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『第１２回千代田ビジネス大賞』エントリー企業紹介（第１回）

お知らせ

まちみらい千代田では、中小企業の成長発展の支援を目的として、経営革新や経営基盤の強化に取り組んでいる
企業を
「千代田ビジネス大賞」
で表彰しています。
今月号から
「第12回千代田ビジネス大賞」
のエントリー企業を3回にわたって紹介します。
（原稿提出順）
表彰式は令和2年2月6日（木）
、ちよだプラットフォームスクウェアで開催します。各賞表彰企業は当日発表で、
当日は、
エントリー企業のサービス・商品を紹介する展示会も開催します。

1

株式会社ジェー・シー・プラス
代表取締役

2
こ いけ

小池

株式会社エム・マーケティング

り さ

梨沙

業 種 障害者雇用コンサルティング

3
はら だ

代表取締役

原田

日本グローバル照明株式会社

まさふみ

正文

業 種 教育・サービス

代表取締役会長兼社長

やまざき

いく お

山崎

郁夫

業 種 製造・輸入卸売

企業の障害者の法定雇用率は現在2 . 2％で、従業員
45 . 5人以上の企業で障害者の雇用義務があります。
当社では、ジョブコーチ歴10年超のコンサルタントが
企業成長にとって有益な障害者雇用をサポートしてい
ます。

「
“人間の生きる力”を総合支援する会社として人類発
展に貢献する」というミッションを掲げ、経営者やビジ
ネスで成果を出したい人など人生のステージをアップ
させたい人を支援する広告代行や講座・研修などさまざ
まな事業を行っています。

弊社の蓄電池式全天候型多機能LED投光器「NIGHT
EAGLE」は、大容量の大型リチウムイオン蓄電池と、上
下左右に自由に稼働する大光量の翼灯の組み合せによ
り、可搬性が高くさまざまな用途でご利用いただける全
天候型LED投光器です。

URL▶https://jcplus.amebaownd.com

URL▶https://mmark.co.jp

URL▶https://www.ngl-j.com

4

株式会社コムラック

5
代表取締役

はた の

畑野

株式会社Special Medico

ひろちか

裕睦

業 種 製造業

代表取締役

6
なか そ ね

中曽根

株式会社大学シーズ研究所

きょう こ

暁子

業 種 有料職業紹介業

代表取締役社長

おか べ

岡部

しん じ

慎司

業 種 商品の開発・販売・コンサルティング業務

当社は断らないを基本とし、さまざまな特注品や新製
品開発の依頼を受けています。その中で、訪日外国人増
加による結核の流行やノロウイルス、麻疹などの感染を
未然に防ぐ空気感染対策製品の製造販売を開始し業務
提携、代理店を募集しています。

健診分野と産業医の医師紹介を行っています。医療
に精通したスタッフが、人材業界では難しいとされた
自動化に早くから取り組み、11の特許を取得していま
す。
「 人材×テクノロジー」のどこまでも人に優しい企
業です。

大学シーズ研究所は、イノベーションを起こすための
アイデアを大学から創出し、商品価値として提供してい
ます。世界人口増加による食糧危機、地球環境保護のた
め徳島大学と共同で昆虫を活用した事業を展開してい
ます。

URL▶http://www.comrack.co.jp

URL▶https://www.spmedico.com

URL▶http://daigaku-seeds.com

7

株式会社イーコミュニケーション
代表取締役社長

なり た

成田

8

株式会社IDマネジメント

かつゆき

勝行

業 種 語学学校
（教育）

代表取締役

9
こ まつ

小松

業 種 セキュリティ機器の輸入・販売・施工

株式会社アソルティ

けんいち

賢市

代表取締役

い とう

伊藤

あきら

彰

業 種 不動産サブリース業

ECOM（イーコム）ブランドで、英語を中心に、中国
語・仏語・独語・伊語など20か国語の語学レッスンサー
ビスをネット上で提供しています。TV電話形式で、低
価格かつ高品質授業を24時間、自宅から受けられるの
が特徴です。

当社はカードや生態認証で入室や入館を制限し、電気
錠の知識を生かしてさまざまな扉を自動施錠にするこ
とを得意にしています。鍵管理方法などお客様に適切
なシステム提案ができるようセキュリティ専門家とし
て心がけています。

