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㈱アドバンスクリエート（品川区南品川6-4-10）停電時自動点灯 LED

メードイン品川PR事業メードイン品川PR事業メードイン品川PR事業
平成28年度の認定製品が決定しました。平成28年度の認定製品が決定しました。平成28年度の認定製品が決定しました。

「メードイン品川」ブランドとは、品川区内の企業が自社開発・実
現化した優れた製品・技術を区が認定し、品川発の製品・技術
を広くＰＲすることで、販売促進支援を行うとともに、品川もの
づくりブランドのイメージ向上を図ることを目的としています。

今年度のＰＲ対象製品を紹介します。

問い合わせ
商業・ものづくり課　企業支援係
TEL5498-6333

働く人のメンタルヘルス不調を防いでイキイキした職場環境を
実現しましょう。制度の具体的な運用方法を定めた省令、告示、
指針等は、厚生労働省のホームページで公表しています。

申込方法／区内郵便局、品川区商店街連合会、商店街にあるチラシから専用応募ハガキを切
　　　　　り取り、必要事項を記入のうえ52円切手を貼付し、郵送にて応募してください。
　　※お一人様一通のみ有効。
　　※応募数が発行数を超えた場合は抽選。（先着順ではありません。）
　　※詳細はチラシまたは品川区商店街連合会のホームページをご覧ください。
申込受付期間／10月1日（土）～20日（木)（必着）
　　※事前申込をしないと購入できません。
専用応募ハガキ付チラシ配布場所／
　　区内42郵便局、品川区商店街連合会、商店街　
販売期間／
　　一次販売　11月7日（月）～13日(日)
　　二次販売　11月21日（月）～25日（金）
　　※二次販売は一次販売で売れ残りがあった場合のみ行います。
　　※当選者は指定の販売所で当選ハガキと現金・本人であること
　　　の証明書類持参のうえ購入。
使用期限／平成29年2月28日（火）　　
販売額／3億円（6万冊）　＊額面総額3億3,000万円分
販売単価／1冊5,000円   ＊500円券11枚つづり、5,500円分
　　　　　　　　　　　＊1人8冊（4万円）まで購入可能
購入できる方／区内在住、在勤を問わずどなたでも購入できます。
　　※商店街・商品券取り扱い商店主が購入することはできません。

【対　象】区内中小企業の経営者、後継者
【定　員】30人（先着）
【会　場】①②④さわやか信用金庫目黒支店3階コンベンションルーム
　　　　（目黒区下目黒1-1-11目黒東洋ビル）
　　　　 ③芝信用金庫不動前支店3階会議室（品川区西五反田4-4-9）

日　　時／11月7日（月）・8日（火）・9日（水）（3日間）
　　　　　午後6時～9時
会　　場／中小企業センター（西品川1-28-3）
　　　　　4階パソコン講習室
内　　容／7日　簿記講習（3級程度）
　　　　　8日　会計ソフト講習　
　　　　　9日　会計ソフト運用
費　　用／無料
定　　員／20人（先着）
対　　象／区内中小企業事業主、従業員
申し込み／電話で、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）
　　　　　平日午前9時～午後5時の間にTEL3778-2311まで

日　　時／10月18日（火）　午後2時～4時　 午後1時30分開場
会　　場／中小企業センター2F　大講習室
講師紹介／

定　　員／40人（先着順）　記念品進呈
対　　象／区内中小企業事業主、従業員
主　　催／品川青色申告会・荏原青色申告会・品川区

問い合わせ 東京労働局労働基準部健康課　TEL 3512-1616

問い合わせ
商業・ものづくり課 経営相談係　TEL 5498-6334

12月からストレスチェックの実施が義務になりました!!
＊平成28年10月1日から時間額932円に改正されました。
　東京都内で働く全ての労働者に適用されます。
問い合わせ
東京労働局労働基準部賃金課　TEL 3512-1614（直通）
東京都最低賃金総合相談支援センター　TEL 0120-311-615

東京都最低賃金改正

小規模事業主向け講演会小規模事業主向け講演会
これまで多くの世界チャンピオンや日本チャンピオンを育ててきた
渡辺会長が経営者の視点で人材育成等を中心に語ります。
講師：株式会社　渡辺プロモーション　
　　　東日本プロボクシング協会および全日本ボクシング協会会長
　　　ワタナベボクシングジム　会長　渡辺　均

