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　大田区には、宇宙ビジネスに携わるスタートアップ企業が立地している。革新的なアイ

デアや技術を形にするのに、区内に集積する中小製造業との連携が有効だからだ。もの

づくりスタートアップを育む大田区の風土を、宇宙ビジネスを例にレポートする。

　株式会社天の技の本社は、商店街から一本奥にある古い戸建て住宅。畳敷きのリビ
ングから引き戸を開けると、そこに真空実験装置やクリーンルームが並ぶ。２０１８年に
東京工業大学発のスタートアップとして設立、「私たちは人工衛星などの完成品では
なく、そういったメーカーを支える『部品メーカー』を目指しています」（工藤裕CEO）
といい、宇宙空間で星の位置によって衛星の姿勢を測定する『スタートラッカー』を
開発・製造する。JAXA（宇宙航空研究開発機構）が民間企業や大学に実証実験の場
を提供する「革新的衛星技術実証２号機」に搭載する技術として選定され、年度内には
宇宙空間へ飛び立つ予定だ。
　会社設立時にベンチャーキャピ
タルから出資を受け、順調に増資
を続ける。有望なスタートアップ企
業が、大田区を創業の地に選んだ
のには理由があった。（中面に続く）

宇
宙大
田
区
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

支
え
る

を東工大発、もうすぐ宇宙へ　
株式会社天の技

データの解析機器

工藤CEO

Star Tracker

2021年7月15日発行（隔月1回発行）　発行／（公財）大田区産業振興協会　〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20
TEL FAX E-mail URL03-3733-6476　　　　03-3733-6459　　　　technoplaza@pio-ota.jp　　　　https://www.pio-ota.jp

大田区ものづくりの「いま」と行政の各種支援事業のご案内をよりビジュアルにお伝えします。ぜひご一読ください。  OPEN→

2021 . 7  vol.296



募集室 オフィス、シェアードオフィス、コワーキングスペース
対象者 以下のいずれか該当する個人または中小企業者

（1）区内で創業しようとする者  （2）創業後5年以内の者  （3）その他新分野に進出しようとする者

募集期間 令和3年7月5日（月）～8月16日（月） （コワーキングスペースは7月5日（月）から随時募集）

お問い合わせ 大田区産業振興課 工業振興担当
TEL  03-5744-1376　E-mail  kogyo@ciy.ota.tokyo.jp

申込方法 下記のホームページをご覧ください。

ホームページ ●https://rokugobase.com/
●https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/sangyou_sien_shisetsu/rokugobase.html

若手技術者支援のための基礎講座の様子

お申し込み

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 人財育成・確保セクション　TEL  03-3733-6109　E-mail  jinzai@pio-ota.jp
ホームページ https://www.pio-ota.jp/human-resources/kouza.html

「若手技術者支援のための基礎講座と出前講座」のご案内

　東京都立産業技術高等専門学校の講師による「若手技術者支援
のための基礎講座と出前講座」を開講します。基礎講座では、
機械系（機械設計など4科目）と電気系（電気回路など2科目）を
無料にて受講することができます。
　また、出前講座では、各企業のニーズに応じたオーダーメイド
の講座を用意し、訪問・開講いたします。ぜひご活用ください。

　「六郷BASE」とは、大田区が南六郷に新たに開設する創業支援施設です。イベント、相談会、

ビジネスマッチングなど、創業・経営に役立つメニューを提供いたします。施設には、創業初期の

経営を伴走支援するインキュベーションマネージャー、身近な相談役であるコミュニティマネー

ジャー等のスタッフがおり、起業家・創業を目指す人に寄り添ってサポートします。また、施設内には

３Dプリンタ等の工作機械を設置し、事業化を後押しします。

　この度、本施設の入居者を募集いたします。創業を考えている方、新たな分野に挑戦しようとする

方はぜひご応募ください。
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ホームページ https://otakyousai.zenpuku.or.jp/
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 勤労者共済支援セクション　TEL  03-3733-6107　E-mail  kinro@pio-ota.jp

お問い合わせ

お申し込み

クラブ活動

対　　象

（公財）大田区産業振興協会 人財育成・確保セクション　TEL  03-3733-6109　E-mail  jinzai@pio-ota.jp

区内企業

下記連絡先までお問い合わせください。

時　　期 通年

発明クラブへご寄付のお願い

　おおた少年少女発明クラブは、子どもたちにものづくりの楽し
さを体験学習する機会を継続的に提供し、創造性を伸ばすことを
目標に活動しています。
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1
大田区勤労者共済  新規会員募集

