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★☆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆彡
1．関東支部例会（5 月 24 日(木)）開催のご案内 ≪再掲≫
2．「異業種交流 BBQ Party in お台場」（6 月 2 日(土)）開催のご案内 ≪再掲≫
＝東京都中小企業振興公社からのお知らせ＝
3．『ビジネスチャンス・ナビ２０２０』登録のご案内
4．出展者募集！出展料半額～全額補助 東京ビジネスフロンティア
5．中小企業プロモーション支援事業、ただいま募集中です！！
6．平成 30 年度新規事業 ロボット導入・活用支援事業のご案内
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＜参加募集中＞
1．関東支部例会（5 月 24 日(木)）開催のご案内
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180524.pdf
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平成 29 年度事業報告収支報告および、平成 30 年度事業計画を紹介いたします。
講演では、公立はこだて未来大学・鈴木恵二教授よりミュージアム IT、マリン IT、
モビリティ IT の中で、自動飛行ドローンによる精密撮影の実現、音響データから
の定位置網における魚種判別、ベンチャー企業を立ち上げたスマートアクセス
ビークル（SAVS）について、実行知能技術と絡めながらご紹介いただきます。
また、首都圏の公設試験機関との連携体である Techno Knowledge Freeway(TKF)
の紹介を東京都立産業技術研究センターより紹介、東京都中小企業振興公社から
は、新規事業に取り組む中小企業のための支援策を紹介いただきます。
新事業の参考になるお話が聞ける機会かと存じますの是非ご参加ください。
尚、第二部では講演者の皆様、会員企業および新入会企業の皆様との情報交換・
交流を目的に交流会を開催いたしますので、併せてご出席ください。
【開催概要】
■日時：5 月 24 日（木）【第一部】14:30～17:25 【第二部】17:45～19:15
■会場：【第一部】新宿エルタワーサンスカイルーム 1C
【第二部】GLASS DANCE 新宿（新宿野村ビル B1）
■参加費：【第一部】無料 【第二部】4,000 円
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■詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180524.pdf
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＜参加募集中＞
2．「異業種交流 BBQ Party in お台場」（6 月 2 日(土)）開催のご案内
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Event180602.pdf
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参加者同志の交流の機会になるよう企画しております。
この出会いをきっかけに多くの輪が生れることを期待しております。
JASA 会員に限らず参加いただけますので、ぜひ、ご友人・同僚を誘って
ご参加お待ちしております。
【開催概要】
■日時： 6 月 2 日（土）11:30～14:15
■場所：デジキューBBQ CAFE デックス東京ビーチ店
■参加費：4,000 円
(BBQ 会場費用およびセット食材・プレミアム飲み放題料金含む）
*ソフトドリンク飲み放題の場合は、3,000 円
■詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Event180602.pdf
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《東京都中小企業振興公社》
3．「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」登録のご案内
https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
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「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」は、東京 2020 大会等を契機とする官民
の入札・調達情報を一元的に集約した情報ポータルサイトです。
【主な特徴】
◇東京 2020 組織委員会の電子入札に参加できる唯一のサイト
◇官公庁等の入札案件や民間企業の調達案件を一元的に掲載
◇多種多様な企業の中からビジネスパートナーの開拓が可能
さらに都内中小企業は、
◇低保証料率の信用保証が利用可能（東京都中小企業制度融資）

発注・調達したい、案件を見つけたい方、登録無料・ご利用はすべて無料です。
まだ登録されていない企業はぜひご登録ください⇒ https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
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《東京都中小企業振興公社》

