが可能にした新しい部品梱包やプロトタイピングの手法

誘導加熱装置

プラスチック容器、部品、射出成形、ブロー成形、シルク印刷、ホットスタンプ加工

微電流用スリップリング・動力用スリップリング

コントロールケーブル・産業機器・特許取得済「フォルム・デゾン」

ファインセラミック精密加工品・薄物ラップ・鏡面加工品

流体せん断装置SIO、スナイパーノズル

精密ばね（コイルばね、引きばね、トーションばね、ワイヤーフォーミング加工）

プラスチック切削加工部品

マシニングセンターによる金属（主としてアルミ）切削加工部材

エンドミル測定装置、非接触寸法測定器

NC旋盤・マシニングによる金属機械加工品

高機能ポリカーボネート（防曇、耐擦傷性、耐候性）シート・フィルム

会 期

会 場

主 催

6月20日（水）～22日（金）10：00～18：00
※22日（金）のみ17：00終了
東京ビッグサイト
（公社は東5ホールに出展します！）
リード エグジビション ジャパン（株）
※本展示会への入場には招待券が必要です。
　機械要素技術展のＷＥＢサイトから招待券
　を入手いただくか、取引振興課までご連絡
　ください。

開 催 日 時
会 　 　 場

7月12日（木）13：30～16：30
東京都産業労働局　秋葉原庁舎３階
第１会議室（千代田区神田佐久間町1-9）

お問い合わせ　取引振興課
TEL：03-3251-7883
FAX：03-3251-7888
機械要素技術展（M-Tech）のWEBサイト
http://www.mtech-tokyo.jp/

募 集 時 期

対 　 　 象

出 展 料

6月上旬開始（予定）
※予定小間数に達し次第、受付終了します。
首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業
所を有し、以下のいずれかの分野に属する中小企業・
団体など
①情報　②環境　③医療・福祉　④機械・金属
中小企業・団体　：75,600円(税込)
小規模企業・団体：54,000円(税込)

助 成 対 象 者

助 成 内 容

助成対象となる業種

①商店街起業・承継支援事業：
　中小企業者（法人・個人）または創業予定者
②若手・女性リーダー応援プログラム助成事業：
　創業予定の女性または若手男性（2019年3月31日
　時点で39歳以下）の方のうち申請時点で事業を営
　んでいないこと
①店舗工事・設備購入・店舗賃借料等　最大580万円
②店舗工事・設備購入・店舗賃借料等　最大730万円
卸売業・小売業、不動産・物品賃貸業、宿泊業・飲食
サービス業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支
援業、医療・福祉サービス業  ※すべて一部の業種です。

お 申 込 み 期 間

書 類 提 出 期 間

備 　 　 考

ＷＥＢサイトより
6月25日（月）～7月6日（金）
郵送にて
7月2日（月）～7月13日（金）
第３回募集は9月25日（火）～を予定していま
すが、助成金予算が終了した場合は、受付を
締切ることがございます。

＜出展募集概要＞

会 　 期
会 　 場

出 展 料

10月16日(火)～19日（金）
幕張メッセ
（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）
194,400円（税込・事務局が出展料の半額を負担し
ます。）

【CEATEC JAPAN 2018】

【産業交流展 2018】
会 　 期
会 　 場

出 展 料

11月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト　東ホール
（江東区有明3-10-1）
 0円
（事務局が全額負担します。）

企業名 主な出展製品等

※左記18社の他に海外企業と連携を希望する企業が出展します。
（国際事業課　ＴＥＬ：03-5822-7241　ＦＡＸ：03-5822-7240）
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Information
まもなく開催！
日本ものづくりワールド2018内
第22回 機械要素技術展

都内商店街で開業または事業承継を行うみなさまを支援します
2018年度 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　第2回申請受付開始 !

