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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！ 
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■海外ビジネス支援 30 年の経験と実績！ 

 

 ＝ 株式会社 VAC コンサルティング ＝ 

 ①海外事業をしてみたい。 

 ②海外に会社を設立したい。 

 ③海外子会社の組織を強化したい。 

 海外事業に関するあらゆるご相談にご対応致します！ 

 

 ・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000489248&gno=400000730 

  

 

 企業ホームページ URL：https://vac-jp.com/  

 

■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 
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■ASEAN での現地拠点設置等を検討する皆様へ海外戦略策定と現地検証をサポートします！ 

 （募集期間：8 月 5 日～9 月 6 日） 

 ASEAN での拠点設置等を検討する皆様へ海外拠点戦略ナビゲータがサポート 

 し、海外進出の方向性や実現可能性を示します。この度、支援企業を募集 

 いたしますので、ぜひお申し込みください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0016.html 

 

■「東京シニアビジネスグランプリ キックオフイベント」開催！（8 月 31 日） 

 55 歳以上のシニア層に特化したビジコン「東京シニアビジネスグランプリ」 

 の初開催にあたり、キックオフイベントを開催します。是非ご参加ください。 



 https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/tsbg2019/kickoff/ 

 

■ギフト・ショーイベント！「ブースツアー」参加者募集中（9 月 3 日～6 日） 

 中小企業プロモーション支援事業でギフトショーに出展する 6 社を 1 社ず 

 つご案内します。「限られた予算、人員の中で効率的なプロモーションをしたい方」 

 「より効果的な展示会運営がしたい方」にオススメです！ 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/promotion/kyouka/exhibition.html 

 

■「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） 

 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 

 

■開催「新技術創出交流会」製品展示会（9 月 18 日・19 日／入場無料） 

 東京の優れた製品・技術を有する中小企業 191 社が一堂に集結！ 

  大手メーカー等から面談申込みを受けた中小企業 191 社、14 の大学・研究 

 機関が出展いたします。この機会を逃さず、是非ご覧ください。 

 http://www.ntc-koryukai.jp/ 

 

■MTG 技術ニーズ説明会（開催日：10 月 9 日 申込締切：10 月 2 日） 

 「株式会社 MTG」（美容と健康分野：トレーニングギア SIX PAD、プラチナ 

 電子ローラーReFa 等の開発・販売）の技術ニーズ説明会を開催します。 

 技術提案ができる可能性・意欲をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0012.html 

  

■公的助成金を利用ください！ 

┗サイバーセキュリティ対策促進助成金 追加募集受付中！ 

 中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築した 

 サイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入に要する経費の 

 一部を助成します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html 

 

┗BCP 実践促進助成金 申請受付中！ 

 BCP 策定支援事業を利用した中小企業等を対象として、策定された BCP を実 

 践するための設備等の導入に要する経費の一部を助成します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.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のご案内 

 只今 2020 年度ご利用分の申込を承っております。 

 【施設の利用申込み】 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/rent/ 

 

┗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。 

 竹芝地区開発に伴い 2015 年 10 月より閉館していますが、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。 

 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 9 月・10 月のイベント情報 

 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/event/m/2019_9/ 
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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 

┗「メンタルヘルス推進リーダー養成講座」参加者募集中！（10 月 3 日～） 

 半日×４回の「総論・法律、医療、マネジメント」をテーマとした講座で、 

 従業員の心の健康をケアする社内担当者を養成します。事例を通して具体 

 的に学び、体系的な知識の習得を目指します。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1908/0001.html 

 

┗第 3 回ロボット導入・活用セミナーを開催します（9 月 12 日） 

 作業負荷の軽減や省人化による生産性向上のための自動搬送ロボットの活 

 用法について、具体例をもとにお伝えします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1908/0007.html 

 

┗中小企業のための経営人材育成セミナー（9 月 12 日） 

 「企業のこれからを、経営人材とともにつくる」 

 ～経営者を支える経営人材の育成ポイント～ 

 企業が成長・発展し続けるためには、経営者とともに会社の「これから」 

 を考え、経営者を支える経営人材の存在が必要不可欠です。本セミナーで 

 は、経営人材を育成する上で押さえるべきポイントをご提供するとともに、 

 現在経営人材の育成に取り組む企業 様にご登壇いただき、経営人材に求 

 める条件や育成を図る上で心がけている点等についてお話しいただきます。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0024.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） 

