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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！ 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ゴムの「困りごと解決集団！！」     

 

 ＝ (株)江北ゴム製作所 ＝  

 困りごとへの 3 つの対応力! 

 ・ 超精密品～大型品の成形が可能！ 

 ・ 自社配合によりあらゆる材質の成形が可能！ 

   （天然ゴム／合成ゴム各種／フッ素ゴムなど） 

 ・ 小ロットのコンプレッション成形から自動射出成形品まで対応 

 

 ・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000045810&gno=400000726 

 

 企業ホームページ URL：http://www.kouhoku.co.jp/ 

 

■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 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「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 

 （9 月 9 日／無料）  

 幅広い分野の商品を扱う消費財メーカのサンスターグループが、新たな商品 

 ・開発に活用できる技術・ノウハウを広く募集します。是非ご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0009.html  

 

■第 2 回ビジネスマッチング in 東京≪受注側≫参加企業募集（9 月 11 日／無料）  

 現在「発注企業情報」（発注案件）を公開中です！ 

下記 URL からリストを 

 ご確認の上、貴社の技術や商品にマッチする案件があれば是非お申込下さい。 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2019/index4.html  

  

■公的助成金を利用ください！ 

┗第 9 回 医療機器産業参入促進助成事業（申込締切：締切 9 月 10 日） 

 都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進するため、 

 医療機器開発に係る経費の一部を補助する第 9 回医療機器産業参入促進助成 

 事業の募集を開始しました。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html  

 

┗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 

 

-------------------------------------------------------------------- 

■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 

 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。 

 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 8 月・9 月のイベント情報 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_8/ 
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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 

┗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 

 

┗海外展開チャレンジセミナー(インドネシア)（8 月 2 日） 

 ～変貌するインドネシア市場と中小企業の海外戦略～ 

 インドネシアの最新動向、進出事例、パートナー企業の選定方法などに 

 関するセミナーを開催致します。この機会に是非ご参加下さい。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0010.html 



 

┗中小企業のための「働き方改革」対策セミナーのご案内（8 月 6 日）  

 2019 年 4 月 1 日から順次施行される「働き方改革関連法」。 

 中小企業経営者の皆様が円滑に対応を進められるよう、 

 ポイントを判りやすく解説します。  

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0006.html 

 

┗「IoT の最新のことから現場のことまで」@秋葉原（8 月 9 日） 

 5G×IoT の最新動向から現場での導入具体例まで、生産現場等に IoT 導入を 

 お考えの方に具体的なイメージをお持ち頂けるようお伝えします。  

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0020.html  

 

┗「経営人財 NEXT20」第 3 期生募集（申込締切：8 月 21 日） 

 経営者とともに会社の「これから」を考え、経営・事業戦略や組織マネジ 

 メントなどの面で経営者を支える人材（＝経営人材）や、近い将来経営者 

 を支える次世代リーダーの育成を支援します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/keieijinzai/boshu.html 

 

┗「ものづくり企業の魅力の見せ方・伝え方」セミナー（8 月 22 日） 

 どのように自社の強みや差別化要因を見つけだし伝えていけばいいのか、 

 事例を交えた講義と見える化するワークにてお伝えします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0021.html 

 

┗「ファインバブル勉強会 ～切削・研削加工分野へのファインバブル技術の活用方法～ 

 （8 月 22 日） 

 近年、微細な気泡「ファインバブル」への関心が髙まっています。 

 切削・研削加工分野におけるファインバブル技術の活用について最新の研究成果や 

 中小企業の取組み事例等をご紹介します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0008.html 

 

┗産学連携セミナー～JAXA 宇宙探査イノベーションから学ぶ～（8 月 29 日） 

 JAXA と中小企業の連携が生み出した成果事例をご紹介し、中小企業が産学 

 連携を通して新たな事業構想を見出す契機とします。ぜひご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0016.html  

 

┗創業で成功する秘訣 ～やっておくべき準備とは～（8 月 31 日） 

 創業に向けて、今から知っておくべきこと、今から準備できることについて、 

 業種・業態問わず「成功のための原理原則」を余すことなくお伝えします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0014.html 

 

┗第 2 回東京都デザイン導入支援セミナーのご案内（9 月 4 日） 

 『中小企業が正面から向き合う商品開発とデザイン』をテーマに、中小企 

 業がデザイナーと協業する上での心構えや取り組むべき課題について解説します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0018.html  

 

┗セミナー「失敗しない展示会の作り方」参加者募集中!!（9 月 9 日） 

 貴社の展示会出展が失敗に終わらないためのポイントを伝授します。 

 講師は什器レンタルを通じて 1000 件以上の展示会に携わり 200 社以上を 

 支援してきた“展活アドバイザー”。 準備～当日～アフターフォローと、 

 展示会全般にわたって役立つテクニックが満載です。 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0003.html 