商業・ものづくり課経営相談係 　TEL 5498-6334申し込み・問い合わせ

国鉄職員として勤務の傍らプロを目指し1969年にプロ
デビュー。引退後、1981年7月に東京都品川区にワタナ
ベボクシングジムを開設。後に世界チャンピオン・日本チャ
ンピオンを多数輩出し、2016年4月東日本プロボクシン
グ協会及び、全日本ボクシング協会会長に就任。

「会計ソフトセミナー」「会計ソフトセミナー」「会計ソフトセミナー」
会計ソフト導入を考えている方のためのセミナーです。

10月1日（土）

～

20日（木）《必着》事前申込受付!事前申込受付!事前申込受付!事業承継支援事業をご利用ください事業承継支援事業をご利用ください
後継者不足等のお悩みはありませんか？
財産相続や後継者選び等々、何から始めたらよ
いのか分からないという皆様、ぜひこの機会に
セミナーや訪問相談をご利用ください。

日時 内容 講師
①10月13日（木）
　15時～17時

本当は怖い財産相続の話
～しらなきゃ危ない財産相続～

事業承継センター㈱　
取締役　金子　一徳

②１１月１６日（水）
　１５時～１７時

これから始める！一番やさしい
事業承継入門セミナー

事業承継センター㈱　
代表取締役　内藤　博

③１１月２４日（木）
　１５時～１７時

これから始める！一番やさしい
事業承継入門セミナー

事業承継センター㈱　
代表取締役　内藤　博

④１２月 ８日（木）
　１５時～１７時 後継者の選び方、育て方、渡し方 事業承継センター㈱　

取締役　東條　裕一

問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334
問い合わせ
品川区商店街連合会　TEL 5498-5931 ／ http://shoren.shinagawa.or.jp 

品川区では、商店街振興と景気対策を図るため、
10％のプレミアムがついた区内共通商品券を品川区
商店街連合会と連携して販売します。
今回は全て専用応募ハガキによる事前申込制となります。

　壁スイッチの操作により点灯・消灯できるLED電球ですが、電球に供給されている電源の遮断が
停電によるものか、壁スイッチにより遮断されたものかを判断し、停電時にはスイッチの状態に依存
せず、内蔵されている充電式電池により自動的に点灯します。
　照度センサーを内蔵しているため、日中や明るい場所では点灯せず、内蔵電池の消費を抑制でき
ます。夜間の停電時に自動的に点灯することで、安心と安全な避難が可能です。

事業承継セミナー

事業承継に関する専門家が企業及び事業者を個別に訪問し、1事業
者あたり3回まで悩みをお伺いします。（秘密厳守）

訪問相談（専門家の派遣）

電話かFAX、Eメールで事業承継センター事務局までお申込みください。
TEL：5408-5506　　FAX：5408-5507
Eメール：info@jigyousyoukei.co.jp
※事業承継センター㈱は品川区の事業受託者です。

平成27年

企業支援係

セミナー・訪問相談申込

2016年（平成28年）10月号（１）会社経営に役立つ情報を多数載せています。事業主様もぜひご覧ください。

2014年（平成26年）1月

No.174No.174
〒141－0033　品川区西品川1－28－3　品川区立中小企業センター2階2016年（平成28年）10月

編集・発行／品川区地域振興部商業・ものづくり課 1月・3月・5月・8月・10月発行1月・3月・5月・8月・10月発行



講座の
ご案内

環境
事業

講座の
ご案内

助成金
事　業
助成金
事　業

問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係
TEL 5498-6334

ワークライフバランス支援事業をご利用ください
・ワークライフバランス費用助成金 最大100万円
・事業所内育児スペース整備費助成 　　100万円
・ベビーシッター経費助成 　　100万円
・配偶者出産休暇制度奨励金 最大 10万円
 （1回限り）

働く従業員の仕事と子育ての両立を応援します!!

総交付
限度額
総交付
限度額

住所：品川区西五反田1-26-3
TEL：5759-6363　 HP：http://www.e-kamiya.co.jp

～仕事と育児を両立し、イキイキと輝いています～

品川区
対　象：品川区内中小企業事業主・在勤者 
場　所：品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター4Fパソコン講習室 
申込み：電話で下記へ（先着順）中小企業パソコン教室中小企業パソコン教室中小企業パソコン教室

