
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

ホームページ https://www.pio-ota.jp/ota-r-and-d-fair/9/

第９回おおた研究・開発フェア

● 共同研究などのパートナーを探している。
● 開発した技術の応用分野を広げたい（用途開発）。
● 社会実装のため、協力相手を見つけたい。
● 研究について広く産業界の意見・助言を聞きたい。
● 試作品の製造依頼先を探している。

日本全国の最先端研究・技術が集結！
次なるビジネスの種に出会えます！
　今年は、出展目的、技術の応用分野や開発課題、企業に期待する

ことなど、出展に関する情報をより具体的に公開します。「貴社に

とって役立つ技術」「貴社の技術が役立つ研究」がきっとあります。

ぜひ、お越しください。

　毎回好評の特別講演、今年は「空飛ぶクルマ」「海洋プラスチック

ごみ」を取り上げます。

おおた研究・開発フェアは大田区企業に「来場してほしい」展示会です。

入場無料来場者募集

会　　期 2019年10月24日（木）～25日（金）
 10：00～17：00

会　　場 大田区産業プラザ 1階 大展示ホール

主　　催 大田区、(公財)大田区産業振興協会

後　　援
 （地独）東京都立産業技術研究センター

 （一社）大田工業連合会、（株）日刊工業新聞社

● 新しい技術を知る良い機会となった。　● 専門家に相談できた。
● 役に立ちそうな情報を得ることができた。
● 試作の案件がまとまりそう。

出展者はこんな目的で参加しています。

来場された方々の感想です。

ご活用ください! 会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

キャリアアップ講習　10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

10月1日（火）～10日（木）【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

CAD製図（機械）【上級】、
Illustratorによる広告デザイン(Windows)【初級】、
汎用旋盤・フライス盤【初級】ほか2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。）　

第104回新技術開発助成募集（第2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

10月1日（火）～10月20日（日）（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。
令和元年度の第2次の募集として、第104回新技術開発助成を募集します。

募集期間

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

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

勤続15年の方をご推薦ください!
中小企業永年勤続従業員表彰
　大田区内の同一事業所に満15年勤務している従業員
の方に、敬意を表して感謝状と記念品を贈呈します。

大田区産業振興課 産業振興担当　
〒144-8621 
大田区蒲田5-13-14 区役所本庁舎6階（12番窓口）
TEL 03-5744-1363
FAX 03-5744-1528

お問い合わせ
申込先

所属工業団体を通して推薦してください。
団体未加盟の企業は事業主の方が推薦してください。
提出は、郵送または区産業振興課窓口に持参してください。
（FAX・メールでの提出はできません。）

申込方法

９月３０日（月）必着申込締切

ＮＣプログラミング初級講座（2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

http://www.ootakoren.com/  

2019年11月9日(土)、11日(月)、12日(火)、
 14日(木)、15日(金)、16日(土)（全6日間）
平  日：18：30～20：55　土曜日：9：15～14：55  

日　　時

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 03-3737-0797）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。　　

10名（抽選制）定　　員

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

3,000円（教材費込）受講料

申込〆切 2019年9月27日（金）

セミナーのご案内
　「知らなかった受動喫煙の話～加熱式タバコのうそ・
ほんと～」を開催。食後のタバコがおいしいと感じる理由、
目に見えないタバコの煙の影響などを医師が解説！ 

大田区在住、在勤のかた
タバコを吸っていないひとも大歓迎です！

対　　象

健康政策部健康づくり課 健康づくり担当
TEL 03-5744-1683
FAX 03-5744-1523

お問い合わせ

入新井集会室　Luz大森　4階（大森北1-10-14）会場

日本禁煙学会理事　村松 弘康 医師講師

電話またはFAX申込方法

令和元年10月6日（日）13:30～15:30時期

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/
hoken/kenko_dukuri/other_joho/
tabaco/tobacco-seminar.html

事業承継セミナー
1.特別講演
「受け継がれる理念と後継創業という変革」　
講師　(株)生活の木　代表取締役社長CEO　重永 忠 氏
2.事業承継支援施策のご案内
講師　各中小企業支援機関

