
››いわて産業振興センターに関連する事業紹介です
Calendar6月

産業
情報

    Industry
  Information

Iwate

2018.5

VOL.185
［公財］いわて産業振興センター広報誌

メディカルショージャパン＆
ビジネスエキスポ2018（神奈川県）

5月31日～6月2日

いわてマルシェ2018（盛岡市）
5月31日～6月5日

原価管理とコストダウン講座（盛岡市）
14日～15日

第22回機械要素技術展（東京都）
20日～22日

8

3
4
4
5
5

7
7

2
次世代ものづくりマネージャー
育成プログラム受講者募集

3いわてマルシェ2018開催
第22回機械要素技術展出展

情報関連専門展示会等出展費用助成事業
よろず支援拠点

「下請取引適正化推進セミナー基礎コース」開催
いわて産業人材奨学金返還支援基金に対する寄附のお願い

6
6

ILC携室オープンラボ開設
中国雲南事務所開所

中小企業等外国出願支援事業
岩手県知財総合支援窓口

設備貸与制度

いわての工芸品見本市（東京都）
5月30日～6月1日
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詳しい内容はホームページをご覧下さい。申込書をダウンロードできます。
http: //www. joho-iwate.or. jp/kenshu/

●お問い合わせ　産業支援部　総合支援チーム

　岩手県内企業の中堅管理者及び、製造現場スタッフ等を対象に意識改革や経営手法・生産性向上・工程改善等を
テーマにした8コースの人材育成研修を開催します。ぜひご参加ください。

次世代ものづくりマネージャー
育成プログラム研修受講者募集ご案内

中堅マネージャー・後継者養成講座
対　象 経営者・後継者(候補者)、管理者
テーマ 経営理念・戦略、経営計数の理解、リーダーシップ
講　師 (株)MELソリューション、(株)MELコンサルティング

日　程 平成30年9月11日・12日、10月17日・18日、
11月14日・15日（６日間）

会　場 八幡平市・八幡平ハイツほか
受講料 1名につき50,000円（税込）

原価管理とコストダウン講座
対　象 製造現場管理者・担当者

テーマ 原価のしくみ、コストダウンの定石、
材料費と加工費の追求

講　師 (株)MEマネジメントサービス　大塚 泰雄
日　程 平成30年6月14日(木)、15日(金)
会　場 盛岡市・岩手県工業技術センター
受講料 1名につき10,000円（税込）

品質管理中級講座
対　象 製造現場管理者・担当者

テーマ ものづくりと製造品質を決定する要因、
コストを上げずに品質を向上させる「パラメータ設計」

講　師 (株)MEマネジメントサービス　小川 正樹
日　程 平成31年1月21日(月)～23日(水)（3日間）
会　場 北上市・北上市産業支援センター
受講料 1名につき15,000円（税込）

工程改善基礎講座
対　象 製造現場担当者、若手社員

テーマ 現状分析と問題点のとらえ方、モデル作業の改善、
改善を継続するポイント

講　師 経営創研(株)　瀬良 昌宏
日　程 平成30年7月19日(木)、20日(金)
会　場 北上市・北上市産業支援センター
受講料 1名につき10,000円（税込）

次世代マネージャー養成講座
対　象 現場管理者、若手リーダー

テーマ 部下育成、コミュニケーション、リーダーシップ、
問題解決、生産性向上

講　師 (株)MEL　佐藤 康二
日　程 平成30年7月4日(水)、5日(木) 
会　場 金ヶ崎町・ホテルみどりの郷
受講料 1名につき15,000円（税込）

生産管理講座
対　象 製造現場管理者・担当者

テーマ 生産管理とは、生産計画の流れ、生産統制とは、
多品種少量生産の生産管理、生産管理とリードタイム

講　師 経営コンサルタント 　齋 巖
日　程 平成30年12月6日(木)、7日(金)
会　場 盛岡市・岩手県工業技術センター(予定)
受講料 1名につき10,000円（税込）

品質管理基礎講座
対　象 製造現場担当者、若手社員

テーマ ものづくりと品質管理、品質改善の進め方、
正しいデータの取り方と使い方

講　師 (株)MEマネジメントサービス　小川 正樹
日　程 平成30年9月6日(木)、7日(金)
会　場 北上市・北上市産業支援センター
受講料 1名につき10,000円（税込）