No.
1
2
3

イラストレーター初級
エクセル応用
Wordちらし

夜4日コース
夜３日コース
夜２日コース

10月25日（火）～28日（金）
11月16日（水）～18日（金）
12月 5日（月）～ 6日（火）

時　　間
各回　１８：００～２１：００
各回　１８：００～２１：００
両日とも１８：００～２１：００

テキスト代
¥1,500
¥1,500
¥1,500

定  員
10
10
10

講習内容 コ  ー  ス 日　　程

どのような事業を行っていますか。
理美容室の経営。

　現在、五反田・目黒・恵比寿・四谷にて4店舗の理
美容室を経営しています。
　地域の方々に支えて頂き、おかげ様で五反田店は
17周年を迎えることが出来ました。

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。

　技術はもちろんのことですが、人として大切な心根
の部分を大事に、自社で勉強会を開催し人間力を高

めています。また、お客様のお困りごとを解決できるサ
ロンをめざし、講習会等に出向き日々勉強しています。

ワークライフバランス（事業所内育児施設整備助成
金）を利用したきっかけを教えて下さい。

　一線で活躍していた社員さんが、育休が終わり復
帰したいと言ってくれたのですが、預け先がなく困っ
ていました。母になっても1人の女性として輝いてい
てほしいと常々思っていましたので、何とかしてあげ
たいと思い、保育士資格を持っている社員さんと相談
し、事業所内託児所をつくることにしました。

事業所内で育児スペースを導入したり、ベビーシッ
ターを利用したりしたことで良かった点、悪かった
点、気づいた点はありますか。また、さらに区へ要
望する点などはありますか。

　仕事に復帰したことによって、家事・仕事・育児等
やることが増えたかと思いますが、イキイキと仕事を
している姿を見ると、託児所をつくってよかったと思
います。たとえ短時間でも子供から離れ自分の時間

をつくることによって生活のメリハリや、家族に対し
ての思いやり、感謝がより強くなったように感じてい
ます。
　働きたいけど、子どもを預ける施設がない。能力
や資格を持っているのに・・・。これからもっとそん
な女性が増えていくと思います。女性がイキイキと
輝いて働ける環境が出来るように区には援助してほ
しいと思います。

今後の展開について教えて下さい。
独立希望の社員さんには、既存店の売上・お客様・

スタッフをそのままの形でオーナーになるのれん分け
制度を確立しており、今年度中に独立する社員が誕生
します。また、何らかの理由で理美容業界から現在離
れている女性理容師・ママさん理容師が安心して働
ける会社・サロンづくりをしていきます。

㈲ユニスタイル　代表取締役 桑畑義幸

ワークライフバランス支援助成利用者のご紹介

ントは何ですか。
技術はもちろんのことですが、人として大切な心根
の部分を大事に、自社で勉強会を開催し人間力を高
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問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係 TEL 5498-6334

問い合わせ
商業・ものづくり課  経営相談係　TEL 5498-6334

問い合わせ

問い合わせ 品川区環境課環境管理係 TEL 5742-6949

中小企業BCP作成支援事業 事業所用LED照明設置費用助成
対　　　　　象：区内中小企業等の事業者
対　象　機　器：LED照明
助成額・上限額：10万円以上の設置費用の1割・上限50万円
★区内施工業者による工事が条件で、設置後に申請が必要です。

区内の中小企業が、専門家やコンサルタント等の指導によるBCP策定にかかる費用を助成します。
助成対象者：区内中小事業者
助　成　率：対象経費の2／3
助成限度額：最大100万円

フォーティネットパソコンスクール　TEL：03-3842-6453　受付時間：火～金曜日の午前10時～午後5時　申し込み・問い合わせ

東京信用保証協会簿記講座

　「税理士直伝！創業時に身につけておきたい“数字”の見方・考え方」
本講座では、“売上と経費の理想的なバランス”や“自己資金と借入金の
考え方”について解説します。堅実な創業プランを作り、開業後の事業
運営にも活かせるヒントが満載です。
日　　時　11月9日（水）　午後6時30分～8時30分
会　　場　東京信用保証協会 本店会議室 (中央区八重洲2－6－17)
講　　師　税理士 湊 義和 氏
参 加 費　無料
募集人数　40名（申込先着順）※申込締切11月4日（金）
 