事業承継を考えている経営者及び後継者【参加無料】対　　象

東京信用保証協会
経営支援部　経営支援統括課
TEL 03-3272-2276

お問い合わせ

会場

申込方法及び詳細は、当協会ホームページをご確認ください。申込方法

10月3日（木）13：30～16：30
ビジョンセンター東京八重洲南口

日時

http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/
managementsupport.html

特別講演では、ハーブとアロマテラピー専門店「生活の木」の重永社長を
招いて、事業承継時の体験談や次世代への思いなどを語っていただきます。

中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免～
　都では、中小企業者が特定の省エネ設備等を取得した
場合に、法人事業税・個人事業税を減免する制度がありま
す。詳細は、ホームページをご覧ください。

所管都税事務所の法人事業税班・個人事業税班
主税局課税部法人課税指導課（法人）
03-5388-2963
主税局課税部課税指導課（個人）
03-5388-2969

お問い合わせ

http://www.tax.metro.tokyo.jp/
kazei/info/kangen-tokyo.html

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

個人情報の取り扱いについて
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大田区ものづくりの「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。

令和元年9月13日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第285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
 03-3733-6476
 03-3733-6459
 technoplaza@pio-ota.jp
 https://www.pio-ota.jp
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TEL
FAX

E-mail
URL

　引越しや移転等によりご住所が変更となっている場合または配送停止をご希望の場合は、
お手数をかけいたしますが、下記までご連絡ください。

■ 大田区産業振興協会からのお知らせ

連絡先　　地域産業プロモーション担当　TEL 03-3733-6476　Email planning-pr@pio-ota.jp



 製造業に属する区内企業で、技術・技能の継承について
 積極的に取り組んでいる企業とします。

 技術・技能とは大田区の特徴であるものづくり分野の
 業種に関わるものを指し、企業規模は要件としません。

 実務指導者と若手技術者は、所属が同一企業でなくても
 応募可能とし、国籍は問いません。

 実務指導者は、所属企業における技術・技能の指導的
 地位にある方とし、年齢は問いません。

 若手技術者は、ものづくり業務における実務経験3年
 以上を有し、技術・技能を継承することで所属企業の
 成長に貢献できる方とし、且つ40歳代までの方です。

令和元年度「大田の工匠 技術・技能継承」募集のお知らせ

　大田区内の中小製造業において、「技術・技能継承」に積極的な
企業の取組みを表彰することにより、他の中小製造業の関心度を
高めることを目的としています。

募集期間 9月2日（月）～10月31日（木）午後5時迄に書類必着　※申込用紙は、協会ホームページからダウンロードできます。
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　FAX 03-3733-6459　E-mail planning-pr@pio-ota.jp
ホームページ https://www.pio-ota.jp/news/2019/09/02-otakosho.html

 TOPIC

1 おおた商い・観光展2019

　「おおた商い・観光展」は、区内の特徴ある商店やもの
づくりに携わる職人、観光情報など様々なジャンルから
大田区の魅力をまとめた販売・展示イベントです。

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 商い・サービス産業担当
TEL 03-3733-6401　E-mail a-fair2019@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

 TOPIC

4

申込方法 電話または窓口でお申込みください。
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
ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声

　昨年は商品リーフレットに展示会用パネルの作成、今年は商品
ラベルにホームページ作成と、プロの技術をフルに使わせていた
だいています。特に商品写真をその場で撮影していただけるの
も便利で、大変助かっています。（株式会社ポルテ 東様）

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。

 TOPIC

3 相談料 ： 1回につき 1時間45分 5,000円＋消費税

お引合いを紹介します ～企業情報登録のお願い～

　当協会では区内外より年間1,000件ほどのお引合いを受けており、区内の
サプライヤー候補をご紹介することで、多くの成約案件が生まれています。サプ
ライヤー候補は、技術力や保有設備などのデータベースより抽出するため、貴
社データが当協会に登録されていることがご紹介の前提となります。ご登録方
法等をご説明いたしますので、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ （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

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

 TOPIC

2

PiO避難訓練寄席にご参加ください！

　避難訓練・帰宅困難者対応訓練にご協力をお願いします。大田区観光PR特使の
三笑亭夢太朗さんによる落語もお楽しみいただけます。帰宅困難者になったらど
うしますか？電気もガスも使えない中、食事の準備、できますか？最適な備蓄品を
選んでいますか？最近、笑顔になりましたか？ そのお悩み、まとめて解決します。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 施設サービス担当