 人手不足が深刻化する中、未経験者の早期戦力化や社員が自主的に生産性を 

 高めて働くことに成功しているエス・エー・エス㈱の青山社長から、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 

  

┗事業承継セミナー「実体験から読み解く！経営戦略としての M&A 活用法」（9 月 24 日） 

 事業承継をお考えの方を対象に、実際にＭ＆Ａを経験された経営者様の実例 

 等を踏まえ、前向きな選択肢としてのＭ＆Ａを分かりやすくお伝えします。 

 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1908/0002.html 

 

┗令和元年度 事業承継塾 （前期・後期）（9 月 4 日～） 

 全 8 回の講義と演習を通じて後継者が経営的知識やスキル等を修得することが 

 できます。承継予定者および承継して間もない方を対象にしています。 



 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0018.html 
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４┃東京都からのお知らせ 
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■「南米との農業・食産業ビジネスをサポート」（9～1 月／無料） 

 農林水産省では南米の日系農業者等との連携やビジネス創出に取り組ん 

 でいます。南米視察や日系農業者とのマッチングにぜひご参加ください。 

 http://www.nikkeiagri.jp/ 

 【問い合わせ先】本事業の委託事業者 中央開発株式会社 海外事業部（担当：余川 松尾） 

 電話：03-3207-1712 E-mail：overseas@ckcnet.co.jp 

 

┗「観光経営力強化事業」募集中！（締切：9 月 2 日） 

 観光分野における、ICT 化・設備導入による生産性向上、新サービス商品の開発 

 や集客・販路開拓、体験型コンテンツ開発等の取組に補助金等の支援を行います。 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/management/ 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 観光部 受入環境課 

 TEL：03-5320-4674 

 

┗アスリート・キャリアサポート事業 企業向け説明会を開催（9 月 6 日／無料） 

 国際大会等の世界を目指すアスリートの競技活動を支援してみませんか？ 

 実際にアスリートを雇用している企業からの事例紹介や、就職を希望する 

 アスリートから直接、皆様に競技と就活への想いをお伝えいたします。 

 この機会に、ぜひご参加ください！ 

 https://www.tef.or.jp/career-support/setsumeikai_info.jsp?id=301557 

 【問い合わせ先】公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 競技力向上事業担当 

 TEL：03-5413-7557 

  

┗「中小企業のための障害者雇用支援フェア」開催のご案内（9 月 11 日／無料） 

 採用準備から就職後の定着支援、助成金制度まで、障害者雇用に関する 

 様々な情報をワンストップで得られます。(20 ブース以上、セミナー多数開催) 

 https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/event/fair/ 

 【問い合わせ先】東京都産業労働局 雇用就業部就業推進課 

 TEL：03-5320-4663  FAX：03-5388-1458  

 

┗東京都主催「生産性向上のためのセミナー」のご案内（9 月 26 日／無料） 

 劇団四季元主演の佐藤氏による講演『劇団四季に学ぶチームワークのつくり方 

 ～一人一人がリーダーシップを発揮して最高の成果をつくる～』を開催します 

 http://tokyo-bp-seminar.tokyo/  

 【問い合わせ先】お申し込み事務局  

 TEL：03-5422-9511（平日 10：00～17：00）  

 

┗無料！出前型介護研修のご案内～介護講師派遣事業～ 

 （2020 年 1 月 31 日申込締切／無料） 

 都内の会社・事業所へ、経験豊富な介護の専門講師を無料で派遣します。 

 内容は介護保険制度、仕事と介護の両立支援、介護技術の基本等から選択できます。  

 https://human-lifecare.jp/services/content/kaigo_tokyo/  

 【問い合わせ先】ヒューマンライフケア株式会社   

 TEL：0120-998-632 E-mail：manabi@athuman.com 

 



┗コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT 税制）のご案内 

 （適用期限：令和 2 年度末まで） 

 一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用による 

 生産性向上の取組について、それに必要となるシステム等の導入を支援す 

 る税制措置を行っています。 

 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html  

 【問い合わせ先】経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課（IT イノベーション課）  

 TEL：03-3501-2646  
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５┃国、その他機関情報 
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＜＜株式会社まちづくり三鷹からのお知らせ＞＞ 

