
「新製品・新技術コンクール」
（最優秀賞）日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

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。（中面に続く）

大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む
大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む

進化し続ける「優工場」進化し続ける「優工場」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）
株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き
服薬支援ロボット「FUKU助」

「優工場」
総合部門賞
株式会社信栄テクノ

「優工場」
総合部門賞／人に優しい部門賞
株式会社クライム・ワークス

「優工場」
総合部門賞／まちに優しい部門賞
株式会社マテリアル

新製品・新技術コンクール

優工場

国内・海外見本市出展助成制度をご利用ください

　大田区産業振興協会では、国内・海外を問わず、展示会へ出展
する際の費用の一部を助成できるよう、見本市出展助成制度を設
けています。ぜひ、ご利用ください。

対　　象 区内に本社又は事業所を有する中小企業者
及び中小企業者グループ

出展料・小間装飾費用等対象経費

助成金額 （国内）最大30万円  （海外）最大40万円
※ただし、過去に当協会と共同出展された回数・本助成金を
　利用された回数により助成率が変わります。

募集告知 4月初旬
申込方法

お問い合わせ

国内ホームページ

海外ホームページ

詳細は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　E-mail. torisoku@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/trade-fair.html
https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/exhibitorsupport.html

 TOPIC

1
海外見本市 国内見本市

各種認証取得支援助成金のご案内

　会社の強みを「カタチ」にしませんか？
　環境配慮型経営や国際競争力向上や新分野進出等を目
的として、各種許認可を取得した大田区中小企業に対し
て、その経費の一部（最大100万円）を助成します。

申込方法

お問い合わせ
詳細は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 
経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　
FAX. 03-3733-6459　
E-mail. keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
business-consulting/
business-supoort-services2.html

 TOPIC

2

その仕事内職に任せてみませんか？

　「手作業・単純作業」の仕事を在宅の内職希望者がお
引き受けします。仕事の頻度に合わせて単発・短期でも
ご利用いただけます。

ホームページ

対　　象 大田区内外の中小事業者
月～金（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00  13:00～17:00

相談受付時間

申込方法

お問い合わせ
電話またはホームページ
（公財）大田区産業振興協会 
内職相談窓口　
TEL. 03-3733-6109
https://www.pio-ota.jp/
human-resources/naishoku.html

 TOPIC

3

許認可等の名称 助成の対象となる費用 助成金上限額

エコアクション21 審査費用及び現地審査のための交通費認証・登録費用

10万円

エコステージ 登録評価費用、評価員の旅費交通費
プライバシーマーク 申請料、審査料、付与登録料

医療機器製造業登録
（更新を含む）

書面審査手数料
適合性実地調査手数料

医療機器製造販売業許可
（更新を含む）

医療機器修理業許可
（更新、区分追加・変更を含む）

ISO9001
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
審査費用等

50万円ISO14001
ISO27001　
ISO13485 75万円

JISQ9100 申請料、審査料、認証（初回登録）料
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
翻訳料・通訳料

100万円
NADCAP

〔新、改良、後発〕
医療機器製造販売承認
（一部変更を含む） 国及び調査機関に支払う手数料 75万円

指定管理医療機器製造販売認証

勤労者共済でレジャーと給付制度をフル活用
　大田区勤労者共済ではレジャー以外に、結婚、出生など給付事由に該当する場
合、各種慶弔見舞金が支給されます。また退会することなく長期継続した方には
お祝いの品を贈呈します。詳しくは窓口やお電話でお問い合わせください。

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

電話または窓口でお申し込みください。申込方法

（公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107

お問い合わせ

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。

料　　金

NCプログラミング初級講座（1回目）
　工作機械のNCプログラミング（Gコード）の基礎、パソコンによるプログラミ
ング、マシンによる実習を行います。

金属加工業、機械工業に従事し、
NCプログラミングの基礎技能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

対　　象

2019年5月25日(土)、6月1日(土)、8日(土)
（毎土曜日3日間） 9：15～16：30  

時　　期

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

10名（抽選制）定　　員 3,000円（教材費込）受 講 料

2019年4月12日（金）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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（TEL. 3737-0797）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。　

新入社員セミナー
　大田区と一般社団法人大田工業連合会が主催する新入社員研修です。経営者
の皆様にかわり、会社の発展に必要な新入社員人材の育成を担います。
　ぜひ、新入社員の皆様のご受講をご検討ください。

今春学校等を卒業し、区内の工業系企業に就職した方。
（中途採用の方も歓迎）
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

対　　象

2019年4月2日（火）、3日（水）、4日（木）
（3日間） 9：30～16：30 

時　　期

大田区産業プラザ(PiO) 6階 C会議室会　　場

40名 応募多数の場合は抽選とさせて頂きます。定　　員

1名あたり13,000円（昼食代、教材費等込）受 講 料

2019年3月20日（水）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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。　

第103回新技術開発助成募集（第１次）
　中小企業が取り組む「独創的な新技術の実用化開発」を対象に、試作費合計
額の5分の4以下でかつ2,400万円を限度として助成します。

資本金3億円以下または従業員300名以下で、
自ら技術開発する会社

対　　象

http://www.sgkz.or.jp

市村清新技術財団
TEL. 03-3775-2021　
FAX. 03-3775-2020
E-mail. zaidan-mado@sgkz.or.jp

お問い合わせ

時　　期 募集受付期間：４月1日（月）～４月20日（土） （締切日消印有効）
市村清新技術財団の新技術開発助成は、年2回実施しています。
2019年度の第1次の募集として、第103回新技術開発助成を募
集しています。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020
　「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020」の開催が決定しました。開催概要
等につきましては、詳細が固まり次第、当協会ホームページ等にてお知らせいた
します。

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

2020年2月19日（水）時　　期

東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー会　　場

東京信用保証協会
ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL. 03-3272-2070

お問い合わせ

【開業資金】 創業者向け事業資金融資あっせん
　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。

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年以内の者を含む）

対　　象

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/kaigyo.html

相談受付時間： 月～金曜日 9:00～11:00　13:00～16:00
○相談～申込手続きは創業者ご本人様が行います(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。

時　　期

融資あっせんの相談・申込については、
大田区産業プラザ2階
大田区産業振興課融資係まで(予約不要)

申込方法

大田区 産業振興課融資係
TEL. 03-3733-6185　
FAX. 03-3733-6159

お問い合わせ

平成31年度事業化チャレンジ道場
　当事業は、工業デザインの手法を活用した新製品開発～事業化までを継続的
に取り組めるよう一体的にサポートする事業です。

都内に主たる事業所を有し、
自社技術等を活用して製品開発を目指す中小企業

対　　象

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

平成31年4月頃募集予定　
選考の上、決定します。

時　　期

ホームページの申込フォーム申込方法

（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社
事業化チャレンジ道場事務局
TEL. 03-3733-6284　
E-mail. dojyo@tokyo-kosha.or.jp

お問い合わせ

1企業 70,000円受 講 料

キャリアアップ講習 4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。

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対　　象

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

4月1日（月）～10日（水）【必着】募集期間

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

お問い合わせ

アーク溶接（特別教育）（1）（2）、Officeソフトによるデータ活用法、
社内ネットワークの構築と運用【中級】ほか1科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

募集科目

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。）　

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）

ご活用ください! 
会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

お問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　E-mail. keiei@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/business-consulting/intellectual-property-general-consultation.html

「スポーツ」にまつわる
知財のはなし
　ご存知のように、今年の「ラグビーワールドカップ」、来年の「東京オリン

ピック・パラリンピック」と日本ではスポーツのビックイベントが続けて開催

されます。今回は、知財とは一見関係なさそうに見える「スポーツ」と知財と

の関係についてのお話です。

　スポーツ選手が身につけるウェアやシューズは、科学的な評価・分析に基づいて構造や材料が選択されており、正に技術の塊
です。この点はテレビドラマ等で、ご存知の方も多いかもしれません。
　また、情報化社会の現在では、練習中も競技中も選手のトラッキングデータがリアルタイムで収集されています。例えばラグ
ビーやサッカーの選手はスポーツブラのようなホルダーで背中にＧＰＳ受信機を装着し、移動経路やポジショニング、スピード等を
データ化されています。
　そして、これらの技術の多くは特許権により保護され、勝利や記録を追求するスポーツ選手をサポートしています。

● 特許権との関係

　スポーツイベントの収支は商標権に支えられているといっても過言ではありません。例えば、今回の東京オリンピック・パラ
リンピックでは、オリンピック組織委員会の予算６０００億円の内、ＴＯＰ（The Olympic Partners）スポンサー、国内スポンサー
及び商標ライセンスによる収入だけで６割以上を賄っています。〔※１〕スポンサーやライセンシー（ライセンスを受けた者）は多額
のお金の見返りとして、オリンピックの商標を使用でき、また、スポンサーは自身の商標を競技場等で表示できます。

● 商標権との関係

● 著作権との関係

　非常口のマークでお馴染みの「ピクトグラム」は、競技内容を直感的に伝達するのに用いられており、著作権で保護されてい
ます。挿絵の左上のピクトグラムはリオオリンピックで陸上競技用に作成されたものです。ちなみに、日本では、１９６４年の前回の
東京オリンピックで初めて開発され、外国語の苦手な当時の日本人を大いに助けたそうです。
　また、競技の映像や写真も著作権により保護されています。
　上述したように、スポーツと知財は密接に関連しており、その密接度は年々増しています。スポーツを行うときや観戦するときに
頭の片隅に知財との関連を思い浮かべていただければ幸いです。

脚注 ※１ 青木博通、「オリンピックと商標」、月刊パテントVOL.71（1）、26-33
弁理士　三田大智 （ＮＩＭ国際特許事務所 代表）

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権が侵害
された、あるいは侵害していると訴えられた場合の
具体的な対応についての相談

二次相談

申込時に応相談日時・場所

特許、実用新案、意匠、商標等の出願や取得及び
侵害に関する一般的な相談
※出願書類等の作成や先行技術調査等の代行はできません。

毎週水曜日 10：00～／13：00～／14：30～
（祝日・年末年始を除く）

大田区産業プラザ（PiO）3階

一次相談

日　時

場　所

特許等の権利化や模倣品等の権利侵害に対して、専門家が無料相談に応じます。

大田区内に事業所を有する企業、または個人対　象

下記問い合わせ先に電話でお申し込みください。（完全予約制）申　込

知的財産
総合相談
サービス

大田区を元気にする産業情報誌大田区を元気にする産業情報誌

平成31年3月15日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第282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
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株式会社 イソダメタル
銅合金・ホワイトメタルのすべり軸受製造

世界中の船舶の運航を支える卓越した技術。
営業力の強化と従業員の
更なる技能向上を目指す。

代表者／服部 大介  従業員数／63人  創業年／1905年
大田区矢口1-23-8
TEL. 03-3759-5351　FAX. 03-3758-5681
https://www.isodametal.co.jp

認定
工場

山王鐵工 株式会社
金属加工機械製造

切れ味が良く永年使用できる
スリッターラインを提供。海外展開にも注力し
世界中のお客様のビジネスに貢献。

代表者／今田 博之  従業員数／23人  創業年／1947年
大田区大森北6-20-11
TEL. 03-3761-2126　FAX. 03-3761-2130
http://www.sanno-tekko.co.jp

認定
工場

株式会社 植木製作所
金属機械加工

小径小物の精密複合加工を通して
社会に貢献。「顧客ファースト」を
理念に取り組む誠実な仕事。

代表者／植木 敬三  従業員数／13人  創業年／1985年
大田区南六郷1-21-14
TEL. 03-3737-6882　FAX. 03-3737-6188
http://kk-uekiss.co.jp

認定
工場

株式会社 西尾硝子鏡工業所
ガラス加工・内装仕上げ

ガラス同士を気泡を入れずに接着する
高度な技術。５つの事業を柱に
「西尾ブランド」の確立を目指す。

代表者／西尾 智之  従業員数／23人  創業年／1932年
大田区大森北5-9-12
TEL. 03-3761-5494　FAX. 03-3763-8819
http://www.nishio-m.co.jp

認定
工場

睦化工 株式会社
プラスチック射出成形

真理＝本質を探究し、ものづくりを通して
社会に貢献。「従業員満足」を理念に
働きやすい環境づくりに努める。

代表者／古川 亮一  従業員数／50人  創業年／1965年
大田区矢口3-17-13
TEL. 03-3758-2641　FAX. 03-3756-0063
http://www.mutsumikako.co.jp

認定
工場

富士セイラ 株式会社
ねじ部品及び機械加工部品の製造

社会の変化に対応する商品と
サービスを提供。グローバルな視点で
人々の生活・文化を支える。

代表者／髙須 俊行  従業員数／89人  創業年／1927年
大田区城南島2-4-4
TEL. 03-3790-8116　FAX. 03-3790-5025
http://www.fujiseira.co.jp/index.html

認定
工場

難易度の高い加工に挑戦し、
限界と可能性を追求。ものづくりの感動を
求める少数精鋭の技術集団。

代表者／高橋 健太  従業員数／11人  創業年／1953年
大田区東六郷1-13-10
TEL. 03-3739-3121　FAX. 03-3739-3129
http://www.shinei-tecno.co.jp

