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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！ 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■卓上型切断機 切断から加工まで切削作業の必需品        

 

 ＝ (株)リトク ＝ 

 当社の卓上型切断機が選ばれる３つの特徴！ 

 ①手軽な卓上型のため試作品製作・研究開発などの切断工具として最適！ 

 ②パイプ及び棒材、板類の小割り切断など小物の切断に最適 

 ③上部テーブルのスライドにより切断を行うので、安全性が高く、容易に切断可能 

 詳しくはお気軽に資料請求ください。 

 

・・・>>>詳細はこちら 

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_direct002.do?cno=000035167&gno=400000041 

 

企業ホームページ URL：http://www.ritoku.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 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２┃公社トピックス 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「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/ 

 

■多摩ものづくり創業プログラム（５日間）～ものづくり創業の基本を知る～ 

 （10 月 5 日、12日、19日、11月 2日、9 日／参加無料） 

事業化が難しいと言われる「ものづくり分野」に特化した 「創業の基本」を身に付ける 



プログラムです。5 日間の講習で創業の実現可能性を高めていきます。 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1908/0022.html 

 

■「経営人財ＮＥＸＴ２０」第４期生募集（申込締切 10月 9 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 

 

■第 3 回ビジネスマッチング in 東京 ≪受注側≫参加企業募集のご案内 

（11 月 22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/index6.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/ 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３┃研修・セミナー・講習会のお知らせ 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■無料セミナー 

┗第 1 回 その道のプロが話す 実践！シニア起業セミナー（9月 11日） 

シニアの方を専門とした起業支援会社である、銀座セカンドライフ㈱の片桐実央代表 

をお招きし、セミナーを実施します。是非ご参加ください。 

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

 

┗中小・小規模事業者のための『価格交渉サポートセミナー』ご案内 

（9 月 24 日他 全 4 回） 



下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、価格交渉ノウハウ・ハンドブックを用いた 

違反事例や下請法を学びたい皆様！！是非ご参加ください！！ 

http://www.tekitori.org/kakakukoushou.html 

 

┗社員の幸せを実現する経営（11 月 1日） 

社員が仕事へのやりがい・喜び・達成感を持って自主的に働ける企業の、理念・戦略 

の浸透と日常業務への落とし込み・取り組み方法について、㈱ふらここの原社長から 

お話しいただきます。 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1908/0024.html 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４┃東京都からのお知らせ 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┗＜＜産業労働局商工部創業支援課からのお知らせ＞＞  

■「東京ベンチャー企業選手権大会 2019」のご案内 

（申込締切 9 月 15日／無料）  

小池知事の「東京からユニコーン企業を創出する」というスローガンに共感し、東京都 

後援（申請中）の下【東京ベンチャー企業選手権大会】を開催します  

http://rockinghorse2013.co.jp/event/  

【問い合わせ先】東京ユニコーンプロジェクト運営委員会  

TEL：03-5745-0211 tokyo.venture.champ.2019@gmail.com  

 

┗<<東京都職業能力開発協会からのお知らせ＞＞  

■「地域発！いいもの」応援事業 

（応募締切 11月 15 日／無料）  

地場産業の後継者育成、地域のものづくり産業振興、技能者育成等に役立つ特色 

ある取組や制度を広く募集します。選定された取組は厚生労働省 HPで広報します  

http.//www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/ 

【問い合わせ先】東京都職業能力開発協会技能振興コーナー  

TEL：03-5211-2357  

Email：takao-fukabori@tokyo-vada.or.jp 

 

┗＜＜産業労働局雇用就業部労働環境課からのお知らせ＞＞ 

ポジティブメンタルヘルスシンポジウム＆相談会を開催！ 

（11 月 20日開催／無料） 

 いきいきと働ける環境を整備し、生産性の高い企業を目指す“ポジティブメンタル 

ヘルス”について、専門家の講演や企業の取組事例発表等を行います。 

 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/mental/suishin/ 

 【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部 労働環境課 

 TEL：03-5320-4652 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５┃国、その他機関情報 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

