
◆ 勤労者共済でスポーツクラブもお得に利用
　提携しているライフサポート倶楽部では各種スポーツ
クラブが法人契約料金で利用できます。都度利用や大変
お得な月会費でスポーツを楽しんでください。

入会金：200 円 / 人　　会費：月額 500 円 / 人
※�個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生
として負担した会費等は、損金または必要経費として
税金控除対象となります。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

電話または窓口でお申し込みください。
（公財）大田区産業振興協会
勤労者共済担当
TEL.03-3733-6107
kyousai-fureai@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/fureai/

◆ PiO デザイン工房
　PiO デザイン工房では、デザインのプロがチラシ・パン
フレットの他、ロゴマーク、パッケージのデザイン、ま
たホームページ制作等、相談者の要望にあわせて一から
作り上げる支援を行っています。

相談料　1 回につき　1 時間 45 分　5,400 円

申 込 方 法
お問い合わせ

電話または窓口でお申込みください。
（公財）大田区産業振興協会
経営サポート担当
TEL.03-3733-6144

https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声：毎回限られた時間の中であらゆる角度からどうすべきか考え、きめ細
やかな対応をしていただけるのでとても重宝しています。弊社に合ったプランをそ
の都度ご提案していただけるので助かっています。　　　　　　　  ㈲橘商店　橘様

賞名 プラン名称 受賞者名（敬称略）

最優秀賞 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

大田区長賞 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

さわやか信用金庫賞�
（さわやか信用金庫） 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

"よい仕事おこし”賞
（城南信用金庫） 磁場環境用モータを活用したMRI 内で利用可能な点滴装置の開発 株式会社 Piezo�Sonic

共立信用組合賞�
（共立信用組合） 魔法学校 パティスリー・パーティー

日本工学院賞�
（日本工学院） モバイルバッテリーシェアリング オーロラ株式会社

芝信用金庫賞�
( 芝信用金庫） 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

川崎信用金庫賞�
（川崎信用金庫） バルーン（風船）で人と人をつなげよう！�～大田区の個店から地域、そして世界へ～ バルーンショップ��MARQUEES

第一勧信賞�
（第一勧業信用組合） 「発達障がい者の個性が発揮され楽しく働ける宿泊施設」の開発・運営 株式会社 The�Guest�House�Japan

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会  イノベーション創出担当
【TEL】03-3733-6294　【E-mail】innovation@pio-ota.jp

参加申込期限

日　　時 会　　場

平成 31 年 1 月 25 日（金）

受賞者一覧表

詳細及び申込み方法はホームページを
ご覧ください。

https://www.pio-ota.jp/news/2018/11/10.html

平成 31 月 2 月 7 日（木）
14：30 ～ 16：00（予定）

大田区産業プラザ（PiO）
4 階コンベンションホール

大田区ビジネスプランコンテスト表彰式及び
受賞者プレゼンテーション

大田区を元気にする産業情報誌
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INFORMATION
ご活用ください！

会社を元気にする多くの支援事業

「優工場」認定企業間によるネットワーク構築
～新たな可能性へのチャレンジ～

新春座談会

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。

巻 頭 特 集

■ 平成 31 年度 新製品・新技術開発支援
　 （開発ステップアップ助成・実用化製品化助成）
　 事業説明会
本助成制度について、助成対象や申請要領等をご説明します。
※�本事業は区議会における平成 31 年度当初予算案の可決・成立
をもって正式に実施します。

https://www.pio-ota.jp/newfield-challenge/start-
business/new-technology-support.html

対 象

時 期

申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

大田区で本社または事業所を 1年以上操業して
いる中小企業者（個人事業者を含む）
3月 13日（水）予定
第 1回 15：00～　第 2回 18：00～
2月上旬頃に大田区産業振興協会ホームページ
にてお知らせする予定です。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり・イノベーション推進課
イノベーション創出担当
TEL.03-3733-6294
FAX.03-3733-6496
innovation@pio-ota.jp

　平成 7年度、大田区産業振興協会が発足と同時に工場
表彰制度�大田区「優工場」がスタート。以降、24年間
で延べ 255 社（実数 179 社）を認定及び表彰しました。
「優工場」は徐々に知名度と信頼度を高め、現在は協会
Webサイトのコンテンツの中でもアクセス数は常に上位
にあります。平成21年度には初めて認定企業の「交流会」
を開催し、多くの企業にご参加いただきました。その後、
平成 28 年度に “仮想プロジェクト” 立ち上げを目途と
した「グループディスカッション＆交流会」を開催。そ
の交流会の中で、参加企業から出たご意見・ご要望を基
に、認定企業間の取組みに積極的な企業に働きかけ「優
工場プロジェクト」を立ち上げるに至りました。今回は、
その主要メンバーである 4社の経営者に集まっていただ
き、「優工場」について、またプロジェクトのこれから
について、語っていただきました。

■ やさしい図面の見方講座（2回目）
当講座では、図面の役割、投影の方法、各種記号など、図面を見
る上で基礎となる知識を習得します。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
講 師
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、図面に関する
基礎的な知識の習得を必要とする方
※�原則として大田区在住または在勤の方を対象
とします。
平成31年2月13日（水）、14日（木）、19日（火）
20日（水）、21日（木）　（全5日間）
18：30～ 21：30�
日本工学院専門学校　蒲田キャンパス
40名�（抽選制）
日本工学院専門学校　斎藤先生　他
5,000 円（教材費込）
平成 31年 1月 28日（月）
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 1 月は固定資産税（償却資産）の
　 申告月です（23 区内）
平成 31 年１月１日現在、23 区内に償却資産を所有している方
は、申告が必要です。平成 31年 1月 31 日までに、資産が所在す
る区にある都税事務所に申告してください。申告には、電子申告
（eLTAX：エルタックス）もご利用になれます。

お問い合わせ ◦大田都税事務所
　TEL.03-3733-2411
◦ eLTAX ヘルプデスク
　TEL.0570-081459

■ 実践「汎用旋盤・フライス盤」講座 [初級]（1回目）
選択式で、汎用旋盤またはフライス盤の基礎を学びます。旋盤また
はフライス盤のどちらをご希望か明記の上、お申し込みください。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用
旋盤・フライス盤の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
とします。

平成31年4月13日、20日、27日（土曜日3日間）
9：15～ 16：30
東京都立城南職業能力開発センター大田校�
10 名（抽選制）
3,000 円（教材費込）
平成 31年 2月 22日（金）�
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 東京信用保証協会のご案内
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金
をお借入する際、保証人となることで資金調達をスムーズにする
役割を担う公的機関です。

http://www.cgc-tokyo.or.jp

◆ 第12 回  大田区加工技術展示商談会  出展企業募集
　大田区の優れた「加工技術」を全国の大手・中堅企業に
PRし、具体的な契約成立を図るための展示商談会です。皆
様の技術を、当展示会で披露してみませんか？�毎年、全国
から約2,000名の技術者が来場しています。今回は100小間
を募集いたします（先着順に選考）。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

下記URL経由でお申し込み
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
torisoku@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/solution-fair.html

お問い合わせ

〇無担保での利用が可能です。
〇ニーズに応じた資金調達が可能です。
〇様々な経営支援メニューの
　ご利用が可能です。
東京信用保証協会　大田支店
TEL.03-5710-3610

■ キャリアアップ講習　2 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。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
ohta/index.html

対 象

募 集 期 間
募 集 科 目

申 込 方 法

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。
2月 1日（金）～ 10日（日）【必着】
機械図面の見方とCAD製図、Excel によるデータ
ベースの活用、社内ネットワークの構築と運用【初級】
※詳細は大田校ホームページ参照。
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

笹川　典一さん 中村　裕樹さん 今岡　恵一さん 西村　修さん

【信用保証協会ご利用のメリット】

　あけましておめでとうございます。
　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催、羽田空港跡地開発の一部概成まであと 1
年となりました。今年は、「新産業創造・発信拠点～ HANEDA ゲートウェイ～」の形成を目途に、
自動走行やロボティクスなど先端産業分野に着目した戦略的産業クラスターの構築や大田区
における受発注機能の強化に注力して事業を展開いたします。
　大田区産業振興協会は、関係行政機関、産業団体や区内企業の皆さまとともに、地域産
業の振興を推進していきたいと決意を新たにしております。本年度もご支援・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

平成31年元旦　公益財団法人 大田区産業振興協会　
理事長　幸田　昭一

個人情報の取り扱いについて

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）

OPEN!