来る6月20日（水）から22日（金）にかけて第22回機械要素技術展
が東京ビッグサイトで開催されます。
公社ブースに出展する、きらりと光る技術を持った企業をご紹介し
ます！ ぜひ、会場に足をお運びください！

第21回　産業交流展2018　出展企業募集！
産業交流展2018は、首都圏の個性あふれる中小企業の、優れた製
品や技術を一堂に展示する国内最大級の見本市です。
今回で21回目を迎えるこの展示会では、販路開拓や企業間連携の
実現に向けた情報収集・交換の場を求める元気な中小企業のみなさ
まの出展をお待ちしています。

公社では、大手企業研究開発部門とのマッチング支援の一環とし
て、世界90ヵ国以上に製品やサービスを提供し、オーラルケアなど
の消費財から工業用接着剤などの生産財まで幅広い分野の商品を
扱うサンスターグループの協力により、技術ニーズ説明会を開催し
ます。
サンスターグループが求める技術ニーズに対し、技術提案ができる
可能性・意欲をお持ちの企業、大学、研究機関等の方は、この機会
にぜひご参加ください。

参 加 費
内 　 　 容

定 　 　 員
申 込 方 法

無料
Ⅰ「サンスター・オープンイノベーション・
チャレンジ」技術ニーズ説明会
①サンスターグループの企業概要説明
②サンスターグループの技術ニーズ説明
③提案（応募）方法についての説明
④質疑応答

Ⅱ 名刺交換会
100名（先着順）
公社ＷＥＢサイト（http://www.tokyo-
kosha.or.jp/topics/1805/0006.html）
からお申込みください。

会 期
会 　 　 場

主 　 　 催

11月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト　東ホール
（江東区有明3-10-1）
産業交流展2018実行委員会
東京都
東京商工会議所
東京都商工会議所連合会
東京都商工会連合会
東京都中小企業団体中央会
㈱東京ビッグサイト
（公財）東京都中小企業振興公社
（地独）東京都立産業技術研究センター

対象者や助成内容の概要は以下の通りです。
詳細は公社ＷＥＢサイトをご覧ください。

お問い合わせ　世界発信プロジェクト事務局
東京ビジネスフロンティア担当
TEL：03-5822-7239
E-mail　frontier@sekai2020.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/
sekai2020/index.html

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-mail　 josei@tokyo-kosha.or.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/
josei/jigyo/shotengai.html

中小企業の販路拡大を支援する、東京ビジネスフロンティアでは
『CEATEC JAPAN 2018』および『産業交流展 2018』の展示会にて、
パビリオン出展者を募集しております。申込みは6月20日（水）まで。
みなさまのお申込みをお待ちしております！

出展者募集中！

12 13ARGUS No.475ARGUS No.475

お問い合わせ　産業交流展2018運営事務局
TEL：03-3263-8885
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/

｢サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ 技術ニーズ説明会」
 参加者募集！

お問い合わせ・お申し込み　取引振興課
TEL：03-3251-7883

株式会社三鷹精工

株式会社ヤマテック

株式会社ノヴァ電子

有限会社園部製作所

株式会社アジャスト

株式会社ラヤマパック

アロニクス株式会社

株式会社サイプラ

有限会社秋栄製作所

石原金属化工株式会社

株式会社青津エンジニアリング

株式会社塩

小松ばね工業株式会社

シナノ産業株式会社

株式会社マテリアル

東京光電子工業株式会社

墨田螺子産業株式会社

東邦シートフレーム株式会社

真円度測定機　精密かつ高清浄度部品を含む各種金属部品類　静圧空気軸受

拡散接合を利用した金属加工品（熱交換器、精密治具 等）

モーションコントロールIC、コントローラー製品の展示、2相/5相ステッピング
モータードライバー内蔵型コントローラーによる、3軸の卓上型ロボットを駆動
するデモンストレーション 等

NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機を使い加工した精密切削部品

金属・樹脂などの機械加工品

卓上真空成形機【V.former】（日米特許取得）実機によるデモンストレーションと、
それが可能にした新しい部品梱包やプロトタイピングの手法

誘導加熱装置

プラスチック容器、部品、射出成形、ブロー成形、シルク印刷、ホットスタンプ加工

微電流用スリップリング・動力用スリップリング

コントロールケーブル・産業機器・特許取得済「フォルム・デゾン」

ファインセラミック精密加工品・薄物ラップ・鏡面加工品

流体せん断装置SIO、スナイパーノズル

精密ばね（コイルばね、引きばね、トーションばね、ワイヤーフォーミング加工）

プラスチック切削加工部品

マシニングセンターによる金属（主としてアルミ）切削加工部材

エンドミル測定装置、非接触寸法測定器

NC旋盤・マシニングによる金属機械加工品

高機能ポリカーボネート（防曇、耐擦傷性、耐候性）シート・フィルム

会 期

会 場

主 催

6月20日（水）～22日（金）10：00～18：00
※22日（金）のみ17：00終了
東京ビッグサイト
（公社は東5ホールに出展します！）
リード エグジビション ジャパン（株）
※本展示会への入場には招待券が必要です。
　機械要素技術展のＷＥＢサイトから招待券
　を入手いただくか、取引振興課までご連絡
　ください。