　大田区勤労者共済は、個々の職場では手間も経費もかかってしまう福利厚生サービスを、会費と大田区
の補助によって提供するしくみです。割引映画券からレジャー、グルメ、トラベルなど様々なサービスや各
種慶弔見舞金で、中小企業で働く方をサポートします。
　ホームページでサービスメニューの紹介をしています！ ぜひご覧ください。

当協会ホームページで募集情報（7月初旬
予定）をアップいたしますのでホームページ
をご確認ください。なお、新型コロナウイルス
感染症の影響により、中止となる場合がござ
いますのでご了承ください。

年間4つのテーマを設け、ものづくりの基礎
を学びます。夏休みには工場見学を予定して
います。

　企業様にご支援(1口＝1万円)をお願いしています。
　寄付金は所得税法上寄付金控除または法人税上の損金算
入額の特例が受けられます。

会　費
月額500円

入会金
200円

　工藤CEOは東工大を卒業後、大手通信会社や半導体製造装置メーカーを経て、先行する宇宙関連企業のアイスペー
スに参加。同社が成長してきたところで独立した。「学生時代から大田区に住んでいます。町工場だけでなく、行政の方と
か、いろんな人とものづくりの話が盛り上がるんですよね」（同）と笑う。大田区の魅力は、集積する町工場への加工の発
注はもちろん、東京都立産業技術研究センター城南支所の実験装置を使えることや、羽田や品川からの全国への出張に
も便利という。
　大田区にはまだ、宇宙分野のコンポーネントを作る会社は少ない。宇宙で実際に使われた実績がないと受注は難しい。
「でも技術はある。天の技を利用して実績を作ってもらい、みんなで宇宙産業のサプライチェーンを作り、ものづくり全体
を盛り上げたい」と意気込んでいる。

「宇宙の部品」をものづくりのまちから提案

　大田区の町工場は「こちらが無茶な注文をしても
しっかりアドバイスをして頂ける。そして、何かあれば
ぱっと行って実際にものに触りながら話ができる」の
が強みだという。今後も、厚みのある金属を折りたた
む技術を持つ町工場などとの連携を進める意向。
「『折り』という技術を使ってイノベーションのある製
品を生み出し、宇宙空間や災害時の劣悪な環境の中
でも使える製品を生み出して人の生活に役立ちたい」
と将来のビジョンを掲げている。

「折り」と町工場の技術を宇宙でも

　株式会社OUTSENSEは2018年設立、宇宙に運ぶパラボラアンテナや居住コンテナなど
を小さく折りたたんでロケットに詰め込む『折り工学』が同社の強み。地球上でも、災害時に
使うシェルターなどに技術を応用し活動領域を広げている。
　同社のオフィスは区の工場アパートにある。国内外のスタートアップ企業と大田区のもの
づくり中小企業の連携により技術をカタチにする区の実証実験事業に２０１９年度に採択さ
れ、この時に連携したのが現在のお隣さんであるサンケイエンジニアリングだ。「サンケイ
エンジニアリングの土場社長の近くでものづくりがしたいと思い大田区にやってきました。
いつも相談に乗ってもらい助かっています」という。

技術をカタチに
町工場と連携し、

株式会社OUTSENSE

大田区はものづくりスタートアップの創業に最適のまち。令和3年10月には新たな創業支援施設「六郷
BASE」が大田区南六郷に開設予定で、入居募集も始まりました。創業を志す方々、一緒に六郷BASEで次世
代のビジネスを創造してみませんか。

創業支援施設「六郷BASE」入居者募集

令和3年10月
南六郷に創業支援施設

「六郷BASE」がオープンします！

「折り」の解析と実測をするオフィス

1階オープンスペース

OUTSENSE社内

髙橋CEO

3階オフィス 六郷BASE外観

株式会社天の技

株式会社OUTSENSE
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経営を伴走支援するインキュベーションマネージャー、身近な相談役であるコミュニティマネー

ジャー等のスタッフがおり、起業家・創業を目指す人に寄り添ってサポートします。また、施設内には

３Dプリンタ等の工作機械を設置し、事業化を後押しします。

　この度、本施設の入居者を募集いたします。創業を考えている方、新たな分野に挑戦しようとする

方はぜひご応募ください。

 TOPIC

3

ホームページ https://otakyousai.zenpuku.or.jp/
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 勤労者共済支援セクション　TEL  03-3733-6107　E-mail  kinro@pio-ota.jp