平成 31年 1月 15日発行（隔月 1回発行）
TECHNOPLAZA　第 281号

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】03-3733-6476
【FAX】03-3733-6459

E-mail：technoplaza@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp

料金後納

ゆうメール
差出人／返還先
〒144-0035
大田区南蒲田 1-20-20
（公財）大田区産業振興協会内PDM

大田区
ビジネスプランコンテスト

表彰式
大田区ビジネスプランコンテストは今年度で第10回目を迎えました。区内外から様々なビジネス
プランを募集し、その中から最優秀賞をはじめ協賛企業による特別賞を含め全9件の入賞プランが
決定しました。表彰式では、受賞者による入賞プランのプレゼンテーションも行われます。多くの
皆さまのご来場をお待ちしています。
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　シナノ産業株式会社（大田区矢口）が「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」の「奨励賞」を受
賞しました。同事業は、中小企業における技能者の人材育成を通じて、競争力ある産業を築くことを目
的として、平成 16 年度から東京都が実施している表彰事業です。今年度も当協会から「優工場」認定
企業を推薦し、3 年連続受賞の快挙となりました。
　また、太洋塗料株式会社（大田区東糀谷）の神山 麻子氏が「東京都優秀技能者（東京マイスター）知
事賞」を受賞しました。同事業は、技能者の社会的地位の向上や企業内における技能者の育成と技能の
継承を目的として、平成 18 年度から東京都が実施している表彰事業です。神山氏は、平成 25 年度「大
田の工匠 Next Generation」の受賞者です。

＜受賞理由及び事業概要＞
　同社は、プラスチックの精密切削加工を主業としています。プラスチッ
クの切削加工で複雑形状を高精度に仕上げる技術を持ち、生産能力の向上
や加工時間の短縮に取組んでおります。人材育成については、全社員が
ジョブカードを活用して自分ができる加工技術の確認や、今後の目標設定
を行い、�半年ごとに「目標設定・チェックシート」を基にした経営陣との
面談等を実施しています。

＜柳澤久仁夫社長の受賞コメント＞
　このような賞を頂き、大変光栄に思いますと共に、身の引き締まる思
いです。関係者の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
今後も一層励んで参ります。

＜受賞理由＞
　取締役技術部長として会社全体の水系塗料の開発・製造に取り組んでい
ます。女性ならではの着眼点をいかし、新製品の開発や高付加価値商品の
製品化を実現し、各種コンクールで表彰されるなど高い評価を得ていま
す。また、率先して若手技術者の育成、技術・技能の継承に努めるなど、
後進の指導育成にも積極的に取組んでいます。

＜神山　麻子氏の受賞コメント＞
　これまでご指導いただきました諸先輩方や、日ごろの活動にご理解、ご
協力いただいております大田区をはじめとする関係者の皆様方のおかげ
で受賞することができました。

◆「東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」
太洋塗料株式会社（大田区東糀谷 6-4-18）
神山　麻子氏（塗料・絵具・インキ製造工）

左：柳沢かおり�専務
右：柳沢久仁夫�社長

表彰式の様子

「第 23 回 おおた工業フェア」にご来場ください

笹川　典一 さん

株式会社笹川製作所
代表取締役社長

大型機械の特殊材質の加工を主業と
する。材料調達・熱処理・大型
機械加工・表面処理・溶接製缶・
各種検査等多岐に渡り協会企業
90社程と連携して大型機械の
部品を提供。
平成 16年度・平成 22年度
「優工場」総合部門賞受賞

中村　裕樹 さん

有限会社里中精機
代表取締役社長

フライス加工と旋盤加工を用いた
金属加工を主業とする。自動車
製造専用機部品、各種産業機械
部品、医療関連研究部品及び装飾
品等の下加工を手掛ける。
平成 26年度
「優工場」認定企業

西村　修 さん

株式会社エース
代表取締役

自動車及び関連部品メーカー向け
の各種治具製作を主業とする。
　あらゆる工程に総合的に応える
　体制を構築し、現在加工委託先
　　のネットワークは国内に350
　　社程。
　　平成 21年度・平成 27年度
　　「優工場」認定企業

今岡　恵一 さん

有限会社今岡モールディング
代表取締役

プラスチック成形、金型設計製作
を主業とする。生産性と耐久性を
　両立した自社製総焼入れ金型を
　用いた熱可塑性及び熱硬化性
　樹脂成形品の量産成形を手掛
　　ける。
　　平成 24年度
　　「優工場」認定企業

平成30年度
東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞（奨励賞）
東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞を授賞！

■
■
■
■
■

会  期
会  場
出 展
申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

平成 31年 1月 31日（木）～ 2月 1日（金）
大田区産業プラザ（入場無料）
ものづくり企業（約 109社）
ホームページをご確認ください。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
k-fair23@pio-ota.jp

■
■
■

■

■
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E-mail

2018年10月9日（火）～10月12日（金）
台北南港展示ホール
電子電機・部品、計測機器・装置、電源・
バッテリー等を扱う台湾最大級の見本市。
大田区企業 2社と当協会の共同出展及び
商談会、関係機関の訪問等。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6404
FAX.03-3733-6496
kaigai@pio-ota.jp

　「おおた工業フェア」は大田区の優れた技術・技
能を広くアピールすることを目的とした展示会で
す。高い技術力を持つ出展者と来場者との間で、活
発な交流が行われます。
　今回のテーマは「熟練×革新」です。熟練の技に
よる高精度で高付加価値な製品・技術の展示のほか、
既成概念に捉われずに新たな価値を創造するものづ
くりベンチャー企業 10社による企画展示ゾーンを
2階小展示ホールに設けます。「ものづくりのパートナー探し」、「新規事業展開」、「販路構築」などをご希望
の皆さまにとって、最高の出会いの場となります。ぜひご来場ください。

　出展した区内企業の製品を見た来場者の多くは品質や精度と
いった技術力についてはとても驚いていました。会期中の商談
会を通じて継続性のある案件もあったため、引続き継続して
フォローしていきます。
　台湾と日本は元々親近感があり、高度な互恵関係が期待でき
ます。今後も更に台湾産業支援の機関や企業に対して関係構築
を図りつつ区内企業の発展に寄与していきます。

https://www.pio-ota.jp/k-fair/23/

「台湾 TAITRONICS 2018」出展＆商談会開催後記

司会　まず、「優工場」に応募した時の思いや動機につい
てお話しください。
中村社長　私は会社をもっと大きくしていきたいという気
持ちで操業していましたが、平成 26年当時はまだまだ会
社として未熟な部分もあり、まず、「優工場」の資格に達
したいという思いでした。「優工場」の認定を受ければ、
企業として安心感を与え、人材も採用しやすくなるのでは
ないかと考えました。
笹川社長　私の場合はまだ父が社長の時で、私を鍛えるた
めに、父から「お前が仕切って認定取得のための準備をし
ろ」と言われました。それが平成 16年で、22年の再認定
時は、社員のモチベーションを上げて社内を活性化したい
と考え、自分の意志で応募しました。
西村社長　平成 21 年に初めて応募しました。リーマン
ショックの真っ只中で厳しい時期でした。私としては何か
きっかけが欲しくて、藁をもすがるような思いだったこと
を覚えています。まず、モチベーションを上げることが第
一。基本は 5Sですから、これならできると。何しろ仕事
がなく、毎日掃除して整理整頓する日々でした（笑）。

今岡社長　私は「優工場」の制度があることは知っていま
したが、審査が厳しいと聞いていましたので、多少心配も
ありました。平成 24年の応募の際には、社員に大田区か
ら表彰されるような会社であるという気持ちを持つこと
と、モチベーションを上げて自主性を育てることを目的に
しました。

司会　認定後のメリットはございましたか。

中村社長　当社は、先代から今の場所でやってきました。
近隣の住民の方たちには、認定を受けることで安心感を
持ってもらうことができたのではないかと思います。
今岡社長　当社も住宅地にあって夜は静かです。機械が動
いている音を出さないよう気をつけています。また、目の
前が小学校で、子どもたちの見学を積極的に受け入れてい
ます。「まちに優しい」が一つの認定要件にもなっている
ように、仕事の内容を地元に知ってもらうことも大事なこ
とと考えています。1学年150人位を2日掛かりで対応し、
今まで延べで 1,000 人位受け入れています。
笹川社長　「優工場」のつながりで仕事の幅が広がるとは
思いませんでしたが、他の認定企業から仕事の依頼がきた
こともあります。また、「優工場」の特設サイトを見た研
究機関などからの問い合わせも増え、仕事に結びついてい
ます。
中村社長　当社も取引先は増えました。私はあまり外との
付合いがなく、どちらかというと井の中の蛙でした。認定
を機に様々な人と知り合って、自分がやってきたことを外
から評価してもらうことができるようになったのは、私に
とって大きな意味がありました。
西村社長　交流会などに参加することも意味があります。