開 催 日 時
会 　 　 場

7月12日（木）13：30～16：30
東京都産業労働局　秋葉原庁舎３階
第１会議室（千代田区神田佐久間町1-9）

お問い合わせ　取引振興課
TEL：03-3251-7883
FAX：03-3251-7888
機械要素技術展（M-Tech）のWEBサイト
http://www.mtech-tokyo.jp/

募 集 時 期

対 　 　 象

出 展 料

6月上旬開始（予定）
※予定小間数に達し次第、受付終了します。
首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業
所を有し、以下のいずれかの分野に属する中小企業・
団体など
①情報　②環境　③医療・福祉　④機械・金属
中小企業・団体　：75,600円(税込)
小規模企業・団体：54,000円(税込)

助 成 対 象 者

助 成 内 容

助成対象となる業種

①商店街起業・承継支援事業：
　中小企業者（法人・個人）または創業予定者
②若手・女性リーダー応援プログラム助成事業：
　創業予定の女性または若手男性（2019年3月31日
　時点で39歳以下）の方のうち申請時点で事業を営
　んでいないこと
①店舗工事・設備購入・店舗賃借料等　最大580万円
②店舗工事・設備購入・店舗賃借料等　最大730万円
卸売業・小売業、不動産・物品賃貸業、宿泊業・飲食
サービス業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支
援業、医療・福祉サービス業  ※すべて一部の業種です。

お 申 込 み 期 間

書 類 提 出 期 間

備 　 　 考

ＷＥＢサイトより
6月25日（月）～7月6日（金）
郵送にて
7月2日（月）～7月13日（金）
第３回募集は9月25日（火）～を予定していま
すが、助成金予算が終了した場合は、受付を
締切ることがございます。

＜出展募集概要＞

会 　 期
会 　 場

出 展 料

10月16日(火)～19日（金）
幕張メッセ
（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）
194,400円（税込・事務局が出展料の半額を負担し
ます。）

【CEATEC JAPAN 2018】

【産業交流展 2018】
会 　 期
会 　 場

出 展 料

11月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト　東ホール
（江東区有明3-10-1）
 0円
（事務局が全額負担します。）

企業名 主な出展製品等

※左記18社の他に海外企業と連携を希望する企業が出展します。
（国際事業課　ＴＥＬ：03-5822-7241　ＦＡＸ：03-5822-7240）



ピックアップセミナー

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

株式会社チバダイス　代表取締役社長　千葉英樹

『原理原則』

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。

『稲盛和夫の実学―経営と会計』

稲盛和夫 著

日本経済新聞出版社 刊

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。

　先代より会社を任されて早20年を迎えようとしてい
ます。就任当時は若い社長としてたくさんの方にご指導
いただき、そのおかげで今日を迎えることができました。
　当社は歯車をテーマに従業員の成長を目指す、「歯
車を育む、人を育む」を経営理念としています。
　1936年に歯車製作を手がけスタートした会社に何
とか100周年を迎えさせたいという夢を持っています。
　社会のニーズがない会社を無理に延命させることは
良いことではないとわきまえながら、常に半歩前行く提
案を心がけてきました。決して優秀ではない経営者でし
たが、観察だけは怠りませんでした。
　ITバブルやリーマン・ショックの中で実体のないもの
に踊らされる人や、実力とかけ離れた投資から苦労を

重ねる人を見てきました。時代が大きく変わる局面でも
常に「原理原則」に基づき判断を行えば間違いは少な
いということを感じることができました。
　今から15年ほど前に偶然手にした稲盛和夫さんの
『実学』という本を読み、自分の考えは間違いなかった
と自信を持てたことが大きな財産となっています。

