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イノベーション創出・
次世代産業創造等を支援します
時代に即した技術開発を行えるよう、産学、産産連携等を推進、技術や情報の相互交流を創出します。
また、地域産業の
競争力が向上するよう、
各種事業を通じ、
産業クラスター形成、
技術高度化、
開発力向上を支援します。

新製品・新技術の開発に関する各種助成金
大田区中小企業が取組む新製品・新技術の開発について、開発の段階に応じて必要となる経費の一部を助成します。
トライアル助成
企画・設計前の市場調査に関する取組みであり、次な
るステップへ進むと見込むもの

■ 助成金イメージ

市場調査

企画・設計

試作開発

実用化製品化助成
 試作開発が終了した製品・技術そのものの付加価値
を高める開発であり、期間内に「実用化製品化の達成
（製品の完成等）」及び助成期間終了後1年以内に市
場投入を見込むもの

既存製品の
レベルアップ
既存技術を基に
実用化・製品化

トライアル助成

新製品・新技術コンクール

開発ステップアップ助成

実用化 製品化助成

受賞技術製品

大田 区 中 小 企 業が開 発した 新 製 品・
新技術を募集し、優れた製品・技術を表彰すること
によって、企 業の開 発 意 欲の醸成に取り組んでい
ます。また、受賞した新製品・新技術は、展示会への
褒賞出展や当協会広報誌等で発表するなど、販路
拡大の支援を行います。
表彰式の様子

次世代産業創造・
産業クラスター形成事業
大 田 区 中 小 企 業の次 世 代 産 業 分 野（ 次 世 代モビリティ・
ライフサイエンスヘルスケア・ロボティクス等）進出を後押し
し、産業クラスターの形成を推進します。大企業・大学・研究開
発機関等とのマッチング、展示会出展及び個別相談など、新
事業展開を図る区内企業を全力で伴走支援します。
アバターロボットメーカーとのオープンイノベーション
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実用化・製品化の達成

企画・設計から試作開発までの取組みであり、期間内
に「試作品の完成」を見込むもの

試作品の
実用化・製品化
のための開発

試作品の完成

開発ステップアップ助成

市場投入

イノベーション創出・次世代産業創造等を支援します

おおた研究・開発フェア
全国の大学・研究機関や大田区
内外の企業が開発した新しい技術や研究成果
をPRし、共同研究・製品開発・用途開発など目
指す展示会形式のマッチングの場です。来場
者にとっては、自社の技術革新や課題解決、
新事業のヒントが得られる展示会です。

会場内の様子

各種セミナー・ワークショップ

研究開発マッチングシステム

産学連携を目的とした大学研究者をお招きし、

共同研究や産学連携のパートナーになる研究

次世代産業や最先端研究分野などの各種セミナー・ワーク

開発型の大田区中小企業を紹介します(無料)。企業や大学

ショップを開催することで大田区中小企業の技術力の向上

等の研 究 開 発 者の方 、試 作 品の設 計 製 作や加 工 先 等の

やシーズとニーズのマッチングを促します。

開拓にWebサイト「mirai」も併せてご活用ください。

https://www.mirai-ota.net/

次世代産業セミナー

「研究開発マッチングシステム mirai」webサイト

ものづくり創業スクール
a）創業体験ワークショップ

b）スタートアップ試作支援

創 業を考えている方 、創 業アイデアを持ってい

創業アイデアを持つ人を対象にしたワークショップで、コー

る方を対象に、創業やチーム作りを体験するワーク

チングによりアイデアのブラッシュアップを行います。最終日

ショップを開催し、区内での創業機運を醸成します。

にはピッチを行うことで企業とのマッチングを目指します。

スタートアップ × 大田区企業 ユナイト助成
スタートアップ企業が有する付加価値
の高い案件を大田区内に呼び込むとと
もに、受注増加・販路拡大及び技術力の
向上を図ります。また、スタートアップ企
業が直面する試作の困難さを大田区内
で解決することにより、大田区への立地
を促します。