今岡社長　名刺に「優工場」のロゴを入れることで顧客に
内容を聞かれます。そこから仕事の話につながることもあ
ります。

名は知っていても、業務内容がわからないではもったいな
いですよね。まずは大田区から探す、「優工場」のネットワー
クがうまく構築できればいいと思います。
西村社長　近年は、区内で協力企業を探すのが難しくなっ
ています。私はリーマンショック以降、価格競争はしない
と決めています。東京、大田区の仕事は安くない。その代
わり品質重視、納期厳守に特化してきました。安い仕事を
受ける企業よりも、「優工場」の認定を受けるために努力し
た企業と付き合うことで必ずいいやりとりができる、良質
な製品がつくれると確信しています。これからは安い仕事
を取り合うのではなく、得意な分野を分け合っていくこと
が重要です。「優工場」認定企業間のネットワークが機能す
れば、笹川社長が言ったとおり、様々な仕事の話が舞い込
んでくる可能性があります。一度「できない」と言ってし
まうと、できる仕事までこなくなってしまいます。いかに
できない部分を仲間と共有してやっていくかが課題です。

中村社長　Web サイトなどを通じて、多種多様な注文が
きます。「優工場」認定企業間のネットワークができれば、
様々な知識も得られますし、意識の高い方々と知り合うこ
とができると思います。
今岡社長　当社は金型を製作しているので、工程において
多様な加工が必要となります。協力会社に依頼しています
が、地方の企業ですと時間が掛かり、またサイズも様々で
すから、区内で信頼のおける協力会社を探せるようになる
と大きなメリットになります。

今岡社長　発注企業側も、従来は何社かに仕事を振り分け
ていたものの、現在はなるべくなら一社に仕事を任せたい
という意向が強くなっています。今まで断っていた仕事を
「優工場」でまわしていけるような環境を作ることは、非
常に有効だと思います。

西村社長　この 4人の中だけでも、顧客の要望が多様化し
ていることで一致しています。知っていれば仕事を増やせ
る。30代、40代の経営者は将来について危機感は持って
いますが、簡単に工場も設備も人も増やせない。そういう
中で、つながりの輪が広がっていくのではないでしょうか。
笹川社長　最初は「優工場」のリスト化、マップ作りでス
タートして、近い将来は「優工場」認定企業間で何か新し
いものを生み出せるようになるといいですね。
今岡社長　私はメーカーにいたので、やはりオリジナルの
製品を作りたいですね。自社の技術だけではできないので、
「優工場」の皆さんと連携したいと思います。
西村社長　このような取組みを知って、若い世代が「優工
場」を目指してくれればいいですね。
今岡社長　ものづくり自体の魅力を発信できるようになる
といいですよね。
笹川社長　友好的なパートナーになるわけです。それを維
持するにはお互いに気持ちよく仕事ができる関係が望まし
いです。
西村社長　腹を割って話せる仲間に早くならないといけな
いですね。信頼関係を築き、困った時はお互いに助け合え
るチームになることです。
中村社長　リスト化することで企業間が密接になり、様々
なことができる信頼関係を結びたいと思います。
今岡社長　私も含め工場の経営者はものづくりが好きで
す。ものづくりが楽しくて、しかも世の中の役に立ってい
るからだと思います。「優工場」のネットワークを駆使して、
ものづくりを中心に皆さんと一緒に発展していくことを目
標にしたいですね。
司会　本日はありがとうございました。
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笹川社長　私は、「優工場プロジェクト」が新たな取引先
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攻めに使えるツールになるのではないかと期待しています。
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◆「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞
　シナノ産業株式会社（大田区矢口 2-30-2）

司会　平成 28年度からスタートした「優工場プロジェク
ト」ですが、今後の展望についてお伺いします。
笹川社長　最近は、顧客からの依頼が多岐に渡るように
なってきました。材料手配から全てやってほしいという依
頼もあり、わからないことも増えています。仕事によって
は、全国から外注先を探すのですが、そうか！「優工場」
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　シナノ産業株式会社（大田区矢口）が「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」の「奨励賞」を受
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田の工匠 Next Generation」の受賞者です。
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◆「東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」
太洋塗料株式会社（大田区東糀谷 6-4-18）
神山　麻子氏（塗料・絵具・インキ製造工）
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を機に様々な人と知り合って、自分がやってきたことを外
から評価してもらうことができるようになったのは、私に
とって大きな意味がありました。
西村社長　交流会などに参加することも意味があります。

今岡社長　名刺に「優工場」のロゴを入れることで顧客に
内容を聞かれます。そこから仕事の話につながることもあ
ります。

名は知っていても、業務内容がわからないではもったいな
いですよね。まずは大田区から探す、「優工場」のネットワー
クがうまく構築できればいいと思います。
西村社長　近年は、区内で協力企業を探すのが難しくなっ
ています。私はリーマンショック以降、価格競争はしない
と決めています。東京、大田区の仕事は安くない。その代
わり品質重視、納期厳守に特化してきました。安い仕事を
受ける企業よりも、「優工場」の認定を受けるために努力し
た企業と付き合うことで必ずいいやりとりができる、良質
な製品がつくれると確信しています。これからは安い仕事
を取り合うのではなく、得意な分野を分け合っていくこと
が重要です。「優工場」認定企業間のネットワークが機能す
れば、笹川社長が言ったとおり、様々な仕事の話が舞い込
んでくる可能性があります。一度「できない」と言ってし
まうと、できる仕事までこなくなってしまいます。いかに
できない部分を仲間と共有してやっていくかが課題です。

中村社長　Web サイトなどを通じて、多種多様な注文が
きます。「優工場」認定企業間のネットワークができれば、
様々な知識も得られますし、意識の高い方々と知り合うこ
とができると思います。
今岡社長　当社は金型を製作しているので、工程において
多様な加工が必要となります。協力会社に依頼しています
が、地方の企業ですと時間が掛かり、またサイズも様々で
すから、区内で信頼のおける協力会社を探せるようになる
と大きなメリットになります。

今岡社長　発注企業側も、従来は何社かに仕事を振り分け
ていたものの、現在はなるべくなら一社に仕事を任せたい
という意向が強くなっています。今まで断っていた仕事を
「優工場」でまわしていけるような環境を作ることは、非
常に有効だと思います。

西村社長　この 4人の中だけでも、顧客の要望が多様化し
ていることで一致しています。知っていれば仕事を増やせ
る。30代、40代の経営者は将来について危機感は持って
いますが、簡単に工場も設備も人も増やせない。そういう
中で、つながりの輪が広がっていくのではないでしょうか。
笹川社長　最初は「優工場」のリスト化、マップ作りでス
タートして、近い将来は「優工場」認定企業間で何か新し
いものを生み出せるようになるといいですね。
今岡社長　私はメーカーにいたので、やはりオリジナルの
製品を作りたいですね。自社の技術だけではできないので、
「優工場」の皆さんと連携したいと思います。
西村社長　このような取組みを知って、若い世代が「優工
場」を目指してくれればいいですね。
今岡社長　ものづくり自体の魅力を発信できるようになる
といいですよね。
笹川社長　友好的なパートナーになるわけです。それを維
持するにはお互いに気持ちよく仕事ができる関係が望まし
いです。
西村社長　腹を割って話せる仲間に早くならないといけな
いですね。信頼関係を築き、困った時はお互いに助け合え
るチームになることです。
中村社長　リスト化することで企業間が密接になり、様々
なことができる信頼関係を結びたいと思います。
今岡社長　私も含め工場の経営者はものづくりが好きで
す。ものづくりが楽しくて、しかも世の中の役に立ってい
るからだと思います。「優工場」のネットワークを駆使して、
ものづくりを中心に皆さんと一緒に発展していくことを目
標にしたいですね。
司会　本日はありがとうございました。
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「優工場」応募に至るまで

「優工場」認定のメリット

笹川社長　私は、「優工場プロジェクト」が新たな取引先
の呼び水になると考えています。自社でできない仕事を断
らないだけでなく、今まで他の企業にふることは考えても
いなかったような仕事も検討できます。受け身だけでなく、
攻めに使えるツールになるのではないかと期待しています。

「優工場」信頼関係の構築

◆「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞
　シナノ産業株式会社（大田区矢口 2-30-2）