4．出展者募集！出展料半額～全額補助 東京ビジネスフロンティア
http://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/index.html
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東京ビジネスフロンティアでは【CEATEC JAPAN 2018】【産業交流展 2018】
【Gift Show 春 2019】の展示会にて合同出展形式での出展をいたします。
そのうち、【CEATEC JAPAN 2018】【産業交流展 2018】の出展者募集を開始
いたしました。
日本全国の中小企業が出展支援対象となりますので、ぜひ出展をご検討ください。
なお、出展に際しましては別途審査がございますので、予めご了承ください。
▼概要
【CEATEC JAPAN 2018】
会期 ：2018 年 10 月 16 日(火)～19 日(金)
出展申込締切 ：2018 年 6 月 20 日(火)
会場 ：幕張メッセ
募集分野 ：『スポーツ・健康』『バリアフリー』『環境』『安心・安全・防災』
出展料 ：194,400 円（通常出展料の半額を事務局が負担します）
【産業交流展 2018】
会期 ：2018 年 11 月 14 日(水)～16 日(金)
出展申込締切 ：2018 年 6 月 20 日(火)
会場 ： 東京ビックサイト
募集分野 ： 『スポーツ・健康』『バリアフリー』『環境』『観光・おもてなし』
『安心・安全・防災』『文化・教育・その他』
出展料 ： 0 円（全額、事務局が負担します）
▼詳しくは下記公式ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/index.html
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《東京都中小企業振興公社》
5．中小企業プロモーション支援事業、ただいま募集中です！！
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/promotion/index.html
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製品、技術、サービスの良さをターゲットとなる顧客に最大限アピールでき
ていますか？
東京都中小企業振興公社では、こうした方の悩みを解決するために
「中小企業プロモーション支援事業」を開始します。
本気でプロモーション力を付けたい企業・人材のご参加をお待ちしております。
【事業内容】
STEP１ プロモーションの考え方、手法をワークショップで学びます
STEP２ 広告、宣伝等の業務経験が豊富なプロモーションナビゲータが
あなたの会社のプロモーション戦略作成をサポートします
STEP３ プレスリリース配信、展示会出展等による実践を通して
プロモーション活動を行っていただきます
※ 本事業は審査があります
【申込期間】
平成 30 年 4 月 16 日（月）～平成 30 年 5 月 31 日（木）消印有効

書留等で郵送のみで受付いたします。
▼詳細は下記 URL をご確認ください
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/promotion/index.html
■■ お問合わせ先
（公財）東京都中小企業振興公社
事業戦略部 経営戦略課 販路開拓係 TEL：03-5822-7234
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《東京都中小企業振興公社》
6．平成 30 年度新規事業 ロボット導入・活用支援事業のご案内
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/robot/soudan.html
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今後、人手不足が一層深刻化し、労働力減少が見込まれる中、中小企業に
おいては生産活動やサービスの提供などにおける生産性向上が喫緊の課題と
なっています。
そこで東京都中小企業振興公社では、ロボットによる人が担ってきた作業の
代替、複雑な作業のロボット化、日常空間でのロボットの活用といった、
ロボットを導入・活用した生産性向上を推進するために必要な支援を実施して
います。
◆「ロボット相談窓口」を開設します（5/7～）
ロボットの導入・活用による生産性向上を支援するため、
ロボット分野のエキスパート による相談窓口を開設します。
是非ともご利用下さい。（詳細は下記 URL より）
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/robot/soudan.html
◆「第１回ロボット導入・活用セミナー」を開催します（6/12）
ロボット技術の最新動向をお伝えするとともに、産業用ロボット及び
サービスロボットを導入する上でのポイントをお伝えします 。
（詳細は下記 URL より）
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1804/0013.html
■■ お問合わせ先
（公財）東京都中小企業振興公社
事業戦略部 経営戦略課
TEL：03-5822-7250 ／ FAX：03-5822-7233
E-mail：robot@tokyo-kosha.or.jp
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★平成 30 年度技術本部成果発表会★ ＜参加者募集中＞
技術本部の各委員会、WG の活動紹介および、成果発表を目的に開催いたします。
情報処理推進機構（IPA）および、東京都立産業技術研究センターの講演も
あります。また、発表会後は発表者・技術本部委員との情報交換、交流を
深めていただくため、交流会も開催いたしますので、併せてご参加ください。
■日時：5 月 10 日(木) 11:50～16:55 （交流会 17:30～19:30）
■会場：TKP 東京日本橋カンファレンスセンター ホール 5B
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/
■参加費：発表会：無料 ／ 交流会：会員 3,500 円 一般 4,000 円
■Web 申込みフォーム⇒ https://goo.gl/forms/EIBq4OK8WjUF4KAz2

※プログラム・詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/technical/H30seikahappyoukai.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★H30 関東支部年間予定表⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
*参加のご予定をお願いします
★メルマガ配信 Back No.⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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