東京信用保証協会 経営支援統括課 公開講座係
TEL 3272-2276 　　http://www.cgc-tokyo.or.jp

受講料無料創業者向け公開講座
「はじめての簿記」受講者募集

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

曜日

火

木

金

火

木

金

火

木

金

火

日　程 回数

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

曜日

金

火

火

木

金

火

金

火

木

金

日　程

1月10日

1月12日

1月13日

1月17日

1月19日

1月20日

1月24日

1月26日

1月27日

1月31日

2月 3日

2月 7日

2月14日

2月16日

2月17日

2月21日

2月24日

2月28日

3月 2日

3月 3日

簿記の基礎(簿記3～4級程度)を学ぶ講座です。
現役の講師が分かりやすく説明いたします。
日程：平成29年1～3月
　　　（全20回）

時間：午後6時15分～8時15分
会場：中小企業センター (西品川1-28-3)
　　　2階大講習室
内容：簿記の基礎(簿記3～4級程度)
費用：2,000円（テキスト代として）
定員：50人（先着順）
申込：11月18日(金)まで。
　　　土・日・休日を除く毎日、
　　　午前9時から午後5時の間に電話で
　　　シルバー人材センター簿記講座受付係へ
　　　TEL3450－0711

事業者向けエネルギーセミナー
（東京都・品川区連携事業）
事業者向けエネルギーセミナー
（東京都・品川区連携事業）
事業者向けエネルギーセミナー
（東京都・品川区連携事業）
事業者向けエネルギーセミナー
（東京都・品川区連携事業）

●スマートエネルギー都市の実現に向けた都の取組、電力自由化 他
日　時／11月11日（金）午後1時30分～3時
場　所／荏原第五区民集会所第一集会室
定　員／事業者（区外も可）100名（定員を超えた場合抽選）　　　
参加費／無料
申し込み／10月25日（火）（必着）までに所定の申込書に記載し、
　　　　　 FAX、郵送または持ち込みで環境課へ

土壌汚染対策講習会土壌汚染対策講習会土壌汚染対策講習会土壌汚染対策講習会

日　時　11月25日（金）午後6時～7時30分
場　所　品川区役所第三庁舎　353, 354会議室
対　象　中小企業を中心とした区内の工場設置者等
　　　　　　（有害物質を取り扱っている事業主）
申　込　10月31日（月）までに所定の申込書に記載し、
　　　　FAXまたは郵送

中小規模事業者の方に助成金や創蓄省
エネのメリットについてご紹介します。

区では、東京都の土壌汚染対策アドバイザー制度
を利用し、専門的な知識と技術的な観点から土壌
汚染対策についての講習会を実施します。

問い合わせ 品川区環境課環境推進係　TEL 5742-6755
問い合わせ
品川区環境課　指導調査係　TEL 5742-6751

※申込書は区ホームページからダウンロードできます。 ※申込書は区ホームページからダウンロードできます。

しながわ防災学校しながわ防災学校しながわ防災学校しながわ防災学校

日　　時　11月21日（月）午後2時～5時
　　　　　〔申込期限〕11月7日（月）
会　　場　品川区広町2-1-36　区役所防災センター2階
　　　　　しながわ防災体験館
内　　容　「東日本大震災の教訓」「首都直下地震の想定
　　　　　と対策」「企業の力を活かした地域貢献」など
対象・定員　区内事業所に勤務している方各5人（抽選）
　　　　　※区と協定している企業の方などと合同の研修です。
申込方法　しながわ防災学校ホームページ
（https://bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.jp/）か、
電話で（株）サイエンスクラフト（TEL6380－9062）へ

職場などで日頃からできる災害対策について学びます。

問い合わせ
品川区防災課啓発・支援係　TEL 5742-6696

※BCPとは＜Business Continuity Plan
　（事業継続計画）＞の略称です。

：

事業所コース
受講生募集

しながわ産業ニュース（２）2016年（平成28年）10月号



品川区 ものづくり

ビジネス支援講座ビジネス支援講座ビジネス支援講座ビジネス支援講座 海外市場調査経費助成海外市場調査経費助成海外市場調査経費助成海外市場調査経費助成
11月9日（水）

〈要予約〉

（午後６時～８時）

607号室
23,000円
69,000円

606号室
22,000円
66,000円

オフィス
月額使用料
保証金（料金の3か月分）
設置物 デスク・椅子・キャビネット

商業・ものづくり課 企業支援係  TEL 5498-6333 ※詳細はお電話でお問い合わせいただくか、ものづくり支援サイト
　（http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp）をご覧ください。   

一般財団法人 品川ビジネスクラブ 一般財団法人 品川ビジネスクラブ 一般財団法人 品川ビジネスクラブ 
品川区周辺に集積する大手・中小・ベンチャー企業を中心としたフラットな交流・連携を目的とした
会員制のネットワークです。「新規ビジネスの創造」「社会に貢献する“ものづくり”への挑戦」「会員
一人ひとりのスキルと感性の向上」をテーマに各種セミナーや交流会等の活動を実施しています。随
時会員企業（個人でも可）を募集しておりますので、ご興味のある方は下記までご連絡ください。