司会　平成 28年度からスタートした「優工場プロジェク
ト」ですが、今後の展望についてお伺いします。
笹川社長　最近は、顧客からの依頼が多岐に渡るように
なってきました。材料手配から全てやってほしいという依
頼もあり、わからないことも増えています。仕事によって
は、全国から外注先を探すのですが、そうか！「優工場」
認定企業がいるじゃないか、というわけです。しかし企業

「優工場 プロジェクト」の展望
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　シナノ産業株式会社（大田区矢口）が「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」の「奨励賞」を受
賞しました。同事業は、中小企業における技能者の人材育成を通じて、競争力ある産業を築くことを目
的として、平成 16 年度から東京都が実施している表彰事業です。今年度も当協会から「優工場」認定
企業を推薦し、3 年連続受賞の快挙となりました。
　また、太洋塗料株式会社（大田区東糀谷）の神山 麻子氏が「東京都優秀技能者（東京マイスター）知
事賞」を受賞しました。同事業は、技能者の社会的地位の向上や企業内における技能者の育成と技能の
継承を目的として、平成 18 年度から東京都が実施している表彰事業です。神山氏は、平成 25 年度「大
田の工匠 Next Generation」の受賞者です。

＜受賞理由及び事業概要＞
　同社は、プラスチックの精密切削加工を主業としています。プラスチッ
クの切削加工で複雑形状を高精度に仕上げる技術を持ち、生産能力の向上
や加工時間の短縮に取組んでおります。人材育成については、全社員が
ジョブカードを活用して自分ができる加工技術の確認や、今後の目標設定
を行い、�半年ごとに「目標設定・チェックシート」を基にした経営陣との
面談等を実施しています。
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　これまでご指導いただきました諸先輩方や、日ごろの活動にご理解、ご
協力いただいております大田区をはじめとする関係者の皆様方のおかげ
で受賞することができました。

◆「東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」
太洋塗料株式会社（大田区東糀谷 6-4-18）
神山　麻子氏（塗料・絵具・インキ製造工）

左：柳沢かおり�専務
右：柳沢久仁夫�社長

表彰式の様子

「第 23 回 おおた工業フェア」にご来場ください
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大型機械の特殊材質の加工を主業と
する。材料調達・熱処理・大型
機械加工・表面処理・溶接製缶・
各種検査等多岐に渡り協会企業
90社程と連携して大型機械の
部品を提供。
平成 16年度・平成 22年度
「優工場」総合部門賞受賞

中村　裕樹 さん

有限会社里中精機
代表取締役社長

フライス加工と旋盤加工を用いた
金属加工を主業とする。自動車
製造専用機部品、各種産業機械
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品等の下加工を手掛ける。
平成 26年度
「優工場」認定企業

西村　修 さん

株式会社エース
代表取締役

自動車及び関連部品メーカー向け
の各種治具製作を主業とする。
　あらゆる工程に総合的に応える
　体制を構築し、現在加工委託先
　　のネットワークは国内に350
　　社程。
　　平成 21年度・平成 27年度
　　「優工場」認定企業

今岡　恵一 さん

有限会社今岡モールディング
代表取締役

プラスチック成形、金型設計製作
を主業とする。生産性と耐久性を
　両立した自社製総焼入れ金型を
　用いた熱可塑性及び熱硬化性
　樹脂成形品の量産成形を手掛
　　ける。
　　平成 24年度
　　「優工場」認定企業

平成30年度
東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞（奨励賞）
東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞を授賞！
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平成 31年 1月 31日（木）～ 2月 1日（金）
大田区産業プラザ（入場無料）
ものづくり企業（約 109社）
ホームページをご確認ください。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
k-fair23@pio-ota.jp
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活 動 内 容

お問い合わせ

E-mail

2018年10月9日（火）～10月12日（金）
台北南港展示ホール
電子電機・部品、計測機器・装置、電源・
バッテリー等を扱う台湾最大級の見本市。
大田区企業 2社と当協会の共同出展及び
商談会、関係機関の訪問等。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6404
FAX.03-3733-6496
kaigai@pio-ota.jp

　「おおた工業フェア」は大田区の優れた技術・技
能を広くアピールすることを目的とした展示会で
す。高い技術力を持つ出展者と来場者との間で、活
発な交流が行われます。
　今回のテーマは「熟練×革新」です。熟練の技に
よる高精度で高付加価値な製品・技術の展示のほか、
既成概念に捉われずに新たな価値を創造するものづ
くりベンチャー企業 10社による企画展示ゾーンを
2階小展示ホールに設けます。「ものづくりのパートナー探し」、「新規事業展開」、「販路構築」などをご希望
の皆さまにとって、最高の出会いの場となります。ぜひご来場ください。

　出展した区内企業の製品を見た来場者の多くは品質や精度と
いった技術力についてはとても驚いていました。会期中の商談
会を通じて継続性のある案件もあったため、引続き継続して
フォローしていきます。
　台湾と日本は元々親近感があり、高度な互恵関係が期待でき
ます。今後も更に台湾産業支援の機関や企業に対して関係構築
を図りつつ区内企業の発展に寄与していきます。

https://www.pio-ota.jp/k-fair/23/

「台湾 TAITRONICS 2018」出展＆商談会開催後記

司会　まず、「優工場」に応募した時の思いや動機につい
てお話しください。
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◆「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞
　シナノ産業株式会社（大田区矢口 2-30-2）

司会　平成 28年度からスタートした「優工場プロジェク
ト」ですが、今後の展望についてお伺いします。
笹川社長　最近は、顧客からの依頼が多岐に渡るように
なってきました。材料手配から全てやってほしいという依
頼もあり、わからないことも増えています。仕事によって
は、全国から外注先を探すのですが、そうか！「優工場」
認定企業がいるじゃないか、というわけです。しかし企業

「優工場 プロジェクト」の展望
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　シナノ産業株式会社（大田区矢口）が「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」の「奨励賞」を受
賞しました。同事業は、中小企業における技能者の人材育成を通じて、競争力ある産業を築くことを目
的として、平成 16 年度から東京都が実施している表彰事業です。今年度も当協会から「優工場」認定
企業を推薦し、3 年連続受賞の快挙となりました。
　また、太洋塗料株式会社（大田区東糀谷）の神山 麻子氏が「東京都優秀技能者（東京マイスター）知
事賞」を受賞しました。同事業は、技能者の社会的地位の向上や企業内における技能者の育成と技能の
継承を目的として、平成 18 年度から東京都が実施している表彰事業です。神山氏は、平成 25 年度「大
田の工匠 Next Generation」の受賞者です。

＜受賞理由及び事業概要＞
　同社は、プラスチックの精密切削加工を主業としています。プラスチッ
クの切削加工で複雑形状を高精度に仕上げる技術を持ち、生産能力の向上
や加工時間の短縮に取組んでおります。人材育成については、全社員が
ジョブカードを活用して自分ができる加工技術の確認や、今後の目標設定
を行い、�半年ごとに「目標設定・チェックシート」を基にした経営陣との
面談等を実施しています。

＜柳澤久仁夫社長の受賞コメント＞
　このような賞を頂き、大変光栄に思いますと共に、身の引き締まる思
いです。関係者の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
今後も一層励んで参ります。

＜受賞理由＞
　取締役技術部長として会社全体の水系塗料の開発・製造に取り組んでい
ます。女性ならではの着眼点をいかし、新製品の開発や高付加価値商品の
製品化を実現し、各種コンクールで表彰されるなど高い評価を得ていま
す。また、率先して若手技術者の育成、技術・技能の継承に努めるなど、
後進の指導育成にも積極的に取組んでいます。

＜神山　麻子氏の受賞コメント＞
　これまでご指導いただきました諸先輩方や、日ごろの活動にご理解、ご
協力いただいております大田区をはじめとする関係者の皆様方のおかげ
で受賞することができました。

◆「東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」
太洋塗料株式会社（大田区東糀谷 6-4-18）
神山　麻子氏（塗料・絵具・インキ製造工）

左：柳沢かおり�専務
右：柳沢久仁夫�社長

表彰式の様子

「第 23 回 おおた工業フェア」にご来場ください

笹川　典一 さん

株式会社笹川製作所
代表取締役社長

大型機械の特殊材質の加工を主業と
する。材料調達・熱処理・大型
機械加工・表面処理・溶接製缶・
各種検査等多岐に渡り協会企業
90社程と連携して大型機械の
部品を提供。
平成 16年度・平成 22年度
「優工場」総合部門賞受賞

中村　裕樹 さん

有限会社里中精機
代表取締役社長

フライス加工と旋盤加工を用いた
金属加工を主業とする。自動車
製造専用機部品、各種産業機械
部品、医療関連研究部品及び装飾
品等の下加工を手掛ける。
平成 26年度
「優工場」認定企業