ISO9001内部監査員養成講座
対　象 現場管理者、ISO担当者

テーマ ISOの動向、システム導入のメリット、内部監査ロール
プレイング、是正処置要求書・監査報告書の作成演習

講　師 (株)高野テクノサービス　高野 清治
日　程 平成30年8月21日(火)、22日(水)
会　場 花巻市・ホテル志戸平
受講料 1名につき12,000円（税込）

TEL：019-631-3823
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　県内各地から40業者が出店します。岩手の選りすぐりの特産品が一堂に会するこの機会に、
ぜひご来場下さい。

ご案内

TEL：019-631-3823●お問い合わせ　産業支援部部　総合支援チーム

日時

会場

主催

平成30年５月31日（木）～６月５日（火）
午前10時～午後７時（最終日午後５時終了）

パルクアベニューカワトク ７階
催事場＆ダイヤモンドホール＆１階
屋外会場
いわての物産展等実行委員会

［（公財）いわて産業振興センター、岩手県］

いわてマルシェ2018開催

スペシャル企画（予定）
★５月31日（木）オープニングプレゼント！

大ヒット商品「サヴァ缶」２個セットを
先着100名様にプレゼント！

★東日本大震災津波　復興の歩み「絆」コーナー
★うるわしの国、漆の国いわて
 　～ 漆器・漆製品展示販売コーナー～

ご案内

TEL：019-631-3822●お問い合わせ　ものづくり振興部　取引支援チーム

第22回
機械要素技術展出展

　平成30年６月20日（水）～22日（金）の３日間、
東京ビッグサイト（東京都江東区）にて、「日本
ものづくりワールド　第22回機械要素技術展
（M-Tech）」が開催されます。機械要素・機械材
料（軸受、ベアリング、ねじ、ばねほか）と加工技術
（金属、樹脂）などの主要企業が一堂に集結する
展示会です。
　この展示会は、日本最大級の集客力を誇り、製
造業の設計技術者、研究開発者、生産技術者、
購買・資材担当者など、多数の来場者があります。　
平成29年度は、2,454社が出展し、３日間でのべ
88,554人の来場者があり、出展社と来場者の間
で、活発に見積依頼や商談が行われていました。
　当センターでは、「岩手県共同出展ブース」を毎
年出展しておりますが、今年度の出展企業を募集
したところ、14社の企業が出展することとなりました
（右記参照）。「ものづくり」をテーマに、今年も本県
企業をアピールしてまいります。メーカーのご担当
者様、本県パビリオン以外にも岩手から多くのの出
展がありますので、皆さまのご来場をお待ちしてお
ります。
　岩手県内の企業様、本案内をご覧になり、来年
度の出展についてご関心のある企業様がござい
ましたならば、是非、会場まで足をお運びいただき、
「岩手県共同出展ブース」の活発的な商談風景
を見学にいらしてください。

▶第29回設計・製造ソリューション展（DMS）
▶第9回ヘルスケア・医療機器 開発展（MEDIX 旧称：医療機器 開発・製造展）
▶第26回3D＆バーチャルリアリティ展（IVR）