 

┗離職率 3％のワーク・ライフ・バランス経営を実現するための人材戦略とは 

 （9 月 10 日） 

 (1)エス・エー・エス株式会社のワーク・ライフ・バランス経営 

 (2)働き方改革による人材戦略 

 (3)経営理念実現ための人事制度について実践例を踏まえてお話しいただきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1906/0019.html  

 

┗令和元年度「商店街リーダー実践力向上塾」受講生募集開始（9 月 20 日）  

 まちゼミ伝道師松井洋一郎氏に、商店街活性化の全国の事例をお話しいた 

 だきます。商店街の賑い創出の為の継続的改善力を伸ばしたい方！ご応募下さい。 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/shonin/leaderjuku.html  
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４┃東京都からのお知らせ 
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■育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金 

 東京都では、育児・介護等を理由に退職した方が元の会社に戻って働ける環 

 境を整備する中小企業に対し、20 万円の奨励金を支給します。 

 7 月 19 日、第 2 回エントリーの募集を行います。 

 https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/ryoritsu/jobreturn/ 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局労働環境課 

 TEL：03-5320-7594 

 

┗従業員の為に保育施設を探している企業向けセミナー（7 月 25 日／無料） 

 他の企業が設置した保育施設を共同利用する事ができる仕組みやメリット 

 ・好事例の紹介と、複数の保育施設運営会社と直接話ができる場を設けています。 

 https://tokyo-shigoto.jp/kigyouhoiku/seminar_data/match_20190725 

 【問い合わせ先】(公財)東京しごと財団／実施：企業による保育施設設置支援事業事務局 

 TEL:03-3342-4750 E-mail:hoiku-tokyo-shigoto@manpowergroup.jp 

 

┗厚生労働省委託事業「男性の育児休業取得促進セミナー」（7 月 30 日／無料）  

 企業における男性の育休取得促進のため、企業の人事労務担当者が社内研修 

 に利用できる資料を用いて、育休取得のメリットや企業の取組事例等を紹介します。 

 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/2019/ikumen2019.html  

 【問い合わせ先】男性の育児休業取得促進セミナー事務局（東京海上日動リスクコンサルティング（株））  

 TEL：03-5288-6583 E-mail：ikumen@tokiorisk.co.jp 

 

┗BEYOND CONFERENCE（企業・団体向けセミナー・交流会）のお知らせ（7 月 30 日） 

 東京都は、パラスポーツの応援プロジェクト「TEAM BEYOND」の一環として、 

 企業・団体がパラスポーツ支援への関わりを 考える機会を設けることを通じ、 

 パラスポーツが 2020 年以降も社会に根付く土壌をつくることを目的として、 

 「BEYOND CONFERENCE」を下記のとおり開催します。 

 当日は、企業同士や競技団体、アスリート等との交流の場も設けております。 

 https://www.para-sports.tokyo/topics/activity/beyondconference2019/ 

【問い合わせ先】日経 BP 読者サービスセンター セミナー係 

 TEL：03-5696-1111 

 

┗スポーツ産業見本市 出展企業等を募集 （締切：8 月 9 日／無料）  



 スポーツ産業をリードする企業等の先進的な技術や製品等を紹介する 

 「スポーツ産業見本市」（産業交流展 2019 内）を開催します。 

 https://www.sports-tokyo.info/tradeshow2019/  

 【問い合わせ先】東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部調整課  

 TEL：03-5320-7723 E-mail:S9000147@section.metro.tokyo.jp  

  

┗中小企業の省エネルギーへの取組に係る実態調査ご協力のお願い（締切：8 月 30 日） 

 地球温暖化対策の一環として、中小企業における省エネルギーへの取組の 

 実態把握のため、アンケート調査を実施いたします。ご協力をお願いいたします。 

 https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto02/shoene_research 

 【問い合わせ先】関東経済産業局 資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課 栗原 

 TEL：048-600-0362 

  

┗【一斉帰宅抑制推進企業認定制度】令和元年度の募集開始！！（申込締切：9 月 30 日） 

 昨年度は 49 の推進企業が誕生しました！一斉帰宅抑制に積極的に取り組む 

 企業等の御応募をお待ちしています。平成 30 年度認定企業の事例集も公表中！！ 

  

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/1000048/1006510/index.html  

 【問い合わせ先】総合防災部 防災管理課  

 TEL：03-5388-2529 

 