お問い合わせ

お申し込み

クラブ活動

対　　象

（公財）大田区産業振興協会 人財育成・確保セクション　TEL  03-3733-6109　E-mail  jinzai@pio-ota.jp

区内企業

下記連絡先までお問い合わせください。

時　　期 通年

発明クラブへご寄付のお願い

　おおた少年少女発明クラブは、子どもたちにものづくりの楽し
さを体験学習する機会を継続的に提供し、創造性を伸ばすことを
目標に活動しています。

 TOPIC
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 TOPIC

2 TOPIC

1
大田区勤労者共済  新規会員募集

　大田区勤労者共済は、個々の職場では手間も経費もかかってしまう福利厚生サービスを、会費と大田区
の補助によって提供するしくみです。割引映画券からレジャー、グルメ、トラベルなど様々なサービスや各
種慶弔見舞金で、中小企業で働く方をサポートします。
　ホームページでサービスメニューの紹介をしています！ ぜひご覧ください。

当協会ホームページで募集情報（7月初旬
予定）をアップいたしますのでホームページ
をご確認ください。なお、新型コロナウイルス
感染症の影響により、中止となる場合がござ
いますのでご了承ください。

年間4つのテーマを設け、ものづくりの基礎
を学びます。夏休みには工場見学を予定して
います。

　企業様にご支援(1口＝1万円)をお願いしています。
　寄付金は所得税法上寄付金控除または法人税上の損金算
入額の特例が受けられます。

会　費
月額500円

入会金
200円

　工藤CEOは東工大を卒業後、大手通信会社や半導体製造装置メーカーを経て、先行する宇宙関連企業のアイスペー
スに参加。同社が成長してきたところで独立した。「学生時代から大田区に住んでいます。町工場だけでなく、行政の方と
か、いろんな人とものづくりの話が盛り上がるんですよね」（同）と笑う。大田区の魅力は、集積する町工場への加工の発
注はもちろん、東京都立産業技術研究センター城南支所の実験装置を使えることや、羽田や品川からの全国への出張に
も便利という。
　大田区にはまだ、宇宙分野のコンポーネントを作る会社は少ない。宇宙で実際に使われた実績がないと受注は難しい。
「でも技術はある。天の技を利用して実績を作ってもらい、みんなで宇宙産業のサプライチェーンを作り、ものづくり全体
を盛り上げたい」と意気込んでいる。

「宇宙の部品」をものづくりのまちから提案

　大田区の町工場は「こちらが無茶な注文をしても
しっかりアドバイスをして頂ける。そして、何かあれば
ぱっと行って実際にものに触りながら話ができる」の
が強みだという。今後も、厚みのある金属を折りたた
む技術を持つ町工場などとの連携を進める意向。
「『折り』という技術を使ってイノベーションのある製
品を生み出し、宇宙空間や災害時の劣悪な環境の中
でも使える製品を生み出して人の生活に役立ちたい」
と将来のビジョンを掲げている。

「折り」と町工場の技術を宇宙でも

　株式会社OUTSENSEは2018年設立、宇宙に運ぶパラボラアンテナや居住コンテナなど
を小さく折りたたんでロケットに詰め込む『折り工学』が同社の強み。地球上でも、災害時に
使うシェルターなどに技術を応用し活動領域を広げている。
　同社のオフィスは区の工場アパートにある。国内外のスタートアップ企業と大田区のもの
づくり中小企業の連携により技術をカタチにする区の実証実験事業に２０１９年度に採択さ
れ、この時に連携したのが現在のお隣さんであるサンケイエンジニアリングだ。「サンケイ
エンジニアリングの土場社長の近くでものづくりがしたいと思い大田区にやってきました。
いつも相談に乗ってもらい助かっています」という。

技術をカタチに
町工場と連携し、

株式会社OUTSENSE

大田区はものづくりスタートアップの創業に最適のまち。令和3年10月には新たな創業支援施設「六郷
BASE」が大田区南六郷に開設予定で、入居募集も始まりました。創業を志す方々、一緒に六郷BASEで次世
代のビジネスを創造してみませんか。

