
商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334申し込み・問い合わせ

お知らせ

ビジネス支援講座の
 ご案内（午後6～8時）

相談業務のご案内

　ISO認証（ISO9001、ISO14001、ISO27001）の
取得に必要な経費の一部を助成します。

　国内の知的財産権取得に要する費用の一部を助成します。

　マル経融資（小規模事業者経営改善資金
融資制度）は、商工会議所の推薦にもとづき
融資される国（日本政策金融公庫）の融資
制度です。是非、ご利用ください。

【講演会】 第1部  午前11時～午後12時30分
　　　　　「世界経済の潮流と日本の景気を読む」
講師：株式会社 大和総研 常務執行役員調査本部 副本部長
　　　チーフエコノミスト 熊谷 亮丸 氏

【講演会】 第2部  午後2時30分～4時
　　　　　「日本人が気づかないニッポンのものづくり」
講師：日本文学研究者 国文学研究資料館長
　　　ロバート キャンベル 氏

　東京信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の
皆さまの事業拡大・発展に貢献するため、11回目
となるビジネスフェアを開催いたします。

「江戸・TOKYO
技とテクノの融合展2017」
「江戸・TOKYO

技とテクノの融合展2017」

　都立産業技術高等専門学校と連携して、区内中小製造業者の若手技術者の人材
育成のための講座を開催しています。基礎的な知識と技術を講義と実習を通じて
学ぶことができますので、若手技術者・技能者の教育・勉強会、自己研鑽をお考え
の方は是非ご参加ください。

若手技術者支援講座

　品川産業支援交流施設SHIP工房の活用方法を学べる実践的なセミナーを開催
いたします。
　SHIP工房には3Dプリンタを中心とした様々な機器が設置してあります。SHIP
工房にある様々な機器を活用することで、製造工程（特に開発・設計・試作）の
スピードアップや品質の向上が期待でき、ものづくりの効率化が実現できます。
本セミナーでは、SHIP工房の各機器をフルに使うための実践的なセミナーとなって
います。

　国内・海外で開催される展示会出展に要する経費の
一部を助成します。

　JETRO（日本貿易振興機構）を活用した海外市場調査に
要する費用の一部を助成します。
※対象者の業種を拡大しました。対象経費に渡航費を追加しました。

海外市場調査経費助成
～利用しやすくなりました～

高木 聡一郎 氏
（国際大学グローバル・コミュニケーション・
センター（GLOCOM）研究部長／准教授）

講師

8月23日（水）
「ブロックチェーンの概要と可能性」

日時

平成29年度中の経費で以下のもの。
①講座・研修受講費用
②コンサルタント委託費用
③審査費用

対象経費

区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
（みなし大企業を除く）

申請資格

9月1日（金）～ 9月29日（金）申請期間

最大60万円（助成率は対象経費の2/3）助 成 額

品川区立中小企業センター内場所
区内に主な事業所を置く中小企業者などの方 対象

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）講師

9月7日（木）
「これからの個人情報の取り扱いのあり方
～改正個人情報保護法を遵守するために～」

日時

品川産業支援交流施設SHIP
品川区北品川5－5－15　大崎ブライトコア4階
JR・りんかい線 大崎駅より徒歩5分

会場

要予約 要予約

平成29年度（4月1日～平成30年3月31日）
にお支払いの費用のうち以下のもの
①弁理士費用（源泉徴収所得税は除く）
②特許庁費用（出願料、審査請求料、審判請求料、
　特許料、登録料）

対象経費

特許権・実用新案権・商標権・意匠権対象知的財産権

区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
（みなし大企業を除く）

申請資格

区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
（みなし大企業を除く）

募集企業

平成30年2月28日（水）まで（先着順）募集期間

平成29年度中に、海外市場調査のためJETRO
へお支払いの費用
※一部助成対象外の経費があります。
※旅行会社に支払う渡航費用も平成29年度
　から対象経費となりました。

対象経費

最大20万円（対象経費の2/3）助 成 額

区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
（みなし大企業を除く）

申請資格

10月2日（月）～10月31日（火）申請期間

平成29年度（4月1日～平成30年3月31日）
に国内外で開催される展示会

対象展示会

10月2日（月）～10月31日（火）申請期間

最大20万円（対象経費の2/3）助 成 額

業種
拡大

業種
拡大

業種
拡大

最大20万円（対象経費の2/3）助成限度額
出展スペース料助成対象経費

【国内展示会】

最大50万円（対象経費の2/3）助成限度額
出展スペース料、展示品等運送費・
保険料、通訳人件費

助成対象経費

【海外展示会】

9月～12月　午後6時30分～ 8時30分
※各コースの日程とお申し込みについては、下記HPにてご確認ください。
　https：//www.metro-cit．ac．jp/community/wakagisien/