西村　修 さん

株式会社エース
代表取締役

自動車及び関連部品メーカー向け
の各種治具製作を主業とする。
　あらゆる工程に総合的に応える
　体制を構築し、現在加工委託先
　　のネットワークは国内に350
　　社程。
　　平成 21年度・平成 27年度
　　「優工場」認定企業

今岡　恵一 さん

有限会社今岡モールディング
代表取締役

プラスチック成形、金型設計製作
を主業とする。生産性と耐久性を
　両立した自社製総焼入れ金型を
　用いた熱可塑性及び熱硬化性
　樹脂成形品の量産成形を手掛
　　ける。
　　平成 24年度
　　「優工場」認定企業

平成30年度
東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞（奨励賞）
東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞を授賞！

■
■
■
■
■

会  期
会  場
出 展
申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

平成 31年 1月 31日（木）～ 2月 1日（金）
大田区産業プラザ（入場無料）
ものづくり企業（約 109社）
ホームページをご確認ください。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
k-fair23@pio-ota.jp

■
■
■

■

■

会  期
会  場
概 要

活 動 内 容

お問い合わせ

E-mail

2018年10月9日（火）～10月12日（金）
台北南港展示ホール
電子電機・部品、計測機器・装置、電源・
バッテリー等を扱う台湾最大級の見本市。
大田区企業 2社と当協会の共同出展及び
商談会、関係機関の訪問等。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6404
FAX.03-3733-6496
kaigai@pio-ota.jp

　「おおた工業フェア」は大田区の優れた技術・技
能を広くアピールすることを目的とした展示会で
す。高い技術力を持つ出展者と来場者との間で、活
発な交流が行われます。
　今回のテーマは「熟練×革新」です。熟練の技に
よる高精度で高付加価値な製品・技術の展示のほか、
既成概念に捉われずに新たな価値を創造するものづ
くりベンチャー企業 10社による企画展示ゾーンを
2階小展示ホールに設けます。「ものづくりのパートナー探し」、「新規事業展開」、「販路構築」などをご希望
の皆さまにとって、最高の出会いの場となります。ぜひご来場ください。

　出展した区内企業の製品を見た来場者の多くは品質や精度と
いった技術力についてはとても驚いていました。会期中の商談
会を通じて継続性のある案件もあったため、引続き継続して
フォローしていきます。
　台湾と日本は元々親近感があり、高度な互恵関係が期待でき
ます。今後も更に台湾産業支援の機関や企業に対して関係構築
を図りつつ区内企業の発展に寄与していきます。

https://www.pio-ota.jp/k-fair/23/

「台湾 TAITRONICS 2018」出展＆商談会開催後記

司会　まず、「優工場」に応募した時の思いや動機につい
てお話しください。
中村社長　私は会社をもっと大きくしていきたいという気
持ちで操業していましたが、平成 26年当時はまだまだ会
社として未熟な部分もあり、まず、「優工場」の資格に達
したいという思いでした。「優工場」の認定を受ければ、
企業として安心感を与え、人材も採用しやすくなるのでは
ないかと考えました。
笹川社長　私の場合はまだ父が社長の時で、私を鍛えるた
めに、父から「お前が仕切って認定取得のための準備をし
ろ」と言われました。それが平成 16年で、22年の再認定
時は、社員のモチベーションを上げて社内を活性化したい
と考え、自分の意志で応募しました。
西村社長　平成 21 年に初めて応募しました。リーマン
ショックの真っ只中で厳しい時期でした。私としては何か
きっかけが欲しくて、藁をもすがるような思いだったこと
を覚えています。まず、モチベーションを上げることが第
一。基本は 5Sですから、これならできると。何しろ仕事
がなく、毎日掃除して整理整頓する日々でした（笑）。

今岡社長　私は「優工場」の制度があることは知っていま
したが、審査が厳しいと聞いていましたので、多少心配も
ありました。平成 24年の応募の際には、社員に大田区か
ら表彰されるような会社であるという気持ちを持つこと
と、モチベーションを上げて自主性を育てることを目的に
しました。

司会　認定後のメリットはございましたか。

中村社長　当社は、先代から今の場所でやってきました。
近隣の住民の方たちには、認定を受けることで安心感を
持ってもらうことができたのではないかと思います。
今岡社長　当社も住宅地にあって夜は静かです。機械が動
いている音を出さないよう気をつけています。また、目の
前が小学校で、子どもたちの見学を積極的に受け入れてい
ます。「まちに優しい」が一つの認定要件にもなっている
ように、仕事の内容を地元に知ってもらうことも大事なこ
とと考えています。1学年150人位を2日掛かりで対応し、
今まで延べで 1,000 人位受け入れています。
笹川社長　「優工場」のつながりで仕事の幅が広がるとは
思いませんでしたが、他の認定企業から仕事の依頼がきた
こともあります。また、「優工場」の特設サイトを見た研
究機関などからの問い合わせも増え、仕事に結びついてい
ます。
中村社長　当社も取引先は増えました。私はあまり外との
付合いがなく、どちらかというと井の中の蛙でした。認定
を機に様々な人と知り合って、自分がやってきたことを外
から評価してもらうことができるようになったのは、私に
とって大きな意味がありました。
西村社長　交流会などに参加することも意味があります。

今岡社長　名刺に「優工場」のロゴを入れることで顧客に
内容を聞かれます。そこから仕事の話につながることもあ
ります。

名は知っていても、業務内容がわからないではもったいな
いですよね。まずは大田区から探す、「優工場」のネットワー
クがうまく構築できればいいと思います。
西村社長　近年は、区内で協力企業を探すのが難しくなっ
ています。私はリーマンショック以降、価格競争はしない
と決めています。東京、大田区の仕事は安くない。その代
わり品質重視、納期厳守に特化してきました。安い仕事を
受ける企業よりも、「優工場」の認定を受けるために努力し
た企業と付き合うことで必ずいいやりとりができる、良質
な製品がつくれると確信しています。これからは安い仕事
を取り合うのではなく、得意な分野を分け合っていくこと
が重要です。「優工場」認定企業間のネットワークが機能す
れば、笹川社長が言ったとおり、様々な仕事の話が舞い込
んでくる可能性があります。一度「できない」と言ってし
まうと、できる仕事までこなくなってしまいます。いかに
できない部分を仲間と共有してやっていくかが課題です。

中村社長　Web サイトなどを通じて、多種多様な注文が
きます。「優工場」認定企業間のネットワークができれば、
様々な知識も得られますし、意識の高い方々と知り合うこ
とができると思います。
今岡社長　当社は金型を製作しているので、工程において
多様な加工が必要となります。協力会社に依頼しています
が、地方の企業ですと時間が掛かり、またサイズも様々で
すから、区内で信頼のおける協力会社を探せるようになる
と大きなメリットになります。

今岡社長　発注企業側も、従来は何社かに仕事を振り分け
ていたものの、現在はなるべくなら一社に仕事を任せたい
という意向が強くなっています。今まで断っていた仕事を
「優工場」でまわしていけるような環境を作ることは、非
常に有効だと思います。

西村社長　この 4人の中だけでも、顧客の要望が多様化し
ていることで一致しています。知っていれば仕事を増やせ
る。30代、40代の経営者は将来について危機感は持って
いますが、簡単に工場も設備も人も増やせない。そういう
中で、つながりの輪が広がっていくのではないでしょうか。
笹川社長　最初は「優工場」のリスト化、マップ作りでス
タートして、近い将来は「優工場」認定企業間で何か新し
いものを生み出せるようになるといいですね。
今岡社長　私はメーカーにいたので、やはりオリジナルの
製品を作りたいですね。自社の技術だけではできないので、
「優工場」の皆さんと連携したいと思います。
西村社長　このような取組みを知って、若い世代が「優工
場」を目指してくれればいいですね。
今岡社長　ものづくり自体の魅力を発信できるようになる
といいですよね。
笹川社長　友好的なパートナーになるわけです。それを維
持するにはお互いに気持ちよく仕事ができる関係が望まし
いです。
西村社長　腹を割って話せる仲間に早くならないといけな
いですね。信頼関係を築き、困った時はお互いに助け合え
るチームになることです。
中村社長　リスト化することで企業間が密接になり、様々
なことができる信頼関係を結びたいと思います。
今岡社長　私も含め工場の経営者はものづくりが好きで
す。ものづくりが楽しくて、しかも世の中の役に立ってい
るからだと思います。「優工場」のネットワークを駆使して、
ものづくりを中心に皆さんと一緒に発展していくことを目
標にしたいですね。
司会　本日はありがとうございました。