飲食店居抜き店舗（内装・厨房付き物件）を専門に東
京、神奈川、埼玉でサブリース事業（転貸事業）を展開し
ています。2015年7月の営業開始以来、現在150店舗
余りを借り上げ転貸しており、現在、全店舗稼働してい
ます。

URL▶http://www.ecominc.co.jp

URL▶https://www.id-manage.com

URL▶https://assorti.co.jp

開催報告

第19回千代田まちづくりサポート

中間発表会

お知らせ

千代田まちづくりサポート通信
〜助成グループの活動情報〜

11月10日（日）
、ちよだプラット
フォームスクウェア5階で第19回千

秋葉原・旧旅館【東館】内ちよだニャンとなるcafé
（第17回・普請部門助成グループ）

代田まちづくりサポート中間発表会
を開催しました。内容は下記のとお

私たちは、平成12年から千代田区と協働で飼い主のいな

りです。

い猫問題に取り組んできました。その取り組みの一環とし

●まちづくり活動の中間発表

て、昭和27年に施工された旅館
『東館』
（約20年前に廃業）
の

助成グループから、これまでの活動

一部をリノベーションし、譲渡型保護猫カフェ『ちよだニャ

状況や今後のスケジュールについて

ンとなるcafé』を開設しました。費用には、自己資金以外に

発表がありました。

千代田まちづくりサポートの助成

●ディスカッションタイム

金を活用しています。

題や問題点などについて、ファシリ

く、落ち着いた古民家で猫といる空間を楽しみたい方も訪

カフェには、保護猫の譲渡を希望される方だけではな

助成グループが現在抱えている課

れ、にぎわっています。猫と楽しむヨガ教室、高齢者の方

テーターを中心に参加者が意見交換

をご招待したお茶会などのイベントも不定期で開催して

を行いました。

います。

●まとめタイム

ディスカッションタイムで出された意見や課題などをファシリテーターが取り

まとめて発表しました。審査会委員からは、活動の質を高めるための意見やアドバ
イスがありました。

■営業日

■営業時間 平
 日：14時～ 20時／土日・祝日：11時～ 18時
■入場料

■問合せ 協働まちづくり・総務グループ ☎3233-7556

マンション管理に関する書籍貸出中

問 住宅まちづく
りグループ ☎3233－3223
※70歳以上の方はシニア割で半額となります。

平
 日 30分：1,500円
（税込）
土日・祝日 30分：2,000円
（税込）

マンション無料相談窓口開設中
問 住宅まちづくりグループ

水～日（定休日：月・火）※月が祝日の場合は、水が休業

☎3233－3223

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）
問 産業まちづくりグループ

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

☎3233－7558

まちみらいニュース ◇令和元年11月20日◇
イベント

紹 介

マンションでの

イ ベ ン ト 事 業 を支援します！

ばの イベント情報
ちよだいち

月間ご当地まつり

マンション内やマンションと地域のコミュニティ

つ

わ

の ちょう

お お

ず

し

「山形県中山町・島根県津和野町・愛媛県大洲市」

活性化のため、管理組合等でコミュニティ活動
（イベ

〜11月26日
（火）
まで

ント等）
を行う際に、費用の一部を助成します。マン
ションでのイベント等をお考えの際は、お気軽にご

今月は、三地域から個性豊かな特産品が届いています。

相談ください。

中山町からは、りんご・ラフランスなどのみずみずしい果物やこしひかり・つ
や姫・はえぬきの三種類のおいしい新米が届いています。
津和野町の名物は源氏巻です。あんこを弾力のあるカステラ生地で包んだ

●対象団体

マンション管理組合またはマンション内の自治会で、「千代田区マン

和菓子で、江戸時代に藩主へ献上された際、奥方が美しい茶色の
「あん」
に感動

ション連絡会」 の会員マンションであること。

し、源氏物語「若紫」に登場する句を詠んだことから、その名が名付けられたそ

※千代田区内のマンション管理組合の理事長を会員として、隔月に開催しています。
連絡会では、行政からの情報提供やマンション管理組合の皆さまの情報交換を行っ
ています。登録をご希望の理事長には、案内をお送りしますので、ぜひご連絡くだ
さい。