事業イメージ
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取引促進機会の拡大を
支援します
新規顧客の開拓や新たな事業展開等、
大田区企業・店舗の取引促進機会の拡大を支援するために、
各種展示会、
商談
会の開催等、
様々なビジネスチャンスの機会を提供しています。
ものづくり

受発注あっせん相談サービス
専門のコーディネーターが、発注先からの要望に適し

ものづくり受発注商談会
新規顧客開拓・情報交換の場として、大田区企

た確かな技術を有する大田区企業を無料で紹介しています。また、全

業を中心に全国の発注企業と受注企業が一堂に会する商

国の大手・中堅企業を対象とした発注案件の開拓も行っています。

談会を開催しています。

相談の様子

商談会の様子

大田区加工技術展示商談会

おおた工業フェア

従業員数10名以下の小規模事業者の出展を

様々な高度技術を有し、日本の産業基盤を支える

中心に、大田区企業の優れた「加工技術」を全国に広くPR

大田区の事業者の出展を中心に、他の展示会では見られない

し、具体的な契約成立を図るための展示商談会です。

大田区ならではの工業技術や新製品を紹介する展示会です。

会場の様子

会場の様子
デジタル・プラットフォーム

国内・海外の見本市への出展支援
国内外で開催される各種見本市に大田区企業
と共同出展し、新製品や新技術を広くPRします。

OTAデジタル × PiO
区内中小企業がデジタル化に必要な「人材」
「知見」
などを補うためのデジタル支援プラットフォームです。
デジタル×PiO利用者間の交流支援や、個別ニーズへのきめ細か
いサポートを行い、企業経営の高度化及び取引拡大につなげます。

共同出展の様子
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取引促進機会の拡大を支援します

商

業

商業・サービス産業
取引相談

繁盛店
創出事業

あきない活性化コー

大田区の小売業・飲食業・サー

ディネーターが 商 業・

ビス業を営む店舗に対して、専

サービス業を営む店舗

門家 が 繁 盛 店を目指 す た めの

に巡回訪問等を行い、

提 案を行い、提案に基づいて店

経 営や取 引促 進に係

舗改修等を行う場合は、その費

る支 援・アドバイス等

用の一部を助成します。

を行います。

相談の様子

パンフレット

商品磨き上げ事業

商業見本市への出展支援

現役で活躍されている講師の考え方・助言等を通じて、商

商業見本市に大田区企業と共同出展し、優れた商品を全

品の魅力度・商品開発力・商品PR力・販売力をより一層向上

国に広くＰＲするとともに、販路拡大や新規バイヤーとの取

させ、今後の大田区企業の販路拡大や新規バイヤーとの取

引獲得等を目指します。

引獲得等を目指します。

講義の様子

海

共同出展の様子

外

海外展開サポート
企業が成長を目指す上で海外ビジネスへの取り組みは重要な選択肢の一つとなっています。
当協会では、様々なサポートメニューを用意して、皆さまの国際化を応援しています。
個別相談

多言語間翻訳

専門家による個別アドバイス(国際物流、

ホームページ、取扱説明書、契約書、カタ

販路開拓、代理店整備、国際規格、海外法人

ログ、企業紹介、レストランメニュー等の翻

設立、関連機関の紹介等)

訳の際、専門業者の紹介や助成を行います。

海外企業調査サービス

海外取引に際し、相手企業
の信用調査を行い、レポート
を提供します。

国際商談会

大田区企業と海外企業と
の商談会を開催します。

英文企業ガイドWeb

区 内 企 業の製 品・技 術を海 外 市 場に向け
て発信するため、英文の企業ガイドをホーム
ページ上で展開しています。
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経営課題の解決を
サポートします
販路開拓、
助成金の活用、
人材の確保など、
区内中小企業や創業者が直面する様々な課題に合わせ、
情報提供や相談