新春座談会巻 頭 特 集

「優工場」応募に至るまで

「優工場」認定のメリット

笹川社長　私は、「優工場プロジェクト」が新たな取引先
の呼び水になると考えています。自社でできない仕事を断
らないだけでなく、今まで他の企業にふることは考えても
いなかったような仕事も検討できます。受け身だけでなく、
攻めに使えるツールになるのではないかと期待しています。

「優工場」信頼関係の構築

◆「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞
　シナノ産業株式会社（大田区矢口 2-30-2）

司会　平成 28年度からスタートした「優工場プロジェク
ト」ですが、今後の展望についてお伺いします。
笹川社長　最近は、顧客からの依頼が多岐に渡るように
なってきました。材料手配から全てやってほしいという依
頼もあり、わからないことも増えています。仕事によって
は、全国から外注先を探すのですが、そうか！「優工場」
認定企業がいるじゃないか、というわけです。しかし企業

「優工場 プロジェクト」の展望
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◆ 勤労者共済でスポーツクラブもお得に利用
　提携しているライフサポート倶楽部では各種スポーツ
クラブが法人契約料金で利用できます。都度利用や大変
お得な月会費でスポーツを楽しんでください。

入会金：200 円 / 人　　会費：月額 500 円 / 人
※�個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生
として負担した会費等は、損金または必要経費として
税金控除対象となります。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

電話または窓口でお申し込みください。
（公財）大田区産業振興協会
勤労者共済担当
TEL.03-3733-6107
kyousai-fureai@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/fureai/

◆ PiO デザイン工房
　PiO デザイン工房では、デザインのプロがチラシ・パン
フレットの他、ロゴマーク、パッケージのデザイン、ま
たホームページ制作等、相談者の要望にあわせて一から
作り上げる支援を行っています。

相談料　1 回につき　1 時間 45 分　5,400 円

申 込 方 法
お問い合わせ

電話または窓口でお申込みください。
（公財）大田区産業振興協会
経営サポート担当
TEL.03-3733-6144

https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声：毎回限られた時間の中であらゆる角度からどうすべきか考え、きめ細
やかな対応をしていただけるのでとても重宝しています。弊社に合ったプランをそ
の都度ご提案していただけるので助かっています。　　　　　　　  ㈲橘商店　橘様

賞名 プラン名称 受賞者名（敬称略）

最優秀賞 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

大田区長賞 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

さわやか信用金庫賞�
（さわやか信用金庫） 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

"よい仕事おこし”賞
（城南信用金庫） 磁場環境用モータを活用したMRI 内で利用可能な点滴装置の開発 株式会社 Piezo�Sonic

共立信用組合賞�
（共立信用組合） 魔法学校 パティスリー・パーティー

日本工学院賞�
（日本工学院） モバイルバッテリーシェアリング オーロラ株式会社

芝信用金庫賞�
( 芝信用金庫） 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

川崎信用金庫賞�
（川崎信用金庫） バルーン（風船）で人と人をつなげよう！�～大田区の個店から地域、そして世界へ～ バルーンショップ��MARQUEES

第一勧信賞�
（第一勧業信用組合） 「発達障がい者の個性が発揮され楽しく働ける宿泊施設」の開発・運営 株式会社 The�Guest�House�Japan

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会  イノベーション創出担当
【TEL】03-3733-6294　【E-mail】innovation@pio-ota.jp

参加申込期限

日　　時 会　　場

平成 31 年 1 月 25 日（金）

受賞者一覧表

詳細及び申込み方法はホームページを
ご覧ください。

https://www.pio-ota.jp/news/2018/11/10.html

平成 31 月 2 月 7 日（木）
14：30 ～ 16：00（予定）

大田区産業プラザ（PiO）
4 階コンベンションホール

大田区ビジネスプランコンテスト表彰式及び
受賞者プレゼンテーション
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会社を元気にする多くの支援事業

「優工場」認定企業間によるネットワーク構築
～新たな可能性へのチャレンジ～

新春座談会

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。

巻 頭 特 集

■ 平成 31 年度 新製品・新技術開発支援
　 （開発ステップアップ助成・実用化製品化助成）
　 事業説明会
本助成制度について、助成対象や申請要領等をご説明します。
※�本事業は区議会における平成 31 年度当初予算案の可決・成立
をもって正式に実施します。

https://www.pio-ota.jp/newfield-challenge/start-
business/new-technology-support.html

対 象

時 期

申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

大田区で本社または事業所を 1年以上操業して
いる中小企業者（個人事業者を含む）
3月 13日（水）予定
第 1回 15：00～　第 2回 18：00～
2月上旬頃に大田区産業振興協会ホームページ
にてお知らせする予定です。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり・イノベーション推進課
イノベーション創出担当
TEL.03-3733-6294
FAX.03-3733-6496
innovation@pio-ota.jp

　平成 7年度、大田区産業振興協会が発足と同時に工場
表彰制度�大田区「優工場」がスタート。以降、24年間
で延べ 255 社（実数 179 社）を認定及び表彰しました。
「優工場」は徐々に知名度と信頼度を高め、現在は協会
Webサイトのコンテンツの中でもアクセス数は常に上位
にあります。平成21年度には初めて認定企業の「交流会」
を開催し、多くの企業にご参加いただきました。その後、
平成 28 年度に “仮想プロジェクト” 立ち上げを目途と
した「グループディスカッション＆交流会」を開催。そ
の交流会の中で、参加企業から出たご意見・ご要望を基
に、認定企業間の取組みに積極的な企業に働きかけ「優
工場プロジェクト」を立ち上げるに至りました。今回は、
その主要メンバーである 4社の経営者に集まっていただ
き、「優工場」について、またプロジェクトのこれから
について、語っていただきました。

■ やさしい図面の見方講座（2回目）
当講座では、図面の役割、投影の方法、各種記号など、図面を見
る上で基礎となる知識を習得します。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
講 師
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、図面に関する
基礎的な知識の習得を必要とする方
※�原則として大田区在住または在勤の方を対象
とします。
平成31年2月13日（水）、14日（木）、19日（火）
20日（水）、21日（木）　（全5日間）
18：30～ 21：30�
日本工学院専門学校　蒲田キャンパス
40名�（抽選制）
日本工学院専門学校　斎藤先生　他
5,000 円（教材費込）
平成 31年 1月 28日（月）
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 1 月は固定資産税（償却資産）の
　 申告月です（23 区内）
平成 31 年１月１日現在、23 区内に償却資産を所有している方
は、申告が必要です。平成 31年 1月 31 日までに、資産が所在す
る区にある都税事務所に申告してください。申告には、電子申告
（eLTAX：エルタックス）もご利用になれます。

お問い合わせ ◦大田都税事務所
　TEL.03-3733-2411
◦ eLTAX ヘルプデスク
　TEL.0570-081459

■ 実践「汎用旋盤・フライス盤」講座 [初級]（1回目）
選択式で、汎用旋盤またはフライス盤の基礎を学びます。旋盤また
はフライス盤のどちらをご希望か明記の上、お申し込みください。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用
旋盤・フライス盤の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
とします。

平成31年4月13日、20日、27日（土曜日3日間）
9：15～ 16：30
東京都立城南職業能力開発センター大田校�
10 名（抽選制）
3,000 円（教材費込）
平成 31年 2月 22日（金）�
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 東京信用保証協会のご案内
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金
をお借入する際、保証人となることで資金調達をスムーズにする
役割を担う公的機関です。

http://www.cgc-tokyo.or.jp

◆ 第12 回  大田区加工技術展示商談会  出展企業募集
　大田区の優れた「加工技術」を全国の大手・中堅企業に
PRし、具体的な契約成立を図るための展示商談会です。皆
様の技術を、当展示会で披露してみませんか？�毎年、全国
から約2,000名の技術者が来場しています。今回は100小間
を募集いたします（先着順に選考）。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

下記URL経由でお申し込み
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
torisoku@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/solution-fair.html

お問い合わせ

〇無担保での利用が可能です。
〇ニーズに応じた資金調達が可能です。
〇様々な経営支援メニューの
　ご利用が可能です。
東京信用保証協会　大田支店
TEL.03-5710-3610

■ キャリアアップ講習　2 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。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
ohta/index.html

対 象

募 集 期 間
募 集 科 目

申 込 方 法

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。
2月 1日（金）～ 10日（日）【必着】
機械図面の見方とCAD製図、Excel によるデータ
ベースの活用、社内ネットワークの構築と運用【初級】
※詳細は大田校ホームページ参照。
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

笹川　典一さん 中村　裕樹さん 今岡　恵一さん 西村　修さん

【信用保証協会ご利用のメリット】

　あけましておめでとうございます。
　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催、羽田空港跡地開発の一部概成まであと 1
年となりました。今年は、「新産業創造・発信拠点～ HANEDA ゲートウェイ～」の形成を目途に、
自動走行やロボティクスなど先端産業分野に着目した戦略的産業クラスターの構築や大田区
における受発注機能の強化に注力して事業を展開いたします。
　大田区産業振興協会は、関係行政機関、産業団体や区内企業の皆さまとともに、地域産
業の振興を推進していきたいと決意を新たにしております。本年度もご支援・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

平成31年元旦　公益財団法人 大田区産業振興協会　
理事長　幸田　昭一

個人情報の取り扱いについて

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）

OPEN!