株式会社 信栄テクノ
切削微細精密部品加工

総合
部門賞

強みは金属・樹脂切削、樹脂成形の
短納期試作。精度の高い部品を、
より早く適正コストで提供。

代表者／山口 誠二  従業員数／56人  創業年／1990年
大田区東糀谷6-4-17-107 OTAテクノCORE １Ｆ
TEL. 03-3742-0691　FAX. 03-3742-0692
http://www.climbworks.co.jp

株式会社 クライム・ワークス
金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、
プラスチック射出成型

多様な部品の試作開発から量産までを
プロデュース。地域の特性を生かした
大田区全体の発展を目指す。

代表者／細貝 淳一  従業員数／30人  創業年／1992年
大田区南六郷3-22-11
TEL. 03-3733-3915　FAX. 03-3733-3819
http://www.material-web.net

株式会社 マテリアル
非鉄金属材料販売、精密機械加工

（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　URL. https://www.pio-ota.jp/concours/お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当

TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp　URL. https://www.pio-ota.jp/yukoujou/お問い合わせ

平成元年から続く本コンクールは、今回16件の応募の中から9件の製品・技術が入賞いたしました。

プラスチック鉗子の常識を、
日進工業が根底から覆します。

日進工業株式会社
大田区千鳥2-39-2
03-3750-7593
http://www.nisshin-kogyo.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

最優秀賞

テクニカルで細やかなライティングが可能な
高い意匠性のLEDスポットライト

トキ・コーポレーション株式会社
大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
03-5763-6121
https://www.toki.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

優秀賞

居宅高齢者の服薬支援と
見守りを実現

株式会社メディカルスイッチ
大田区西糀谷4-26-6
03-6883-3360
https://www.medical-switch.com

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き服薬支援ロボット「ＦＵＫＵ助」

優秀賞

いつでも、どこでも使える
ポータブルお茶ミル

株式会社東京商工社
大田区南蒲田２-２７-１
03-3739-8080
http://www.sururu.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社東京商工社
ポータブルお茶ミル「Sururu〔するる〕」

おおた
福祉・
医療賞

DISPLAYの「見せ方」にこだわり
ミラー効果が空間を演出する

株式会社西尾硝子鏡工業所
大田区大森北5-9-12
03-0761-5494
http://www.nishio-m.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社西尾硝子鏡工業所
ハーフミラーを活用した内照式のショーケース

おおた
秀逸
技能賞

足関節リハビリ支援装置で
社会の課題解決へ

アベテクノシステム株式会社
大田区千鳥1-11-2
03-5700-1969
http://www.abetechno.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

アベテクノシステム株式会社
足関節リハビリ支援装置 「AMS-28」

おおた
ネットワーク
賞

食品工場の毛髪チェックは
アプリにお任せ！

菱熱工業株式会社
大田区南馬込2-29-17
03-3778-2111
https://www.ryonetsu.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

菱熱工業株式会社
衛生チェックアプリ「コロコロチェッカー」

奨励賞

血液検査を活用し、統合失調症における
新たな治療プロトコルの実現へ

株式会社RESVO
大田区羽田旭町7-1 204号室
050-5308-8561
http://resvo-inc.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社RESVO
血液サンプルを用いた
免疫障害性統合失調症/自閉症検査キット

おおた
チャレンジ
賞

インパクトワールド株式会社
大田区田園調布2-42-5 302号
03-6423-9301
http://www.impact-world.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

インパクトワールド株式会社
喫煙室用空気清浄機

奨励賞

第30回 「大田区中小企業新製品・新技術コンクール」
入賞製品・技術のご紹介 平成30年度 大田区「優工場」認定企業のご紹介 第30回 大田区中小企業新製品・新技術コンクール 審査委員長講評

審査委員長 東京工業大学 理事・副学長　佐藤　勲

　第30回を迎える大田区中小企業新製品・新技術コンクールに
は、15の企業・団体から16件の力作を応募いただきました。例年の
ことですが、いずれの製品・技術とも、それぞれの企業等の皆様の
熱意あふれる新しいアイディアやコンセプトに基づいて形作られて
おり、審査委員一同大いに悩みながら、ようやくここに9件の受賞製
品・技術を決定することができました。まずはこれらの賞を受賞され
た皆様に審査委員会を代表して心よりお慶びを申し上げます。
　今回の応募製品・技術は、数の上では例年よりやや少なめでした
が、内容としては、大田区の企業が得意な高度な技能を活かした製
品から、最近話題のAI、さらには教育分野に至るまで、より一層多
様でした。こうした流れはここ数年続いており、大田区の企業の皆
様が、優れた技術や技能だけでなく、ユーザー・消費者を惹きつける
アイディア、コンセプト、デザインといった新たな付加価値でアピール
されようとしていることの現れであろうと思います。これはこれで大
変喜ばしいことですが、審査委員会としては、こうしたコンセプトの
異なる製品・技術をどのように比較するかで毎年、頭を悩ませてきま
した。昨年度も記しましたが、審査委員会は、コンセプトや目的の異
なる応募製品・技術それぞれの「光った点」はどこかという観点で
評価を行っています。したがって、各賞の優劣だけではなく、こうした
見方で選考理由も併せてご覧いただければありがたく存じます。

　改めて今回の受賞製品・技術を眺めてみると、医療・福祉・健康
分野の製品・技術が多い印象があります。これは、昨今の高齢化を
背景とした健康ブームに商機を見出された企業の皆様の戦略性に
基づくものでありましょう。しかし、医療分野、特に医療・福祉機器の
上市は認可・認証等でハードルが高いのも事実です。こうした観点
から今回は、応募製品・技術の一つに「おおたチャレンジ賞」を差し
上げることにいたしました。選考理由の詳細は別欄をご覧いただくと
して、医学的な裏付けや製品としての認可はこれからではあるもの
の、医療に直結した検査薬という製品に大田区の企業が果敢に挑
まれたことに対して敬意を表することがこの特別賞の趣旨です。こ
れを機に、医療分野に限らず、大田区の企業からチャレンジングな
製品・技術がたくさん生まれることを期待するとともに、それが大田
区発のイノベーションにつながれば、審査に携わらせていただいて
いる者として大変うれしく思います。
　最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝いを申し上げ
ます。また、残念ながら受賞されなかった方々の着想、創意工夫と努
力に敬意を表します。

平成30年度 大田区「優工場」認定企業紹介 審査委員長講評

早稲田大学商学学術院教授　鵜飼信一

　今年度は9社（再認定7社、新規2社）を認定した。内3社を総合
部門賞に選定し、2つの部門賞（人、まち）もこの内の2社であった。
総合部門賞の3社は、前回認定時よりも大幅な進化を遂げており、
中小企業の生き方の典型となるものである。
　総合部門賞とまちに優しい部門賞に選ばれた㈱マテリアルは、非
鉄金属等の材料販売から高精度機械加工・検査まで、宇宙・防衛産
業を中心に幅広い業界からの受注をこなし、高収益な企業体質を
築いている。量産から多品種少量生産まで、より効率的な生産体制
を築くため、同時5軸MC等の最新設備を導入し高い稼働率を維持
している。
　総合部門賞と人に優しい部門賞に選ばれた㈱クライム・ワークス
は、金属加工・樹脂加工等における総合的な加工技術を持ち、最新
設備の導入で差別化を実現し、これを高い稼働率で運用するため
の努力に怠りがない。また、外部研修プログラムを積極活用し、多能
工化を進めるためのジョブローテーションを行う等、社員に技能習
得機会を提供している。
　総合部門賞に選ばれた㈱信栄テクノは、社員数11名中6名が技
術者という少数精鋭の技術集団で、100ミクロン以下の超微細孔
開けや超微細加工を得意とする。自社の存在意義を、他社を圧倒
する程のレベルの微細加工技術におき、ベンチレースで鍛えたノウ
ハウをNC機器に活用して高アスペクト比の細穴加工のレベルを進
化させている。　
　認定企業の㈱イソダメタルは、船舶に使われるエンジンのすべり
軸受を手掛け、軸受の内面に銅合金やホワイトメタルを鋳造した
ものを遠心鋳造等で製造している。創業114年、この分野において
オンリーワンの技術を持っている。
　㈱植木製作所は、難削材の多い半導体製造装置部品、自動車部

品等の精密機械加工を手掛ける。ベンチレースによる微細な丸物
加工をコア技術とし、年輩の職人に指導された若者達が黙 と々多品
種少量タイプの仕事に励む、大田区らしい町工場である。
　山王鐵工㈱は、金属プレス加工用のコイル材を製造するスリッ
ター機の開発製造販売メーカーで、電磁鋼板の高精度加工に優位
性を持つ。電気自動車需要増の波に乗り、販売面でもグローバルな
展開を行っている。
　㈱西尾硝子鏡工業所は、ガラスや鏡から美しさを引き出す技術・
技能に強みを持ち、この技術を社内で継承させるために力を注ぐ
とともに、硝子加工業全体の人材育成にも寄与すべく努力を行っ
ている。
　富士セイラ㈱は、リーマンショック等の苦境の経験を活かして最
盛期に近い経営基盤を築き、同業他社との合併により販路拡大の
シナジーを生み出し、更なる売上高増大を視野に入れている。
　睦化工㈱は、医療品、食品等のキャップを主力とするプラスティック
射出成形品の製造・販売の企業ならではの生産システムに組み込ま
れた高度な衛生管理体制に強みを持ち、教育機関等多方面に渡る
工場見学を受け入れてものづくりマインドの浸透に努力している。
　今回の総合部門賞には、平成初めの創業社長2名がいる。彼ら
が創った企業はこの間大きな進化を続けてきた。また、後継社長たち
も親から受け継いだものを果断に革新してきた。中小企業発展の道
筋は多様だが、経営者たちはいずれも「未来を見据え、未来を創る」
ことに注力している。困難に立ち向かって進化する経営者の心と
腕の中にこそ未来はある。

　本事業は、大田区内の製造業を営む中小企業において、実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）による企業内または、企業間で実施
されている技術・技能継承の優れた取組みについて表彰するものです。継承に積極的な企業の取組みを表彰することにより、「技術・
技能継承」及び「若手人材の確保」という区内企業の課題解決に寄与し、ものづくりのまちの活性化を図ることを目的とします。
　本年度は厳正な審査の結果、6社（6組）の受賞を決定いたしました。

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」
受賞企業のご紹介

※掲載は50音順としております。お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当
TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/pr/next-generation.html

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」 受賞企業一覧

　当社の根幹技術である特殊印刷機に使用さ
れる偏心カムシャフトの汎用旋盤加工及び円
筒研削に関わる技術を若手技術者が習得でき
るように、熟練工によるＯＪＴ教育を中心とした
技術・技能継承に取組んでいる。

有限会社エステー精工

杉江 勝治
明石 尚也

実務指導者

若手技術者

大田区西糀谷2-5-8 

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　マシニングセンターを使った金属切削加工
に関する技術を動画として保存し、また暗黙知
を形式知に変換すべく作業プロセスを電子化
し、若手技術者に見える化した技術・技能継承
に取組んでいる。

株式会社クライム・ワークス

宮沢 勝成
城野 由充

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷6-4-17
ＯＴＡテクノCORE 107号

その他製造業

事業所所在地

業種等

　プラスチックに特化した切削加工による部
品加工において、熟練工によるＯＪＴ教育を行
い、多能工化を推進するための技術・技能継承
に取組んでいる。

シナノ産業株式会社

熊谷 誠
木村 のぞみ

実務指導者

若手技術者

大田区矢口2-30-2

プラスチック製品製造業

事業所所在地

業種等

　板金の精密加工において生産性の向上や業
務の効率化が推進できるように、熟練工による
溶接のＯＪＴ教育を行い、社員一人一人が多能
工化を推進するための技術・技能継承に取組
んでいる。

株式会社東開製作所

栗原 太郎
高橋 稔

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷3-15-8

精密板金

事業所所在地

業種等

　新入社員から中堅社員まで、技能にあったＯＪＴ
方式の現場指導を行い、各種技能検定の取得を積極
的に推進している。人材育成マップや教育訓練計画
書の活用により、未来に繋ぐ高度な加工技術「同時
5軸切削加工」の技術・技能継承に取組んでいる。

株式会社マテリアル

須賀 宗政
竹内 祐介

実務指導者

若手技術者

大田区南六郷3-22-11

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　当社の根幹技術である真空ポンプ・コンプ
レッサーの開発・製造において、精密組立や新
製品の量産化技術が取得できるように、熟練
工によるＯＪＴ教育を中心とした技術・技能継
承に取組んでいる。

株式会社三津海製作所

松本 寛
梶谷 順哉

実務指導者

若手技術者

大田区東蒲田2-36-21

電気機械器具製造業

事業所所在地

業種等

喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、
分煙対策に大きく寄与

総合
部門賞

まちに
優しい
部門賞

人に
優しい
部門賞

総合
部門賞

210mm 210mm 207mm 204mmp8p7p6p5



株式会社 イソダメタル
銅合金・ホワイトメタルのすべり軸受製造

世界中の船舶の運航を支える卓越した技術。
営業力の強化と従業員の
更なる技能向上を目指す。

代表者／服部 大介  従業員数／63人  創業年／1905年
大田区矢口1-23-8
TEL. 03-3759-5351　FAX. 03-3758-5681
https://www.isodametal.co.jp