<<中小企業活力向上プロジェクトネクスト実行委員会からのお知らせ＞＞  

■「老舗お祭り用品専門店『浅草中屋』の経営改革」のご案内 

（9 月 10 日申込締切／無料）  

IT の導入とデータ活用により生産性を向上させ、20年間で売上を 6倍に伸ばして 

きた『浅草中屋』の挑戦について、社長自らご講演いただきます。  

http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-94658.html 



【問い合わせ先】東京商工会議所・中小企業活力向上プロジェクトネクスト実行 

委員会  

TEL：03-3283-7388  E-mail：info@keieiryoku.jp  

 

<<東京信用保証協会からのお知らせ＞＞ 

■【セミナーのご案内】越境ＥＣで海外展開を考える中小企業の皆さまへ 

（9 月 12 日／無料） 

海外現地へ進出せずに販路拡大ができるインターネット通信販売「越境ＥＣ」。 

現状や成功の秘訣を事例を交えながら解説します。 

 

http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/ 

managementsupport.html?banner_id=k1909 

【問い合わせ先】東京信用保証協会 経営支援部経営支援統括課  

TEL：03-3272-2276 

 

<<株式会社まちづくり三鷹（ファブスペースみたか）からのお知らせ＞＞  

■9 月 16 日（月・祝）スタート！「商品化に向けたものづくり講座」 

（夜間コース 9/16・9/23・9/30・10/7、午前コース 10/2・10/9・10/16・10/23、 

集中コース 11/4・11/11／参加費各コース 4,000円（税別））  

商品化の基本的な考え方と設計用のソフトウェアやデジタル機器の使い方などを習得 

します。アイデアを形にするとともに、消費者目線の「価値」をプラスし、実販売までを目 

指します。  

https://fabmitaka.co/docs/2019082200015/  

【問い合わせ先】株式会社まちづくり三鷹  

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

 

＜＜公益財団法人東京都環境公社からのお知らせ＞＞  

■令和元年度産業廃棄物管理責任者講習会のご案内 

（9 月 20 日、10月 4日、11 月 22 日／6,000円（消費税抜）） 

産業廃棄物管理責任者の方を対象に、排出事業者の責任等に関する理解を深め、 

その責務が果たせるような人材育成を図る内容の講習会を開催します。 

https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation 

/lecture/haishutsu  

【問い合わせ先】公益財団法人東京都環境公社環境事業部環境事業課管理係  

TEL:03-3634-4030 E-mail：sanpaik@tokyokankyo.jp  

 

<<（独）中小企業基盤整備機構からのお知らせ ＞＞ 

■先端産業 CEO 商談会＆セミナーのご案内 

（10 月 16日・18日/無料） 

アジア 7 カ国（インド・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベト 

ナム）から、日本企業の精密加工技術や新素材、生産管理手法等に興味 

を持ち、連携を希望する CEO等を招聘して商談会を開催します。 

https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/akn4gh0000002yvl.html 

【問い合わせ先】先端産業 CEO商談会事務局 

TEL: 03-6407-9367 Email: innovativeCEO2019@pasia.co.jp 

 

<<中小企業大学校東京校からのお知らせ ＞＞ 

■「経営トップセミナー」を虎ノ門で開催します！！ 

（11 月 28日/16,000円） 

人手不足が叫ばれる中、社員の採用や定着化に課題を感じている社長様必見!！ 



求める人材を採用し、定着につなげる自社の採用ブランディングについて学びます。 

https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2019 

/frr94k00000695sc.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 

 

＜＜豊島区からのお知らせ＞＞ 

≪出展者募集≫第 13回としまＭＯＮＯづくりメッセ 

「としまＭＯＮＯづくりメッセ」は、区内企業を中心に優れた技術や商品を展示・販 

売する総合見本市です。約 2万人の来場者数を誇り、ビジネス向け企画も多数開 

催しております。 

【詳細】http://www.toshima-messe.jp/ 

【問い合わせ先】としまものづくりメッセ実行委員会事務局 

(豊島区文化商工部生活産業課商工グループ内) 

TEL:03-4566-2742  Email:A0029099@city.toshima.lg.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 9 月 18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  

 

******************************************************************** 
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