TEL 03-3733-6477　E-mail shisetsu@pio-ota.jp
ホームページ https://www.pio-ota.net/news/news-4598

 TOPIC

5

日 時 10月9日（水）10:00～12:30
会 場 大田区産業プラザ 2階 小展示ホール　

1

5

4

3

2

家族や友達と宿泊旅行でリフレッシュ

　大田区勤労者共済では、新規でH.I.S.旅行優待割引と3,000円/人
の宿泊補助が受けられるようになりました。年間2,000円×6泊分の
ライフサポート倶楽部の補助も継続中！

申込方法 電話または窓口でお問い合わせください。
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当　

TEL 03-3733-6107　
E-mail kinro@pio-ota.jp

ホームページ https://otakyousai.zenpuku.or.jp/

 TOPIC

6

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。

大田区 他5団体

日 時

会 場
主 催

10月19日(土)～20日(日)
10時～17時（最終日は16時まで）

大田区産業プラザ

併催イベント
銭湯背景画描写実演、蒲田映画祭

問い合わせ先
3

（1）所在地 東京都大田区
 羽田旭町１０番１号
（2）規模・構造 地上５階建 /
 免震構造
（3）敷地面積 36,213㎡
（4）延床面積 81,030㎡
（5）竣工　 令和元年６月28日

（1）賃貸人 三井住友信託銀行
 株式会社
（2）区画 1区画約 1,000㎡の
 3区画を産業支援施設
 とする予定
（3）規格 床荷重 1.5ｔ/ ㎡
 天井高有効 5.5m

大田区産業経済部
産業振興課 工業振興担当
TEL 03-5744-1376

三井不動産インダストリアルパーク羽田
施設概要について

大田区産業支援施設について
2

1　大田区羽田旭町にて三井不動
産株式会社が開発していた「三井
不動産インダストリアルパーク羽
田」は、令和元年６月28日に竣工
しました。
　この「三井不動産インダストリ
アルパーク羽田」は、地上５階建
て、貸し床面積２万１千坪を誇り、
物流用途だけでなく、ものづくり
やオフィス、研修施設等の複合型
の新産業拠点として誕生しまし
た。首都高速1号羽田線「羽田」IC
から約0.6㎞に位置しており、都
内の主要エリアへの抜群のアク
セスや羽田空港や東京湾への近
接性という強みがあります。さら
に、京浜急行空港線「穴守稲荷」
駅から徒歩７分、京浜急行空港線・
東京モノレール「天空橋」駅より

徒歩９分と通勤利便性に優れ、人
材確保にも有利な立地です。
　この度、「三井不動産インダス
トリアルパーク羽田」の１・２階の
一部を大田区が借り受け、産業支
援施設として整備します。区で
は、羽田空港に近接したこの施設
に、産業集積の維持・発展に資す
るための支援機能を置き込むこ
とを予定しています。具体的に
は、製造業の操業スペース、事業
所等、区内高度ものづくり技術
の維持・集積に結び付く業種の
誘致を目指しております。今後、
入居事業者公募を開始する予定
です。
　詳細については、大田区産業
振興課ホームページをご確認く
ださい。 H.I.S.大田区勤労者共済会員専用サイト

ホームページURL
http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/
sangyou_sien_shisetsu/nyukyobosyu/

正面エントランス ５階ラウンジ １階ロビー

北東角から臨む外観

p6p5p4 210mm 210mm 207mm



 製造業に属する区内企業で、技術・技能の継承について
 積極的に取り組んでいる企業とします。

 技術・技能とは大田区の特徴であるものづくり分野の
 業種に関わるものを指し、企業規模は要件としません。

 実務指導者と若手技術者は、所属が同一企業でなくても
 応募可能とし、国籍は問いません。

 実務指導者は、所属企業における技術・技能の指導的
 地位にある方とし、年齢は問いません。

 若手技術者は、ものづくり業務における実務経験3年
 以上を有し、技術・技能を継承することで所属企業の
 成長に貢献できる方とし、且つ40歳代までの方です。

令和元年度「大田の工匠 技術・技能継承」募集のお知らせ

　大田区内の中小製造業において、「技術・技能継承」に積極的な
企業の取組みを表彰することにより、他の中小製造業の関心度を
高めることを目的としています。

募集期間 9月2日（月）～10月31日（木）午後5時迄に書類必着　※申込用紙は、協会ホームページからダウンロードできます。
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　FAX 03-3733-6459　E-mail planning-pr@pio-ota.jp
ホームページ https://www.pio-ota.jp/news/2019/09/02-otakosho.html

