
I N F O R M A T I O N
インフォメーション多摩テクノプラザ  

第13回「勇気ある経営大賞」応募企業募集 ～求む！イノベーションを起こす中小企業～

制度概要

　「勇気ある経営大賞」は、東京商工会議所が主催する、厳しい経営環境の中で勇気ある挑戦をしている中小企業またはそのグ
ループを顕彰する制度です。この度、第13回「勇気ある経営大賞」の応募企業を募集します。受賞企業の発表は9月、顕彰式典は
10月を予定しています。現況を打破するものづくりや経営を実践されている多くの企業のご応募をお待ちしています。

第８回としまものづくりメッセ

　としまものづくりメッセは、豊島区の基幹産業である印
刷業をはじめ、精密機器、金属製品等の製造業や独自の技術
を持った区内企業などがそれぞれ優れた製品や高い技術を
一堂に展示する見本市です。5日・6日は、ビジネスセミナー、
交流会などのビジネスマッチングを目的とした企画を、7日
は一般の方向けに親子でも楽しめる体験教室などを予定し
ています。都産技研は主催者として参画しており、当日は
ブースを設けて事業をPRする予定です。皆さまの来場をお
待ちしています。

平成26年度地域連携シンポジウム
「産学公金連携で事業拡大」
　城東支所は、「産学公金連携で事業拡大」と題した地域連
携シンポジウムを開催します。都産技研と協定を締結した
公的機関や研究機関、金融機関などと協力し、産学公金連携
の取り組みを紹介するほか、基調講演では企業側の活用事
例とその効果などをお話いただきます。新たな事業展開や
拡大のヒントとなるシンポジウムですので、ぜひご来場く
ださい。

平成27年3月5日（木）～7日（土）　10:00～17:00
（最終日は16:00まで）

●会　　場 サンシャインシティ展示ホールB(文化会館4階)　
 豊島区東池袋3-1-4
●出展内容 都産技研の事業紹介
●入 場 料  無料
●小間番号 17

平成27年3月17日（火）　13:30～17:00

●会　　場 東京都城東地域中小企業振興センター　大会議室
 東京都葛飾区青戸7-2-5
●参 加 費  無料（交流会17：30～19：00は3,000円）
●共　　催 （公財）東京都中小企業振興公社
●後　　援 関東経済産業局、葛飾区、東京商工会議所葛飾支部ほか
●プログラム 基調講演 （株）今野製作所 代表取締役社長 今野 浩好氏
　　　　　　 参加機関による事業説明・支援事例紹介
　　　　　　 情報提供コーナー　など
●参加方法 都産技研ホームページより申込書をダウンロードして 
 いただき、FAXでお申し込みください。

多摩テクノプラザ開設5周年記念 
技術交流会2015、記念式典開催！

  　多摩地域の中小企業技術支援の拠点として多摩テクノプ
ラザが開設したのは平成22年2月22日で、今年で5年目を
迎えます。これを記念した技術交流会2015と記念式典を平
成27年2月6日、パレスホテル立川で開催しました。約180
名の皆さまにご参加いただき、大盛会となりました。
　技術交流会2015は、近藤 幹也多摩テクノプラザ所長の

「多摩テクノプラザの5年とこれから」で始まりました。この
5年間でご利用者数が大幅に増加していること、EMCサイト
の10m法電波暗室が平成25年に公設試験研究機関として
はじめてISO/IEC17025試験所認定をされたこと、イベント
等を通じて地域の皆さまとの連携が進んでいることなどをご
紹介し、これからも技術支援に邁進することを誓いました。

多くの来場者でにぎわう会場

JAXA清水 幸夫氏による特別講演

研究成果を紹介するパネル展示　

片岡理事長による記念式典挨拶

　「開発を加速する多摩テクノプラザ」のコーナーでは、繊
維・化学グループが、参加者に記念品としてお渡しした「1秒
タオル」の開発にも使われたタオルの性能評価事例、やわら
かさと高いプリーツ製で高付加価値を実現した絹織物のプ
リーツ加工、シアン化合物を使わない安全性の高い経済的な
金めっきの開発の３つの成果事例をご紹介しました。電子・
機械グループからは10m法電波暗室を利用したCEマーキ
ング取得の支援事例、都産技研の6部署が協力してLED照明
の省エネシステムを1年間で製品化した事例、製作コストを
削減した軽量なCFRP製環状ばねの開発について発表しま
した。会場内には、発表事例のほか、最近の多摩テクノプラザ
の研究成果をパネル展示しました。
　特別講演では、清水 幸夫氏（（独）宇宙航空研究開発機構

（JAXA））が、初代はやぶさが立て続けに起きたトラブルを
どう乗り越えたかや『はやぶさ２』の進行状況などを豊富な
資料とともにお話されました。宇宙開発におけるリスクマネ
ジメントのパートでは、経営やプロジェクトの参考にと皆さ
ま熱心に聞き入られていました。
　技術交流会2015に続く開設5周年の記念式典では、都産
技研理事長やご来賓の挨拶、5周年記念ビデオの上映など
を行いました。技術交流会2015の熱気をそのままに、参加
者と職員の懇談・交流が深まったひと時でした。
　多摩テクノプラザは、これからも新分野への挑戦など、地
域の中小企業の皆さまとともに邁進します。ご利用、ご相談、
お待ちしています！

TIRI NEWS無料定期配送のご案内
TIRI NEWSの無料定期配送をご希望の方は、メールまたはお電話、FAXにてお名前とご住所を下記までご連絡ください。
連絡先：広報室＜本部＞ 
　TEL 03-5530-2521　FAX 03-5530-2536　E-mail koho@iri-tokyo.jp
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革新的あるいは創造的な技術・技能やアイデア、経営手法等により、独自性のある製品・サービスを
生み出している中小企業またはそのグループ

大　賞：200万円 　優秀賞：50万円　特別賞：30万円

①製品・サービス　　②経営手法　　③チャレンジ精神　　④業績・財務状況

次の1、2のいずれにも該当する企業もしくは企業グループ（自薦・他薦を問いません）  
1.中小企業基本法に定める中小企業で未上場企業      
2.東京都に事業活動の拠点（支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む）を置く企業   
※ただし、一都八県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山梨県・静岡県）に本社がある企業 
　に限ります。なお、東京商工会議所の会員・非会員を問いません。

応募用紙に必要事項を記入の上、会社・事業に関する資料と併せて下記事務局まで送付  
※応募用紙は、東京商工会議所の本部および支部窓口で配布のほかホームページからもダウンロード可　　　
　（事務局まで連絡いただければ郵送もできます）

平成27年3月6日（金）

東京商工会議所 中小企業部　TEL 03-3283-7644     
〒100-0005　東京都千代田区丸の内２-５-１　丸の内二丁目ビル

  城東支所　TEL 03-5680-4632お問い合わせ  広報室＜本部＞　TEL 03-5530-2521お問い合わせ

総合支援課＜多摩テクノプラザ＞　TEL 042-500-2300お問い合わせ

多摩テクノプラザ主要事業実績推移
開所(H21)から現在(H25)
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