創業支援施設「六郷BASE」入居者募集

令和3年10月
南六郷に創業支援施設

「六郷BASE」がオープンします！

「折り」の解析と実測をするオフィス

1階オープンスペース

OUTSENSE社内

髙橋CEO

3階オフィス 六郷BASE外観

株式会社天の技

株式会社OUTSENSE

206mm210mm210mm



お申し込み 申込書を持参、または郵送
費　　用 無料

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
経営支援セクション
TEL  03-3733-6144　
E-mail  keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/business-
consulting/ota-kousyou.html

「大田の工匠」を派遣します

　「大田の工匠 技術・技能継承表彰事業」で表彰された優秀な
技術者が貴社に伺います。技術に関する相談や社内の技術指導
にぜひご利用ください。
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ホームページ https://www.pio-ota.jp/
overseas-expansion/

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
経営支援セクション
TEL  03-3733-6144　
E-mail  kaigai@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/
next-generation.html

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
プロモーションセクション
TEL  03-3733-6476
E-mail  planning-pr@pio-ota.jp

技術・技能継承の優れた取組みを表彰します(候補企業募集)

　令和3年度「大田の工匠 技術・技能継承」の候補を募集します。
この事業は、区内の中小製造業における、実務指導者と若手技術
者の取り組みを表彰しています。技術技能継承の重要性を示し、
企業の応援と、他の中小製造業の関心を高めることを目的として
います。

 TOPIC
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 TOPIC

5 貴社の海外取引をサポートします

　企業の成長を目指す上で、海外ビジネスへの取り組みは重要
な選択肢の一つとなっています。大田区産業振興協会では、
外国語翻訳、海外企業信用調査及び貿易実務支援など様々な
サポートメニューをご用意して、皆さまの国際化を応援してい
ます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

公益財団法人大田区産業振興協会（以下、当協会）は、各セミナー等へのお申し込みの際に提出された個人情報について、
以下の目的以外に利用することはありません。
●当協会の催す関連事業（各種セミナー・展示会・講演会等）の運営に必要な範囲内での利用（参加者への連絡等）

個人情報の
取り扱いについて
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　大田区には、宇宙ビジネスに携わるスタートアップ企業が立地している。革新的なアイ

デアや技術を形にするのに、区内に集積する中小製造業との連携が有効だからだ。もの

づくりスタートアップを育む大田区の風土を、宇宙ビジネスを例にレポートする。

　株式会社天の技の本社は、商店街から一本奥にある古い戸建て住宅。畳敷きのリビ
ングから引き戸を開けると、そこに真空実験装置やクリーンルームが並ぶ。２０１８年に
東京工業大学発のスタートアップとして設立、「私たちは人工衛星などの完成品では
なく、そういったメーカーを支える『部品メーカー』を目指しています」（工藤裕CEO）
といい、宇宙空間で星の位置によって衛星の姿勢を測定する『スタートラッカー』を
開発・製造する。JAXA（宇宙航空研究開発機構）が民間企業や大学に実証実験の場
を提供する「革新的衛星技術実証２号機」に搭載する技術として選定され、年度内には
宇宙空間へ飛び立つ予定だ。
　会社設立時にベンチャーキャピ
タルから出資を受け、順調に増資
を続ける。有望なスタートアップ企
業が、大田区を創業の地に選んだ
のには理由があった。（中面に続く）

宇
宙大
田
区
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

支
え
る

を東工大発、もうすぐ宇宙へ　
株式会社天の技

データの解析機器

工藤CEO

Star Tracker

キャリアアップ講習 9月募集
　東京都では、主に中小企業で働いている方を
対象にスキルアップのための短期講習を行って
います。

対　　　象

お問い合わせ

現在、主に中小企業で働いている方で、
都内に在住または在勤の方

時　　　期 9月1日（水）～10日（金）【必着】

内　　　容
CAD製図(機械)【中級】②、
3次元CAD(Inventor)【中級】ほか２科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

申 込 方 法
インターネット（電子申請）・往復はがき・FAXの
いずれかにて、募集期間内にお申込みください。
（電話によるお申込みはできません。）

東京都立城南職業能力開発センター大田校 
キャリアアップ講習担当　TEL  03-3744-1013    
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
zaishokusha-kunren/carr_up/index.html

ものづくり工場立地助成金等の
ご案内
　大田区では、工場の移転・新増設・建物付帯設
備の整備等に係る費用や、工場内の防音・防臭・防
振対策に係る費用の一部を助成しています。

