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お知らせ

東京都立産業技術研究センター 100周年
〜都産技研はおかげさまで100周年を迎えます〜

大 正 10（1921）年、渋 沢

栄一を創設者の一人に迎え
府立東京商工奨励館として
端 を 発 し て か ら 100 年。科

学技術は進化し続ける一方、

100周年記念事業
プロジェクト特設サイト

「中小企業を科学技術で支援
する」という使命は、誕生の
時から変わっていません。

渋沢栄一肖像写真
（深谷市所蔵）

府立東京商工奨励館 外観

（地独）東京都立産業技術研究センター本部
（江東区）

食品技術センター
（千代田区）

現在、この想いを込めた「変わる産業 変わらない使命」をコンセプトとした100周年記念事業に取

り組んでいます。未来に向けたビジョンの策定や100周年記念イベントの開催なども計画しています。
100年の軌跡を礎に、さらに「頼りになる都産技研」へ――――。

多摩テクノプラザ
（西立川）

城東支所
（葛飾区）

墨田支所
（墨田区）

詳細は、上記の特設サイトをご覧ください。
■問合せ

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 本部

☎5530 - 2111（代表） FAX 5530 -2765

都産技研ホームページ

城南支所
（大田区）

バンコク支所
（タイ王国）

『第13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

からエントリー企業を紹介します。
（原稿提出順）
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Tanaakk株式会社
（タナーク）
代表取締役

た なか

田中

2
翔 一朗

代表取締役

業 種 イミュニウェブ AI を活用した DX 新規事業構築サービス

有限会社竹橋経営コンサルティング
代表

古尾谷

4
未央

5
代表取締役

市民の自主的なまちづくり活動を支援する千代田まちづくりサポートの中
中間発表会では、今年の助成対象グループが、これまでの活動状況や今後

のスケジュールについて発表します。

新型コロナウイルス感染防止のため、今年度はオンライン形式で開催します。

当日の様子は YouTube でライブ配信します。

一

般

はじめて

代表取締役

やす い

安井

業 種 人材採用支援事業

近年注目の集まる気候変動対策や ESG 推進、SDGs
対応等に関わる専門人材の採用支援と若年層向けのキャ
リア教育を行っています。企業と社会のサスティナビ
リティ・トランスフォーメーション（SX）を目指す人材
会社です。

〜助成グループのイベント情報〜

「神保町フラメンコの会」～オンラインLIVE イベント開催～
フラメンコと神保町の魅力を発信します！お子さま

から大人まで多くの方に楽しんでいただけるオンライ
ンイベントです。

11月14日
（日）
13時〜17時
（予定）

右記二次元コードからご確認ください。

協働まちづくり・総務グループ
グループ名

えつ こ

悦子

千代田まちづくりサポート

中間発表会

間発表会を行います。

部門

伸浩

お知らせ

第21回千代田まちづくりサポート

■問 合 せ

田中

株式会社グレイス

のぶひろ

本の表紙に使用する装幀用布クロスの製造販売をし
ています。出版関連企業として「本の街 神保町」で創業
50年を迎えることができました。これまでのご愛顧に
心より感謝申し上げます。

お知らせ

時

た なか

業 種 装幀用クロスの製造販売

弊社では、企業の未来の資金繰りを「見える化」する
クラウドサービスを開発・販売しています。
「資金繰り
予想」
「P/L 予想」等を手間なく自動で作成し、企業がい
つ・いくら資金が必要になるか明確にします。

■視聴方法

丈太郎

株式会社八光装幀社

み おう

業 種 ソフトウェア開発・販売

■日

じょう た ろう

税理士法人を母体とする不動産売買・管理会社です。
投資不動産は、本来はレバレッジを効かせられ、長期の
資産計画策定が可能な魅力ある投資のはずで、利点とリ
スクを正確にお伝えしたいと思っています。

の AI セキュリティ監査サービスとシステム開発を組み
合わせて3年連続200％増収。急激に需要の高まるデジ
タル事業を大手企業、中小老舗企業と立ち上げています。