第７回ビジネス創造コンテスト　品川区・品川ビジネスクラブ共催

TEL 5449-6557 ／  Email info@shinagawa-businessclub.jp
URL http://shinagawa-businessclub.jp 

一般財団法人 品川ビジネスクラブ事務局

※入会を希望される方は下記までお問い合わせください。

3Dプリンターで拡がる未来

講師： 安齋 正博 氏（芝浦工業大学 教授）
会場：品川産業支援交流施設SHIP

（大崎ブライトコア4階）
　品川区北品川5-5-15
  JR・りんかい線 大崎駅より徒歩5分

～積層造形の基礎と応用～

カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業

相談業務のご案内相談業務のご案内相談業務のご案内相談業務のご案内相談業務のご案内

知的財産権取得支援事業知的財産権取得支援事業知的財産権取得支援事業知的財産権取得支援事業知的財産権取得支援事業

成長意欲の
高い創業者を
応援します

成長意欲の
高い創業者を
応援します

成長意欲の
高い創業者を
応援します

申込書提出先 武蔵小山創業支援センター　TEL 5749-4540
詳細は、武蔵小山創業支援センターHPもしくは下記までお問い合わせください。

武蔵小山創業支援
センターオフィス入居者募集中
武蔵小山創業支援
センターオフィス入居者募集中
武蔵小山創業支援
センターオフィス入居者募集中
武蔵小山創業支援
センターオフィス入居者募集中

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。

日　時　①11月5日㈯  ②11月12日㈯  ③11月19日㈯  ④11月26日㈯
　　　　午後1時～ 4時50分　　＜全4回＞
会　場　品川産業支援交流施設SHIP4階・多目的ルーム
対　象　・都内在住の創業希望・創業後5年以内の方
　　　　・都内中小企業での第二創業希望の方
　　　　・都内中小企業での新規事業開発予定の方
費　用　3,000円／4回　　　　　定　員　25名（先着順）
申し込み　品川区中小企業診断士会事務局
　　　　E-mail: teru3box@aol.com  または  FAX 3787-9997
問い合わせ　品川区中小企業診断士会事務局　TEL 3787-9997

主　催　東京中小企業家同友会品川支部
日　時　10月20日（木）午後6時30分　開場6時
場　所　中小企業センター3F　レクリエーションホール
会　費　会員無料、一般1,000円

創業・新事業支援セミナー創業・新事業支援セミナー創業・新事業支援セミナー創業・新事業支援セミナー

良い経営者との出会いで道が開けた

実践編

区内に主な事業所を置く中小企業者等の方を対象としています。
すべて予約制です。お気軽にお問い合わせください。
相談場所は、品川区立中小企業センター内です。

日　時：毎月第２、４木曜日　午前１０時～１２時
利　用：１回１時間
相談員：飯野　泰子　弁護士
日　時：毎月第２、４金曜日　午前１０時～１２時
利　用：１回１時間　
相談員：工藤　実　弁理士
日　時：毎月第１～４水曜日　午前９時～午後５時
相談員：吉岡　義継（元住友商事）
日　時：毎週月曜～金曜　午前９時～午後５時
対　象：区内中小製造業者への発注を希望する企業
　　　  （原則、品川区で3年以上操業していること）
相談員：区商工相談員

助 成 額　　最大20万円（対象経費の3分の2）
申請資格　　区内に事業所をおく中小製造業・中小
　　　　　　情報通信業事業者
対象経費　　JETROが提供する以下のメニューに該
　　　　　　当する委託料等で平成28年度中に利用
　　　　　　し、支払が完了するもの
　　　　　　①海外ミニ調査
　　　　　　②ミッション派遣
　　　　　　③ビジネスアポイントメントサービス
募集期間　　平成29年2月28日（火）まで（先着順）

申し込み・問い合わせ

申し込み・問い合わせ

 ※詳細は、品川区ホームページをご覧ください。

問い合わせ 東京中小企業家同友会事務局　品川支部担当：米田

経 営 者
公開セミナー

◆募集期間　10月1日（土）～ 11月30日（水）
◆応募枠、各賞（予定）

【区民枠】品川区在住・在学の児童、生徒から「私たちの暮らしに役立つ発明～『日常の困った』
　　　　 を解決するために～」というアイデアを募集

最優秀賞(各1件) 優秀賞(各2件) 奨励賞(各3件)