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

1

経験
年数

49年

希望
地域

全国

主要設備　他受注番号
所在地区

No.00045264
武蔵村山市

希望する仕事又は自社PR 問い合わせ窓口

多摩支社
TEL 042-500-3901
FAX 042-500-3915

資本金
作業員数

300万円
6人

小LOT、多品種生産が得
意です。24時間稼働でコ
スト低減致します。

住友重機械工業社製、電動射出成形機
50トン～180トン、トラバース、ドライホッ
パーなど１式

発注情報
整理
番号

1

金額
数量

相談

①月２台
②600種
③150種

希望
地域

問い合わせ窓口支払
条件

相談-

材質発注番号
所在地区

No.00045265
板橋区

発注
品名

必要設備
他

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

資本金
従業員数

1,000万円
40人

容器
洗浄機

樹脂切削に
関して、

PTFE/PVDF/
FKM/PVC/PP

加工内容

①組立て
②ハーネス
③樹脂切削
いずれか一つでも
構いません

関東
近郊

募 集 対 象
募 集 数

商 談 方 法

申 込 方 法
受注企業の申込期間

東京都内に事業所がある中小企業
受注企業75社程度
※募集数で締め切らさせていただく場合が
　あります。
事前に、商談スケジュールを組合わせた
発注企業と受注企業による個別面談形式
（１商談20分を予定しています）
お問い合わせください。
6月18日（月）9：00
～7月20日（金）17：00

開 催 日 時
会 場

参 加 費

9月5日（水）13：00～１6：3０
台東区民会館　９階ホール※
（台東区花川戸2-6-5）　
※東京都立産業貿易センター台東館と同じ
　建物です。
無料

公社WEBサイトに掲載されている発注案件情報に該当する技術や製品をお持ちの
企業のみなさまは、新規取引先開拓のきっかけづくりや、新たなパートナーづくりの
ために、ぜひ、ご参加ください。

第2回ビジネスマッチング受注側参加企業を募集します ！

お問い合わせ　取引振興課
　　　　　　　TEL：03-3251-7883　E-mail　bm@tokyo-kosha.or.jp　http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/shoudan/index.html・お 申 込 み

受注側参加
企業募集 ！

６月21日（木）

　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当
部署

６月22日（金）

７月２日（月） ソフトウェアの特許セミナー

７月４日（水）
  ～５日（木）
＜２日間＞

７月５日（木）
７月６日（金）

７月10日（火）
７月11日（水）

７月５日（木）

７月５日（木）

モチベーション向上講座［入門編］

７月10日（火）

７月12日（木）

第1回　働く人の心の健康づくり
［セルフケア～新入社員向け］

モチベーション向上講座［基礎編］
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城南支社 第1回産業セミナー
小さな会社こそ営業はチームだ！
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売れるための営業戦略と組織マネジメント～
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模倣品対策の基本と税関での
輸入差止申立手続き

８月17日（金）
第２回　人材実務セミナー（全２回シリーズ）
「社員が納得する人事制度設計の実務」
※ハンドブックセミナー同時開催
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＊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
東京都知的財産総合センター知

財 国際事業課国
際

企業人材支援課企業
人材 城南支社城

南

城
南

人材の多様化を活かす製造業における
人材育成のアプローチ
～地域、国内外とのネットワークを
活かした経営・人材戦略～

７月6日（金） 14：00～16：40 企業
人材

経営
戦略

経営戦略課経営
戦略東京中小公社　セミナー
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ピックアップセミナー

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

株式会社チバダイス　代表取締役社長　千葉英樹

『原理原則』

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。

『稲盛和夫の実学―経営と会計』

稲盛和夫 著

日本経済新聞出版社 刊

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。

　先代より会社を任されて早20年を迎えようとしてい
ます。就任当時は若い社長としてたくさんの方にご指導
いただき、そのおかげで今日を迎えることができました。
　当社は歯車をテーマに従業員の成長を目指す、「歯
車を育む、人を育む」を経営理念としています。
　1936年に歯車製作を手がけスタートした会社に何
とか100周年を迎えさせたいという夢を持っています。
　社会のニーズがない会社を無理に延命させることは
良いことではないとわきまえながら、常に半歩前行く提
案を心がけてきました。決して優秀ではない経営者でし
たが、観察だけは怠りませんでした。
　ITバブルやリーマン・ショックの中で実体のないもの
に踊らされる人や、実力とかけ離れた投資から苦労を