認定
工場

山王鐵工 株式会社
金属加工機械製造

切れ味が良く永年使用できる
スリッターラインを提供。海外展開にも注力し
世界中のお客様のビジネスに貢献。

代表者／今田 博之  従業員数／23人  創業年／1947年
大田区大森北6-20-11
TEL. 03-3761-2126　FAX. 03-3761-2130
http://www.sanno-tekko.co.jp

認定
工場

株式会社 植木製作所
金属機械加工

小径小物の精密複合加工を通して
社会に貢献。「顧客ファースト」を
理念に取り組む誠実な仕事。

代表者／植木 敬三  従業員数／13人  創業年／1985年
大田区南六郷1-21-14
TEL. 03-3737-6882　FAX. 03-3737-6188
http://kk-uekiss.co.jp

認定
工場

株式会社 西尾硝子鏡工業所
ガラス加工・内装仕上げ

ガラス同士を気泡を入れずに接着する
高度な技術。５つの事業を柱に
「西尾ブランド」の確立を目指す。

代表者／西尾 智之  従業員数／23人  創業年／1932年
大田区大森北5-9-12
TEL. 03-3761-5494　FAX. 03-3763-8819
http://www.nishio-m.co.jp

認定
工場

睦化工 株式会社
プラスチック射出成形

真理＝本質を探究し、ものづくりを通して
社会に貢献。「従業員満足」を理念に
働きやすい環境づくりに努める。

代表者／古川 亮一  従業員数／50人  創業年／1965年
大田区矢口3-17-13
TEL. 03-3758-2641　FAX. 03-3756-0063
http://www.mutsumikako.co.jp

認定
工場

富士セイラ 株式会社
ねじ部品及び機械加工部品の製造

社会の変化に対応する商品と
サービスを提供。グローバルな視点で
人々の生活・文化を支える。

代表者／髙須 俊行  従業員数／89人  創業年／1927年
大田区城南島2-4-4
TEL. 03-3790-8116　FAX. 03-3790-5025
http://www.fujiseira.co.jp/index.html

認定
工場

難易度の高い加工に挑戦し、
限界と可能性を追求。ものづくりの感動を
求める少数精鋭の技術集団。

代表者／高橋 健太  従業員数／11人  創業年／1953年
大田区東六郷1-13-10
TEL. 03-3739-3121　FAX. 03-3739-3129
http://www.shinei-tecno.co.jp

株式会社 信栄テクノ
切削微細精密部品加工

総合
部門賞

強みは金属・樹脂切削、樹脂成形の
短納期試作。精度の高い部品を、
より早く適正コストで提供。

代表者／山口 誠二  従業員数／56人  創業年／1990年
大田区東糀谷6-4-17-107 OTAテクノCORE １Ｆ
TEL. 03-3742-0691　FAX. 03-3742-0692
http://www.climbworks.co.jp

株式会社 クライム・ワークス
金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、
プラスチック射出成型

多様な部品の試作開発から量産までを
プロデュース。地域の特性を生かした
大田区全体の発展を目指す。

代表者／細貝 淳一  従業員数／30人  創業年／1992年
大田区南六郷3-22-11
TEL. 03-3733-3915　FAX. 03-3733-3819
http://www.material-web.net

株式会社 マテリアル
非鉄金属材料販売、精密機械加工

（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　URL. https://www.pio-ota.jp/concours/お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当

TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp　URL. https://www.pio-ota.jp/yukoujou/お問い合わせ

平成元年から続く本コンクールは、今回16件の応募の中から9件の製品・技術が入賞いたしました。

プラスチック鉗子の常識を、
日進工業が根底から覆します。

日進工業株式会社
大田区千鳥2-39-2
03-3750-7593
http://www.nisshin-kogyo.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

最優秀賞

テクニカルで細やかなライティングが可能な
高い意匠性のLEDスポットライト

トキ・コーポレーション株式会社
大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
03-5763-6121
https://www.toki.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

優秀賞

居宅高齢者の服薬支援と
見守りを実現

株式会社メディカルスイッチ
大田区西糀谷4-26-6
03-6883-3360
https://www.medical-switch.com

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き服薬支援ロボット「ＦＵＫＵ助」

優秀賞

いつでも、どこでも使える
ポータブルお茶ミル

株式会社東京商工社
大田区南蒲田２-２７-１
03-3739-8080
http://www.sururu.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社東京商工社
ポータブルお茶ミル「Sururu〔するる〕」

おおた
福祉・
医療賞

DISPLAYの「見せ方」にこだわり
ミラー効果が空間を演出する

株式会社西尾硝子鏡工業所
大田区大森北5-9-12
03-0761-5494
http://www.nishio-m.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社西尾硝子鏡工業所
ハーフミラーを活用した内照式のショーケース

おおた
秀逸
技能賞

足関節リハビリ支援装置で
社会の課題解決へ

アベテクノシステム株式会社
大田区千鳥1-11-2
03-5700-1969
http://www.abetechno.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

アベテクノシステム株式会社
足関節リハビリ支援装置 「AMS-28」

おおた
ネットワーク
賞

食品工場の毛髪チェックは
アプリにお任せ！

菱熱工業株式会社
大田区南馬込2-29-17
03-3778-2111
https://www.ryonetsu.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

菱熱工業株式会社
衛生チェックアプリ「コロコロチェッカー」

奨励賞

血液検査を活用し、統合失調症における
新たな治療プロトコルの実現へ

株式会社RESVO
大田区羽田旭町7-1 204号室
050-5308-8561
http://resvo-inc.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社RESVO
血液サンプルを用いた
免疫障害性統合失調症/自閉症検査キット

おおた
チャレンジ
賞

インパクトワールド株式会社
大田区田園調布2-42-5 302号
03-6423-9301
http://www.impact-world.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

インパクトワールド株式会社
喫煙室用空気清浄機

奨励賞

第30回 「大田区中小企業新製品・新技術コンクール」
入賞製品・技術のご紹介 平成30年度 大田区「優工場」認定企業のご紹介 第30回 大田区中小企業新製品・新技術コンクール 審査委員長講評

審査委員長 東京工業大学 理事・副学長　佐藤　勲

　第30回を迎える大田区中小企業新製品・新技術コンクールに
は、15の企業・団体から16件の力作を応募いただきました。例年の
ことですが、いずれの製品・技術とも、それぞれの企業等の皆様の
熱意あふれる新しいアイディアやコンセプトに基づいて形作られて
おり、審査委員一同大いに悩みながら、ようやくここに9件の受賞製
品・技術を決定することができました。まずはこれらの賞を受賞され
た皆様に審査委員会を代表して心よりお慶びを申し上げます。
　今回の応募製品・技術は、数の上では例年よりやや少なめでした
が、内容としては、大田区の企業が得意な高度な技能を活かした製
品から、最近話題のAI、さらには教育分野に至るまで、より一層多
様でした。こうした流れはここ数年続いており、大田区の企業の皆
様が、優れた技術や技能だけでなく、ユーザー・消費者を惹きつける
アイディア、コンセプト、デザインといった新たな付加価値でアピール
されようとしていることの現れであろうと思います。これはこれで大
変喜ばしいことですが、審査委員会としては、こうしたコンセプトの
異なる製品・技術をどのように比較するかで毎年、頭を悩ませてきま
した。昨年度も記しましたが、審査委員会は、コンセプトや目的の異
なる応募製品・技術それぞれの「光った点」はどこかという観点で
評価を行っています。したがって、各賞の優劣だけではなく、こうした
見方で選考理由も併せてご覧いただければありがたく存じます。

　改めて今回の受賞製品・技術を眺めてみると、医療・福祉・健康
分野の製品・技術が多い印象があります。これは、昨今の高齢化を
背景とした健康ブームに商機を見出された企業の皆様の戦略性に
基づくものでありましょう。しかし、医療分野、特に医療・福祉機器の
上市は認可・認証等でハードルが高いのも事実です。こうした観点
から今回は、応募製品・技術の一つに「おおたチャレンジ賞」を差し
上げることにいたしました。選考理由の詳細は別欄をご覧いただくと
して、医学的な裏付けや製品としての認可はこれからではあるもの
の、医療に直結した検査薬という製品に大田区の企業が果敢に挑
まれたことに対して敬意を表することがこの特別賞の趣旨です。こ
れを機に、医療分野に限らず、大田区の企業からチャレンジングな
製品・技術がたくさん生まれることを期待するとともに、それが大田
区発のイノベーションにつながれば、審査に携わらせていただいて
いる者として大変うれしく思います。
　最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝いを申し上げ
ます。また、残念ながら受賞されなかった方々の着想、創意工夫と努
力に敬意を表します。

平成30年度 大田区「優工場」認定企業紹介 審査委員長講評

早稲田大学商学学術院教授　鵜飼信一

　今年度は9社（再認定7社、新規2社）を認定した。内3社を総合
部門賞に選定し、2つの部門賞（人、まち）もこの内の2社であった。
総合部門賞の3社は、前回認定時よりも大幅な進化を遂げており、
中小企業の生き方の典型となるものである。
　総合部門賞とまちに優しい部門賞に選ばれた㈱マテリアルは、非
鉄金属等の材料販売から高精度機械加工・検査まで、宇宙・防衛産
業を中心に幅広い業界からの受注をこなし、高収益な企業体質を
築いている。量産から多品種少量生産まで、より効率的な生産体制
を築くため、同時5軸MC等の最新設備を導入し高い稼働率を維持
している。
　総合部門賞と人に優しい部門賞に選ばれた㈱クライム・ワークス
は、金属加工・樹脂加工等における総合的な加工技術を持ち、最新
設備の導入で差別化を実現し、これを高い稼働率で運用するため
の努力に怠りがない。また、外部研修プログラムを積極活用し、多能
工化を進めるためのジョブローテーションを行う等、社員に技能習
得機会を提供している。
　総合部門賞に選ばれた㈱信栄テクノは、社員数11名中6名が技
術者という少数精鋭の技術集団で、100ミクロン以下の超微細孔
開けや超微細加工を得意とする。自社の存在意義を、他社を圧倒
する程のレベルの微細加工技術におき、ベンチレースで鍛えたノウ
ハウをNC機器に活用して高アスペクト比の細穴加工のレベルを進
化させている。　
　認定企業の㈱イソダメタルは、船舶に使われるエンジンのすべり
軸受を手掛け、軸受の内面に銅合金やホワイトメタルを鋳造した
ものを遠心鋳造等で製造している。創業114年、この分野において
オンリーワンの技術を持っている。
　㈱植木製作所は、難削材の多い半導体製造装置部品、自動車部

品等の精密機械加工を手掛ける。ベンチレースによる微細な丸物
加工をコア技術とし、年輩の職人に指導された若者達が黙 と々多品
種少量タイプの仕事に励む、大田区らしい町工場である。
　山王鐵工㈱は、金属プレス加工用のコイル材を製造するスリッ
ター機の開発製造販売メーカーで、電磁鋼板の高精度加工に優位
性を持つ。電気自動車需要増の波に乗り、販売面でもグローバルな
展開を行っている。
　㈱西尾硝子鏡工業所は、ガラスや鏡から美しさを引き出す技術・
技能に強みを持ち、この技術を社内で継承させるために力を注ぐ
とともに、硝子加工業全体の人材育成にも寄与すべく努力を行っ
ている。
　富士セイラ㈱は、リーマンショック等の苦境の経験を活かして最
盛期に近い経営基盤を築き、同業他社との合併により販路拡大の
シナジーを生み出し、更なる売上高増大を視野に入れている。
　睦化工㈱は、医療品、食品等のキャップを主力とするプラスティック
射出成形品の製造・販売の企業ならではの生産システムに組み込ま
れた高度な衛生管理体制に強みを持ち、教育機関等多方面に渡る
工場見学を受け入れてものづくりマインドの浸透に努力している。
　今回の総合部門賞には、平成初めの創業社長2名がいる。彼ら
が創った企業はこの間大きな進化を続けてきた。また、後継社長たち
も親から受け継いだものを果断に革新してきた。中小企業発展の道
筋は多様だが、経営者たちはいずれも「未来を見据え、未来を創る」
ことに注力している。困難に立ち向かって進化する経営者の心と
腕の中にこそ未来はある。

　本事業は、大田区内の製造業を営む中小企業において、実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）による企業内または、企業間で実施
されている技術・技能継承の優れた取組みについて表彰するものです。継承に積極的な企業の取組みを表彰することにより、「技術・
技能継承」及び「若手人材の確保」という区内企業の課題解決に寄与し、ものづくりのまちの活性化を図ることを目的とします。
　本年度は厳正な審査の結果、6社（6組）の受賞を決定いたしました。

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」
受賞企業のご紹介

※掲載は50音順としております。お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当
TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/pr/next-generation.html

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」 受賞企業一覧

　当社の根幹技術である特殊印刷機に使用さ
れる偏心カムシャフトの汎用旋盤加工及び円
筒研削に関わる技術を若手技術者が習得でき
るように、熟練工によるＯＪＴ教育を中心とした
技術・技能継承に取組んでいる。