　①小学生以下の部 図書券1万円 図書券5千円 図書券1千円

　②中・高校生の部 図書券2万円 図書券1万円 図書券2千円

【一般枠】品川区内・外から事業化を目指すビジネスアイデアを募集
最優秀賞
（1件）

優秀賞
（2件）

奨励賞
（2件）

企業特別賞
（4件）

幅広い視点から
様々な社会課題
を解決するための
ビジネスアイデア

賞金30万円
SHIP１年利用券

賞金10万円
SHIP6ヵ月利用券

賞金5万円
SHIP3ヵ月利用券 賞金5万円

◆応募方法⇒品川ビジネスクラブのホームページをご覧ください。
※その他、下記など、さまざまな事業がございますのでお気軽にお問い合わせください。
セミナー・講座／施設見学会／研究会活動支援(随時)

　カタリスト派遣事業とは、課題を抱える中小企業を「品川区ビジネス・カ
タリスト」が訪問し、課題解決へ向けた各種支援を行う制度です。平成28
年8月現在、企業実務経験者、各分野の専門家、大学・産技高専などの研究
者・技術者など104名がカタリストに登録しております。
対　　象　区内に主な事業所を置く中小製造業者など
相談内容　経営戦略、人材管理・育成、販路開拓・マーケティング、
　　　　　技術開発、生産管理、IT活用、法務・知的財産権 など
利用制限　1年間10回まで（無料）
利用方法　相談内容に応じて適任のカタリストを紹介します。
　　　　　まずはお問い合わせください。
そ の 他　事業の詳細、カタリストの略歴は下記ホームページに
　　　　　掲載しております。
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/catalyst/index.html

企業法務相談

特許相談

海外ビジネス相談

発注相談

都立産業技術
研究センター
都立産業技術
研究センター
都立産業技術
研究センター
都立産業技術
研究センター 利用料助成利用料助成利用料助成利用料助成利用料助成利用料助成
東京都立産業技術研究センター（産技研）または産業技
術総合研究所（産総研）が提供する依頼試験や機器利用
をはじめとする各種サービスの利用料の一部を助成しま
す。更なる製品・技術開発にお役立てください。

助 成 額　最大10万円（対象経費の2／3）
申請期限　平成29年2月28日（火）
申請資格　区内中小製造業者等
助成対象　産技研または産総研が提供する
　　　　　次のようなメニューに係る利用料
　　　　　実地技術支援・依頼試験・機器利用・
　　　　　オーダーメイド開発支援
＊平成28年度中に利用し、支払が完了する経費が対象です

◇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。

展示会出展支援展示会出展支援展示会出展支援展示会出展支援展示会出展支援展示会出展支援
国内・海外で開催される展示会への
出展を支援します。

助 成 額　最大20万円（対象経費の2／3）
申請資格　区内に1年以上主な事業所を置く
　　　　　中小製造業・情報通信業事業者
対象経費　4月1日～平成29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）
申請期間　11月1日（火）～11月30日（水）

申 請 資 格　区内に1年以上主な事業所を置く
　　　　　　中小製造業・情報通信業事業者
対象展示会　4月1日～平成29年3月31日
　　　　　　に国内外で開催される展示会
申 請 期 間　11月1日（火）～11月30日（水）
○国内展示会
　助成限度額　最大20万円（対象経費の2／3）
　助成対象経費　出展スペース料
○海外展示会
　助成限度額　最大50万円（対象経費の2／3）
　助成対象経費　出展スペース料、展示品等運送
　　　　　　　　費・保険料、通訳人件費

インキュベーションマネージャーによるアドバイスなど、総合的な支援を行います。
○所 在 地　品川区小山3－27－5（東急目黒線　武蔵小山駅西口　徒歩3分）
○募集対象、料金など

○入居期間　2年間（場合により、2年以内で1回まで更新可）
○応募資格　サービス業または小売業で今後半年以内の創業予定者および創業後3年
　　　　　　未満の中小企業者

　創業および新規事業開発の事業計画策定におけるフローや策定
に係る実践的なスキルを修得し、その実現に向けた取組をおこなっ
ていただくためのセミナーです。

TEL3261-7201　e-mail：yoneda@tokyo.doyu.jp

　東京同友会品川支部では、毎月第3木曜日、中小企業センター
にて、経営体験報告を中心テーマとして定例会を開催しています。
同友会ではないと聞けない内容ばかりですので、ぜひご参加下さい。