 TOPIC

1 おおた商い・観光展2019

　「おおた商い・観光展」は、区内の特徴ある商店やもの
づくりに携わる職人、観光情報など様々なジャンルから
大田区の魅力をまとめた販売・展示イベントです。

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 商い・サービス産業担当
TEL 03-3733-6401　E-mail a-fair2019@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

 TOPIC

4

申込方法 電話または窓口でお申込みください。
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
ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

利用者の声

　昨年は商品リーフレットに展示会用パネルの作成、今年は商品
ラベルにホームページ作成と、プロの技術をフルに使わせていた
だいています。特に商品写真をその場で撮影していただけるの
も便利で、大変助かっています。（株式会社ポルテ 東様）

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。

 TOPIC

3 相談料 ： 1回につき 1時間45分 5,000円＋消費税

お引合いを紹介します ～企業情報登録のお願い～

　当協会では区内外より年間1,000件ほどのお引合いを受けており、区内の
サプライヤー候補をご紹介することで、多くの成約案件が生まれています。サプ
ライヤー候補は、技術力や保有設備などのデータベースより抽出するため、貴
社データが当協会に登録されていることがご紹介の前提となります。ご登録方
法等をご説明いたしますので、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ （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

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

 TOPIC

2

PiO避難訓練寄席にご参加ください！

　避難訓練・帰宅困難者対応訓練にご協力をお願いします。大田区観光PR特使の
三笑亭夢太朗さんによる落語もお楽しみいただけます。帰宅困難者になったらど
うしますか？電気もガスも使えない中、食事の準備、できますか？最適な備蓄品を
選んでいますか？最近、笑顔になりましたか？ そのお悩み、まとめて解決します。

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 施設サービス担当

TEL 03-3733-6477　E-mail shisetsu@pio-ota.jp
ホームページ https://www.pio-ota.net/news/news-4598

 TOPIC

5

日 時 10月9日（水）10:00～12:30
会 場 大田区産業プラザ 2階 小展示ホール　

1

5

4

3

2

家族や友達と宿泊旅行でリフレッシュ

　大田区勤労者共済では、新規でH.I.S.旅行優待割引と3,000円/人
の宿泊補助が受けられるようになりました。年間2,000円×6泊分の
ライフサポート倶楽部の補助も継続中！

申込方法 電話または窓口でお問い合わせください。
お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当　

TEL 03-3733-6107　
E-mail kinro@pio-ota.jp

ホームページ https://otakyousai.zenpuku.or.jp/

 TOPIC

6

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。

大田区 他5団体

日 時

会 場
主 催

10月19日(土)～20日(日)
10時～17時（最終日は16時まで）

大田区産業プラザ

併催イベント
銭湯背景画描写実演、蒲田映画祭

問い合わせ先
3

（1）所在地 東京都大田区
 羽田旭町１０番１号
（2）規模・構造 地上５階建 /
 免震構造
（3）敷地面積 36,213㎡
（4）延床面積 81,030㎡
（5）竣工　 令和元年６月28日

（1）賃貸人 三井住友信託銀行
 株式会社
（2）区画 1区画約 1,000㎡の
 3区画を産業支援施設
 とする予定
（3）規格 床荷重 1.5ｔ/ ㎡
 天井高有効 5.5m

大田区産業経済部
産業振興課 工業振興担当
TEL 03-5744-1376

三井不動産インダストリアルパーク羽田
施設概要について

大田区産業支援施設について
2

1　大田区羽田旭町にて三井不動
産株式会社が開発していた「三井
不動産インダストリアルパーク羽
田」は、令和元年６月28日に竣工
しました。
　この「三井不動産インダストリ
アルパーク羽田」は、地上５階建
て、貸し床面積２万１千坪を誇り、
物流用途だけでなく、ものづくり
やオフィス、研修施設等の複合型
の新産業拠点として誕生しまし
た。首都高速1号羽田線「羽田」IC
から約0.6㎞に位置しており、都
内の主要エリアへの抜群のアク
セスや羽田空港や東京湾への近
接性という強みがあります。さら
に、京浜急行空港線「穴守稲荷」
駅から徒歩７分、京浜急行空港線・
東京モノレール「天空橋」駅より

