
福利の
ご案内

講座の
ご案内

申し込み・問い合わせ フォーティネットパソコンスクール　TEL　3842－6453／受付時間：火～金曜日の午前10時～午後5時

品川区総務部総務課 総務係 TEL　5742－6625　FAX　3774－6356申し込み・問い合わせ

商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334問い合わせ

税理士法人 エム・エム・アイ（品川区会計ソフトセミナー担当）　
TEL　3778－2311　受付時間：平日午前 9 時～午後5時

申し込み

事業承継支援事業

Qどのような事業を行っていますか。
（宮川） プラスチック金型の設計製作を創業の1973年から一貫して行っています。一般の樹脂金型から金具を金型に
設置し、樹脂を流し込むインサート成形金型、材料費と製作時間が削減されるホットランナー金型等を手掛けており、
金型のなかでも、高い精度が求められ比較的に小型な金型を中心に展開しています。また、弊社で取り扱っています
金型は、一般的な一体構造の金型ではなく、部品を組み込んで使用する入れ駒工法の分割金型となっています。金型
を分割して制作すると、分割面（接合面）どうしは角度や寸法の高い加工精度が要求されますが、入れ駒工法は傷んだ
箇所だけを交換することが可能なので、金型の長寿命化や、お客様の製作コストの削減につながります。
Q貴社の特徴や工夫しているところ・アピールポイントは何ですか。
（宮川） 弊社は金型の設計に重点を置いており、30年前からCADシステムにて金型設計を行いデータ化しています。2D
と3DのCADで設計しており、現在では全て3Dモデル化しデータ保存しています。金型設計のデータ化により、一般的
な金型の製作より短納期が実現でき、今では、保存しているデータをもとに、メンテナンスや更新型の製作に対応すること
が可能です。金型によりましては、15年前に図面を書いたものが今でもお客様からリピートされているものがあります。
Q事業承継支援資金を利用したきっかけを教えてください。
（宮川） 事業を存続させたいという思いが一番にあったからです。事業を存続させるにあたり、いろいろ考えをめぐらせ
70歳までに事業承継をしようという結論に至りました。事業承継をするには、社長自らが行動する必要があることを
以前から実感していたので事業承継セミナーに後継者と共に参加しました。そこで、金融機関の担当者からの提案も
あり、後継者に事業を引き継ぐ際に企業の体制を整えるために事業承継支援資金の利用をすることにしました。
Q後継者塾に参加したきっかけを教えてください。
（宮川） 3年前から金融機関主催の事業承継セミナーに参加する等、事業承継について準備をしておりました。後継者の
伊東は、10年ほど前に入社した血縁関係がない社員です。社内のことはほぼ把握していますが、営業経験がなく外部の
人との接触があまりありませんでした。会社というのは外から見ないとわからないという思いがあり、富士金型の良い
点、悪い点を見なおさせるために後継者塾で他の後継者候補と共に勉強させたく参加させました。そして、外に出て
勉強をしたことでもっと伸びてほしいと考えています。
Q区の制度を利用してどうでしたか。また、区へ要望する点はありますか。
（宮川） 今後、後継者に会社を引き継ぐ前に、社員教育等で資金が必要となるため、資金繰りを安定させるために、事業
承継支援資金は非常に役に立っています。
（伊東） 後継者塾では普段会うことがない他の後継者候補の方などと会うことができ、発表やグループ討議を通して
勉強をすることができています。今後ともこのような制度があれば、有効活用させていただきたいです。
Q今後の展開について教えてください。
2016年に2台のマシンを買い替え、2017年12月にマシニングセンタを入れ替えました。金型は、一か月で結果が
目に見え勉強すればするほどより良いものを作ることができる点が面白いところです。富士金型で働く社員は、金型
製造の仕事に誇りを持っています。今後は日本の金型づくりの素晴らしさをもっとアピールして富士金型の金型を
使用していただいた皆様に喜んでもらえるよう、社員一同、精進してまいります。

東京中小企業家同友会 米田 TEL 3261－7201申し込み・問い合わせ

　伸びる会社はココが違う！今、日本で最も注目される運用
会社の創業者で、中小型成長株投資の達人である藤野 英人氏
に、創業時の思い、リーマンショック時の経営危機からの脱出
劇、その後の成長の軌跡を追いながら、藤野流ビジネスで成功
している人の考え方、成長企業の見分け方、日本が目指すべき
方向性やビジョンなどを語り尽くして頂きます。

会 場

区内中小企業事業主、従業員対 象
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 パソコン講習室場 所
電話で下記へ（先着順）申込み

きゅりあん 7階イベントホール（JR大井町駅前）

※セミナー後、懇親会を開催しますので、ぜひご参加ください。

「ひふみ投信 投資レジェンドが語る成長企業論」内 容

一般2,000円、 同友会会員1,000円参加費
レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役社長 最高投資責任者（CIO）
藤野 英人 氏