2022.2.15

業務を行います。

経営相談
大田区産業プラザＰｉＯ１階の総合窓口では、
経営相談から館内の案内までワンストップで
対応。産業支援に資する公的支援情報を、幅広く
収集・分析し、相談者に合った効果の高い事業
情報を提供します。
総合窓口（2022年3月完成）
※公告図と相違がある場合は公告図を正とする。

①デザイン相談（ＰｉＯデザイン工房）

②創業相談

 ホームページをはじめとした各種ＰＲツール
の作成を支援

創業時に必要な事業計画、資金計画、助成金
活用などのアドバイス

③専門家派遣

④助成金（各種許認可等取得支援助成金）

法務、財務、税務、集客、販路開拓、事業承継
等の課題に対して経験・資格を有する専門家が
助言

環 境 配 慮 型 経 営・国 際 競 争 力 向 上・新 分 野
進出に必要な許認可取得に関する経費を一部
助成
※上記の他にセミナー等も開催しています。

人財育成・確保
①おしごとナビ大田区（求人サイト）
 インターネット上に区内中小企業の求人情報と企業PR
を発信する場を提供し、登録掲載企業の求人活動を支援
②若者と中小企業とのマッチング事業
（教育機関との連携）
 区内中小企業の持続した発展のため、大学などの教育

おしごとナビ大田区

学内面談会

機関との連携を通じて、企業の人材確保を支援
③中小企業次世代ものづくり人材の育成事業
（若手技術者支援のための講座、おおた少年少女発明クラブ）
 区内中小企業の中核となるものづくり人材の育成と小
学校からものづくりへの関心を高めるための教育事業を

オンライン合同企業説明会

内職作業（バリ取り）

実施・支援
④内職あっせん相談
 在宅で行う単純作業の内職を依頼したい企業に大田区
在住の求職者を紹介

5

若手技術者支援のための講座

おおた少年少女発明クラブ

【参考】アクソメ図・内観パース
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産業情報の収集・提供、
企業ＰＲを支援します
大田区産業の広報活動をはじめ、
区内企業のＰＲ、
企業に必要な情報の収集などを行っています。

情報発信

工場表彰制度 大田区「優工場」

大田区産業振興協会のホームページと公式ツ

人に優しい（働きがいのある労働環境）、まちに

イッターを通じ、区内産業の最新動向や、大田区・大田区産

優しい（周辺環境との調和）、経営や技術に優れた大田区を

業振興協会の事業をご紹介しています。また、定期刊行の

代表する工場を認定する制度です。

産業情報誌として、製造業向けの「テクノプラザ」と商業・
サービス業向けの「あきnow」を発行。このほか区内企業の
視察のご相談にも対応しております。

協会公式ホームページ

テクノプラザ

あきnow

おおた商い（AKINAI）
・観光展

認定企業（工場内の様子）

「大田の工匠 技術・技能継承」

区内の商い・サービスや飲食業の店舗情報を特

実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）による

設サイトで発信。キャンペーン情報等を紹介して実際の店舗

技術・技能の継承について、優れた取組みやノウハウを紹介

への区民の訪問を促します。リアルの展示会場での即売な

し、区内企業の技術・技能継承を支援します。

ど年度ごとに新しい開催形態を展開しています。

開催の様子

表彰事業者（作業の様子）

「大田のお土産100選」
「OTA ! いちおしグルメ」
「大田のお土産100選」は食品・ものづくり
の分野から選定、
「いちおしグルメ」は魅力ある
飲食店を選定し、それぞれ特設HP等で紹介して
います。

総合版

こだわりのお土産を
東京・大田から世界へお届けします
地元大田区で永く愛されている逸品や
匠の技術力によって生み出された製品・商品を
の
「食品」
「ものづくり
、
（雑貨を含む）
」
2つの分野から選定しました。

大田のお土産
100選
総合版
〒144-0035

詳しくは「大田のお土産100選」Webサイト でチェック!