報告者：磯部泰司氏報告者：磯部泰司氏報告者：磯部泰司氏

シリコンバレーツアー

（1件）
副　賞副　賞副　賞副　賞

CAMPFIRE賞CAMPFIRE賞CAMPFIRE賞CAMPFIRE賞

㈱ディレクターズアイエスビー
代表取締役社長（ ）

※シリコンバレーツアー賞およびCAMPFIRE賞は上記受賞者の中から選出された方に授与されます。
※SHIP　http://www.ship-osaki.jp/
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お知らせ

求人活動
支　援
求人活動
支　援

お知らせ

福利の
ご案内

商店街
事業

“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします

　品川区シルバー人材センターでは、軽作業や事務の補助などの軽易なお仕事を請
負っています。多彩な職業経験と能力をもつ約2,500人の高齢者が、貴社の業務を支
えます。人員不足等でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問合せください。
【お受けできる職種】 ダイレクトメール封入、検品・梱包作業、パソコン入力、容器洗浄、
 倉庫管理、伝票整理、電話受付、食器洗い等

※上記以外にも様々な仕事を請負っております。詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ 商業・ものづくり課就業担当　TEL ５４９８-６３５２

そのお仕事、
シルバー人材センターが請負います！
そのお仕事、
シルバー人材センターが請負います！
そのお仕事、
シルバー人材センターが請負います！
そのお仕事、
シルバー人材センターが請負います！

　商業・ものづくり課　管理係
TEL 5498-6335

問い合わせ

対 象 者　区内在住で、日本骨髄バンクで骨髄・末
　　　　　梢血幹細胞の提供が完了し、証明する書
　　　　　類がある方
事 業 所　ドナーが勤務する国内の事業所
　　　　　※国・地方公共団体・独立行政法人を除く
助 成 額　ドナー／20,000円／日（最大7日）
　　　　　事業所／10,000円／日（最大7日）
申請方法　「助成金交付申請」に必要事項を記入し、
　　　　　ドナーおよび日数が確認できる書類を添
　　　　　付し、品川区保健予防課に提出する

問い合わせ

区の商工相談員が「就業支援コーディネーター」として、人材不足
や求人活動に悩みを抱える区内中小企業を訪問し、自社の魅力の打ち出し方や現状
の求人活動の見直し・提案など適宜アドバイスを行います。まずはお気軽にお問い合
わせください。

高齢者の人材活用であなたの企業を応援します。

（公社）品川区シルバー人材センター　本部 （品川区北品川3-11-16）
　　　TEL 3450－0711 　URL http://shinagawa-sjc.com/

サポしながわ無料職業紹介所
西品川1－28－3　中小企業センター1階
TEL 5498-6357　FAX 5498-6358

問い合わせ

「サポしながわ」は、品川区が
バックアップし、品川区社会福
祉協議会が推進する、概ね55
歳以上の求職者のための無料
職業紹介・相談窓口です。

祉
歳
職

「合同就職面接会」
参加事業所募集中!!
「合同就職面接会」
参加事業所募集中!!

『平成２8年度第3回合同就職面接会』概要
～「サポしながわ」がハローワーク品川とタイアップして開催～

日　　　時　11月17日(木)　午後1時～3時30分
場　　　所　きゅりあん7階 イベントホール（JR大井町駅中央口東側徒歩1分）
対　象　者　概ね55歳以上の就職希望の方（来場者数：200人程度を予定）
参加事業所　20事業所程度を予定

※参加申し込みの締切は10月21日（金）までにお願いします。
　電話で「サポしながわ」にお申し込みください。申込書類をお送りします。

願いします

参加事業所募集中!!

ル（JR大井町駅中央口東側徒歩1分）
（来場者数：200人程度を予定）

日
曜
コ
ン
サ
ー
ト

伝
統
工
芸
の
実
演

日
曜
コ
ン
サ
ー
ト

伝
統
工
芸
の
実
演

10月16日（日）
第244回日曜コンサート
11月20日（日）
第245回日曜コンサート

会場　中小企業センター3階レクホール
時間　午後1時30分～3時
出演　品川クラシック音楽協会

11月11日（金）・12日（土）
　シマムラ　ヒカリ【陶芸】
12月9日（金）・10日（土）
　新保　欽二【理美容鋏製造】

会場　中小企業センター1階　ロビー
時間　午前10時～午後4時

　商業・ものづくり課　管理係
TEL 3787-3041

問い合わせ

一般社団法人　荏原法人会　TEL 3783-9900問い合わせ
※入場に際してチャリティーとして現金1,000円以上の協力をお願いします。

日　時　11月16日（水）
　　　　午後6時～8時30分（午後5時開場 6時開演／予定）
会　場　荏原文化センター・大ホール
内　容
第１部　第６回税に関する絵はがきコンクール 表彰式
第２部　チャリティー寄席
　　　 ①前座（１名）
　　　 ②林家たい平のチャリティー寄席 問い合わせ