徒歩９分と通勤利便性に優れ、人
材確保にも有利な立地です。
　この度、「三井不動産インダス
トリアルパーク羽田」の１・２階の
一部を大田区が借り受け、産業支
援施設として整備します。区で
は、羽田空港に近接したこの施設
に、産業集積の維持・発展に資す
るための支援機能を置き込むこ
とを予定しています。具体的に
は、製造業の操業スペース、事業
所等、区内高度ものづくり技術
の維持・集積に結び付く業種の
誘致を目指しております。今後、
入居事業者公募を開始する予定
です。
　詳細については、大田区産業
振興課ホームページをご確認く
ださい。 H.I.S.大田区勤労者共済会員専用サイト

ホームページURL
http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/
sangyou_sien_shisetsu/nyukyobosyu/

正面エントランス ５階ラウンジ １階ロビー

北東角から臨む外観

p6p5p4 210mm 210mm 207mm
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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

ホームページ https://www.pio-ota.jp/ota-r-and-d-fair/9/

第９回おおた研究・開発フェア

● 共同研究などのパートナーを探している。
● 開発した技術の応用分野を広げたい（用途開発）。
● 社会実装のため、協力相手を見つけたい。
● 研究について広く産業界の意見・助言を聞きたい。
● 試作品の製造依頼先を探している。

日本全国の最先端研究・技術が集結！
次なるビジネスの種に出会えます！
　今年は、出展目的、技術の応用分野や開発課題、企業に期待する

ことなど、出展に関する情報をより具体的に公開します。「貴社に

とって役立つ技術」「貴社の技術が役立つ研究」がきっとあります。

ぜひ、お越しください。

　毎回好評の特別講演、今年は「空飛ぶクルマ」「海洋プラスチック

ごみ」を取り上げます。

おおた研究・開発フェアは大田区企業に「来場してほしい」展示会です。

入場無料来場者募集

会　　期 2019年10月24日（木）～25日（金）
 10：00～17：00

会　　場 大田区産業プラザ 1階 大展示ホール

主　　催 大田区、(公財)大田区産業振興協会

後　　援
 （地独）東京都立産業技術研究センター

 （一社）大田工業連合会、（株）日刊工業新聞社

● 新しい技術を知る良い機会となった。　● 専門家に相談できた。
● 役に立ちそうな情報を得ることができた。
● 試作の案件がまとまりそう。

出展者はこんな目的で参加しています。

来場された方々の感想です。

ご活用ください! 会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

キャリアアップ講習　10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

10月1日（火）～10日（木）【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

CAD製図（機械）【上級】、
Illustratorによる広告デザイン(Windows)【初級】、
汎用旋盤・フライス盤【初級】ほか2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。）　

第104回新技術開発助成募集（第2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

10月1日（火）～10月20日（日）（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。
令和元年度の第2次の募集として、第104回新技術開発助成を募集します。

募集期間

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

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

勤続15年の方をご推薦ください!
中小企業永年勤続従業員表彰
　大田区内の同一事業所に満15年勤務している従業員
の方に、敬意を表して感謝状と記念品を贈呈します。

大田区産業振興課 産業振興担当　
〒144-8621 
大田区蒲田5-13-14 区役所本庁舎6階（12番窓口）
TEL 03-5744-1363
FAX 03-5744-1528

お問い合わせ
申込先

所属工業団体を通して推薦してください。
団体未加盟の企業は事業主の方が推薦してください。
提出は、郵送または区産業振興課窓口に持参してください。
（FAX・メールでの提出はできません。）

申込方法

９月３０日（月）必着申込締切

ＮＣプログラミング初級講座（2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

http://www.ootakoren.com/  

2019年11月9日(土)、11日(月)、12日(火)、
 14日(木)、15日(金)、16日(土)（全6日間）
平  日：18：30～20：55　土曜日：9：15～14：55  

日　　時

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 03-3737-0797）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。　　

10名（抽選制）定　　員

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

3,000円（教材費込）受講料

申込〆切 2019年9月27日（金）

セミナーのご案内
　「知らなかった受動喫煙の話～加熱式タバコのうそ・
ほんと～」を開催。食後のタバコがおいしいと感じる理由、
目に見えないタバコの煙の影響などを医師が解説！ 