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

東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ
（PiO）3F
TEL 03-3733-6476 FAX 03-3733-6459

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

大田区

美味しい顔ぶれ、
揃いました

Web版は
こちら!

OTA!
いちおしグルメ
総合版
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区内中小企業の福利厚生を
お手伝いします
勤労者共済は、
区内中小企業勤労者の皆様のため、
事業主や従業員が安心して働ける職場づくりと、
家族と一緒に豊か
な生活を送るための互助を目的とした共済事業です。

勤労者共済について
■ 加入対象

■ 会費等（1名あたり）

● 大田区内の中小企業
（商店・工場・事務所等）の

事業主と従業員
● 大 田区内に居住し、区外の中小企業で働く従

業員

入会金 200円

月会費 500円

■ 健康事業
インフルエンザ予防接種補助、人間ドック補助等

■ 慶弔見舞金

■ 各種チケットの割引

出生・結婚・銀婚・金婚・入学・見舞金・弔慰金

■ 宿泊補助・契約施設等の利用

映画、都内共通入浴券、区営スポーツセンター、
スポーツ観戦、観劇チケット、食事券等の割引

宿泊補助、レジャー施設利用補助

太平湯

ホテルメトロポリタン
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大森スポーツセンター

東京ドームシティ アトラクションズ

映画『スパイダーマン』

劇団四季『アナと雪の女王』

大田区産業振興協会の主な取り組み 6

大田区産業プラザの
管理運営を行っています
大田区産業プラザ（愛称：PiO）
が区の産業振興の拠点となることを目指して、展示ホール等の貸館の管理運営、利用者
サービスの向上を図るため付加サービス事業等を行っています。

■ 産業プラザ展示ホール等の管理運営
    産業プラザ貸館部分及びコワーキングスペース（2022年4月～）について大田区から指定管理者の指定
を受け、利用者の皆様に安心・快適な環境を提供し、満足いただけるような施設管理を行っています。また、産業振
興に繋がる利用を促進するとともに、集客力を高め、より広い人・技術・情報の交流を進めています。

■ 施設貸与に伴う付加サービス事業
    各種イベントや会議をサポートする「イベントサポートガイド PiO倶楽部」や、産業プラザ周辺の飲食店等を紹介
する「PiO周辺マップ」を発行するなど、主催者や来館者に役立つ付加サービスを提供することで、顧客満足度の
向上と利用促進を図っています。

■ 産業プラザ施設維持の管理運営
    産業プラザ及び東京都城南地域中小企業振興センターの施設維持に関する業務を区から受託し、貸館部分の
管理代行と併せてより効率的な業務運営を行っています。

主な事業（管理運営）
◀︎PiO周辺MAP
リーフレット

コワーキング利用者ゾーン

コンベンションホール（2022年3月完成）

◀

PiO倶楽部 冊子

大展示ホール 2019年 加工技術展示商談会

コワーキング受付

小展示ホール 2020年 おおた工業フェア
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羽田で「つながる」
「はたらく」
「発信する」
羽田イノベーションシティ内のHANEDA×PiOは多様な人々の産業交流を育み、連携機会を創出する拠点として、持続
可能な社会に向けた課題解決策を図っていきます。

HANEDA×PiO

https://www.hanedapio.net/

「羽田空港至近」＋「産業のまち大田区」という立地に加え、当協会の強みである国内外のネットワークを最大限に活
用することで、日本の玄関口である羽田から、国内のみならず海外との連携やマッチングを積極的に行います。
また、パートナー企業の紹介、経営に関するサポートなど当協会が長年培ってきた産業支援のノウハウを駆使し、個々の課題に
応じた支援を提供することで、新しい産業モデルの創出と社会実装を促進します。