ふる お や

さ とう

佐藤

業 種 不動産売買・仲介・自社所有
（投資）

事業立案、事業計画、事業構築の一連のサービスを
HITSERIES® としてパッケージ化。スイス ImmuniWeb®

3

株式会社JMTR

しょういちろう

☎3233-7556

グリーンネイバーフッド千代田を目指す会
ちよとも
神田でパンダ
番町っこ倶楽部
神保町フラメンコの会
おかゆスタンド

助成額（万円）
37
28
42
43
5
5

■日

時

■参加費
■申込み
■問合せ

11月28日（日）15時～16時
1,500円

右記二次元コードから
（事前予約制）
神保町フラメンコの会

jinbocho.flamenco@gmail.com

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3年10月20日◇
イベント

イベント

ちよだ秋葉原マルシェ

ちよだいちばのイベント情報

秋葉原駅東口に全国10の市町村から
おいしい食材が集結します。

☆11月月間ご当地まつり☆

石川県能登地域 10月27日（水）～11月26日（金）
石川県能登半島の付け根にある異なる自然、風土、
は くい し

なか の

と まち

なな お

■日

時 1
 1月19日（金）～20日
（土）
両日ともに11時～18時
※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止となる場合があります。
■場 所 秋葉原公園（千代田区神田佐久間町1-18）

●出店予定

し

文化を持っている羽咋市、中能登町、七尾市の3市町

出店団体

は、協力して「能登地域移住交流協議会」を作り、首

しんじょう し

都圏との交流を強化しています。

販売品

羽咋市は人口約2万人、日本海に面した古くから

2 福島県白河市 白河市産コシヒカリ

7 千葉県君津市

新鮮野菜各種

3 石川県羽咋市 紅はるかチップス、
さつまいも

8 山梨県韮崎市

ホットワイン、
ほうとう

4 栃木県小山市 日本ミツバチ蜂蜜

9 愛媛県大洲市

日本三大芋煮
（レトルト）

5 東京都神津島村 キンメ干物、明日葉、
塩辛 など

10 佐賀県佐賀市

ふもと赤鶏親子丼、
串焼き、
唐揚

お やま し

ることができる砂浜や棚田が広がっています。

こう づ しまむら

中能登町は人口約1万7千人、3市町の中では唯一
七尾市は人口約5万人、古くから天然の良港とし

て栄えてきた七尾港を持つ漁業が盛んな街で和倉温泉も有
名です。

こんにゃく、七尾市のお茶、かす漬け、海産物など、それぞれ

第7回大賞受賞

～ SDGs で広がるビジネスチャンス～

東京商工会議所千代田支部と千代田区商工業連合会が連携して、千代田ビ

ジネスフェア
（基調公演・オンライン商談会、マッチング型商談会）
を開催します。
■開 催 期 間 11月22日
（月）
〜11月26日
（金）
（11月23日（火・祝）除く）

けん

師 渋
 沢 健氏
（渋沢栄一五代目子孫、金融・経済の第一線で活躍中）
コモンズ投信株式会社会長、シブサワ・アンド・カンパニー株式
会社代表取締役

細 基調講演・オンライン商談会についての詳細は

■問  合  せ 千代田区商工業連合会

☎5244-5135

11月22日
（月）
13時30分〜16時30分

細 事前マッチング型商談会についての詳細は
右記二次元コードから

■問  合  せ 東京商工会議所千代田支部

各種画像システムを提供していました。中でも、研究開発現場などで使用される「高
速度カメラ・システム」は、センサーを自社開発し、修理が容易なユニット型設計に
するなど、ニッチな分野でユーザーの困りごとを
十分に理解したトップ製品の提供をしていました。

社からソフト開発人材を増強するなど
“こだわり”
が進展中です。以前からニッチトッ
プを誇っていた「高速度カメラ・システム」に加え、海外の映像システムの輸入販売
にも注力し、取り引きを伸ばしています。

好機と捉え、前進を続けています。
現在、従業員の大半はリモートワークを続けていますが、同社はコロナ前からオ
リンピック渋滞などを想定してリモートワークをトライアル導入していたため、スムー
ズに移行することができました。また、リモートワークが進むことは、日本全国さら
には海外の優秀な人材を採用できるチャンスでもあると考え、リモートワーク推進
のための業務プロセスの見直しに取り組んでいます。コロナをトリガーにした同社
の今後の飛躍が楽しみです。