大田区在住、在勤のかた
タバコを吸っていないひとも大歓迎です！

対　　象

健康政策部健康づくり課 健康づくり担当
TEL 03-5744-1683
FAX 03-5744-1523

お問い合わせ

入新井集会室　Luz大森　4階（大森北1-10-14）会場

日本禁煙学会理事　村松 弘康 医師講師

電話またはFAX申込方法

令和元年10月6日（日）13:30～15:30時期

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/
hoken/kenko_dukuri/other_joho/
tabaco/tobacco-seminar.html

事業承継セミナー
1.特別講演
「受け継がれる理念と後継創業という変革」　
講師　(株)生活の木　代表取締役社長CEO　重永 忠 氏
2.事業承継支援施策のご案内
講師　各中小企業支援機関

事業承継を考えている経営者及び後継者【参加無料】対　　象

東京信用保証協会
経営支援部　経営支援統括課
TEL 03-3272-2276

お問い合わせ

会場

申込方法及び詳細は、当協会ホームページをご確認ください。申込方法

10月3日（木）13：30～16：30
ビジョンセンター東京八重洲南口

日時

http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/
managementsupport.html

特別講演では、ハーブとアロマテラピー専門店「生活の木」の重永社長を
招いて、事業承継時の体験談や次世代への思いなどを語っていただきます。

中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免～
　都では、中小企業者が特定の省エネ設備等を取得した
場合に、法人事業税・個人事業税を減免する制度がありま
す。詳細は、ホームページをご覧ください。

所管都税事務所の法人事業税班・個人事業税班
主税局課税部法人課税指導課（法人）
03-5388-2963
主税局課税部課税指導課（個人）
03-5388-2969

お問い合わせ

http://www.tax.metro.tokyo.jp/
kazei/info/kangen-tokyo.html

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

個人情報の取り扱いについて
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大田区ものづくりの「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。

令和元年9月13日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第285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
 03-3733-6476
 03-3733-6459
 technoplaza@pio-ota.jp
 https://www.pio-ota.jp

大田区を元気にする産業情報誌

September 2019  9

TEL
FAX

E-mail
URL

　引越しや移転等によりご住所が変更となっている場合または配送停止をご希望の場合は、
お手数をかけいたしますが、下記までご連絡ください。

■ 大田区産業振興協会からのお知らせ

連絡先　　地域産業プロモーション担当　TEL 03-3733-6476　Email planning-pr@pio-ota.jp

p1 表紙p2 裏表紙p3

宛名シール

210mm210mm207mm



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

ホームページ https://www.pio-ota.jp/ota-r-and-d-fair/9/

第９回おおた研究・開発フェア

● 共同研究などのパートナーを探している。
● 開発した技術の応用分野を広げたい（用途開発）。
● 社会実装のため、協力相手を見つけたい。
● 研究について広く産業界の意見・助言を聞きたい。
● 試作品の製造依頼先を探している。

日本全国の最先端研究・技術が集結！
次なるビジネスの種に出会えます！
　今年は、出展目的、技術の応用分野や開発課題、企業に期待する

ことなど、出展に関する情報をより具体的に公開します。「貴社に

とって役立つ技術」「貴社の技術が役立つ研究」がきっとあります。

ぜひ、お越しください。

　毎回好評の特別講演、今年は「空飛ぶクルマ」「海洋プラスチック

ごみ」を取り上げます。

おおた研究・開発フェアは大田区企業に「来場してほしい」展示会です。

入場無料来場者募集

会　　期 2019年10月24日（木）～25日（金）
 10：00～17：00

会　　場 大田区産業プラザ 1階 大展示ホール

主　　催 大田区、(公財)大田区産業振興協会

後　　援
 （地独）東京都立産業技術研究センター

 （一社）大田工業連合会、（株）日刊工業新聞社

● 新しい技術を知る良い機会となった。　● 専門家に相談できた。
● 役に立ちそうな情報を得ることができた。
● 試作の案件がまとまりそう。

出展者はこんな目的で参加しています。

来場された方々の感想です。

ご活用ください! 会社を元気にする多くの支援事業

INFORMATION

キャリアアップ講習　10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

10月1日（火）～10日（木）【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

CAD製図（機械）【上級】、
Illustratorによる広告デザイン(Windows)【初級】、
汎用旋盤・フライス盤【初級】ほか2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。）　