同時開催展示会

岩手県共同出展ブース
1 (株)アイオー精密 研究開発部門向け試作パーツ

2 (株)エイワ COBARION® 素材（丸棒材、角棒材、線材など）、
COBARION® 製品

3 ECO-A 通電拡散接合装置、通電加熱接合装置

4 (株)大武・ルート工業 ねじ供給機（ロングネジ、定量取り出し用、自動機用）

5 大野ゴム工業(株) ６角防振ゴム、
発泡ゴム層一体成型サーモプロテクションホース

6 大森クローム工業(株) アルミロール（10種類程度、めっき品、アルマイト品）

7 (株)オーレックス 大口径-送り焼きO-Ring、オイルシール、ゴム成型品

8 (株)共立精工 精密加工部品モデル

9 (株)小林精機 切削加工部品サンプル、省力化装置デモ機

10 (有)サワ 電動ドライバー用自動ネジ・ボルト・ナット保持機

11 (有)ジーエフトップ 金型部品・精密部品

12 品川光学(株) 各種光学材料レンズ、単結晶材料レンズ

13 (株)千田精密工業 金属材の精密加工品、摩擦攪拌接合・摩擦スポット接合

14 東北日発(株) 情報・産業用ばね、住宅関係ばね、自動車用ばね

開 催 日

開催場所

参考ＨＰ

平成30年6月20日（水）～22日（金）
10:00～18:00（最終日は17:00まで）
東京ビッグサイト（東京国際展示場）
http://www.mtech-tokyo.jp/（機械要素技術展）
http://www.bigsight.jp/（東京ビッグサイト）
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よろず支援拠点のご案内
～中小企業・小規模事業者のための経営相談所～

　「よろず支援拠点」は、経済産業省が、全国に設置する経営相談所です。地域支援機関と連携しながら、
中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応します。
　岩手県においては、いわて産業振興センターに設置されています。

ご案内

TEL：019-631-3826●
お問い合わせ
　ご相談予約 岩手県よろず支援拠点

情報関連専門展示会等
出展費用助成事業のご案内

　ソフトウェア関連の分野を対象とした専門展示会に出展を希望する県内ソフトウェア関連中小企業に対し、センター
が出展料、小間装飾費の一部を助成します。
　販路拡大や製品・技術の周知に活用のできる制度となっておりますので、奮ってご応募ください。

ご案内

TEL：019-631-3822●お問い合わせ　ものづくり振興部　取引支援チーム

対 象

助 成 率

助成限度額

助成対象経費

募 集 期 間

平成31年3月15日までに開催される情報通信関連産業系展示会

助成対象経費の１/２

200,000円

出展料、小間装飾費

随時受け付けます。

 ※相談は事前予約が必要となります。まずは電話でご連絡ください。

総合的・先進的アドバイス
自社だけでは解決が困難な経営の相談に
対応します

チーム編成による支援
事業者の課題に応じ、複数の専門家等に
よるチームでの支援を行います

ワンストップサービス
地域の支援機関とのネットワークを活用し、
経営課題に応じ、関係する支援機関等を
紹介します

1

2

3

「よろず支援拠点」の主な業務
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いわて産業人材奨学金
返還支援基金に対する寄附のお願い

　岩手県のものづくり産業を担う人材の確保・定着を進めるため、大学などを卒業後、県内企業に一定期間就業した
場合に奨学金の返還を支援します。一人でも多くの若者に県内へ定着してもらうため、産業界や経済界の皆様にも
ご協力をいただきながら、地域一体となって取り組んでいきたいと考えておりますので、ご協力をお願いします。

お知らせ

TEL：019-631-3823公益財団法人いわて産業振興センター 産業支援部
TEL：019-629-5551

●
お問い合わせ

　寄附申込方法
岩手県 商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室

　事業者のコンプライアンスの徹底が厳しく求められている現在、全国中小企業取引振興協会では、下請法について
分りやすく解説するセミナーを開催します。

ご案内

TEL：03-5541-6688●お問い合わせ　公益財団法人全国中小企業取引振興協会

受講対象

内 容

開催場所

受 講 料

開催日程・申 込 み

資材、購買、調達などの外注取引業務を行う、経験の浅い担当者など
下請法の概要、親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、取引の段階
(発注、発注内容の変更、受領、支払、下請事業者に対する要請等)に応じた
親事業者の義務・禁止事項、等
公益財団法人全国中小企業取引振興協会 ３階 会議室
(〒104-0033東京都中央区新川2-1-9 石川ビル)

12,400円（資料代・消費税を含む）

ホームページから日程の確認、お申込みができます。
【URL】http://www.zenkyo.or.jp/seminar/orijinal_jitumu.htm

(公財)全国中小企業取引振興協会からのお知らせ
「下請取引適正化推進セミナー基礎コース」
開催のご案内

基金の規模

2億円
登録企業制度について

　ものづくり・ＩＴ企業の皆様が登録企業になりますと、採用する大学生等への奨学金返還
支援額の上限が「３分の１」から「２分の１」にアップする優遇措置を受けることができます。
　登録企業になるためには、２口（６０万円）の寄附をお願いします。この場合には１名につき