有限会社エステー精工

杉江 勝治
明石 尚也

実務指導者

若手技術者

大田区西糀谷2-5-8 

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　マシニングセンターを使った金属切削加工
に関する技術を動画として保存し、また暗黙知
を形式知に変換すべく作業プロセスを電子化
し、若手技術者に見える化した技術・技能継承
に取組んでいる。

株式会社クライム・ワークス

宮沢 勝成
城野 由充

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷6-4-17
ＯＴＡテクノCORE 107号

その他製造業

事業所所在地

業種等

　プラスチックに特化した切削加工による部
品加工において、熟練工によるＯＪＴ教育を行
い、多能工化を推進するための技術・技能継承
に取組んでいる。

シナノ産業株式会社

熊谷 誠
木村 のぞみ

実務指導者

若手技術者

大田区矢口2-30-2

プラスチック製品製造業

事業所所在地

業種等

　板金の精密加工において生産性の向上や業
務の効率化が推進できるように、熟練工による
溶接のＯＪＴ教育を行い、社員一人一人が多能
工化を推進するための技術・技能継承に取組
んでいる。

株式会社東開製作所

栗原 太郎
高橋 稔

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷3-15-8

精密板金

事業所所在地

業種等

　新入社員から中堅社員まで、技能にあったＯＪＴ
方式の現場指導を行い、各種技能検定の取得を積極
的に推進している。人材育成マップや教育訓練計画
書の活用により、未来に繋ぐ高度な加工技術「同時
5軸切削加工」の技術・技能継承に取組んでいる。

株式会社マテリアル

須賀 宗政
竹内 祐介

実務指導者

若手技術者

大田区南六郷3-22-11

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　当社の根幹技術である真空ポンプ・コンプ
レッサーの開発・製造において、精密組立や新
製品の量産化技術が取得できるように、熟練
工によるＯＪＴ教育を中心とした技術・技能継
承に取組んでいる。

株式会社三津海製作所

松本 寛
梶谷 順哉

実務指導者

若手技術者

大田区東蒲田2-36-21

電気機械器具製造業

事業所所在地

業種等

喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、
分煙対策に大きく寄与

総合
部門賞

まちに
優しい
部門賞

人に
優しい
部門賞

総合
部門賞

210mm 210mm 207mm 204mmp8p7p6p5



株式会社 イソダメタル
銅合金・ホワイトメタルのすべり軸受製造

世界中の船舶の運航を支える卓越した技術。
営業力の強化と従業員の
更なる技能向上を目指す。

代表者／服部 大介  従業員数／63人  創業年／1905年
大田区矢口1-23-8
TEL. 03-3759-5351　FAX. 03-3758-5681
https://www.isodametal.co.jp

認定
工場

山王鐵工 株式会社
金属加工機械製造

切れ味が良く永年使用できる
スリッターラインを提供。海外展開にも注力し
世界中のお客様のビジネスに貢献。

代表者／今田 博之  従業員数／23人  創業年／1947年
大田区大森北6-20-11
TEL. 03-3761-2126　FAX. 03-3761-2130
http://www.sanno-tekko.co.jp

認定
工場

株式会社 植木製作所
金属機械加工

小径小物の精密複合加工を通して
社会に貢献。「顧客ファースト」を
理念に取り組む誠実な仕事。

代表者／植木 敬三  従業員数／13人  創業年／1985年
大田区南六郷1-21-14
TEL. 03-3737-6882　FAX. 03-3737-6188
http://kk-uekiss.co.jp

認定
工場

株式会社 西尾硝子鏡工業所
ガラス加工・内装仕上げ

ガラス同士を気泡を入れずに接着する
高度な技術。５つの事業を柱に
「西尾ブランド」の確立を目指す。

代表者／西尾 智之  従業員数／23人  創業年／1932年
大田区大森北5-9-12
TEL. 03-3761-5494　FAX. 03-3763-8819
http://www.nishio-m.co.jp

認定
工場

睦化工 株式会社
プラスチック射出成形

真理＝本質を探究し、ものづくりを通して
社会に貢献。「従業員満足」を理念に
働きやすい環境づくりに努める。

代表者／古川 亮一  従業員数／50人  創業年／1965年
大田区矢口3-17-13
TEL. 03-3758-2641　FAX. 03-3756-0063
http://www.mutsumikako.co.jp

認定
工場

富士セイラ 株式会社
ねじ部品及び機械加工部品の製造

社会の変化に対応する商品と
サービスを提供。グローバルな視点で
人々の生活・文化を支える。

代表者／髙須 俊行  従業員数／89人  創業年／1927年
大田区城南島2-4-4
TEL. 03-3790-8116　FAX. 03-3790-5025
http://www.fujiseira.co.jp/index.html

認定
工場

難易度の高い加工に挑戦し、
限界と可能性を追求。ものづくりの感動を
求める少数精鋭の技術集団。

代表者／高橋 健太  従業員数／11人  創業年／1953年
大田区東六郷1-13-10
TEL. 03-3739-3121　FAX. 03-3739-3129
http://www.shinei-tecno.co.jp

株式会社 信栄テクノ
切削微細精密部品加工

総合
部門賞

強みは金属・樹脂切削、樹脂成形の
短納期試作。精度の高い部品を、
より早く適正コストで提供。

代表者／山口 誠二  従業員数／56人  創業年／1990年
大田区東糀谷6-4-17-107 OTAテクノCORE １Ｆ
TEL. 03-3742-0691　FAX. 03-3742-0692
http://www.climbworks.co.jp

株式会社 クライム・ワークス
金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、
プラスチック射出成型

多様な部品の試作開発から量産までを
プロデュース。地域の特性を生かした
大田区全体の発展を目指す。

代表者／細貝 淳一  従業員数／30人  創業年／1992年
大田区南六郷3-22-11
TEL. 03-3733-3915　FAX. 03-3733-3819
http://www.material-web.net

株式会社 マテリアル
非鉄金属材料販売、精密機械加工

（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　URL. https://www.pio-ota.jp/concours/お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当

TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp　URL. https://www.pio-ota.jp/yukoujou/お問い合わせ

平成元年から続く本コンクールは、今回16件の応募の中から9件の製品・技術が入賞いたしました。

プラスチック鉗子の常識を、
日進工業が根底から覆します。

日進工業株式会社
大田区千鳥2-39-2
03-3750-7593
http://www.nisshin-kogyo.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

最優秀賞

テクニカルで細やかなライティングが可能な
高い意匠性のLEDスポットライト

トキ・コーポレーション株式会社
大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
03-5763-6121
https://www.toki.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

優秀賞

居宅高齢者の服薬支援と
見守りを実現

株式会社メディカルスイッチ
大田区西糀谷4-26-6
03-6883-3360
https://www.medical-switch.com

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き服薬支援ロボット「ＦＵＫＵ助」

優秀賞

いつでも、どこでも使える
ポータブルお茶ミル

株式会社東京商工社
大田区南蒲田２-２７-１
03-3739-8080
http://www.sururu.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社東京商工社
ポータブルお茶ミル「Sururu〔するる〕」

おおた
福祉・
医療賞

DISPLAYの「見せ方」にこだわり
ミラー効果が空間を演出する

株式会社西尾硝子鏡工業所
大田区大森北5-9-12
03-0761-5494
http://www.nishio-m.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社西尾硝子鏡工業所
ハーフミラーを活用した内照式のショーケース

おおた
秀逸
技能賞

足関節リハビリ支援装置で
社会の課題解決へ

アベテクノシステム株式会社
大田区千鳥1-11-2
03-5700-1969
http://www.abetechno.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

アベテクノシステム株式会社
足関節リハビリ支援装置 「AMS-28」

おおた
ネットワーク
賞

食品工場の毛髪チェックは
アプリにお任せ！

菱熱工業株式会社
大田区南馬込2-29-17
03-3778-2111
https://www.ryonetsu.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

菱熱工業株式会社
衛生チェックアプリ「コロコロチェッカー」

奨励賞

血液検査を活用し、統合失調症における
新たな治療プロトコルの実現へ

株式会社RESVO
大田区羽田旭町7-1 204号室
050-5308-8561
http://resvo-inc.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社RESVO
血液サンプルを用いた
免疫障害性統合失調症/自閉症検査キット

おおた
チャレンジ
賞

インパクトワールド株式会社
大田区田園調布2-42-5 302号
03-6423-9301
http://www.impact-world.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

インパクトワールド株式会社
喫煙室用空気清浄機

奨励賞

第30回 「大田区中小企業新製品・新技術コンクール」
入賞製品・技術のご紹介 平成30年度 大田区「優工場」認定企業のご紹介 第30回 大田区中小企業新製品・新技術コンクール 審査委員長講評

審査委員長 東京工業大学 理事・副学長　佐藤　勲

　第30回を迎える大田区中小企業新製品・新技術コンクールに
は、15の企業・団体から16件の力作を応募いただきました。例年の
ことですが、いずれの製品・技術とも、それぞれの企業等の皆様の
熱意あふれる新しいアイディアやコンセプトに基づいて形作られて
おり、審査委員一同大いに悩みながら、ようやくここに9件の受賞製
品・技術を決定することができました。まずはこれらの賞を受賞され
た皆様に審査委員会を代表して心よりお慶びを申し上げます。
　今回の応募製品・技術は、数の上では例年よりやや少なめでした
が、内容としては、大田区の企業が得意な高度な技能を活かした製
品から、最近話題のAI、さらには教育分野に至るまで、より一層多
様でした。こうした流れはここ数年続いており、大田区の企業の皆
様が、優れた技術や技能だけでなく、ユーザー・消費者を惹きつける
アイディア、コンセプト、デザインといった新たな付加価値でアピール
されようとしていることの現れであろうと思います。これはこれで大
変喜ばしいことですが、審査委員会としては、こうしたコンセプトの
異なる製品・技術をどのように比較するかで毎年、頭を悩ませてきま
した。昨年度も記しましたが、審査委員会は、コンセプトや目的の異
なる応募製品・技術それぞれの「光った点」はどこかという観点で
評価を行っています。したがって、各賞の優劣だけではなく、こうした
見方で選考理由も併せてご覧いただければありがたく存じます。

　改めて今回の受賞製品・技術を眺めてみると、医療・福祉・健康
分野の製品・技術が多い印象があります。これは、昨今の高齢化を
背景とした健康ブームに商機を見出された企業の皆様の戦略性に
基づくものでありましょう。しかし、医療分野、特に医療・福祉機器の
上市は認可・認証等でハードルが高いのも事実です。こうした観点
から今回は、応募製品・技術の一つに「おおたチャレンジ賞」を差し
上げることにいたしました。選考理由の詳細は別欄をご覧いただくと
して、医学的な裏付けや製品としての認可はこれからではあるもの
の、医療に直結した検査薬という製品に大田区の企業が果敢に挑
まれたことに対して敬意を表することがこの特別賞の趣旨です。こ
れを機に、医療分野に限らず、大田区の企業からチャレンジングな
製品・技術がたくさん生まれることを期待するとともに、それが大田
区発のイノベーションにつながれば、審査に携わらせていただいて
いる者として大変うれしく思います。
　最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝いを申し上げ
ます。また、残念ながら受賞されなかった方々の着想、創意工夫と努
力に敬意を表します。

平成30年度 大田区「優工場」認定企業紹介 審査委員長講評

早稲田大学商学学術院教授　鵜飼信一

　今年度は9社（再認定7社、新規2社）を認定した。内3社を総合
部門賞に選定し、2つの部門賞（人、まち）もこの内の2社であった。
総合部門賞の3社は、前回認定時よりも大幅な進化を遂げており、
中小企業の生き方の典型となるものである。
　総合部門賞とまちに優しい部門賞に選ばれた㈱マテリアルは、非
鉄金属等の材料販売から高精度機械加工・検査まで、宇宙・防衛産
業を中心に幅広い業界からの受注をこなし、高収益な企業体質を
築いている。量産から多品種少量生産まで、より効率的な生産体制
を築くため、同時5軸MC等の最新設備を導入し高い稼働率を維持
している。
　総合部門賞と人に優しい部門賞に選ばれた㈱クライム・ワークス
は、金属加工・樹脂加工等における総合的な加工技術を持ち、最新
設備の導入で差別化を実現し、これを高い稼働率で運用するため
の努力に怠りがない。また、外部研修プログラムを積極活用し、多能
工化を進めるためのジョブローテーションを行う等、社員に技能習
得機会を提供している。
　総合部門賞に選ばれた㈱信栄テクノは、社員数11名中6名が技
術者という少数精鋭の技術集団で、100ミクロン以下の超微細孔
開けや超微細加工を得意とする。自社の存在意義を、他社を圧倒
する程のレベルの微細加工技術におき、ベンチレースで鍛えたノウ
ハウをNC機器に活用して高アスペクト比の細穴加工のレベルを進
化させている。　
　認定企業の㈱イソダメタルは、船舶に使われるエンジンのすべり
軸受を手掛け、軸受の内面に銅合金やホワイトメタルを鋳造した
ものを遠心鋳造等で製造している。創業114年、この分野において
オンリーワンの技術を持っている。
　㈱植木製作所は、難削材の多い半導体製造装置部品、自動車部