第104回新技術開発助成募集（第2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

10月1日（火）～10月20日（日）（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。
令和元年度の第2次の募集として、第104回新技術開発助成を募集します。

募集期間

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

申込方法 詳細はホームページをご確認ください。

勤続15年の方をご推薦ください!
中小企業永年勤続従業員表彰
　大田区内の同一事業所に満15年勤務している従業員
の方に、敬意を表して感謝状と記念品を贈呈します。

大田区産業振興課 産業振興担当　
〒144-8621 
大田区蒲田5-13-14 区役所本庁舎6階（12番窓口）
TEL 03-5744-1363
FAX 03-5744-1528

お問い合わせ
申込先

所属工業団体を通して推薦してください。
団体未加盟の企業は事業主の方が推薦してください。
提出は、郵送または区産業振興課窓口に持参してください。
（FAX・メールでの提出はできません。）

申込方法

９月３０日（月）必着申込締切

ＮＣプログラミング初級講座（2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

http://www.ootakoren.com/  

2019年11月9日(土)、11日(月)、12日(火)、
 14日(木)、15日(金)、16日(土)（全6日間）
平  日：18：30～20：55　土曜日：9：15～14：55  

日　　時

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 03-3737-0797）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。　　

10名（抽選制）定　　員

東京都立城南職業能力開発センター大田校会　　場

3,000円（教材費込）受講料

申込〆切 2019年9月27日（金）

セミナーのご案内
　「知らなかった受動喫煙の話～加熱式タバコのうそ・
ほんと～」を開催。食後のタバコがおいしいと感じる理由、
目に見えないタバコの煙の影響などを医師が解説！ 

大田区在住、在勤のかた
タバコを吸っていないひとも大歓迎です！

対　　象

健康政策部健康づくり課 健康づくり担当
TEL 03-5744-1683
FAX 03-5744-1523

お問い合わせ

入新井集会室　Luz大森　4階（大森北1-10-14）会場

日本禁煙学会理事　村松 弘康 医師講師

電話またはFAX申込方法

令和元年10月6日（日）13:30～15:30時期

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/
hoken/kenko_dukuri/other_joho/
tabaco/tobacco-seminar.html

事業承継セミナー
1.特別講演
「受け継がれる理念と後継創業という変革」　
講師　(株)生活の木　代表取締役社長CEO　重永 忠 氏
2.事業承継支援施策のご案内
講師　各中小企業支援機関

事業承継を考えている経営者及び後継者【参加無料】対　　象

東京信用保証協会
経営支援部　経営支援統括課
TEL 03-3272-2276

お問い合わせ

会場

申込方法及び詳細は、当協会ホームページをご確認ください。申込方法

10月3日（木）13：30～16：30
ビジョンセンター東京八重洲南口

日時

http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/
managementsupport.html

特別講演では、ハーブとアロマテラピー専門店「生活の木」の重永社長を
招いて、事業承継時の体験談や次世代への思いなどを語っていただきます。

中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免～
　都では、中小企業者が特定の省エネ設備等を取得した
場合に、法人事業税・個人事業税を減免する制度がありま
す。詳細は、ホームページをご覧ください。

所管都税事務所の法人事業税班・個人事業税班
主税局課税部法人課税指導課（法人）
03-5388-2963
主税局課税部課税指導課（個人）
03-5388-2969

お問い合わせ

http://www.tax.metro.tokyo.jp/
kazei/info/kangen-tokyo.html

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

個人情報の取り扱いについて
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大田区ものづくりの「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。

令和元年9月13日発行（隔月1回発行）
TECHNO PLAZA　第285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
 03-3733-6476
 03-3733-6459
 technoplaza@pio-ota.jp
 https://www.pio-ota.jp
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FAX

E-mail
URL

　引越しや移転等によりご住所が変更となっている場合または配送停止をご希望の場合は、
お手数をかけいたしますが、下記までご連絡ください。

■ 大田区産業振興協会からのお知らせ

連絡先　　地域産業プロモーション担当　TEL 03-3733-6476　Email planning-pr@pio-ota.jp
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