HANEDA×PiO内の交流空間「PiO PARK」

https://www.hanedapio.net/piopark/

テーマや用途によってエリアを区分けしており、多目的にご利用いただけます。
イベントスペース

コワーキングスペース

最新の通信環境を整備し、充実した配信機材をそろえ

内容や人数に合わせてご利用いただけるワーキングスペース・ミー

ていますので、セミナー等のイベント開催はもちろん、オン

ティングスペースがあります。オプションとして利用可能な1〜6人用

ラインによるイベント配信会場としても活用できます。

の個室ブースもご用意。法人登記・住所サービスも行っています。

HANEDA×PiO交流空間「PiO PARK」

イベントスペースでのセミナー開催の様子
（オンライン配信と並行）

オンライン配信イベントの様子

ショーケーシング

コーディネーターによる産業支援サービス

たくさんの人が行き交うコリドー（通路）に面した空間は、製

専門のコーディネーターがPiO PARKに駐在しております

品展示エリアとして、区内外企業の新製品・新技術に出会える

ので、産業に関するご相談はお気軽にお声がけください。

スペースです。

匠の技術が間近で見られるショーケーシング
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フリーアドレスで利用できるコワーキングスペース

公益財団法人

大田区産業振興協会

経営理念［Management Philosophy］

存在意義［Concept］
わたしたちは、
大田区産業の成長と発展のために存在しています。
Our purpose is to achieve growth
and development for Ota City industry.

目指すところ［Vision］
わたしたちは、
大田区の産業を「現場」から
「世界一」元気にします。
We will work on the ground and make Ota City industry
the most dynamic in the world.

あるべき姿［Our Ideal］
わたしたちは、
大田区のすべての「産業者」にとって
欠かせないパートナーになります。
We will work with the aim of being indispensable
to all industries in Ota City.

組織風土［Culture］
わたしたちは、
世界中の人たちから
常に信用・信頼される組織・個人であり続けます。
We will work to always be trusted at the organizational and
individual level by people around the world.
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交通のご案内
大田区産業プラザ PiO
至 田園 調布

東急多摩川・池上線

至 横浜

京浜東北線

至 品川

JR蒲田駅

大田区役所
大田区民
ホール
（アプリコ）

蒲田郵便局

環八通り

蒲田警察署

至 川崎

京浜急行線

至 川崎

第一京浜

至 品川

京急蒲田駅

至 品川
呑川

HANEDA × PiO

至 羽田空港

京急空港線

至 羽田

大田区産業
プラザ

JR山手線

JR京浜東北線

〒144-0035

横浜

18

min

min

東京
有楽町

6

min

京急蒲田
京急空港線
羽田空港
第3ターミナル

● 京急本線・空港線／

徒歩約3分

● JR京浜東北線、
東急多摩川線・池上線／

1

min

天王洲アイル

東京モノレール
羽田空港線

天空橋

PiO PARK

羽田空港第3ビル

羽田空港
4
第1・第2ターミナル min

徒歩約13分

● 京急蒲田駅まで、
品川・横浜・羽田空港から

浜松町
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京急本線

■ アクセス

蒲田駅東口より

品川

東急線
蒲田

東京都大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ（PiO）
TEL 03-3733-6476 FAX 03-3733-6459
https://www.pio-ota.jp

京急蒲田駅東口より

渋谷

羽田空港第1ビル
羽田空港第2ビル

約10分

「 天空橋 」駅 直結

（東京モノレール・京急空港線）
〒144-0041

東京都大田区羽田空港一丁目１番４号 HICity ZONE K201
TEL 03-5579-7971 FAX 03-5579-7972
https://www.hanedapio.net

■ アクセス
● 京急空港線／

羽田空港第３ターミナル駅から

１分

羽田空港第１・第２ターミナル駅から

４分

京急蒲田駅から
品川駅から

６分
13分

● 東京モノレール／

浜松町駅から

18分

● 車でお越しの方／

環状八号線を経由
首都高速道路１号羽田線羽田ICから

６分

公益財団法人
2022.2