品川区保健予防課（品川区広町2丁目1番36号
品川区役所総合庁舎7階）TEL 5742-9152

骨髄・末梢血幹細胞移植のためのドナー支援骨髄・末梢血幹細胞移植のためのドナー支援骨髄・末梢血幹細胞移植のためのドナー支援
品川区では、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）
の登録拡大および骨髄・末梢血幹細胞移植の件数
増加を目的とした支援事業をスタートしました。

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

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

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

共済金給付事業・福利厚生事
・結婚、出産、銀婚等の祝金、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等の福利厚生
その他、詳細については右記へお問い合わせください。

品川区勤労者共済会事務局 
〒141-0033　品川区西品川1-28-3　
　品川区立中小企業センター4F
TEL 3787-3044
FAX 3787-0520

中小企業退職金共済制度説明会のおしらせ中小企業退職金共済制度説明会のおしらせ中小企業退職金共済制度説明会のおしらせ中小企業退職金共済制度説明会のおしらせ
　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！
◆日　時　12月6日（火） 午後2時～4時30分
◆会　場　独)勤労者退職金共済機構 9階会議室
　　　　　東京都豊島区東池袋1-24-1（池袋駅東口から徒歩5分）
◆対　象　新規加入を検討されている事業主、企業の人事・労務担当者、社労士、その他関係機関担当者
◆費　用　無料
◆定　員　50人（先着順）
◆申　込　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。
　　　　  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

独立行政法人 勤労者退職金共済機構　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　　FAX 5955-8211

対　象
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

費　用
1. 入会金1名100円
2. 会費（月額）1名400円

問い合わせ

この事業に係る経費の一部には、品川区の「商店街にぎわい創出事業助成金」と東京都の
「新・元気を出せ！商店街事業費補助金」が充てられています。

武蔵小山名物『一番祭』ムサコマルシェ
１０月29日（土）～30日（日）

旬な食材が大集合する地方物産展など
時　　　間：午前11時～午後４時
場所・主催：武蔵小山一番通り商栄会

戸越公園南口秋の祭典
１1月3日（木）

芋煮会、きのこおこわを食べる会、街の
アーティスト発表会、抹茶を楽しむ会など
時間：午後1時～4時
場所：戸越公園駅前南口商店会ホッ…とすとりーと
主催：戸越公園駅前南口商店会

大商業まつり
11月26日（土）

時間：午前10時～午後4時
場所：品川区立中小企業センター
　　 （品川区西品川1－28－3）
主催：品川区商店街連合会

まぐろの解体ショー、地方物産店、
区内マイスター店を中心とした展
示即売会・フードコート、ダンスや
吹奏楽などの楽しい演奏、区内の
ゆるキャラ大集合など
（内容は変更になる可能性があります）

商店街調査隊事業商店街調査隊事業商店街調査隊事業商店街調査隊事業
　区内全域の商店街（商店）を対象に「一部の
区民にしか知られていない隠れた商品・サー
ビス」、「商店主が是非おススメしたい商品・
サービス」等を地域のタウンマネージャーさん、

子育てママさん、大学生等により構成される商店街調査隊で調査・
発掘しました。平成２８年度は、「食料品販売業（菓子・パン類・惣菜
等）」を中心に調査・発掘を行い、選定しました。選定した商品・サー
ビスについては、カタログ等を制作し、今後広くＰＲを行うとともに、
カタログに応募券を添付し、欲しい商品・受けたいサービスに一般
消費者から応募してもらい、抽選でプレゼントす
る予定です。選定された商品など詳細は広報し
ながわ、チラシ、品川区商店街連合会のホーム
ページ（http://shoren.shinagawa.or.jp/）
等をご覧ください。

品 川 区 商 店 街 連 合 会　TEL 5498-5931
商業・ものづくり課商店街支援係　TEL 5498-6332
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