■【締切間近】「第 16 回みたかビジネスプランコンテスト」（8 月 31 日申込締切） 

 募集部門は、【ビジネスプラン部門】と【アイディア部門】の 2 部門です。 

  

締切が間近に迫っています。ビジネスのアイディアがある方ぜひご応募ください。 

 https://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/  

 【問い合わせ先】株式会社まちづくり三鷹 みたかビジネスプランコンテスト事務局  

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

 

＜＜サービス産業生産性協議会「日本サービス大賞」事務局からのお知らせ＞＞ 

■「第 3 回日本サービス大賞」（内閣総理大臣表彰）募集のご案内（9 月 2 日～10 月 31 日） 

 きらりと光る新しい価値を提供しているサービスやこれまでになかった新 

 しいやり方を実現しているサービスを募集し表彰します。 

 サービス単位での応募が可能です。  

 https://service-award.jp/  

 【問い合わせ先】公益財団法人 日本生産性本部   サービス産業生産性協議会  

 TEL: 03-3511-4010    E-mail: service-award@jpc-net.jp  

 

＜＜公益財団法人 東京観光財団からのお知らせ＞＞ 

■「新たなツーリズム開発支援事業」イベントを開催（9 月 4 日）  

 多摩・島しょ地域で体験型・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」のイベントを開催します。 

 

 https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2019/0805_3307/  

 【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  

  

＜＜公益財団法人 全日本科学技術協会からのお知らせ＞＞ 

■「AI・IoT 活用による中小企業活性化支援セミナー」のご案内（9 月 9 日／無料）  

 中小企業や地方自治体の担当者向けに、AI・IoT 導入に向け各種支援事業や 

 現場での優良事例を紹介し、中小企業の課題解決に向けた提案を行います。 

 https://www.jarec.or.jp/entry/  

 【問い合わせ先】「AI・IoT 活⽤による中⼩企業活性化支援セミナー」運営事務局   

 TEL：03-3831-5911  E-mail：ozawa@jarec.or.jp  

 

＜＜東京商工会議所からのお知らせ＞＞ 

■「消費増税の影響や事業継続見極めのポイント」セミナーのご案内（9 月 10 日締切／無料）  

 消費税法改正の概要／経営に与える影響・資金繰りの対策・事業継続見極め 



 ／経営改善のポイントについて、弁護士と税理士が分かりやすく解説します。  

 http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94580.html  

 【問い合わせ先】東京商工会議所中小企業相談センター経営経営安定特別相談室  

 TEL：03-3283-7742 E-Mail：soudan@tokyo-cci.or.jp  

 

＜＜商工中金からのお知らせ＞＞ 

■「中国 外商投資法セミナー」/主催：商工中金、上海市投資促進センター  

 （9 月 10 日申込締切／無料） 

 上海の投資誘致機関である「上海市外国投資促進センター」が日本で初め 

 て直接解説するセミナーであり、最新の外商投資法や上海の投資環境情報 

 をどこよりも早く提供させて頂きます。  

 https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/region/tokyo/pdf/nr_20190816_01.pdf  

 【問い合わせ先】商工中金 国際部 平野、石井  

 TEL：03-3246-9438 E-mail:yuya-ishii11@gm.shokochukin.co.jp  

 

＜＜日本発明振興協会からのお知らせ＞＞ 

■第 45 回発明大賞候補者募集（7 月 1 日～9 月 30 日／無料） 

 優秀な発明考案によって、わが国科学技術の振興、産業の発展、国民生活 

 の向上、環境問題の解決等に寄与した中小企業または発明研究者を表彰します。 

 http://www.jsai.org/Taisho/ 

 【問合せ先】公益財団法人日本発明振興協会 発明大賞推進委員会 

 TEL：03-3464-6991 ／ FAX: 03-3464-6980 E-Mail：jsai_aaa@jsai.org 

 

＜＜びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会からのお知らせ＞＞ 

■びわ湖環境ビジネスメッセ 2019(10 月 16 日～18 日)  

 BtoB に特化し、市場開拓と販路拡大に向けた商談、取引に直結する西日本 

 最大規模の環境産業総合見市を開催します。ぜひご来場ください。  

 https://www.biwako-messe.com  

 【問い合わせ先】びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会事務局 

 TEL：077-528-3793 E-mail：info@biwako-messe.com  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 9 月 4 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 ****** 