報告者

日 時 2月22日（木） 午後6時～ 9時（受付 午後5時30分）

経営者セミナー
　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。

特典内容●

●

観劇、コンサート、展覧会、帝国ホテルや有名レストランの会食、
都内共通入浴券などの割引券のあっ旋等の福利厚生
結婚、出産、銀婚の祝金や入院時の見舞金などの給付金

※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名以下の会社、　
　　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

人 も 、 会 社 も 、 も っ と 元 気 に ！
品 川 区 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

月400円会費で大きな特典がいっぱい

〒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　FAX　3787－0520問い合わせ 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

2月14日（水） 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

中小企業退職金共済制度
説明会・個別相談会のおしらせ
　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、業種ごとに定められた中小
企業の範囲内の企業であれば加入できます。
　この度、中退共制度説明会を実施することになりました。
退職金制度の新規導入または見直しをご検討中の方、
関係機関の皆様はぜひこの機会をご利用ください！

中小企業
パソコン教室

品川区

No. 講習内容 コース テキスト代 定員日  程 時  間
1
2
3

10
Excel 初級
Excel応用
Wordチラシ作成

夜3日コース
夜3日コース
夜2日コース

1月23日（火）～25日（木）
2月6日（火）～8日（木）
2月14日（水）～15日（木）

午後6時～9時 ¥1,500

No. 講習内容 費 用 定員日  程 時  間
1
2
3

20
簿記講習（3級程度）
会計ソフト講習
会計ソフト運用

1月31日（水）
2月1日（木）
2月2日（金）

午後6時～9時 無料

しながわ
CSR推進協議会
しながわ
CSR推進協議会
しながわ
CSR推進協議会
しながわ
CSR推進協議会「CSR講演会と活動事例発表会」「CSR講演会と活動事例発表会」「CSR講演会と活動事例発表会」「CSR講演会と活動事例発表会」

品川区立総合区民会館（きゅりあん）
1階小ホール（東大井5－8－1）

会 場

株式会社 キャリアリンク 代表取締役 若江 眞紀 氏講 師

　企業のCSR活動（社会貢献活動）等を推進することを目的に発足した「しながわCSR推進
協議会」（74社と品川区で構成）の取り組みの一つとして、講演会と企業のCSR活動事例の
発表会を開催します。CSR活動に関心のある企業・区民の皆様是非奮ってご参加ください。

「変わる日本の教育を支える『教育CSR』を考える」テーマ

品川区HPより電子申請していただくか、はがき、
またはFAXに以下を記載し、総務係までお申し
込みください。 
①「CSR講演会」 ②企業名（事業所名）
③住所・氏名 ④役職・業種
⑤電話・FAX番号 ⑥メールアドレス

申込方法
200名募集人数 1月29日（月）（必着）申込期限

企業（事業所）のCSR担当者の方、CSRに関心の
ある区民の方

対 象

日 時 2月7日（水） 午後2時30分～ 4時30分（開場2時）

品川産業支援交流施設SHIP 多目的ルーム 品川区北品川5－5－15 大崎ブライトコア4階会場

「品質とどう付き合うか　管理の基礎とヒューマンエラー対策」内容
武田 俊一 氏・石川 雅道 氏
（特定非営利活動法人 新現役ネット 技術総合支援グループ運営委員）

講師

日時 1月17日（水） 午後6時～ 8時

「これからの中小企業経営とワーク・ライフ・バランス」内容
池田 心豪 氏（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 主任研究員）講師

日時 2月14日（水） 午後6時～ 8時

ビジネス支援講座のご案内ビジネス支援講座のご案内要予約
対　象
場　所

申し込み

：
：

：

品川区内中小企業事業主・在勤者
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　パソコン講習室
電話で氏名、企業名（屋号）、電話番号、住所を下記へ（先着順）

【　若江 眞紀 氏 経歴　】

会計ソフト導入を考えている方のためのセミナーです。（全3回）

「事業承継支援事業」 利用者のご紹介「事業承継支援事業」 利用者のご紹介
株式会社 富士金型 （品川区小山2丁目11番3号 ／ TEL 3785－7391）
代表取締役 宮川 哲夫氏

　区は事業の承継を3年以内に行う
見込みを有する方、または、事業を承継
してから5年を経過していない方を
対象とした融資制度を設けております。
詳しくは、お問い合わせください。

区内での事業承継をサポートします。

商業・ものづくり課
中小企業支援係
TEL　5498－6334

問い合わせ

　生活者からの視点に基づいた
新たな市場戦略により、企業の
マネジメント戦略、マーケティング

戦略の策定・実施を総合的にサポートする
クリエイティブ・コンサルティング事業を展開
し、現在も活動中。
　子育てを通して日本とアメリカの教育に
同時に触れた経験から、日本の教育に課題を
感じ、1991年に保育・教育分野に特化した
株式会社キャリアリンクを設立。
　企業の教育CSR や官公庁・自治体の教育
施策へのコンサルティング事業を通じて、産業界
と教育界をつなぐ次世代育成に取り組む。

「会計ソフトセミナー」受講者募集「会計ソフトセミナー」受講者募集

後継者 伊東 賢治 氏代表取締役 宮川 哲夫 氏
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