品等の精密機械加工を手掛ける。ベンチレースによる微細な丸物
加工をコア技術とし、年輩の職人に指導された若者達が黙 と々多品
種少量タイプの仕事に励む、大田区らしい町工場である。
　山王鐵工㈱は、金属プレス加工用のコイル材を製造するスリッ
ター機の開発製造販売メーカーで、電磁鋼板の高精度加工に優位
性を持つ。電気自動車需要増の波に乗り、販売面でもグローバルな
展開を行っている。
　㈱西尾硝子鏡工業所は、ガラスや鏡から美しさを引き出す技術・
技能に強みを持ち、この技術を社内で継承させるために力を注ぐ
とともに、硝子加工業全体の人材育成にも寄与すべく努力を行っ
ている。
　富士セイラ㈱は、リーマンショック等の苦境の経験を活かして最
盛期に近い経営基盤を築き、同業他社との合併により販路拡大の
シナジーを生み出し、更なる売上高増大を視野に入れている。
　睦化工㈱は、医療品、食品等のキャップを主力とするプラスティック
射出成形品の製造・販売の企業ならではの生産システムに組み込ま
れた高度な衛生管理体制に強みを持ち、教育機関等多方面に渡る
工場見学を受け入れてものづくりマインドの浸透に努力している。
　今回の総合部門賞には、平成初めの創業社長2名がいる。彼ら
が創った企業はこの間大きな進化を続けてきた。また、後継社長たち
も親から受け継いだものを果断に革新してきた。中小企業発展の道
筋は多様だが、経営者たちはいずれも「未来を見据え、未来を創る」
ことに注力している。困難に立ち向かって進化する経営者の心と
腕の中にこそ未来はある。

　本事業は、大田区内の製造業を営む中小企業において、実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）による企業内または、企業間で実施
されている技術・技能継承の優れた取組みについて表彰するものです。継承に積極的な企業の取組みを表彰することにより、「技術・
技能継承」及び「若手人材の確保」という区内企業の課題解決に寄与し、ものづくりのまちの活性化を図ることを目的とします。
　本年度は厳正な審査の結果、6社（6組）の受賞を決定いたしました。

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」
受賞企業のご紹介

※掲載は50音順としております。お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当
TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/pr/next-generation.html

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」 受賞企業一覧

　当社の根幹技術である特殊印刷機に使用さ
れる偏心カムシャフトの汎用旋盤加工及び円
筒研削に関わる技術を若手技術者が習得でき
るように、熟練工によるＯＪＴ教育を中心とした
技術・技能継承に取組んでいる。

有限会社エステー精工

杉江 勝治
明石 尚也

実務指導者

若手技術者

大田区西糀谷2-5-8 

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　マシニングセンターを使った金属切削加工
に関する技術を動画として保存し、また暗黙知
を形式知に変換すべく作業プロセスを電子化
し、若手技術者に見える化した技術・技能継承
に取組んでいる。

株式会社クライム・ワークス

宮沢 勝成
城野 由充

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷6-4-17
ＯＴＡテクノCORE 107号

その他製造業

事業所所在地

業種等

　プラスチックに特化した切削加工による部
品加工において、熟練工によるＯＪＴ教育を行
い、多能工化を推進するための技術・技能継承
に取組んでいる。

シナノ産業株式会社

熊谷 誠
木村 のぞみ

実務指導者

若手技術者

大田区矢口2-30-2

プラスチック製品製造業

事業所所在地

業種等

　板金の精密加工において生産性の向上や業
務の効率化が推進できるように、熟練工による
溶接のＯＪＴ教育を行い、社員一人一人が多能
工化を推進するための技術・技能継承に取組
んでいる。

株式会社東開製作所

栗原 太郎
高橋 稔

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷3-15-8

精密板金

事業所所在地

業種等

　新入社員から中堅社員まで、技能にあったＯＪＴ
方式の現場指導を行い、各種技能検定の取得を積極
的に推進している。人材育成マップや教育訓練計画
書の活用により、未来に繋ぐ高度な加工技術「同時
5軸切削加工」の技術・技能継承に取組んでいる。

株式会社マテリアル

須賀 宗政
竹内 祐介

実務指導者

若手技術者

大田区南六郷3-22-11

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　当社の根幹技術である真空ポンプ・コンプ
レッサーの開発・製造において、精密組立や新
製品の量産化技術が取得できるように、熟練
工によるＯＪＴ教育を中心とした技術・技能継
承に取組んでいる。

株式会社三津海製作所

松本 寛
梶谷 順哉

実務指導者

若手技術者

大田区東蒲田2-36-21

電気機械器具製造業

事業所所在地

業種等

喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、
分煙対策に大きく寄与

総合
部門賞

まちに
優しい
部門賞

人に
優しい
部門賞

総合
部門賞

210mm 210mm 207mm 204mmp8p7p6p5



「新製品・新技術コンクール」
（最優秀賞）日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

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。（中面に続く）

大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む
大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む

進化し続ける「優工場」進化し続ける「優工場」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）
株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き
服薬支援ロボット「FUKU助」

「優工場」
総合部門賞
株式会社信栄テクノ

「優工場」
総合部門賞／人に優しい部門賞
株式会社クライム・ワークス

「優工場」
総合部門賞／まちに優しい部門賞
株式会社マテリアル

新製品・新技術コンクール

優工場

国内・海外見本市出展助成制度をご利用ください

　大田区産業振興協会では、国内・海外を問わず、展示会へ出展
する際の費用の一部を助成できるよう、見本市出展助成制度を設
けています。ぜひ、ご利用ください。

対　　象 区内に本社又は事業所を有する中小企業者
及び中小企業者グループ

出展料・小間装飾費用等対象経費

助成金額 （国内）最大30万円  （海外）最大40万円
※ただし、過去に当協会と共同出展された回数・本助成金を
　利用された回数により助成率が変わります。

募集告知 4月初旬
申込方法

お問い合わせ

国内ホームページ

海外ホームページ

詳細は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　E-mail. torisoku@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/trade-fair.html
https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/exhibitorsupport.html

 TOPIC

1
海外見本市 国内見本市

各種認証取得支援助成金のご案内

　会社の強みを「カタチ」にしませんか？
　環境配慮型経営や国際競争力向上や新分野進出等を目
的として、各種許認可を取得した大田区中小企業に対し
て、その経費の一部（最大100万円）を助成します。

申込方法

お問い合わせ
詳細は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 
経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　
FAX. 03-3733-6459　
E-mail. keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
business-consulting/
business-supoort-services2.html

 TOPIC

2

その仕事内職に任せてみませんか？

　「手作業・単純作業」の仕事を在宅の内職希望者がお
引き受けします。仕事の頻度に合わせて単発・短期でも
ご利用いただけます。

ホームページ

対　　象 大田区内外の中小事業者
月～金（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00  13:00～17:00

相談受付時間

申込方法

お問い合わせ
電話またはホームページ
（公財）大田区産業振興協会 
内職相談窓口　
TEL. 03-3733-6109
https://www.pio-ota.jp/
human-resources/naishoku.html

 TOPIC

3

許認可等の名称 助成の対象となる費用 助成金上限額

エコアクション21 審査費用及び現地審査のための交通費認証・登録費用

10万円

エコステージ 登録評価費用、評価員の旅費交通費
プライバシーマーク 申請料、審査料、付与登録料

医療機器製造業登録
（更新を含む）

書面審査手数料
適合性実地調査手数料

医療機器製造販売業許可
（更新を含む）

医療機器修理業許可
（更新、区分追加・変更を含む）

ISO9001
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
審査費用等

50万円ISO14001
ISO27001　
ISO13485 75万円

JISQ9100 申請料、審査料、認証（初回登録）料
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
翻訳料・通訳料

100万円
NADCAP

〔新、改良、後発〕
医療機器製造販売承認
（一部変更を含む） 国及び調査機関に支払う手数料 75万円

指定管理医療機器製造販売認証

勤労者共済でレジャーと給付制度をフル活用
　大田区勤労者共済ではレジャー以外に、結婚、出生など給付事由に該当する場
合、各種慶弔見舞金が支給されます。また退会することなく長期継続した方には
お祝いの品を贈呈します。詳しくは窓口やお電話でお問い合わせください。

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

電話または窓口でお申し込みください。申込方法

（公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107

お問い合わせ

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。

料　　金

NCプログラミング初級講座（1回目）
　工作機械のNCプログラミング（Gコード）の基礎、パソコンによるプログラミ
ング、マシンによる実習を行います。

金属加工業、機械工業に従事し、
NCプログラミングの基礎技能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

対　　象

2019年5月25日(土)、6月1日(土)、8日(土)
（毎土曜日3日間） 9：15～16：30  

時　　期

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

10名（抽選制）定　　員 3,000円（教材費込）受 講 料

2019年4月12日（金）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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（TEL. 3737-0797）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。　

新入社員セミナー
　大田区と一般社団法人大田工業連合会が主催する新入社員研修です。経営者
の皆様にかわり、会社の発展に必要な新入社員人材の育成を担います。
　ぜひ、新入社員の皆様のご受講をご検討ください。

今春学校等を卒業し、区内の工業系企業に就職した方。
（中途採用の方も歓迎）
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

対　　象

2019年4月2日（火）、3日（水）、4日（木）
（3日間） 9：30～16：30 

時　　期

大田区産業プラザ(PiO) 6階 C会議室会　　場

40名 応募多数の場合は抽選とさせて頂きます。定　　員

1名あたり13,000円（昼食代、教材費等込）受 講 料

2019年3月20日（水）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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。　

第103回新技術開発助成募集（第１次）
　中小企業が取り組む「独創的な新技術の実用化開発」を対象に、試作費合計
額の5分の4以下でかつ2,400万円を限度として助成します。

資本金3億円以下または従業員300名以下で、
自ら技術開発する会社

対　　象

http://www.sgkz.or.jp

市村清新技術財団
TEL. 03-3775-2021　
FAX. 03-3775-2020
E-mail. zaidan-mado@sgkz.or.jp

お問い合わせ

時　　期 募集受付期間：４月1日（月）～４月20日（土） （締切日消印有効）
市村清新技術財団の新技術開発助成は、年2回実施しています。
2019年度の第1次の募集として、第103回新技術開発助成を募
集しています。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020
　「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020」の開催が決定しました。開催概要
等につきましては、詳細が固まり次第、当協会ホームページ等にてお知らせいた
します。

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

2020年2月19日（水）時　　期

東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー会　　場

東京信用保証協会
ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL. 03-3272-2070

お問い合わせ

【開業資金】 創業者向け事業資金融資あっせん
　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。

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年以内の者を含む）

対　　象

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/kaigyo.html

相談受付時間： 月～金曜日 9:00～11:00　13:00～16:00
○相談～申込手続きは創業者ご本人様が行います(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。

時　　期

融資あっせんの相談・申込については、
大田区産業プラザ2階
大田区産業振興課融資係まで(予約不要)

申込方法

大田区 産業振興課融資係
TEL. 03-3733-6185　
FAX. 03-3733-6159

お問い合わせ

平成31年度事業化チャレンジ道場
　当事業は、工業デザインの手法を活用した新製品開発～事業化までを継続的
に取り組めるよう一体的にサポートする事業です。

都内に主たる事業所を有し、
自社技術等を活用して製品開発を目指す中小企業

対　　象

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

平成31年4月頃募集予定　
選考の上、決定します。

時　　期

ホームページの申込フォーム申込方法

（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社
事業化チャレンジ道場事務局
TEL. 03-3733-6284　
E-mail. dojyo@tokyo-kosha.or.jp

お問い合わせ

1企業 70,000円受 講 料

キャリアアップ講習 4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。

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対　　象

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

4月1日（月）～10日（水）【必着】募集期間

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

お問い合わせ

アーク溶接（特別教育）（1）（2）、Officeソフトによるデータ活用法、
社内ネットワークの構築と運用【中級】ほか1科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

募集科目

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。）　

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）

ご活用ください! 
会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

お問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　E-mail. keiei@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/business-consulting/intellectual-property-general-consultation.html

「スポーツ」にまつわる
知財のはなし
　ご存知のように、今年の「ラグビーワールドカップ」、来年の「東京オリン

ピック・パラリンピック」と日本ではスポーツのビックイベントが続けて開催

されます。今回は、知財とは一見関係なさそうに見える「スポーツ」と知財と

の関係についてのお話です。

　スポーツ選手が身につけるウェアやシューズは、科学的な評価・分析に基づいて構造や材料が選択されており、正に技術の塊
です。この点はテレビドラマ等で、ご存知の方も多いかもしれません。
　また、情報化社会の現在では、練習中も競技中も選手のトラッキングデータがリアルタイムで収集されています。例えばラグ
ビーやサッカーの選手はスポーツブラのようなホルダーで背中にＧＰＳ受信機を装着し、移動経路やポジショニング、スピード等を
データ化されています。
　そして、これらの技術の多くは特許権により保護され、勝利や記録を追求するスポーツ選手をサポートしています。