対　　　象

時　　　期

委　託　先

お問い合わせ

ホームページをご確認ください。

令和3年4月1日～令和4年3月31日

区では、助成金等に係る業務を
「一般社団法人 日本立地センター」に委託しております。

一般社団法人 日本立地センター
TEL  03-3518-8962
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/
joseikin/index.html

申 込 方 法 ホームページをご確認いただき、お問い合わせください。

ＤＶでお悩みの方へ

対　　　象

相　談　日

お問い合わせ

配偶者などからの暴力（ＤＶ）でお困りの方
❷は、男性専用です。

❶月～金曜（9：00～17：00）　
❷第２・４金曜（17：00～20：00）
※受付は終了の30分前まで
詳細は、区ホームページをご覧ください。

大田区 人権・男女平等推進課 
男女平等推進担当
TEL  03-5744-1610
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/
danjo/OTA-DVcenter.html

相 談 方 法 上記の電話番号へ

　区では、パートナー（配偶者）からの暴力（ＤＶ）
に関する相談を受付けています。

  ❶大田区ＤＶ相談ダイヤル TEL 03-6423-0502
  ❷大田区男性相談ダイヤル TEL 03-6404-6020

ひとりで悩まず、まずはご相談ください

CAD製図初級講座（2回目）
　CADの基本操作、CADの構造と機能、作図演習
（図形入力、機械部品の作図等）【AutoCAD2020】

対　　　象

お問い合わせ

機械図面の知識があり、
業務上CAD製図の基礎技能を必要とする方
※原則として大田区在住または在勤の方を対象

時　　　期 令和3年10月9日(土)、16日(土)、23日(土)
（毎土曜日3日間）9：15～16：30

会　　　場 東京都立城南職業能力開発センター大田校 
※令和3年4月に「羽田旭町10-11」に移転

定　　　員 10名（抽選制）

受　講　料
会員価格 ： 3,000円（教材費等込）
非  会  員 ： 4,000円（教材費等込）
※受講決定者様には後日振込先のご案内を致します。

申 込 方 法
専用の応募用紙にてお申込み下さい。応募用紙は、大田工業
連合会（TEL3737-0797）にお問合せの上、入手して下さい。
※申込は下記ホームページからも行えます。

締　　　切 令和3年8月30日(月)　

一般社団法人 大田工業連合会事務局
TEL  03-3737-0797　FAX  03-3737-0799    
E-mail  office@ootakoren.com
https://ootakoren.com/

創業者向け事業資金融資あっせん
●制度名 : 開業資金
　大田区では、創業時に必要な設備購入費や仕
入れ資金等の事業用資金の融資を金融機関へ
あっせんし、利子の一部又は全額を補助します。

対　　　象

時　　　期

内　　　容

お問い合わせ

事業を営んでいない個人が区内で開業すること
（開業後1年未満の者を含む）

相談受付時間 : 月～金曜日(年末年始、祝日を除く)
9:00～11:00　13:00～16:00

●相談～申込手続きは創業者ご本人が行います(代理不可)。
●対象要件は窓口で相談員からご説明します。
●開業計画書(区所定書式)を作成していただきます。

大田区 産業振興課融資係
TEL  03-3733-6185　
FAX  03-3733-6159    
http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/
kaigyo.html

申 込 方 法
大田区産業プラザ2階大田区産業振興課融資係まで
ご来所ください。(予約不要)

専修大学大学院との
共同公開講座
　「中小企業のアジア展開～アフターコロナで
のリスタート～」をテーマに、企業経営者や大学
教授による講演会やパネルディスカッションを行
います。

対　　　象

お問い合わせ

中小企業の経営者の方など
アジアでの事業展開について興味のある方

開 催 方 法 オンライン配信（Ｚｏｏｍを予定）
参　加　費 無料参　加　費 無料

プログラム 講演会（３部制）・パネルディスカッション

申 込 方 法

専修大学のホームページより、所定の申込フォームに
必要事項をご入力の上、お申し込みください。
https://www.senshu-u.ac.jp/event/nid00013404.html

東京信用保証協会 経営支援課 
TEL  03-3272-2276　FAX  03-3272-3999
https://www.cgc-tokyo.or.jp

開 催 日 時 8月28日（土） 13：00～17：00

2021年7月15日発行（隔月1回発行）　発行／（公財）大田区産業振興協会　〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20
TEL FAX E-mail URL03-3733-6476　　　　03-3733-6459　　　　technoplaza@pio-ota.jp　　　　https://www.pio-ota.jp