「２分の１」の優遇措置を受けることができます。２名以上を対象としたい場合には、１名につき
１口（３０万円）の寄附の追加をお願いします。

寄 付 金 額 寄 附 の 特 典 等

100万円以上 ・ 知事からの特別感謝状の贈呈及び贈呈式の実施（年数回・報道機関へも周知）

60万円以上
・ 知事からの特別感謝状の贈呈
・ 首都圏説明会等での企業情報発信等
☆（ものづくり・ＩＴ企業に限り）県（基金）ＨＰの企業名のご紹介と企業ＨＰへのリンク、大学生等のインターンシップ事業の優先実施

30万円以上 ・ 知事からの感謝状の贈呈
☆（ものづくり・IT企業に限り）県等主催の面接会等への優先参加や大学生等の企業見学会の優先開催

3万円以上 ・ 知事からの感謝状の贈呈
・ 県（基金）HPに個人名・企業名のご紹介
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中国雲南事務所開所

TEL：019-631-3822●お問い合わせ　産業支援部

ILC携室オープンラボ開設

TEL：019-631-3825　FAX：019-631-3830
E-mail　kenkyu@joho-iwate.or.jp

●お問い合わせ　ものづくり振興部

トピックス

トピックス　
　平成30年4月2日（月）、「岩手県雲南事務所」を中国雲南省昆明市に
開所しました。
　岩手県雲南事務所は、東南アジア、南アジアへのゲートウェイとして成長
著しい雲南省の地理的特性を踏まえ、岩手県と雲南省との交流全般に係
る連絡調整、相談対応や現地訪問時のアテンドなど、県内関係者への円滑
な支援や観光・文化などの情報発信を担うことを目的として、県の委託事業
を受けて設置したものです。
　今後は、県と連携のうえ、雲南事務所を適切に管理・運営するとともに、事
務所を活用した交流事業の支援を進めて参ります。

　ILC(国際リニアコライダ)の情報発信拠点、ILCを契機とした産業、人材育成、研究開発の拠点としてオープン
ラボを開設しました。ILC産業の参入を目指す事業者や学生など、誰もが学習・研究できる施設です。
　ラボの見学や利用をご希望の方は1週間前までにご連絡ください。
※見学・利用される方は「団体名」「担当者名」「連絡先」「人数」「希望される説明内容」等をメールまたはFAXにてお知らせください。

中小企業等外国出願支援事業
海外でも自社の知財を守る

❶岩手県内で事業を営む中小企業等（個人、組合含む）であること。
申請時点で事業を実施していない個人は対象となりません。
❷当センターへの応募時点において日本国特許庁に特許出願（PCT

出願を含む）していること。
❸日本国特許庁に国内出願（日本国特許庁への出願は、当該年度内で

ある必要はありません）した者で、年度内に優先権を主張して（商標
権をのぞく）外国特許庁に出願を行う者。
❹今年度内に外国への直接出願または指定国への国内段階移行が完

了するもの。
❺外国への出願手続きが完了している（出願料金等を納付済み）場合

は対象となりません。
❻優先権を主張しないものは、日本国内出願による新規性喪失で拒絶

されるおそれがあるので、対象となりません（商標権をのぞく）。

対象費用の1/2の補助を行い、上限は特許150万円、実用新案・意匠・
商標60万円まで（冒認対策商標は30万円まで）とします。
●1企業が複数案件を申請することは可能です（特許＋商標など複数

制度も可）が、1企業に対する補助金の上限は300万円です。

補助金
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　知財のグローバル化を視野に入れている岩手県内の中小企業等を対象として、特許権等、知的財産権
の外国出願費用を支援する事業を実施します。▶詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

