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お知らせ

防犯カメラ設置・更新に係る費用を
助成します

紹 介

まちみらい千代田では、マンション共用部分に防

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〜

「神田珈琲園」再生プロジェクトチーム（普請部門助成グループ）
建物が完成し、2年ぶりに営業を再開しました！

犯カメラを新設する場合、費用の一部を助成してい
ます。
また、防犯カメラを増設または既存の機材を更新

神田駅の高架下で昭和33年から60年営業

する場合、費用の一部を助成します。

を続けてきた「神田珈琲園」は、JRの耐震補強

■助成対象

工事に伴い、既存の建物を解体し、一昨年5月

千代田区内の分譲マンション管理組合

に休業閉店しました。一時は退去または移転

■助成金額

の危機にひんしましたが、同じ場所で店舗を再

防犯カメラ、モニター、記録装置等防犯機器の設

建できる目途が立ち、その後もいくつものハー

置（新設）
、または増設・取替えに係る費用の1／2

ドルを乗り越えて、今年6月末に竣工、7月15

■助成上限額
新設の場合

日にリニューアルオープンを迎えることがで

30 万円

増設または取替え更新の場合

きました。

20万円

閉店前に、昭和の雰囲気が漂う店舗を惜しむ

詳細はまちみらい千代田までお気軽にご連絡ください。
■問合せ

住宅まちづくりグループ

声が多くあり、その雰囲気をなるべく残しなが

☎3233-3223

ら、現代的な要素も加わった店舗になっていま
す。従来から、
「珈琲を通じて、関わるすべての

都産技研の依頼試験事業への
補助金をスタート！

お知らせ

人を笑顔にする」ことを目標としており、今後は新たに地域や利用者のニーズに応
える企画を積極的に行うとともに、
情報交換・発信の場となることが期待されます。
※整備費用の一部には、千代田まちづくりサポートの助成金が活用されています。

まちみらい千代田では、千代田区内に事業所を置く中小企業の皆さんが、東京都
立産業技術研究センターの依頼試験事業を利用する際に、
費用の一部を助成します。
■依頼試験事業とは？

■神田珈琲園（千代田区鍛冶町2-13-12）
https://www.kanda-coffee-en.com
☆現在クラウドファンディングを実施しています（7月30日まで）
。

東京都立産業技術研究センターでは、中小企業の皆さんの製品やサンプル、材
料をお預かりし、品質管理や製品・技術開発における性能評価や品質評価を実施し、
成績証明書（または報告書）を発行しています。
JIS などの規格に基づく、材料強度試験や材料特性試験化学的分析試験などさま
ざまな対応が可能です。
本制度をご利用いただくと、当該年度利用合計額の２分の１（限度額 30,000 円）
をまちみらい千代田が助成します。

報 告

外国人留学生・社員に向けた各種支援
サービスを提供！
第 7 回千代田ビジネス大賞特別賞を受賞したジャパンスタイルデザイン株

なお、補助金の予算上限へ達したときなど、申請をお受けできない場合があります。

式会社は、女性デザイナーが活躍できる場を提供したいという思いから設立

ご利用をご検討の際は、事前にお問い合わせください。

し、各種デザイン・コンテンツ制作をしている会社です。
デザイン業にとどまらず、多様性対応コミュニケーション能力を向上させ
る「 KIBI」を開発し、外国人新入社員向けの教育ツールとして提供してきまし

依頼試験事業

た。近年大手企業等からの引き合いが増え、企業独自のツール開発等を行う

東京都立

申請

産業技術

実施決定

研究センター

ため 2018年に「KIBI」に特化した株式会社 KIBI を設立しました。

助成金申請

料金支払い

試験実施

申請者

株式会社 KIBI は人の気持ちのささいな変化を察する能力＝「機微力」を土

申請

台に世代・職歴・価値観など、さまざまな違いを受け入れ適切な行動につな

交付決定

いにくい環境の今、新人・若手社員のビジネスコミュニケーション

げる多様性対応力を測定する「機微力検定」を提供しています。足並みがそろ

まちみらい
千代田

証明書発行

結果報告

能力を身に付ける「成長の機会」として活用されています。
2020 年 8 月、9 月にも WEB 会議システムによる、
「機微力検
定を活用したコミュニケーション研修」も実施します。

助成金交付

詳細は下記 URL もしくは二次元コードをご参照ください。
https://www.mm-chiyoda.or.jp/business/10858.html
■問合せ

産業まちづくりグループ

☎3233-7558

マンション管理に関する書籍貸出中
（無料）
問 住宅まちづくりグループ

☎3233－3223

まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替え、
マンション防災などマンションに関するさまざまな
分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍
のリストは、まちみらい千代田のウェブ
サイトで公開しています。

マンション相談窓口開設中
（無料）

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

時 月曜日～金曜日
（土日祝を除く）


時 応相談

場 千代田区神田錦町3-21

場 千代田区神田錦町3- 21

対 千代田区内のマンション居住者および所有者
予 応相談
（個人情報が公開されることはありません）

申

問 住宅まちづくりグループ

☎3233－3223

午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）
ちよだプラットフォームスクウェア4階

問 産業まちづくりグループ

☎3233－7558

（お問い合わせからおおむね1週間前後）
ちよだプラットフォームスクウェア
電話にて予約状況をご確認ください。
相談内容は、
ビジネス相談に限ります。

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

まちみらいニュース ◇令和2年7月20日◇
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ばの イベント情報
ちよだいち