大田区ものづくりの「いま」と行政の各種支援事業のご案内をよりビジュアルにお伝えします。ぜひご一読ください。  OPEN→
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お申し込み 申込書を持参、または郵送
費　　用 無料

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
経営支援セクション
TEL  03-3733-6144　
E-mail  keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/business-
consulting/ota-kousyou.html

「大田の工匠」を派遣します

　「大田の工匠 技術・技能継承表彰事業」で表彰された優秀な
技術者が貴社に伺います。技術に関する相談や社内の技術指導
にぜひご利用ください。

 TOPIC
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ホームページ https://www.pio-ota.jp/
overseas-expansion/

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
経営支援セクション
TEL  03-3733-6144　
E-mail  kaigai@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/
next-generation.html

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 
プロモーションセクション
TEL  03-3733-6476
E-mail  planning-pr@pio-ota.jp

技術・技能継承の優れた取組みを表彰します(候補企業募集)

　令和3年度「大田の工匠 技術・技能継承」の候補を募集します。
この事業は、区内の中小製造業における、実務指導者と若手技術
者の取り組みを表彰しています。技術技能継承の重要性を示し、
企業の応援と、他の中小製造業の関心を高めることを目的として
います。

 TOPIC
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 TOPIC

5 貴社の海外取引をサポートします

　企業の成長を目指す上で、海外ビジネスへの取り組みは重要
な選択肢の一つとなっています。大田区産業振興協会では、
外国語翻訳、海外企業信用調査及び貿易実務支援など様々な
サポートメニューをご用意して、皆さまの国際化を応援してい
ます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

公益財団法人大田区産業振興協会（以下、当協会）は、各セミナー等へのお申し込みの際に提出された個人情報について、
以下の目的以外に利用することはありません。
●当協会の催す関連事業（各種セミナー・展示会・講演会等）の運営に必要な範囲内での利用（参加者への連絡等）

個人情報の
取り扱いについて
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　大田区には、宇宙ビジネスに携わるスタートアップ企業が立地している。革新的なアイ

デアや技術を形にするのに、区内に集積する中小製造業との連携が有効だからだ。もの

づくりスタートアップを育む大田区の風土を、宇宙ビジネスを例にレポートする。

　株式会社天の技の本社は、商店街から一本奥にある古い戸建て住宅。畳敷きのリビ
ングから引き戸を開けると、そこに真空実験装置やクリーンルームが並ぶ。２０１８年に
東京工業大学発のスタートアップとして設立、「私たちは人工衛星などの完成品では
なく、そういったメーカーを支える『部品メーカー』を目指しています」（工藤裕CEO）
といい、宇宙空間で星の位置によって衛星の姿勢を測定する『スタートラッカー』を
開発・製造する。JAXA（宇宙航空研究開発機構）が民間企業や大学に実証実験の場
を提供する「革新的衛星技術実証２号機」に搭載する技術として選定され、年度内には
宇宙空間へ飛び立つ予定だ。
　会社設立時にベンチャーキャピ
タルから出資を受け、順調に増資
を続ける。有望なスタートアップ企
業が、大田区を創業の地に選んだ
のには理由があった。（中面に続く）

宇
宙大
田
区
の
ス
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ト
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プ
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業
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え
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を東工大発、もうすぐ宇宙へ　
株式会社天の技

データの解析機器

工藤CEO

Star Tracker

キャリアアップ講習 9月募集
　東京都では、主に中小企業で働いている方を
対象にスキルアップのための短期講習を行って
います。

対　　　象

お問い合わせ

現在、主に中小企業で働いている方で、
都内に在住または在勤の方

時　　　期 9月1日（水）～10日（金）【必着】

内　　　容
CAD製図(機械)【中級】②、
3次元CAD(Inventor)【中級】ほか２科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

申 込 方 法
インターネット（電子申請）・往復はがき・FAXの
いずれかにて、募集期間内にお申込みください。
（電話によるお申込みはできません。）

東京都立城南職業能力開発センター大田校 
キャリアアップ講習担当　TEL  03-3744-1013    
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
zaishokusha-kunren/carr_up/index.html

ものづくり工場立地助成金等の
ご案内
　大田区では、工場の移転・新増設・建物付帯設
備の整備等に係る費用や、工場内の防音・防臭・防
振対策に係る費用の一部を助成しています。