日 程

都立産業技術高等専門学校　品川キャンパス
（品川区東大井1－10－40）

会 場

区内中小製造業者で働く若手技術者等対 象

無料（ただしB－01、02、05、06コースについては、テキスト代が必要）参加費

1科目10名～ 20名（先着順）定 員

B－01 「機械設計のための基礎」　全15回
B－02 「工業材料の基礎」　全8回
B－03 「加工と測定の基礎」　全8回
B－04 「デジタルマニュファクチャリング体験講座」　全6回
B－05 「電気回路の基礎」　全10回
B－06 「シーケンス制御の基礎」　全10回

商業・ものづくり課　産業活性化担当　TEL　5498－6351問い合わせ

東京商工会議所 品川支部
（区立中小企業センター4階）
TEL　5498－6211

問い合わせ 東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局
〒104－8470　東京都中央区八重洲2－6－17
TEL　3272－2070　FAX　3272－3999
http：//www.cgc-tokyo.or.jp

問い合わせ

SHIP運営事務局　
 （指定管理者一般財団法人品川ビジネスクラブ 担当：鈴木）　
TEL　5449－6557

問い合わせ

品川産業支援交流施設 
製造プロセス改革セミナー

平成29年度

第1回： 3DCADを用いた製品設計（7月12日（水）・終了）
第2回： 走査型電子顕微鏡による製品の評価・解析（8月24日（木））
第3回： 切削による立体造形と積層による立体造形の比較（9月26日（火））
第4回： レーザーカッターを用いた製品作製（11月下旬予定）
第5回： 2種類の3Dプリンタ （光造形型／熱溶解積層型）の比較
　　　　（1月下旬予定）

科 目

※各回の詳細に関しては、SHIPのWebサイト（http：//www.ship-osaki.jp/）
　をご覧ください。

2，000万円融資限度額

運転資金＝7年以内　設備資金＝10年以内返済期間
従業員20人以下（商業・サービス
業は5人以下）の法人・個人事業主

融資対象

支払利子の30％に相当する額で
期間は3年以内

区の補助額

1．11％（7月12日時点）利 率

無担保・
無保証人

9月28日（木） 午 前10時 ～午 後5時日 時
東京国際フォーラム ホールE
（千代田区丸の内3－5－1）

会 場

ブース展示、出展者プレゼンテーション、講演会等内 容
無料入場料

中小企業退職金共済事業本部 事業推進部 加入促進課　TEL　6907－1234問い合わせ

10月6日（金） 午後2時～4時30分日 時

50名（先着順）定 員

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 9階会議室
豊島区池袋1ー 24 ー1（池袋駅から徒歩5分）

会 場

下記より「参加申込書」をダウンロードし、FAXでお申し込みください。申し込み
http//chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

中退共制度とは、中小企業のための国がサポートする
外部積立型の退職金制度です。ぜひご利用ください！

中小企業退職金共済制度 説明会・個別相談会のおしらせ

　品川区勤労者共済会では、中小企業や商店の事業主および勤務する従業員へ、
共済金の給付および福利厚生事業を行っています。

月400円会費で
大きな特典がいっぱい勤労者共済会への加入のお勧め勤労者共済会への加入のお勧め品 川 区

共済金給付事業・福利厚生事業
 ・結婚、出産、銀婚などの祝金、見舞金などの給付金
 ・アミューズメントパークの割引券、有名レストランの割引券のあっ旋などの福利厚生
※その他、詳細については下記へお問い合わせください。

①品川区に事業所があり、従業員300人以下の会社、工場、商店等の事業主と従業員
②入会時に年齢が70歳以下の方

対象

①入会金1人100円　②会費（月額）1人 400円 費用

品川区が融資の利子を補助している

安心な国の融資制度
「マル経融資」をご存知ですか？

〒141ー 0033品川区西品川1ー28ー3　品川区立中小企業センター 4階
品川区勤労者共済会事務局　TEL　3787－3044問い合わせ

※対象：区内中小製造業者への発注を希望する企業
　　　　（原則区内で3年以上操業していること） 

経営相談

創業相談

企業法務相談

特許相談

海外ビジネス相談

発注相談

（月）～（金）

（月）～（金）

第2・4（木）

第2・4（金）

第1～ 4（水）

（月）～（金）

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

時 間 相 談 員曜 日相談内容

区商工相談員

区商工相談員

飯野 泰子 弁護士

工藤 実 弁理士

区商工相談員

吉岡 義継氏
（元住友商事）

午前10時～正午
（1回1時間）
午前10時～正午
（1回1時間）

※

I SO認証取得
経費助成

ISO認証取得
経費助成

知的財産権取得
経費助成

知的財産権取得
経費助成

展示会出展費助成展示会出展費助成
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