静岡県賀茂郡西伊豆町

8月月間ご当地祭り

日本一の夕陽の町

静岡県賀茂郡西伊豆町

7月29日
（水）
～8月28日
（金）
まで

西伊豆町は、今年 5 月に「はんばた市場」という地場産品が一同に揃う産直市場
がオープンし、今まさに活気づいている地域です。また、
「夕陽の町」と呼ばれ、
夕陽を鑑賞できるスポットが多数存在します。まるで一枚の名画や、映画のワン
シーンのようなロマンチックな時間がゆっくりと流れます。
てん ぐさ

海産物が豊かな地域であるため、干物や塩辛、天 草 などさまざまな加工品がそ
ろいます。さらに、
「塩かつお」
という奈良時代から続く伝統的な保存食もあります。
【ランチイベント】

今では世界でただ一か所、この西伊豆町でしか味わうことができません。
て

び やま しき ばい かん せい ほう

世界的にも認められている「手火山式焙乾製法」のかつお節も西伊豆町が誇る食

■問合せ ちよだいちば

文化です。
まだまだ”知られざる食”が多数息づいている西伊豆町の食文化をぜひ味わって
ください。

紹 介

西伊豆町の伝統食材を使ったテイクアウトランチを予定しています。
（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）
☎ & FAX 5577-3846 ※午前中の電話対応はできません。

第12回千代田ビジネス大賞

表彰企業紹介
特 別 賞

優 秀 賞

株式会社 Special Medico
代表取締役

なか そ

ね

中曽根

株式会社 IDマネジメント

きょう こ

暁子 氏

代表取締役

～人と医療をつなぐ信頼の架け橋～

こ まつ

けんいち

小松 賢市 氏

～セキュリティは守りから利便性へ～
勤務時間の短縮に

株式会社 SpecialMedico は、2012

や、ID・パスワー

株式会社 ID マネジメントは、電気

年に医師紹介業の会社として創業しま

ドの入力省略プロ

錠システム（入退室履歴管理）や鍵管理

も役立っています。

した。以来、激務である医師の支援と、

グ ラム
「やまびこ

システムを海外メーカーと提携して日

また、今後は顔認

医師不足に悩む医療機関の架け橋とな

の関」
、ツアーなど

本市場用に改良し、輸入販売から施工

証システムの導入

るべく尽力してきました。

の募 集 残 存 日 数

まで行 っ ています。2009 年 に大 阪 で

が加速すると考え

弊社は社是として、
「持続可能で人に

に応じユーザー検

創業し、東京営業所は 3 年後の 2012 年

ています。 機 器 の

優 しい医 療 への貢 献」を掲 げ、 特 に、

索を行う募集管理

に外神田にて営業を開始しました。東

認証精度やスピー

若手医師や女性医師の支援に力を入れ

プ ロ グ ラ ム「月 詠 橋」など、 多 彩 な技

京の中心地千代田区には多くの企業が

ドが向上するだけでなく、複数の人が

てきました。紹介会社としては異例の

術特許を取得しています。これらの特

集まるなか、弊社の事業が高く評価さ

接触する暗証番号入力などは避けたい

託児所の紹介や、勤務の時間や場所な

許は人材業以外にも活用できることか

れ誇りに思います。

というニーズがあるからです。弊社で

ど条件面できめ細かなマッチング対応

ら、各方面から注目されています。

つく よみ ばし

弊社は
「セキュリティは守りから利便

は海外メーカーの顔認証システムを提

を行っています。そのための ICT の技

まだまだ至らぬ所もありますが、今

性へ」の言葉を理念としています。不安

案すべく、表示言語の日本語化を進め

術開発にも積極的に取り組んできまし

回の受賞を機に、これまで培ってきた

をあおるのではなく、 安 全 性 を保 つこ

てきました。

た。 特 許 も 11 件 取 得 しています。 そ

ホスピタリティと AI 技術を組み合わせ

とはもちろんのこと、日常で使う方たち

これらの機 器 をご覧 いただくため

のなかでも、位置情報通知プログラム

た「人に優しく、人と人の架け橋とな

の利 便 性 が向 上することを、 取り扱う

ショールームを開設いたしました。こ

「街蛍」はアプリのダウンロードが不要

る企 業」として社 会 に貢 献

商品の選定をする際に重視しています。

の受賞を励みに、今後もセ

で、送られてきたメールの URL をタッ

できるよう精 進 していきた

鍵管理システムは、使用できる鍵の

キュリティ専門企業として

プするだけで、位置情報や遅延状況を

いと考えています。

まち ぼたる

簡単に連絡することができます。これ
により、業者間の遅刻トラブルを劇的
に減らすことに成功しました。ほかに
きざはし

も、ユーザーの行動評価プログラム
「階」

制限を個人単位で設定し、使用時間の

株式会社Special Medico
☎6261-1125
https://www.spmedico.com
広

確認をシステム上で行うことによりセ
キュリティ性を向上させます。鍵の受
け渡 しを遠 隔 操 作 で行 うことができ、
返却の有無を一元管理できることから

精進していきます。

株式会社IDマネジメント
☎5953-7410
https://www.id-manage.com

告

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