うです。

※

●助成額

対象経費の総額の2分の1で上限額は

まれています。
は、ぜひ各地域のおいしい品々をご賞味ください。

②周辺地域の住民も参加できる事業
（4万円）

■問合せ ちよだいちば

③住戸数が100戸以上の当該マンションが実施する事業（5万円）

（千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1階）

④住戸数が200戸以上の当該マンションが実施する事業（7万円）
※要件によっては対象とならない事業もあります。詳細についてはお問い合わせく
ださい。

住宅まちづくりグループ

まみが特徴です。塩焼きや刺身、唐揚げ、南蛮漬けなどさまざまな料理で楽し
そのほかさまざまな特産品を取りそろえています。お近くにいらした際に

①当該マンションの住民のみを対象とした事業
（3万円）

■問合せ

大洲市の「あまご」も見逃せません。サケ科の川魚で、あっさりと癖のないう

☎&FAX 5577-3846 ※午前中の電話対応はできません。

☎3233- 3223

報 告

高度な情報処理技術
に注目！

株式会社ゲネシスコンマース

新米三種

源氏巻

山形県中山町

第11回千代田ビジネス大賞で千代田区長賞を受賞した、株式会社ゲネシス
コンマースが、10月3日に東京ビッグサイトで行われた「テロ対策特殊装備展

島根県津和野町

‘19」
へ出展しました。
同社は、画像・映像の鮮明化や解析、強固な暗号化データ通信・保存などセ
キュリティ関連商品・システムを取り扱う会社で、G20大阪サミットでの警備
関係にも携わるなど、
確かな技術力で国の防衛・防災へ大きく寄与しています。

愛媛県大洲市

今回の出展では、防衛省や警察庁など多くの機関へ導入実績のある
「RTEVデ
ジタル映像鮮明化装置」を筆頭に、遠隔地からの情報をリアルタイム映像で配
信できる全天候モバイルカメラ「G－MOX」や、名刺サイズの暗号化ストレー

あまご

ジデバイス「サイファー X」などの商品
を紹介。ブースでは、映像鮮明化や遠
隔地のリアルタイム映像配信を実演

連 載

し、高度な情報処理技術が注目を集め、

がんばる中小企業応援リレーコラム

第2回「中小企業のCSV経営」

多くの来場者でにぎわっていました。
情報セキュリティの安全確保・強化

かねつな

じゅん

㈱ファイブスター 代表取締役 中小企業診断士 金綱 潤

が望まれる中、世界トップクラスの高
い技術力を生かし、安心・安全な社会の

CSVとは、Creating Shared Valueの略で「共通価値の創造」という意味で

実現への貢献が期待されています。

商品紹介

す。従前のCSRという価値観では、
経営は経済効果を追求するもので、
社会的価
値の創出は別問題と考えられてきました。しかし、
この問題に対して、
経済効果
の追求と社会的価値の創出の両立、また相互のレベルを向上させるために、事
業の中に社会的価値を見出していく状況を目指すのがCSVという概念です。
従前のCSRでは、企業としての社会的責任を果たすことに考え方の中心が
置かれていますが、CSVは、その考え方をもっと外向きに転換し、外部環境の
変化、進化に適合し、事業活動そのものをより環境融合させることで、新たな
事業機会創出につなげようとする考え方です。企業の事業活動を通じて社会
的な課題を解決し、
「社会価値」
と
「企業価値」
の両立を図ることから、
「社会的
問題・課題解決のビジネス化」
とも言われています。
中小企業経営の特性は大企業に比して地域性や意思決定の迅速性、チャレ
ンジ精神に優れていると言われています。
環境変化に適合していくこと、地域課題の課題解決に貢献すること、自社な
らではの強みを前面に押し出し、戦略的に事業を展開してくことこそ、中小企

当日の出展ブースの様子

■企業広告

あんざいたかひこ

業の強みだと思います。
皆さまの周辺には、地域社会のほかにも自治体や商工会議所、さらに中小

株式会社ゲネシスコンマース 代表取締役社長 安斎誉彦

企業診断士等の専門家がいます。彼らと上手に連携することで、経済的負担

所在地：千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9階

を少なくして、新たな事業構想を価値ある事業計画に磨き上げる
（ブラッシュ

URL www.gcs-tokyo.co.jp（右記二次元コード）

アップ）こともたやすくなってきました。

紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