● 特許権との関係

　スポーツイベントの収支は商標権に支えられているといっても過言ではありません。例えば、今回の東京オリンピック・パラ
リンピックでは、オリンピック組織委員会の予算６０００億円の内、ＴＯＰ（The Olympic Partners）スポンサー、国内スポンサー
及び商標ライセンスによる収入だけで６割以上を賄っています。〔※１〕スポンサーやライセンシー（ライセンスを受けた者）は多額
のお金の見返りとして、オリンピックの商標を使用でき、また、スポンサーは自身の商標を競技場等で表示できます。

● 商標権との関係

● 著作権との関係

　非常口のマークでお馴染みの「ピクトグラム」は、競技内容を直感的に伝達するのに用いられており、著作権で保護されてい
ます。挿絵の左上のピクトグラムはリオオリンピックで陸上競技用に作成されたものです。ちなみに、日本では、１９６４年の前回の
東京オリンピックで初めて開発され、外国語の苦手な当時の日本人を大いに助けたそうです。
　また、競技の映像や写真も著作権により保護されています。
　上述したように、スポーツと知財は密接に関連しており、その密接度は年々増しています。スポーツを行うときや観戦するときに
頭の片隅に知財との関連を思い浮かべていただければ幸いです。

脚注 ※１ 青木博通、「オリンピックと商標」、月刊パテントVOL.71（1）、26-33
弁理士　三田大智 （ＮＩＭ国際特許事務所 代表）

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権が侵害
された、あるいは侵害していると訴えられた場合の
具体的な対応についての相談

二次相談

申込時に応相談日時・場所

特許、実用新案、意匠、商標等の出願や取得及び
侵害に関する一般的な相談
※出願書類等の作成や先行技術調査等の代行はできません。

毎週水曜日 10：00～／13：00～／14：30～
（祝日・年末年始を除く）

大田区産業プラザ（PiO）3階

一次相談

日　時

場　所

特許等の権利化や模倣品等の権利侵害に対して、専門家が無料相談に応じます。

大田区内に事業所を有する企業、または個人対　象

下記問い合わせ先に電話でお申し込みください。（完全予約制）申　込

知的財産
総合相談
サービス

大田区を元気にする産業情報誌大田区を元気にする産業情報誌

平成31年3月15日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第282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
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株式会社 イソダメタル
銅合金・ホワイトメタルのすべり軸受製造

世界中の船舶の運航を支える卓越した技術。
営業力の強化と従業員の
更なる技能向上を目指す。

代表者／服部 大介  従業員数／63人  創業年／1905年
大田区矢口1-23-8
TEL. 03-3759-5351　FAX. 03-3758-5681
https://www.isodametal.co.jp

認定
工場

山王鐵工 株式会社
金属加工機械製造

切れ味が良く永年使用できる
スリッターラインを提供。海外展開にも注力し
世界中のお客様のビジネスに貢献。

代表者／今田 博之  従業員数／23人  創業年／1947年
大田区大森北6-20-11
TEL. 03-3761-2126　FAX. 03-3761-2130
http://www.sanno-tekko.co.jp

認定
工場

株式会社 植木製作所
金属機械加工

小径小物の精密複合加工を通して
社会に貢献。「顧客ファースト」を
理念に取り組む誠実な仕事。

代表者／植木 敬三  従業員数／13人  創業年／1985年
大田区南六郷1-21-14
TEL. 03-3737-6882　FAX. 03-3737-6188
http://kk-uekiss.co.jp

認定
工場

株式会社 西尾硝子鏡工業所
ガラス加工・内装仕上げ

ガラス同士を気泡を入れずに接着する
高度な技術。５つの事業を柱に
「西尾ブランド」の確立を目指す。

代表者／西尾 智之  従業員数／23人  創業年／1932年
大田区大森北5-9-12
TEL. 03-3761-5494　FAX. 03-3763-8819
http://www.nishio-m.co.jp

認定
工場

睦化工 株式会社
プラスチック射出成形

真理＝本質を探究し、ものづくりを通して
社会に貢献。「従業員満足」を理念に
働きやすい環境づくりに努める。

代表者／古川 亮一  従業員数／50人  創業年／1965年
大田区矢口3-17-13
TEL. 03-3758-2641　FAX. 03-3756-0063
http://www.mutsumikako.co.jp

認定
工場

富士セイラ 株式会社
ねじ部品及び機械加工部品の製造

社会の変化に対応する商品と
サービスを提供。グローバルな視点で
人々の生活・文化を支える。

代表者／髙須 俊行  従業員数／89人  創業年／1927年
大田区城南島2-4-4
TEL. 03-3790-8116　FAX. 03-3790-5025
http://www.fujiseira.co.jp/index.html

認定
工場

難易度の高い加工に挑戦し、
限界と可能性を追求。ものづくりの感動を
求める少数精鋭の技術集団。

代表者／高橋 健太  従業員数／11人  創業年／1953年
大田区東六郷1-13-10
TEL. 03-3739-3121　FAX. 03-3739-3129
http://www.shinei-tecno.co.jp

株式会社 信栄テクノ
切削微細精密部品加工

総合
部門賞

強みは金属・樹脂切削、樹脂成形の
短納期試作。精度の高い部品を、
より早く適正コストで提供。

代表者／山口 誠二  従業員数／56人  創業年／1990年
大田区東糀谷6-4-17-107 OTAテクノCORE １Ｆ
TEL. 03-3742-0691　FAX. 03-3742-0692
http://www.climbworks.co.jp

株式会社 クライム・ワークス
金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、
プラスチック射出成型

多様な部品の試作開発から量産までを
プロデュース。地域の特性を生かした
大田区全体の発展を目指す。

代表者／細貝 淳一  従業員数／30人  創業年／1992年
大田区南六郷3-22-11
TEL. 03-3733-3915　FAX. 03-3733-3819
http://www.material-web.net

株式会社 マテリアル
非鉄金属材料販売、精密機械加工

（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　URL. https://www.pio-ota.jp/concours/お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当

TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp　URL. https://www.pio-ota.jp/yukoujou/お問い合わせ

平成元年から続く本コンクールは、今回16件の応募の中から9件の製品・技術が入賞いたしました。

プラスチック鉗子の常識を、
日進工業が根底から覆します。

日進工業株式会社
大田区千鳥2-39-2
03-3750-7593
http://www.nisshin-kogyo.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

最優秀賞

テクニカルで細やかなライティングが可能な
高い意匠性のLEDスポットライト

トキ・コーポレーション株式会社
大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
03-5763-6121
https://www.toki.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

優秀賞

居宅高齢者の服薬支援と
見守りを実現

株式会社メディカルスイッチ
大田区西糀谷4-26-6
03-6883-3360
https://www.medical-switch.com

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き服薬支援ロボット「ＦＵＫＵ助」

優秀賞

いつでも、どこでも使える
ポータブルお茶ミル

株式会社東京商工社
大田区南蒲田２-２７-１
03-3739-8080
http://www.sururu.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社東京商工社
ポータブルお茶ミル「Sururu〔するる〕」

おおた
福祉・
医療賞

DISPLAYの「見せ方」にこだわり
ミラー効果が空間を演出する

株式会社西尾硝子鏡工業所
大田区大森北5-9-12
03-0761-5494
http://www.nishio-m.co.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社西尾硝子鏡工業所
ハーフミラーを活用した内照式のショーケース

おおた
秀逸
技能賞

足関節リハビリ支援装置で
社会の課題解決へ

アベテクノシステム株式会社
大田区千鳥1-11-2
03-5700-1969
http://www.abetechno.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

アベテクノシステム株式会社
足関節リハビリ支援装置 「AMS-28」

おおた
ネットワーク
賞

食品工場の毛髪チェックは
アプリにお任せ！

菱熱工業株式会社
大田区南馬込2-29-17
03-3778-2111
https://www.ryonetsu.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

菱熱工業株式会社
衛生チェックアプリ「コロコロチェッカー」

奨励賞

血液検査を活用し、統合失調症における
新たな治療プロトコルの実現へ

株式会社RESVO
大田区羽田旭町7-1 204号室
050-5308-8561
http://resvo-inc.com/

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

株式会社RESVO
血液サンプルを用いた
免疫障害性統合失調症/自閉症検査キット

おおた
チャレンジ
賞

インパクトワールド株式会社
大田区田園調布2-42-5 302号
03-6423-9301
http://www.impact-world.jp

社　名
住　所
Ｔ Ｅ Ｌ
H　P

インパクトワールド株式会社
喫煙室用空気清浄機

奨励賞

第30回 「大田区中小企業新製品・新技術コンクール」
入賞製品・技術のご紹介 平成30年度 大田区「優工場」認定企業のご紹介 第30回 大田区中小企業新製品・新技術コンクール 審査委員長講評

審査委員長 東京工業大学 理事・副学長　佐藤　勲

　第30回を迎える大田区中小企業新製品・新技術コンクールに
は、15の企業・団体から16件の力作を応募いただきました。例年の
ことですが、いずれの製品・技術とも、それぞれの企業等の皆様の
熱意あふれる新しいアイディアやコンセプトに基づいて形作られて
おり、審査委員一同大いに悩みながら、ようやくここに9件の受賞製
品・技術を決定することができました。まずはこれらの賞を受賞され
た皆様に審査委員会を代表して心よりお慶びを申し上げます。
　今回の応募製品・技術は、数の上では例年よりやや少なめでした
が、内容としては、大田区の企業が得意な高度な技能を活かした製
品から、最近話題のAI、さらには教育分野に至るまで、より一層多
様でした。こうした流れはここ数年続いており、大田区の企業の皆
様が、優れた技術や技能だけでなく、ユーザー・消費者を惹きつける
アイディア、コンセプト、デザインといった新たな付加価値でアピール
されようとしていることの現れであろうと思います。これはこれで大
変喜ばしいことですが、審査委員会としては、こうしたコンセプトの
異なる製品・技術をどのように比較するかで毎年、頭を悩ませてきま
した。昨年度も記しましたが、審査委員会は、コンセプトや目的の異
なる応募製品・技術それぞれの「光った点」はどこかという観点で
評価を行っています。したがって、各賞の優劣だけではなく、こうした
見方で選考理由も併せてご覧いただければありがたく存じます。

　改めて今回の受賞製品・技術を眺めてみると、医療・福祉・健康
分野の製品・技術が多い印象があります。これは、昨今の高齢化を
背景とした健康ブームに商機を見出された企業の皆様の戦略性に
基づくものでありましょう。しかし、医療分野、特に医療・福祉機器の
上市は認可・認証等でハードルが高いのも事実です。こうした観点
から今回は、応募製品・技術の一つに「おおたチャレンジ賞」を差し
上げることにいたしました。選考理由の詳細は別欄をご覧いただくと
して、医学的な裏付けや製品としての認可はこれからではあるもの
の、医療に直結した検査薬という製品に大田区の企業が果敢に挑
まれたことに対して敬意を表することがこの特別賞の趣旨です。こ
れを機に、医療分野に限らず、大田区の企業からチャレンジングな
製品・技術がたくさん生まれることを期待するとともに、それが大田
区発のイノベーションにつながれば、審査に携わらせていただいて
いる者として大変うれしく思います。
　最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝いを申し上げ
ます。また、残念ながら受賞されなかった方々の着想、創意工夫と努
力に敬意を表します。

平成30年度 大田区「優工場」認定企業紹介 審査委員長講評

早稲田大学商学学術院教授　鵜飼信一

　今年度は9社（再認定7社、新規2社）を認定した。内3社を総合
部門賞に選定し、2つの部門賞（人、まち）もこの内の2社であった。
総合部門賞の3社は、前回認定時よりも大幅な進化を遂げており、
中小企業の生き方の典型となるものである。
　総合部門賞とまちに優しい部門賞に選ばれた㈱マテリアルは、非
鉄金属等の材料販売から高精度機械加工・検査まで、宇宙・防衛産
業を中心に幅広い業界からの受注をこなし、高収益な企業体質を
築いている。量産から多品種少量生産まで、より効率的な生産体制
を築くため、同時5軸MC等の最新設備を導入し高い稼働率を維持
している。
　総合部門賞と人に優しい部門賞に選ばれた㈱クライム・ワークス
は、金属加工・樹脂加工等における総合的な加工技術を持ち、最新
設備の導入で差別化を実現し、これを高い稼働率で運用するため
の努力に怠りがない。また、外部研修プログラムを積極活用し、多能
工化を進めるためのジョブローテーションを行う等、社員に技能習
得機会を提供している。
　総合部門賞に選ばれた㈱信栄テクノは、社員数11名中6名が技
術者という少数精鋭の技術集団で、100ミクロン以下の超微細孔
開けや超微細加工を得意とする。自社の存在意義を、他社を圧倒
する程のレベルの微細加工技術におき、ベンチレースで鍛えたノウ
ハウをNC機器に活用して高アスペクト比の細穴加工のレベルを進
化させている。　
　認定企業の㈱イソダメタルは、船舶に使われるエンジンのすべり
軸受を手掛け、軸受の内面に銅合金やホワイトメタルを鋳造した
ものを遠心鋳造等で製造している。創業114年、この分野において
オンリーワンの技術を持っている。
　㈱植木製作所は、難削材の多い半導体製造装置部品、自動車部