平成 31年 1月 15日発行（隔月 1回発行）
TECHNOPLAZA　第 281号

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】03-3733-6476
【FAX】03-3733-6459

E-mail：technoplaza@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp

料金後納

ゆうメール
差出人／返還先
〒144-0035
大田区南蒲田 1-20-20
（公財）大田区産業振興協会内PDM

大田区
ビジネスプランコンテスト

表彰式
大田区ビジネスプランコンテストは今年度で第10回目を迎えました。区内外から様々なビジネス
プランを募集し、その中から最優秀賞をはじめ協賛企業による特別賞を含め全9件の入賞プランが
決定しました。表彰式では、受賞者による入賞プランのプレゼンテーションも行われます。多くの
皆さまのご来場をお待ちしています。
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◆ 勤労者共済でスポーツクラブもお得に利用
　提携しているライフサポート倶楽部では各種スポーツ
クラブが法人契約料金で利用できます。都度利用や大変
お得な月会費でスポーツを楽しんでください。

入会金：200 円 / 人　　会費：月額 500 円 / 人
※�個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生
として負担した会費等は、損金または必要経費として
税金控除対象となります。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

電話または窓口でお申し込みください。
（公財）大田区産業振興協会
勤労者共済担当
TEL.03-3733-6107
kyousai-fureai@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/fureai/

◆ PiO デザイン工房
　PiO デザイン工房では、デザインのプロがチラシ・パン
フレットの他、ロゴマーク、パッケージのデザイン、ま
たホームページ制作等、相談者の要望にあわせて一から
作り上げる支援を行っています。

相談料　1 回につき　1 時間 45 分　5,400 円

申 込 方 法
お問い合わせ

電話または窓口でお申込みください。
（公財）大田区産業振興協会
経営サポート担当
TEL.03-3733-6144

https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声：毎回限られた時間の中であらゆる角度からどうすべきか考え、きめ細
やかな対応をしていただけるのでとても重宝しています。弊社に合ったプランをそ
の都度ご提案していただけるので助かっています。　　　　　　　  ㈲橘商店　橘様

賞名 プラン名称 受賞者名（敬称略）

最優秀賞 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

大田区長賞 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

さわやか信用金庫賞�
（さわやか信用金庫） 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

"よい仕事おこし”賞
（城南信用金庫） 磁場環境用モータを活用したMRI 内で利用可能な点滴装置の開発 株式会社 Piezo�Sonic

共立信用組合賞�
（共立信用組合） 魔法学校 パティスリー・パーティー

日本工学院賞�
（日本工学院） モバイルバッテリーシェアリング オーロラ株式会社

芝信用金庫賞�
( 芝信用金庫） 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

川崎信用金庫賞�
（川崎信用金庫） バルーン（風船）で人と人をつなげよう！�～大田区の個店から地域、そして世界へ～ バルーンショップ��MARQUEES

第一勧信賞�
（第一勧業信用組合） 「発達障がい者の個性が発揮され楽しく働ける宿泊施設」の開発・運営 株式会社 The�Guest�House�Japan

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会  イノベーション創出担当
【TEL】03-3733-6294　【E-mail】innovation@pio-ota.jp

参加申込期限

日　　時 会　　場

平成 31 年 1 月 25 日（金）

受賞者一覧表

詳細及び申込み方法はホームページを
ご覧ください。

https://www.pio-ota.jp/news/2018/11/10.html
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「優工場」は徐々に知名度と信頼度を高め、現在は協会
Webサイトのコンテンツの中でもアクセス数は常に上位
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を開催し、多くの企業にご参加いただきました。その後、
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その主要メンバーである 4社の経営者に集まっていただ
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について、語っていただきました。
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時 期

会 場
定 員
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用
旋盤・フライス盤の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
とします。

平成31年4月13日、20日、27日（土曜日3日間）
9：15～ 16：30
東京都立城南職業能力開発センター大田校�
10 名（抽選制）
3,000 円（教材費込）
平成 31年 2月 22日（金）�
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 東京信用保証協会のご案内
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金
をお借入する際、保証人となることで資金調達をスムーズにする
役割を担う公的機関です。

http://www.cgc-tokyo.or.jp

◆ 第12 回  大田区加工技術展示商談会  出展企業募集
　大田区の優れた「加工技術」を全国の大手・中堅企業に
PRし、具体的な契約成立を図るための展示商談会です。皆
様の技術を、当展示会で披露してみませんか？�毎年、全国
から約2,000名の技術者が来場しています。今回は100小間
を募集いたします（先着順に選考）。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

下記URL経由でお申し込み
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
torisoku@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/solution-fair.html

お問い合わせ

〇無担保での利用が可能です。
〇ニーズに応じた資金調達が可能です。
〇様々な経営支援メニューの
　ご利用が可能です。
東京信用保証協会　大田支店
TEL.03-5710-3610

■ キャリアアップ講習　2 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。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
ohta/index.html

対 象

募 集 期 間
募 集 科 目

申 込 方 法

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。
2月 1日（金）～ 10日（日）【必着】
機械図面の見方とCAD製図、Excel によるデータ
ベースの活用、社内ネットワークの構築と運用【初級】
※詳細は大田校ホームページ参照。
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

笹川　典一さん 中村　裕樹さん 今岡　恵一さん 西村　修さん

【信用保証協会ご利用のメリット】

　あけましておめでとうございます。
　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催、羽田空港跡地開発の一部概成まであと 1
年となりました。今年は、「新産業創造・発信拠点～ HANEDA ゲートウェイ～」の形成を目途に、
自動走行やロボティクスなど先端産業分野に着目した戦略的産業クラスターの構築や大田区
における受発注機能の強化に注力して事業を展開いたします。
　大田区産業振興協会は、関係行政機関、産業団体や区内企業の皆さまとともに、地域産
業の振興を推進していきたいと決意を新たにしております。本年度もご支援・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

平成31年元旦　公益財団法人 大田区産業振興協会　
理事長　幸田　昭一

個人情報の取り扱いについて

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）

OPEN!

平成 31年 1月 15日発行（隔月 1回発行）
TECHNOPLAZA　第 281号

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】03-3733-6476
【FAX】03-3733-6459

E-mail：technoplaza@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp

料金後納

ゆうメール
差出人／返還先
〒144-0035
大田区南蒲田 1-20-20
（公財）大田区産業振興協会内PDM

大田区
ビジネスプランコンテスト

表彰式
大田区ビジネスプランコンテストは今年度で第10回目を迎えました。区内外から様々なビジネス
プランを募集し、その中から最優秀賞をはじめ協賛企業による特別賞を含め全9件の入賞プランが
決定しました。表彰式では、受賞者による入賞プランのプレゼンテーションも行われます。多くの
皆さまのご来場をお待ちしています。

テクノプラザ_2019_1月_2.indd   1 2018/12/14   18:41:21



◆ 勤労者共済でスポーツクラブもお得に利用
　提携しているライフサポート倶楽部では各種スポーツ
クラブが法人契約料金で利用できます。都度利用や大変
お得な月会費でスポーツを楽しんでください。

入会金：200 円 / 人　　会費：月額 500 円 / 人
※�個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生
として負担した会費等は、損金または必要経費として
税金控除対象となります。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

電話または窓口でお申し込みください。
（公財）大田区産業振興協会
勤労者共済担当
TEL.03-3733-6107
kyousai-fureai@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/fureai/

◆ PiO デザイン工房
　PiO デザイン工房では、デザインのプロがチラシ・パン
フレットの他、ロゴマーク、パッケージのデザイン、ま
たホームページ制作等、相談者の要望にあわせて一から
作り上げる支援を行っています。