重ねる人を見てきました。時代が大きく変わる局面でも
常に「原理原則」に基づき判断を行えば間違いは少な
いということを感じることができました。
　今から15年ほど前に偶然手にした稲盛和夫さんの
『実学』という本を読み、自分の考えは間違いなかった
と自信を持てたことが大きな財産となっています。

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

1

経験
年数

49年

希望
地域

全国

主要設備　他受注番号
所在地区

No.00045264
武蔵村山市

希望する仕事又は自社PR 問い合わせ窓口

多摩支社
TEL 042-500-3901
FAX 042-500-3915

資本金
作業員数

300万円
6人

小LOT、多品種生産が得
意です。24時間稼働でコ
スト低減致します。

住友重機械工業社製、電動射出成形機
50トン～180トン、トラバース、ドライホッ
パーなど１式

発注情報
整理
番号

1

金額
数量

相談

①月２台
②600種
③150種

希望
地域

問い合わせ窓口支払
条件

相談-

材質発注番号
所在地区

No.00045265
板橋区

発注
品名

必要設備
他

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

資本金
従業員数

1,000万円
40人

容器
洗浄機

樹脂切削に
関して、

PTFE/PVDF/
FKM/PVC/PP

加工内容

①組立て
②ハーネス
③樹脂切削
いずれか一つでも
構いません

関東
近郊

募 集 対 象
募 集 数

商 談 方 法

申 込 方 法
受注企業の申込期間

東京都内に事業所がある中小企業
受注企業75社程度
※募集数で締め切らさせていただく場合が
　あります。
事前に、商談スケジュールを組合わせた
発注企業と受注企業による個別面談形式
（１商談20分を予定しています）
お問い合わせください。
6月18日（月）9：00
～7月20日（金）17：00

開 催 日 時
会 場

参 加 費

9月5日（水）13：00～１6：3０
台東区民会館　９階ホール※
（台東区花川戸2-6-5）　
※東京都立産業貿易センター台東館と同じ
　建物です。
無料

公社WEBサイトに掲載されている発注案件情報に該当する技術や製品をお持ちの
企業のみなさまは、新規取引先開拓のきっかけづくりや、新たなパートナーづくりの
ために、ぜひ、ご参加ください。

第2回ビジネスマッチング受注側参加企業を募集します ！

お問い合わせ　取引振興課
　　　　　　　TEL：03-3251-7883　E-mail　bm@tokyo-kosha.or.jp　http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/shoudan/index.html・お 申 込 み

受注側参加
企業募集 ！
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　昨年の「東京くらしのフェスティバル」に出展された商品で私
が最もうなったのは、1枚のポリ袋でした。
　ポケットティッシュ型に折り畳まれていて、普段からカバンや
ポケットに突っ込んでおけばいい。で、中を開いて広げたらポリ
袋が現れるのですが、丸い平底になっており、何かを入れても、
まず破れません。聞けば、小さな袋ながら90kg以上の重さに耐
えうるという、これは世界で初めての仕様だそう。
　ただそれだけの話です。でも、ある場面で重要な強さを発揮
します。それは被災時……。この「べんり袋」は2ℓの水を注ぎ込
んでも容易に持ち運べます。おそらく、これまでの袋だったら、
底が裂けてしまうでしょう。また、避難する際には煙を避けなが
ら空気を確保でき、避難先では汚物の処理にも使える。
　角がなくて、水漏れしない底をもつ袋。これを完成させるまで
に8年かかった、といいます。鳴門の渦潮がヒントになり、袋の

底面をひねる耐圧構造を思い立ち、それを現実に製造できる
専用の機械まで、1500万円をかけてゼロから造り……。
　そうして完成した袋はまさに、地味だけれどすごい商品でし
た。子どもたちに携えてもらいたいという思いから、人気アニメ
である「はなかっぱ」とのタイアップも取り付けました。
　この3年間で5万袋を販売。やっぱり地味にすごいなあ、と。

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

「地味にすごい」を絵に描いたような…

べんり袋
直売参考価格120円（税別）
大手損保や鉄道会社なども
ノベルティ用途として購入。
株式会社公電テクノ
http://www.koudentechno.jp/

植物油インキを使用しています。
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