品等の精密機械加工を手掛ける。ベンチレースによる微細な丸物
加工をコア技術とし、年輩の職人に指導された若者達が黙 と々多品
種少量タイプの仕事に励む、大田区らしい町工場である。
　山王鐵工㈱は、金属プレス加工用のコイル材を製造するスリッ
ター機の開発製造販売メーカーで、電磁鋼板の高精度加工に優位
性を持つ。電気自動車需要増の波に乗り、販売面でもグローバルな
展開を行っている。
　㈱西尾硝子鏡工業所は、ガラスや鏡から美しさを引き出す技術・
技能に強みを持ち、この技術を社内で継承させるために力を注ぐ
とともに、硝子加工業全体の人材育成にも寄与すべく努力を行っ
ている。
　富士セイラ㈱は、リーマンショック等の苦境の経験を活かして最
盛期に近い経営基盤を築き、同業他社との合併により販路拡大の
シナジーを生み出し、更なる売上高増大を視野に入れている。
　睦化工㈱は、医療品、食品等のキャップを主力とするプラスティック
射出成形品の製造・販売の企業ならではの生産システムに組み込ま
れた高度な衛生管理体制に強みを持ち、教育機関等多方面に渡る
工場見学を受け入れてものづくりマインドの浸透に努力している。
　今回の総合部門賞には、平成初めの創業社長2名がいる。彼ら
が創った企業はこの間大きな進化を続けてきた。また、後継社長たち
も親から受け継いだものを果断に革新してきた。中小企業発展の道
筋は多様だが、経営者たちはいずれも「未来を見据え、未来を創る」
ことに注力している。困難に立ち向かって進化する経営者の心と
腕の中にこそ未来はある。

　本事業は、大田区内の製造業を営む中小企業において、実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）による企業内または、企業間で実施
されている技術・技能継承の優れた取組みについて表彰するものです。継承に積極的な企業の取組みを表彰することにより、「技術・
技能継承」及び「若手人材の確保」という区内企業の課題解決に寄与し、ものづくりのまちの活性化を図ることを目的とします。
　本年度は厳正な審査の結果、6社（6組）の受賞を決定いたしました。

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」
受賞企業のご紹介

※掲載は50音順としております。お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当
TEL. 03-3733-6476　E-mail. planning-pr@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/pr/next-generation.html

平成30年度「大田の工匠 技術・技能継承」 受賞企業一覧

　当社の根幹技術である特殊印刷機に使用さ
れる偏心カムシャフトの汎用旋盤加工及び円
筒研削に関わる技術を若手技術者が習得でき
るように、熟練工によるＯＪＴ教育を中心とした
技術・技能継承に取組んでいる。

有限会社エステー精工

杉江 勝治
明石 尚也

実務指導者

若手技術者

大田区西糀谷2-5-8 

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　マシニングセンターを使った金属切削加工
に関する技術を動画として保存し、また暗黙知
を形式知に変換すべく作業プロセスを電子化
し、若手技術者に見える化した技術・技能継承
に取組んでいる。

株式会社クライム・ワークス

宮沢 勝成
城野 由充

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷6-4-17
ＯＴＡテクノCORE 107号

その他製造業

事業所所在地

業種等

　プラスチックに特化した切削加工による部
品加工において、熟練工によるＯＪＴ教育を行
い、多能工化を推進するための技術・技能継承
に取組んでいる。

シナノ産業株式会社

熊谷 誠
木村 のぞみ

実務指導者

若手技術者

大田区矢口2-30-2

プラスチック製品製造業

事業所所在地

業種等

　板金の精密加工において生産性の向上や業
務の効率化が推進できるように、熟練工による
溶接のＯＪＴ教育を行い、社員一人一人が多能
工化を推進するための技術・技能継承に取組
んでいる。

株式会社東開製作所

栗原 太郎
高橋 稔

実務指導者

若手技術者

大田区東糀谷3-15-8

精密板金

事業所所在地

業種等

　新入社員から中堅社員まで、技能にあったＯＪＴ
方式の現場指導を行い、各種技能検定の取得を積極
的に推進している。人材育成マップや教育訓練計画
書の活用により、未来に繋ぐ高度な加工技術「同時
5軸切削加工」の技術・技能継承に取組んでいる。

株式会社マテリアル

須賀 宗政
竹内 祐介

実務指導者

若手技術者

大田区南六郷3-22-11

金属製品製造業

事業所所在地

業種等

　当社の根幹技術である真空ポンプ・コンプ
レッサーの開発・製造において、精密組立や新
製品の量産化技術が取得できるように、熟練
工によるＯＪＴ教育を中心とした技術・技能継
承に取組んでいる。

株式会社三津海製作所

松本 寛
梶谷 順哉

実務指導者

若手技術者

大田区東蒲田2-36-21

電気機械器具製造業

事業所所在地

業種等

喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、
分煙対策に大きく寄与

総合
部門賞

まちに
優しい
部門賞

人に
優しい
部門賞

総合
部門賞

210mm 210mm 207mm 204mmp8p7p6p5



「新製品・新技術コンクール」
（最優秀賞）日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

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。（中面に続く）

大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む
大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む

進化し続ける「優工場」進化し続ける「優工場」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）
株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き
服薬支援ロボット「FUKU助」

「優工場」
総合部門賞
株式会社信栄テクノ

「優工場」
総合部門賞／人に優しい部門賞
株式会社クライム・ワークス

「優工場」
総合部門賞／まちに優しい部門賞
株式会社マテリアル

新製品・新技術コンクール

優工場

国内・海外見本市出展助成制度をご利用ください

　大田区産業振興協会では、国内・海外を問わず、展示会へ出展
する際の費用の一部を助成できるよう、見本市出展助成制度を設
けています。ぜひ、ご利用ください。

対　　象 区内に本社又は事業所を有する中小企業者
及び中小企業者グループ

出展料・小間装飾費用等対象経費

助成金額 （国内）最大30万円  （海外）最大40万円
※ただし、過去に当協会と共同出展された回数・本助成金を
　利用された回数により助成率が変わります。

募集告知 4月初旬
申込方法

お問い合わせ

国内ホームページ

海外ホームページ

詳細は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　E-mail. torisoku@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/trade-fair.html
https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/exhibitorsupport.html

 TOPIC

1
海外見本市 国内見本市

各種認証取得支援助成金のご案内

　会社の強みを「カタチ」にしませんか？
　環境配慮型経営や国際競争力向上や新分野進出等を目
的として、各種許認可を取得した大田区中小企業に対し
て、その経費の一部（最大100万円）を助成します。

申込方法

お問い合わせ
詳細は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 
経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　
FAX. 03-3733-6459　
E-mail. keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
business-consulting/
business-supoort-services2.html

 TOPIC

2

その仕事内職に任せてみませんか？

　「手作業・単純作業」の仕事を在宅の内職希望者がお
引き受けします。仕事の頻度に合わせて単発・短期でも
ご利用いただけます。

ホームページ

対　　象 大田区内外の中小事業者
月～金（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00  13:00～17:00

相談受付時間

申込方法

お問い合わせ
電話またはホームページ
（公財）大田区産業振興協会 
内職相談窓口　
TEL. 03-3733-6109
https://www.pio-ota.jp/
human-resources/naishoku.html

 TOPIC

3

許認可等の名称 助成の対象となる費用 助成金上限額

エコアクション21 審査費用及び現地審査のための交通費認証・登録費用

10万円

エコステージ 登録評価費用、評価員の旅費交通費
プライバシーマーク 申請料、審査料、付与登録料

医療機器製造業登録
（更新を含む）

書面審査手数料
適合性実地調査手数料

医療機器製造販売業許可
（更新を含む）

医療機器修理業許可
（更新、区分追加・変更を含む）

ISO9001
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
審査費用等

50万円ISO14001
ISO27001　
ISO13485 75万円

JISQ9100 申請料、審査料、認証（初回登録）料
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
翻訳料・通訳料

100万円
NADCAP

〔新、改良、後発〕
医療機器製造販売承認
（一部変更を含む） 国及び調査機関に支払う手数料 75万円

指定管理医療機器製造販売認証

勤労者共済でレジャーと給付制度をフル活用
　大田区勤労者共済ではレジャー以外に、結婚、出生など給付事由に該当する場
合、各種慶弔見舞金が支給されます。また退会することなく長期継続した方には
お祝いの品を贈呈します。詳しくは窓口やお電話でお問い合わせください。

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

電話または窓口でお申し込みください。申込方法

（公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107

お問い合わせ

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。

料　　金

NCプログラミング初級講座（1回目）
　工作機械のNCプログラミング（Gコード）の基礎、パソコンによるプログラミ
ング、マシンによる実習を行います。

金属加工業、機械工業に従事し、
NCプログラミングの基礎技能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

対　　象

2019年5月25日(土)、6月1日(土)、8日(土)
（毎土曜日3日間） 9：15～16：30  

時　　期

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

10名（抽選制）定　　員 3,000円（教材費込）受 講 料

2019年4月12日（金）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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（TEL. 3737-0797）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。　

新入社員セミナー
　大田区と一般社団法人大田工業連合会が主催する新入社員研修です。経営者
の皆様にかわり、会社の発展に必要な新入社員人材の育成を担います。
　ぜひ、新入社員の皆様のご受講をご検討ください。

今春学校等を卒業し、区内の工業系企業に就職した方。
（中途採用の方も歓迎）
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

対　　象

2019年4月2日（火）、3日（水）、4日（木）
（3日間） 9：30～16：30 

時　　期

大田区産業プラザ(PiO) 6階 C会議室会　　場

40名 応募多数の場合は抽選とさせて頂きます。定　　員

1名あたり13,000円（昼食代、教材費等込）受 講 料

2019年3月20日（水）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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。　

第103回新技術開発助成募集（第１次）
　中小企業が取り組む「独創的な新技術の実用化開発」を対象に、試作費合計
額の5分の4以下でかつ2,400万円を限度として助成します。

資本金3億円以下または従業員300名以下で、
自ら技術開発する会社

対　　象

http://www.sgkz.or.jp

市村清新技術財団
TEL. 03-3775-2021　
FAX. 03-3775-2020
E-mail. zaidan-mado@sgkz.or.jp

お問い合わせ

時　　期 募集受付期間：４月1日（月）～４月20日（土） （締切日消印有効）
市村清新技術財団の新技術開発助成は、年2回実施しています。
2019年度の第1次の募集として、第103回新技術開発助成を募
集しています。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020
　「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020」の開催が決定しました。開催概要
等につきましては、詳細が固まり次第、当協会ホームページ等にてお知らせいた
します。

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

2020年2月19日（水）時　　期

東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー会　　場

東京信用保証協会
ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL. 03-3272-2070

お問い合わせ

【開業資金】 創業者向け事業資金融資あっせん
　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。

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年以内の者を含む）

対　　象

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/kaigyo.html

相談受付時間： 月～金曜日 9:00～11:00　13:00～16:00
○相談～申込手続きは創業者ご本人様が行います(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。

時　　期

融資あっせんの相談・申込については、
大田区産業プラザ2階
大田区産業振興課融資係まで(予約不要)

申込方法

大田区 産業振興課融資係
TEL. 03-3733-6185　
FAX. 03-3733-6159

お問い合わせ

平成31年度事業化チャレンジ道場
　当事業は、工業デザインの手法を活用した新製品開発～事業化までを継続的
に取り組めるよう一体的にサポートする事業です。

都内に主たる事業所を有し、
自社技術等を活用して製品開発を目指す中小企業

対　　象

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

平成31年4月頃募集予定　
選考の上、決定します。

時　　期

ホームページの申込フォーム申込方法

（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社
事業化チャレンジ道場事務局
TEL. 03-3733-6284　
E-mail. dojyo@tokyo-kosha.or.jp

お問い合わせ

1企業 70,000円受 講 料

キャリアアップ講習 4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。

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対　　象

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

4月1日（月）～10日（水）【必着】募集期間

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

お問い合わせ

アーク溶接（特別教育）（1）（2）、Officeソフトによるデータ活用法、
社内ネットワークの構築と運用【中級】ほか1科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

募集科目

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。）　

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）

ご活用ください! 
会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

お問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　E-mail. keiei@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/business-consulting/intellectual-property-general-consultation.html

「スポーツ」にまつわる
知財のはなし
　ご存知のように、今年の「ラグビーワールドカップ」、来年の「東京オリン

ピック・パラリンピック」と日本ではスポーツのビックイベントが続けて開催

されます。今回は、知財とは一見関係なさそうに見える「スポーツ」と知財と

の関係についてのお話です。

　スポーツ選手が身につけるウェアやシューズは、科学的な評価・分析に基づいて構造や材料が選択されており、正に技術の塊
です。この点はテレビドラマ等で、ご存知の方も多いかもしれません。
　また、情報化社会の現在では、練習中も競技中も選手のトラッキングデータがリアルタイムで収集されています。例えばラグ
ビーやサッカーの選手はスポーツブラのようなホルダーで背中にＧＰＳ受信機を装着し、移動経路やポジショニング、スピード等を
データ化されています。
　そして、これらの技術の多くは特許権により保護され、勝利や記録を追求するスポーツ選手をサポートしています。