相談料　1 回につき　1 時間 45 分　5,400 円

申 込 方 法
お問い合わせ

電話または窓口でお申込みください。
（公財）大田区産業振興協会
経営サポート担当
TEL.03-3733-6144

https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声：毎回限られた時間の中であらゆる角度からどうすべきか考え、きめ細
やかな対応をしていただけるのでとても重宝しています。弊社に合ったプランをそ
の都度ご提案していただけるので助かっています。　　　　　　　  ㈲橘商店　橘様

賞名 プラン名称 受賞者名（敬称略）

最優秀賞 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

大田区長賞 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

さわやか信用金庫賞�
（さわやか信用金庫） 災害時に聴覚障害者の逃げ遅れを防ぐウェアラブルデバイス情報提供サービス みみより株式会社

"よい仕事おこし”賞
（城南信用金庫） 磁場環境用モータを活用したMRI 内で利用可能な点滴装置の開発 株式会社 Piezo�Sonic

共立信用組合賞�
（共立信用組合） 魔法学校 パティスリー・パーティー

日本工学院賞�
（日本工学院） モバイルバッテリーシェアリング オーロラ株式会社

芝信用金庫賞�
( 芝信用金庫） 囲碁から始まる、大田区魅力発信事業��～アンバサダー作り～ カフェと囲碁��ひだまり

川崎信用金庫賞�
（川崎信用金庫） バルーン（風船）で人と人をつなげよう！�～大田区の個店から地域、そして世界へ～ バルーンショップ��MARQUEES

第一勧信賞�
（第一勧業信用組合） 「発達障がい者の個性が発揮され楽しく働ける宿泊施設」の開発・運営 株式会社 The�Guest�House�Japan

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会  イノベーション創出担当
【TEL】03-3733-6294　【E-mail】innovation@pio-ota.jp

参加申込期限

日　　時 会　　場

平成 31 年 1 月 25 日（金）

受賞者一覧表

詳細及び申込み方法はホームページを
ご覧ください。

https://www.pio-ota.jp/news/2018/11/10.html

平成 31 月 2 月 7 日（木）
14：30 ～ 16：00（予定）

大田区産業プラザ（PiO）
4 階コンベンションホール

大田区ビジネスプランコンテスト表彰式及び
受賞者プレゼンテーション

大田区を元気にする産業情報誌

JANUARY 2019 1
テクノプラザ

INFORMATION
ご活用ください！

会社を元気にする多くの支援事業

「優工場」認定企業間によるネットワーク構築
～新たな可能性へのチャレンジ～

新春座談会

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。

巻 頭 特 集

■ 平成 31 年度 新製品・新技術開発支援
　 （開発ステップアップ助成・実用化製品化助成）
　 事業説明会
本助成制度について、助成対象や申請要領等をご説明します。
※�本事業は区議会における平成 31 年度当初予算案の可決・成立
をもって正式に実施します。

https://www.pio-ota.jp/newfield-challenge/start-
business/new-technology-support.html

対 象

時 期

申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

大田区で本社または事業所を 1年以上操業して
いる中小企業者（個人事業者を含む）
3月 13日（水）予定
第 1回 15：00～　第 2回 18：00～
2月上旬頃に大田区産業振興協会ホームページ
にてお知らせする予定です。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり・イノベーション推進課
イノベーション創出担当
TEL.03-3733-6294
FAX.03-3733-6496
innovation@pio-ota.jp

　平成 7年度、大田区産業振興協会が発足と同時に工場
表彰制度�大田区「優工場」がスタート。以降、24年間
で延べ 255 社（実数 179 社）を認定及び表彰しました。
「優工場」は徐々に知名度と信頼度を高め、現在は協会
Webサイトのコンテンツの中でもアクセス数は常に上位
にあります。平成21年度には初めて認定企業の「交流会」
を開催し、多くの企業にご参加いただきました。その後、
平成 28 年度に “仮想プロジェクト” 立ち上げを目途と
した「グループディスカッション＆交流会」を開催。そ
の交流会の中で、参加企業から出たご意見・ご要望を基
に、認定企業間の取組みに積極的な企業に働きかけ「優
工場プロジェクト」を立ち上げるに至りました。今回は、
その主要メンバーである 4社の経営者に集まっていただ
き、「優工場」について、またプロジェクトのこれから
について、語っていただきました。

■ やさしい図面の見方講座（2回目）
当講座では、図面の役割、投影の方法、各種記号など、図面を見
る上で基礎となる知識を習得します。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
講 師
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、図面に関する
基礎的な知識の習得を必要とする方
※�原則として大田区在住または在勤の方を対象
とします。
平成31年2月13日（水）、14日（木）、19日（火）
20日（水）、21日（木）　（全5日間）
18：30～ 21：30�
日本工学院専門学校　蒲田キャンパス
40名�（抽選制）
日本工学院専門学校　斎藤先生　他
5,000 円（教材費込）
平成 31年 1月 28日（月）
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 1 月は固定資産税（償却資産）の
　 申告月です（23 区内）
平成 31 年１月１日現在、23 区内に償却資産を所有している方
は、申告が必要です。平成 31年 1月 31 日までに、資産が所在す
る区にある都税事務所に申告してください。申告には、電子申告
（eLTAX：エルタックス）もご利用になれます。

お問い合わせ ◦大田都税事務所
　TEL.03-3733-2411
◦ eLTAX ヘルプデスク
　TEL.0570-081459

■ 実践「汎用旋盤・フライス盤」講座 [初級]（1回目）
選択式で、汎用旋盤またはフライス盤の基礎を学びます。旋盤また
はフライス盤のどちらをご希望か明記の上、お申し込みください。

http://www.ootakoren.com/

対 象

時 期

会 場
定 員
受 講 料
申 込 〆 切
申 込 方 法

お問い合わせ

E-mail

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用
旋盤・フライス盤の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
とします。

平成31年4月13日、20日、27日（土曜日3日間）
9：15～ 16：30
東京都立城南職業能力開発センター大田校�
10 名（抽選制）
3,000 円（教材費込）
平成 31年 2月 22日（金）�
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。
（一社）大田工業連合会
〒144-0035�大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ内
TEL.03-3737-0797
FAX.03-3737-0799
office@ootakoren.com

■ 東京信用保証協会のご案内
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金
をお借入する際、保証人となることで資金調達をスムーズにする
役割を担う公的機関です。

http://www.cgc-tokyo.or.jp

◆ 第12 回  大田区加工技術展示商談会  出展企業募集
　大田区の優れた「加工技術」を全国の大手・中堅企業に
PRし、具体的な契約成立を図るための展示商談会です。皆
様の技術を、当展示会で披露してみませんか？�毎年、全国
から約2,000名の技術者が来場しています。今回は100小間
を募集いたします（先着順に選考）。

申 込 方 法
お問い合わせ

E-mail

下記URL経由でお申し込み
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL.03-3733-6126
torisoku@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/solution-fair.html

お問い合わせ

〇無担保での利用が可能です。
〇ニーズに応じた資金調達が可能です。
〇様々な経営支援メニューの
　ご利用が可能です。
東京信用保証協会　大田支店
TEL.03-5710-3610

■ キャリアアップ講習　2 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。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
ohta/index.html

対 象

募 集 期 間
募 集 科 目

申 込 方 法

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。
2月 1日（金）～ 10日（日）【必着】
機械図面の見方とCAD製図、Excel によるデータ
ベースの活用、社内ネットワークの構築と運用【初級】
※詳細は大田校ホームページ参照。
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

笹川　典一さん 中村　裕樹さん 今岡　恵一さん 西村　修さん

【信用保証協会ご利用のメリット】

　あけましておめでとうございます。
　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催、羽田空港跡地開発の一部概成まであと 1
年となりました。今年は、「新産業創造・発信拠点～ HANEDA ゲートウェイ～」の形成を目途に、
自動走行やロボティクスなど先端産業分野に着目した戦略的産業クラスターの構築や大田区
における受発注機能の強化に注力して事業を展開いたします。
　大田区産業振興協会は、関係行政機関、産業団体や区内企業の皆さまとともに、地域産
業の振興を推進していきたいと決意を新たにしております。本年度もご支援・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

平成31年元旦　公益財団法人 大田区産業振興協会　
理事長　幸田　昭一

個人情報の取り扱いについて

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）

OPEN!

平成 31年 1月 15日発行（隔月 1回発行）
TECHNOPLAZA　第 281号
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大田区
ビジネスプランコンテスト

表彰式
大田区ビジネスプランコンテストは今年度で第10回目を迎えました。区内外から様々なビジネス
プランを募集し、その中から最優秀賞をはじめ協賛企業による特別賞を含め全9件の入賞プランが
決定しました。表彰式では、受賞者による入賞プランのプレゼンテーションも行われます。多くの
皆さまのご来場をお待ちしています。
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