┗令和元年度「新たなツーリズム開発支援事業」募集開始（申請締切：10 月 15 日）  

 多摩・島しょ地域で新たに体験型・交流型の観光スポット開発等を行う 

 事業に対し支援を行う「新たなツーリズム開発支援事業」の募集を開始しました。 

  

 https://tcvb.or.jp/jp/news/2019/0703_3246/  

 【問い合わせ先】東京観光財団 地域振興部事業課  

 TEL：03-5579-2682  E-mail：chiiki@tcvb.or.jp  

 

┗「女性の活躍推進加速化事業」のご案内（無料）  

 女性活躍推進法に基づく行動計画策定や目標達成、 

 従業員のキャリアアップ等に関する研修を実施します。 

 先日改正された女性活躍推進法にも対応できる研修です。  

 https://www.josei-jinzai.metro.tokyo.jp/  

 【問い合わせ先】女性の活躍推進加速化事業運営事務局  

 TEL：03-6734-1347  E-mail：jinfo@josei-jinzai.metro.tokyo.jp  
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５┃国、その他機関情報 
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＜＜中小企業大学校東京校からのお知らせ＞＞ 

■中小企業大学校東京校で「ビジネススクール型」の研修を開催します！！ 

 （7 月 22 日～12 月 10 日／全 13 日） 

 中小企業の経営者・経営幹部・後継者の方を対象に、経営の現場を疑似体 

 験する「ケースメソッド」教材を用いて、経営者に求められる 7 つのスキル 

 （洞察力、思考力、分析力、統合力、戦略立案力、意思決定力、合意形成力） 

 の習得を目指します。 

 http://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2019/frr94k000006647v.html 

 【問い合わせ先】中小企業大学校東京校 企業研修課 



 TEL：042-565-1207 

 

＜＜板橋区産業振興公社からのお知らせ＞＞ 

■セミナー「働きがい」で会社が変わる！（7 月 24 日、31 日／無料） 

 従業員の働きがいに取り組むことで人材確保、従業員の定着、会社の継続的な 

 発展につながります。その手法・効果を失敗談も交えてお話しします。 

 https://itabashi-kohsha.com/archives/11353 

 【問い合わせ先】板橋区産業振興公社 

 TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441 

 E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com 

 

＜＜荒川区からのお知らせ＞＞ 

■『事業承継への準備』をこのセミナーから始めてみませんか。（7 月 26 日／無料） 

 地域経済を支える中小企業の皆様の円滑な事業承継の参考になるよう、 

 会社のゆずり方について、経験者の生の声をお伝えします。(荒川区主催) 

 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/kouza/jigyousyoukeiseminar.html 

 【問い合わせ先】事業承継センター株式会社（荒川区委託先事業者） 

 TEL：03-5408-5506 

 

＜＜商工会議所からのお知らせ＞＞ 

■経営者のための「中小会計要領」活用セミナー（8 月 27 日／無料） 

 本セミナーは、経営の好循環へのきっかけをつかんでいただくことを目的 

 に、「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」に則った決算 

 を作成することについて学びます。 

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94281.html 

 【問い合わせ先】東京商工会議所産業政策第一部税制担当 

 TEL：03-3283-7844（受付時間：平日 9:00～17:00）FAX：03-3213-8716  

 E-mail：sansei@tokyo-cci.or.jp 

 

<<株式会社まちづくり三鷹からのお知らせ＞＞ 

■「挑戦する事業者の祭典/第 22 回 SOHO フェスタ in MITAKA」出展者募集 

 （開催 11 月 22 日・申込締切 9 月 30 日） 

 小規模事業者を中心に、プロモーションの練習の場、消費者のリサーチ、 

 交流の場等として活用できるフェスタを開催します。ビジネスチャンスを 

 広げる機会としてぜひトライしてください。  

 https://www.mitaka.ne.jp/sohofesta/  

 【問い合わせ先】株式会社まちづくり三鷹 SOHO フェスタ事務局  

 TEL：0422-40-9669 E-mail：festa@mitaka.ne.jp  

 

＜＜中小企業基盤整備機構からのお知らせ＞＞ 

■「オープンイノベーション・マッチングスクエア」開催のお知らせ 

 中小企業基盤整備機構関東本部と関東経済産業局 は、オープンイノベーション 

 を通じて、従来の枠組みを超えた企業間連携を創出し、多くの企業が 

 「新たな付加価値の創出」による「稼ぐ力」の向上を実現するため 

 「オープンイノベーション・マッチングスクエア」を開設しました。 

 https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/oi-matchingsquare 

 【問い合わせ先】中小企業基盤整備機構 関東本部 連携支援部 連携支援課 打田 久田 今田 

 TEL：03-5470-1638 E-mail：kanto-hanro@smrj.go.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 8 月 21 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 ****** 


