令和元年度（2019年度）
地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業

助成事業の説明会
回

日時

会場

定員

第1回

7月24日（水）

（公財）東京都中小企業振興公社
（昭島市東町 3-6-1）

多摩支社 2 階大会議室

第2回

7月25日（木）

（公財）東京都中小企業振興公社
（大田区南蒲田 1-20-20）

城南支社 2 階研修室

第3回

8月2日（金）

（公財）東京都中小企業振興公社
（千代田区神田佐久間町 1-9）

本社 3 階第 1 会議室

第4回

8月6日（火）

中小企業会館 9 階講堂
（中央区銀座 2-10-18）

第5回

8月21日（水）

（公財）東京都中小企業振興公社
（千代田区神田佐久間町 1-9）

13時30分〜16時
13時30分〜16時
13時30分〜16時
13時30分〜16時
13時30分〜16時

100 名
70 名
120 名
100 名

本社 3 階第 1 会議室

120 名

※ 製品改良・規格等適合化支援事業説明会と同時開催：TOKYOイチオシ応援事業の説明はおおむね 14 時 20 分頃からを予定しています。
※ 説明時間帯については、状況により変更する場合があります。

助成金申請方法

助成限度額

1,500万円

TOKYOイチオシ応援事業

東京の地域資源を活かして
新しいビジネスにチャレンジする
中小企業を応援します!
❶ 農林水産物

決定までの流れ

■申請エントリー期間

ホームページ

申請エントリー

6 /13 ㊍～8/26 ㊊

必須

令和元年
（2019年）

持参

6月13日（木）〜8月26日（月）

申請書類提出

午後5時まで

9/2 ㊊～9/5 ㊍

審査

9月中旬～

助成対象者決定

12月上旬

書類の提出には
申請エントリーが
必須です

下記期間内に必ず申請書類提出日の
予約をしてください（申請エントリー）。

❷ 鉱工業品・
生産技術

申請書類・募集要項のダウンロードは
公社ホームページをご覧ください。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/josei/jigyo/ichioshi.html

❸ 観光資源
問い合わせ先

助成金に関すること

企画管理部
〒101-0022

助成課

東京都千代田区神田練塀町 3-3 大東ビル 4 階

☎ 03-3251-7894・7895
E-mail josei@tokyo-kosha.or.jp

地域応援アドバイザー及び
専門家によるハンズオン支援に関すること

総合支援部
〒101-0025

総合支援課

東京都千代田区神田佐久間町 1-9

☎ 03-3251-7881
E-mail sien@tokyo-kosha.or.jp

特徴 1 計測機器や皮革製品など東京の様々な地域資源が対象
特徴 2 開発・改良から販路開拓までの幅広い費用をカバー
特徴 3 アドバイザーが事業の進捗に合わせてきめ細かくサポート

令和元年度（2019年度）
地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業

TOKYOイチオシ応援事業

助成
対象

その他の採択事例は公社の
ホームページでご覧ください

本助成事業は、

歴史的・文化的・経済的に「東京ならでは」の特徴がある
「地域資源」の魅力を活かした新製品・新サービスの開発・改良を行う、
都内中小企業者等の事業を対象とします。
地域資源は、次の3分類に該当するものが対象です。

❷ 鉱工業品・
生産技術
❸ 観光資源

農林水産物

東京の農林水産物

東京の歴史・文化や独自の製造
技術・技法等に重きを置いて製
造された鉱工業品や加工品
東京にある文化財、自然の風景
地、温泉その他、地域の観光資
源として認識されているもの

江戸東京野菜、
例 アカイカ、こまつな、
桑、ブルーベリー

称

多摩産材

多摩産材を活用した、
エクステリア材の開発

柔らかく強度の低い多摩産材を工夫して、高い寸
法安定性と耐久性を実現し、エクステリア材とし
ての新しい可能性を追求する取組

高尾山

高尾山の魅力を活かした
山伏体験ツアー事業

山伏とも関係が深い「高尾山」を歩く回峰行や座
禅、護摩行を体験した上でワークショップ形式で
歴史を学ぶことができるツアーを開発

1,500 万円（申請下限額 200 万円）、助成対象経費の 1 ／ 2 以内
交付決定日から最長 2 年間
（令和元年（2019 年）12 月 1 日〜令和 3 年（2021 年）11 月 30 日）

専門家（弁護士やデザイナー等）
と連携したチーム支援も可能

地域応援アドバイザーが訪問
▶商品化・販路開拓を見据えた助言

地域応援アドバイザーが訪問
▶事業の進捗状況を踏まえた支援

PR動画作成
産業交流展出展支援

産業財産権出願・導入費、直接人件費、広告費、展示会等参加費、イベント開催費

［助成事業期間中］
進捗管理や、資金計画・マーケティングに関する
助言等、円滑な事業遂行に向けたアドバイスを実施

▼ 助成金交付

原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、専門家指導費、賃借費、

申請書を記入した事業者を対象として、
ビジネスモデルが、申請書に落とし込まれ
ているか相談に応じます

完了検査

② 地域応援アドバイザー及び専門家によるハンズオン支援

地域応援アドバイザー＊及び専門家によるハンズオン支援について

中間支援

助成対象期間

① 助成金

「江戸硝子」の技法と江戸切子加工を組み合わせ、
酒蔵の酒造りへの思い、こだわり、特徴を感じる
ことができる酒グラスを開発

事前支援

助成限度額

一般財団法人・一般社団法人・特定非営利活動法人

「和食×酒×グラス」の
世界観の創出

▼ 審査 ▼ 採択

対象経費

都内に本店又は支店がある中小企業者（会社・個人事業者）
・組合等・

オーガニックコットンとリサイクル糸の混合紡績
糸を開発し、織り上げた生地で着心地の良いサス
テナブルワイシャツを展開

申請受付

支援内容

東京都内の地域資源を活用した、新製品・新サービスの開発・改良事業

墨田発、着心地のよい
環境配慮型ワイシャツ

正確な人骨の３Ｄデータを具現化した、可動性の
あるヒトの足部骨格模型の試作開発

微細金型技術

助成事業説明会

助成対象者

TOKYO イチオシ応援事業

相手を思って食事を「振る舞う」という意味を込
め、東京野菜を使った商品名「振る米」というふ
りかけを開発

微細金型によるヒトの
足部骨格模型の開発

計測・分析機器
江戸川区の

観光資源

事業内容

計測機器（傾斜センサー）を搭載して、人の速度
に合わせて電動歩行する、安全で使用可能時間が
長い自動アシスト台車を開発

増上寺、六義園、

例 等々力渓谷、払沢の滝、
椿林、式根島海中温泉

申請テーマ

計測機器を活用した
電動アシスト台車の開発

申請前相談会（希望者）

対象事業

生産技術

support/josei/kigyo/index.html

東京野菜のふりかけで
「想いを伝える」

東京野菜

江戸切子・江戸硝子
鉱工業品・

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

地域資源名

アパレル製品

計測・分析機器、
皮革製品、江戸切子、
例
東京地酒、
東村山黒焼きそば

助成事業の概要
名

申請分野

「TOKYO イチオシナビ」
https://chiikishigen.tokyo

■地域資源の分類
❶ 農林水産物

■過去の採択事例

助成事業終了後、
販路開拓を支援

＊地域応援アドバイザーは事業の立ち上げから販路開拓までを見据えて、事業者に伴走しながら完遂に向けての支援を行います。