■実 施 場 所 神田スクエアホール
（千代田区神田錦町2-2-1）
■詳

たかし

コロナをトリガーに
案件がキャンセルや執行延期になり、さらには都道府県をまたぐ営業活動ができ
ないなど、大きな影響を受けました。しかし、デジタルマーケティングを進展させる

2. 事前マッチング型「個別商談会」
■実 施 日 時

たきみず

代表取締役社長：瀧水 隆

受賞後、もっと“画像にこだわる会社”
へ
現在も当時の企業理念はそのままに、企業理念の下位に、Credo［クレド］
（信条、
行動指針）
を作成するなど、さらなる徹底ぶりが伺えます。また、
“画像にこだわる会社”
というビジョンについても、偏光素子の開発に強みを持つ企業の買収やグループ会

「渋沢栄一の教えとSDGｓ」

右記二次元コードから

企業名：株式会社フォトロン

理念経営が徹底された“画像にこだわる会社”
株式会社フォトロンは大賞を受賞した平成26（2014）年当時、企業理念を明確に
し、ベクトルを合わせ、各従業員が自分の仕事に落とし込むという徹底した“理念経
営”
を掲げていました。その企業理念の中の
“ビジョン”
を
“画像にこだわる会社”
とし、

千代田ビジネスフェア

■詳

援 千代田区
（予定）

～区内の優秀な中小企業を発掘し、表彰する「千代田ビジネス大賞」が平成20年
度にスタートしてから13年経過しました。今年度は歴代の大賞受賞企業の現在
を取材していきます。～

お知らせ

しぶ さわ

さ が し

画像に“こだわり続ける”会社

■ 問合せ ちよだいちば
（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。

会期中
（11月23日
（火・祝）
除く）
毎日１回配信

おお ず し

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業

の地域の食の魅力をたっぷりとお届けします！

1. 基調講演

にらさき し

紹介

羽咋市のサツマイモ、芋けんぴ、中能登町の米、ポン菓子、

無料
（事前登録制）

きみ つ し

■主 催 ちよだフードバレーネットワーク ■後
■問合せ 事
 務局 大塚 ☎090-1106-0182
otsuka@npo-noshokorenkei.jp

海に面しておらず、日本の原風景が広がる街です。

販売品

み うら し

6 神奈川県三浦市 冷凍マグロ、
みかん など

は くい し

の歴史が息づく街です。また、日本で唯一の車で走

■講

出店団体

1 山形県新庄市 マッシュルーム、
りんご、
新鮮野菜
しらかわ し

■出展・来場

※写真はイメージです。

☎5275-7286

コラム

マンション

よもやま AED の設置について

話

マンション管理士

を待っていては、手遅れになってしまうことも考えられます。
いい だ かつひろ

飯田勝啓

1. AED とは

AED（自動体外式除細動器）は、心停止状態に陥った人を電気ショックによ

り救命するもので、日本では平成16（2004）年7月から医療従事者以外の使用

が認可され、交通機関、公共施設、百貨店や飲食店を含む商業施設、学校、ホテ
ル、工場などへの設置が進んできました。
2. AED の効果

心肺機能停止傷病者に AED と心臓マッサージを併用した応急手当をするこ

とで、生存率は6倍、社会復帰率は10倍になるとも言われ、いかに早く手当て

するかが命と社会復帰を左右します。救急車の現場到着所要時間は全国平均

で8.7分（総務省消防庁『令和２年版救急・救助の現況』
）であり、救急車の到着

3. まちみらい千代田の支援制度

設置費用の問題はあるものの、近年徐々にですが、マンション共用部分への

AED 設置例が増えています。まちみらい千代田では積極的に AED 設置を推進

し、区内の分譲マンションへの貸与
（無償）
による普及が進んでいます。実際に、
まちみらい千代田から貸与された AED を活用して応急手当が行われたケース
もあり、この制度は、安全・安心な居住を促す先行事例といえます。
4. AED 設置と費用対効果の考え方

AED は、利用事例が少なく費用対効果が低いとい

う意見もありますが、修繕や保守点検とは異なり、こ
れは命に直接関わる問題です。費用対効果で論ずる

のではなく、マンションの安全・安心な居住や、地域
貢献の観点から検討されてはいかがでしょうか。

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