対　　　象

時　　　期

委　託　先

お問い合わせ

ホームページをご確認ください。

令和3年4月1日～令和4年3月31日

区では、助成金等に係る業務を
「一般社団法人 日本立地センター」に委託しております。

一般社団法人 日本立地センター
TEL  03-3518-8962
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/
joseikin/index.html

申 込 方 法 ホームページをご確認いただき、お問い合わせください。

ＤＶでお悩みの方へ

対　　　象

相　談　日

お問い合わせ

配偶者などからの暴力（ＤＶ）でお困りの方
❷は、男性専用です。

❶月～金曜（9：00～17：00）　
❷第２・４金曜（17：00～20：00）
※受付は終了の30分前まで
詳細は、区ホームページをご覧ください。

大田区 人権・男女平等推進課 
男女平等推進担当
TEL  03-5744-1610
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/
danjo/OTA-DVcenter.html

相 談 方 法 上記の電話番号へ

　区では、パートナー（配偶者）からの暴力（ＤＶ）
に関する相談を受付けています。

  ❶大田区ＤＶ相談ダイヤル TEL 03-6423-0502
  ❷大田区男性相談ダイヤル TEL 03-6404-6020

ひとりで悩まず、まずはご相談ください

CAD製図初級講座（2回目）
　CADの基本操作、CADの構造と機能、作図演習
（図形入力、機械部品の作図等）【AutoCAD2020】

対　　　象

お問い合わせ

機械図面の知識があり、
業務上CAD製図の基礎技能を必要とする方
※原則として大田区在住または在勤の方を対象

時　　　期 令和3年10月9日(土)、16日(土)、23日(土)
（毎土曜日3日間）9：15～16：30

会　　　場 東京都立城南職業能力開発センター大田校 
※令和3年4月に「羽田旭町10-11」に移転

定　　　員 10名（抽選制）

受　講　料
会員価格 ： 3,000円（教材費等込）
非  会  員 ： 4,000円（教材費等込）
※受講決定者様には後日振込先のご案内を致します。

申 込 方 法
専用の応募用紙にてお申込み下さい。応募用紙は、大田工業
連合会（TEL3737-0797）にお問合せの上、入手して下さい。
※申込は下記ホームページからも行えます。

締　　　切 令和3年8月30日(月)　

一般社団法人 大田工業連合会事務局
TEL  03-3737-0797　FAX  03-3737-0799    
E-mail  office@ootakoren.com
https://ootakoren.com/

創業者向け事業資金融資あっせん
●制度名 : 開業資金
　大田区では、創業時に必要な設備購入費や仕
入れ資金等の事業用資金の融資を金融機関へ
あっせんし、利子の一部又は全額を補助します。

対　　　象

時　　　期

内　　　容

お問い合わせ

事業を営んでいない個人が区内で開業すること
（開業後1年未満の者を含む）

相談受付時間 : 月～金曜日(年末年始、祝日を除く)
9:00～11:00　13:00～16:00

●相談～申込手続きは創業者ご本人が行います(代理不可)。
●対象要件は窓口で相談員からご説明します。
●開業計画書(区所定書式)を作成していただきます。

大田区 産業振興課融資係
TEL  03-3733-6185　
FAX  03-3733-6159    
http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/
kaigyo.html

申 込 方 法
大田区産業プラザ2階大田区産業振興課融資係まで
ご来所ください。(予約不要)

専修大学大学院との
共同公開講座
　「中小企業のアジア展開～アフターコロナで
のリスタート～」をテーマに、企業経営者や大学
教授による講演会やパネルディスカッションを行
います。

対　　　象

お問い合わせ

中小企業の経営者の方など
アジアでの事業展開について興味のある方

開 催 方 法 オンライン配信（Ｚｏｏｍを予定）
参　加　費 無料参　加　費 無料

プログラム 講演会（３部制）・パネルディスカッション

申 込 方 法

専修大学のホームページより、所定の申込フォームに
必要事項をご入力の上、お申し込みください。
https://www.senshu-u.ac.jp/event/nid00013404.html

東京信用保証協会 経営支援課 
TEL  03-3272-2276　FAX  03-3272-3999
https://www.cgc-tokyo.or.jp

開 催 日 時 8月28日（土） 13：00～17：00
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大田区ものづくりの「いま」と行政の各種支援事業のご案内をよりビジュアルにお伝えします。ぜひご一読ください。  OPEN→
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