● 特許権との関係

　スポーツイベントの収支は商標権に支えられているといっても過言ではありません。例えば、今回の東京オリンピック・パラ
リンピックでは、オリンピック組織委員会の予算６０００億円の内、ＴＯＰ（The Olympic Partners）スポンサー、国内スポンサー
及び商標ライセンスによる収入だけで６割以上を賄っています。〔※１〕スポンサーやライセンシー（ライセンスを受けた者）は多額
のお金の見返りとして、オリンピックの商標を使用でき、また、スポンサーは自身の商標を競技場等で表示できます。

● 商標権との関係

● 著作権との関係

　非常口のマークでお馴染みの「ピクトグラム」は、競技内容を直感的に伝達するのに用いられており、著作権で保護されてい
ます。挿絵の左上のピクトグラムはリオオリンピックで陸上競技用に作成されたものです。ちなみに、日本では、１９６４年の前回の
東京オリンピックで初めて開発され、外国語の苦手な当時の日本人を大いに助けたそうです。
　また、競技の映像や写真も著作権により保護されています。
　上述したように、スポーツと知財は密接に関連しており、その密接度は年々増しています。スポーツを行うときや観戦するときに
頭の片隅に知財との関連を思い浮かべていただければ幸いです。

脚注 ※１ 青木博通、「オリンピックと商標」、月刊パテントVOL.71（1）、26-33
弁理士　三田大智 （ＮＩＭ国際特許事務所 代表）

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権が侵害
された、あるいは侵害していると訴えられた場合の
具体的な対応についての相談

二次相談

申込時に応相談日時・場所

特許、実用新案、意匠、商標等の出願や取得及び
侵害に関する一般的な相談
※出願書類等の作成や先行技術調査等の代行はできません。

毎週水曜日 10：00～／13：00～／14：30～
（祝日・年末年始を除く）

大田区産業プラザ（PiO）3階

一次相談

日　時

場　所

特許等の権利化や模倣品等の権利侵害に対して、専門家が無料相談に応じます。

大田区内に事業所を有する企業、または個人対　象

下記問い合わせ先に電話でお申し込みください。（完全予約制）申　込

知的財産
総合相談
サービス

大田区を元気にする産業情報誌大田区を元気にする産業情報誌

平成31年3月15日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第282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
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「新製品・新技術コンクール」
（最優秀賞）日進工業株式会社
環境配慮型「オール樹脂製鉗子」

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。（中面に続く）

大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む
大田区発のイノベーションで、
　　　高付加価値な製品開発へ挑む

進化し続ける「優工場」進化し続ける「優工場」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）トキ・コーポレーション株式会社
デュアル調光機能を有する超小型LED
スポットライト「マイクロライトキャノン」

「新製品・新技術コンクール」
（優秀賞）
株式会社メディカルスイッチ
見守り機能付き
服薬支援ロボット「FUKU助」

「優工場」
総合部門賞
株式会社信栄テクノ

「優工場」
総合部門賞／人に優しい部門賞
株式会社クライム・ワークス

「優工場」
総合部門賞／まちに優しい部門賞
株式会社マテリアル

新製品・新技術コンクール

優工場

国内・海外見本市出展助成制度をご利用ください

　大田区産業振興協会では、国内・海外を問わず、展示会へ出展
する際の費用の一部を助成できるよう、見本市出展助成制度を設
けています。ぜひ、ご利用ください。

対　　象 区内に本社又は事業所を有する中小企業者
及び中小企業者グループ

出展料・小間装飾費用等対象経費

助成金額 （国内）最大30万円  （海外）最大40万円
※ただし、過去に当協会と共同出展された回数・本助成金を
　利用された回数により助成率が変わります。

募集告知 4月初旬
申込方法

お問い合わせ

国内ホームページ

海外ホームページ

詳細は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　E-mail. torisoku@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/trade-fair.html
https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/exhibitorsupport.html

 TOPIC

1
海外見本市 国内見本市

各種認証取得支援助成金のご案内

　会社の強みを「カタチ」にしませんか？
　環境配慮型経営や国際競争力向上や新分野進出等を目
的として、各種許認可を取得した大田区中小企業に対し
て、その経費の一部（最大100万円）を助成します。

申込方法

お問い合わせ
詳細は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 
経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　
FAX. 03-3733-6459　
E-mail. keiei@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
business-consulting/
business-supoort-services2.html

 TOPIC

2

その仕事内職に任せてみませんか？

　「手作業・単純作業」の仕事を在宅の内職希望者がお
引き受けします。仕事の頻度に合わせて単発・短期でも
ご利用いただけます。

ホームページ

対　　象 大田区内外の中小事業者
月～金（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00  13:00～17:00

相談受付時間

申込方法

お問い合わせ
電話またはホームページ
（公財）大田区産業振興協会 
内職相談窓口　
TEL. 03-3733-6109
https://www.pio-ota.jp/
human-resources/naishoku.html

 TOPIC

3

許認可等の名称 助成の対象となる費用 助成金上限額

エコアクション21 審査費用及び現地審査のための交通費認証・登録費用

10万円

エコステージ 登録評価費用、評価員の旅費交通費
プライバシーマーク 申請料、審査料、付与登録料

医療機器製造業登録
（更新を含む）

書面審査手数料
適合性実地調査手数料

医療機器製造販売業許可
（更新を含む）

医療機器修理業許可
（更新、区分追加・変更を含む）

ISO9001
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
審査費用等

50万円ISO14001
ISO27001　
ISO13485 75万円

JISQ9100 申請料、審査料、認証（初回登録）料
内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
翻訳料・通訳料

100万円
NADCAP

〔新、改良、後発〕
医療機器製造販売承認
（一部変更を含む） 国及び調査機関に支払う手数料 75万円

指定管理医療機器製造販売認証

勤労者共済でレジャーと給付制度をフル活用
　大田区勤労者共済ではレジャー以外に、結婚、出生など給付事由に該当する場
合、各種慶弔見舞金が支給されます。また退会することなく長期継続した方には
お祝いの品を贈呈します。詳しくは窓口やお電話でお問い合わせください。

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

電話または窓口でお申し込みください。申込方法

（公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107

お問い合わせ

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。

料　　金

NCプログラミング初級講座（1回目）
　工作機械のNCプログラミング（Gコード）の基礎、パソコンによるプログラミ
ング、マシンによる実習を行います。

金属加工業、機械工業に従事し、
NCプログラミングの基礎技能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

対　　象

2019年5月25日(土)、6月1日(土)、8日(土)
（毎土曜日3日間） 9：15～16：30  

時　　期

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

10名（抽選制）定　　員 3,000円（教材費込）受 講 料

2019年4月12日（金）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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（TEL. 3737-0797）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。　

新入社員セミナー
　大田区と一般社団法人大田工業連合会が主催する新入社員研修です。経営者
の皆様にかわり、会社の発展に必要な新入社員人材の育成を担います。
　ぜひ、新入社員の皆様のご受講をご検討ください。

今春学校等を卒業し、区内の工業系企業に就職した方。
（中途採用の方も歓迎）
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

対　　象

2019年4月2日（火）、3日（水）、4日（木）
（3日間） 9：30～16：30 

時　　期

大田区産業プラザ(PiO) 6階 C会議室会　　場

40名 応募多数の場合は抽選とさせて頂きます。定　　員

1名あたり13,000円（昼食代、教材費等込）受 講 料

2019年3月20日（水）申込締切

http://www.ootakoren.com

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

お問い合わせ

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。　

第103回新技術開発助成募集（第１次）
　中小企業が取り組む「独創的な新技術の実用化開発」を対象に、試作費合計
額の5分の4以下でかつ2,400万円を限度として助成します。

資本金3億円以下または従業員300名以下で、
自ら技術開発する会社

対　　象

http://www.sgkz.or.jp

市村清新技術財団
TEL. 03-3775-2021　
FAX. 03-3775-2020
E-mail. zaidan-mado@sgkz.or.jp

お問い合わせ

時　　期 募集受付期間：４月1日（月）～４月20日（土） （締切日消印有効）
市村清新技術財団の新技術開発助成は、年2回実施しています。
2019年度の第1次の募集として、第103回新技術開発助成を募
集しています。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020
　「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2020」の開催が決定しました。開催概要
等につきましては、詳細が固まり次第、当協会ホームページ等にてお知らせいた
します。

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

2020年2月19日（水）時　　期

東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー会　　場

東京信用保証協会
ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL. 03-3272-2070

お問い合わせ

【開業資金】 創業者向け事業資金融資あっせん
　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。

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年以内の者を含む）

対　　象

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/kaigyo/kaigyo.html

相談受付時間： 月～金曜日 9:00～11:00　13:00～16:00
○相談～申込手続きは創業者ご本人様が行います(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。

時　　期

融資あっせんの相談・申込については、
大田区産業プラザ2階
大田区産業振興課融資係まで(予約不要)

申込方法

大田区 産業振興課融資係
TEL. 03-3733-6185　
FAX. 03-3733-6159

お問い合わせ

平成31年度事業化チャレンジ道場
　当事業は、工業デザインの手法を活用した新製品開発～事業化までを継続的
に取り組めるよう一体的にサポートする事業です。

都内に主たる事業所を有し、
自社技術等を活用して製品開発を目指す中小企業

対　　象

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

平成31年4月頃募集予定　
選考の上、決定します。

時　　期

ホームページの申込フォーム申込方法

（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社
事業化チャレンジ道場事務局
TEL. 03-3733-6284　
E-mail. dojyo@tokyo-kosha.or.jp

お問い合わせ

1企業 70,000円受 講 料

キャリアアップ講習 4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。

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対　　象

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

4月1日（月）～10日（水）【必着】募集期間

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

お問い合わせ

アーク溶接（特別教育）（1）（2）、Officeソフトによるデータ活用法、
社内ネットワークの構築と運用【中級】ほか1科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

募集科目

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。）　

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）

ご活用ください! 
会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

お問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 経営サポート担当
TEL. 03-3733-6144　E-mail. keiei@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/business-consulting/intellectual-property-general-consultation.html

「スポーツ」にまつわる
知財のはなし
　ご存知のように、今年の「ラグビーワールドカップ」、来年の「東京オリン

ピック・パラリンピック」と日本ではスポーツのビックイベントが続けて開催

されます。今回は、知財とは一見関係なさそうに見える「スポーツ」と知財と

の関係についてのお話です。

　スポーツ選手が身につけるウェアやシューズは、科学的な評価・分析に基づいて構造や材料が選択されており、正に技術の塊
です。この点はテレビドラマ等で、ご存知の方も多いかもしれません。
　また、情報化社会の現在では、練習中も競技中も選手のトラッキングデータがリアルタイムで収集されています。例えばラグ
ビーやサッカーの選手はスポーツブラのようなホルダーで背中にＧＰＳ受信機を装着し、移動経路やポジショニング、スピード等を
データ化されています。
　そして、これらの技術の多くは特許権により保護され、勝利や記録を追求するスポーツ選手をサポートしています。

● 特許権との関係

　スポーツイベントの収支は商標権に支えられているといっても過言ではありません。例えば、今回の東京オリンピック・パラ
リンピックでは、オリンピック組織委員会の予算６０００億円の内、ＴＯＰ（The Olympic Partners）スポンサー、国内スポンサー
及び商標ライセンスによる収入だけで６割以上を賄っています。〔※１〕スポンサーやライセンシー（ライセンスを受けた者）は多額
のお金の見返りとして、オリンピックの商標を使用でき、また、スポンサーは自身の商標を競技場等で表示できます。

● 商標権との関係

● 著作権との関係

　非常口のマークでお馴染みの「ピクトグラム」は、競技内容を直感的に伝達するのに用いられており、著作権で保護されてい
ます。挿絵の左上のピクトグラムはリオオリンピックで陸上競技用に作成されたものです。ちなみに、日本では、１９６４年の前回の
東京オリンピックで初めて開発され、外国語の苦手な当時の日本人を大いに助けたそうです。
　また、競技の映像や写真も著作権により保護されています。
　上述したように、スポーツと知財は密接に関連しており、その密接度は年々増しています。スポーツを行うときや観戦するときに
頭の片隅に知財との関連を思い浮かべていただければ幸いです。

脚注 ※１ 青木博通、「オリンピックと商標」、月刊パテントVOL.71（1）、26-33
弁理士　三田大智 （ＮＩＭ国際特許事務所 代表）

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権が侵害
された、あるいは侵害していると訴えられた場合の
具体的な対応についての相談

二次相談

申込時に応相談日時・場所

特許、実用新案、意匠、商標等の出願や取得及び
侵害に関する一般的な相談
※出願書類等の作成や先行技術調査等の代行はできません。

毎週水曜日 10：00～／13：00～／14：30～
（祝日・年末年始を除く）

大田区産業プラザ（PiO）3階

一次相談

日　時

場　所

特許等の権利化や模倣品等の権利侵害に対して、専門家が無料相談に応じます。

大田区内に事業所を有する企業、または個人対　象

下記問い合わせ先に電話でお申し込みください。（完全予約制）申　込

知的財産
総合相談
サービス

大田区を元気にする産業情報誌大田区を元気にする産業情報誌
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