ご案内

対象権利

外国特許庁への出願時に要した費用
（翻訳費・外国出願料・外国代理人費用・手数料等）
●国内出願費用、PCT出願費用、国内出願・PCT出願の弁理士費用は

認められません。※これらについては、中小企業向けの優遇措置が
別途設けられています。

●日本国特許庁に支払う料金（特許印紙含む）は対象外です（マドリッ
ド協定議定書に基づく国際登録出願に要する費用など）。

●弁理士費用における消費税相当額は対象となりません。
●複数の国でも、外国出願に要する費用は対象となります。

助成対象

特許権、実用新案権、商標権（冒認対策商標含む）、意匠権
※冒認対策商標…いわゆる「抜け駆け対策」。商標が他者によって出
願され、その国でのビジネスができなくなることを防ぐものです。

●お問い合わせ　

●申請後、審査を行い採否を決定します。
●採択後、経費の支払いを確認してから助成金を交付しますので、領

収書等は破棄せず、保管するようにして下さい。

注意

条件

公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間公募期間 WEBサイトをご覧ください。

　知的財産(＝特許、実用新案、意匠、商標、著作権、ノウハウ・営業秘密など)のこと
なら岩手県知財総合支援窓口にお任せください！知的財産の「出願・登録」、「侵害対
応」、「知的財産の管理」、「知的人材の育成」、「知的財産を活用した経営」など知的
財産に関するすべての相談にワンストップで支援いたします。

ご案内

2

■ご利用時間／
9:00～17:15※12:00～13:00(休憩時間)
■定休日／土・日、祝日、年末年始全国共通ナビダイヤル

岩手県発明協会
TEL：0570-082100
TEL：019-634-0684

1

まずはお電話ください！

アドバイザーがご相談にお応え
します。訪問支援も行います。

秘 密
厳 守

相 談
無 料

ご利用ください！
岩手県知財総合支援窓口

知財専門家による定期窓口相談会及び各広域振
興局管内での地域窓口相談会を行っています。 広域名 相談会場 開設日 担当弁理士

県北 久慈地区合同庁舎 8月8日(水) 丸岡 裕作
(丸岡特許事務所)

県南
北上市産業支援センター 6月20日(水) 東田 潔

(PDI特許商標事務所)

北上市産業支援センター 8月1日(水) 鈴木 壯兵衞
(日栄国際特許事務所)

沿岸
宮古市役所分庁舎 7月24日(火) 西澤 利夫

(西澤国際特許事務所)
釜石・大槌地域産業
育成センター 8月22日(水) 丸岡 裕作

(丸岡特許事務所)

※いずれの会場も相談時間は午後1時から4時までです。

岩手県知財総合支援窓口は、(独) 工業所有権情報・研修館からの請負事業として、(一社)岩
手県発明協会、(地独)岩手県工業技術センター、(公財)いわて産業振興センターが共同で運
営しています。

●地域窓口相談会一覧 (30年６月から８月開設分)

毎週木曜日 (午後1時から4時まで)

▶定期窓口相談会

会場

日時

岩手県発明協会
(盛岡市北飯岡2-4-25 
岩手県工業技術センター2階)

相談を希望される方は、岩手県発明協会にお電話又は
ホームページをご覧ください。お申込み方法等をご案内
いたします。岩手県知財総合支援窓口のホームページ
(http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/iwate/)
にはお申込みのためのフォームも掲載しています。

▶無料相談申込み方法

〈知財専門家による無料相談会〉

3

知財専門家が相談支援を行
います。訪問支援も行います。

弁護士 弁理士

●お問い合わせ

いわて産業振興センター　産業支援部　

ジェトロ知的財産課 外国出願デスク TEL：03-3582-5642
URL ：https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

TEL：019-631-3823
URL：http://www.joho-iwate.or.jp/fi pr/index.html
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見やすく読みまちが
えにくいユニバーサ
ルデザインフォント
を採用しています。

長期 制度のしくみ

低利

無担保
金融機関融資と別枠です

　この「設備貸与制度」は、岩手県内の中小企業の皆様が
必要とする機械、設備をセンターが購入し、長期・低利で貸与
する公的制度です。

中小企業等経営強化法に基づく計画認定企業(経営革新・異
業種連携）
中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画認定企業
農商工等連携促進法に基づく事業計画認定企業
いわて希望ファンド、いわて農商工連携ファンド採択企業
自動車関連産業生産体制強化計画認定企業
加工高に対する県内企業への外注比率が10％以上の企業
県内企業5 社以上に下請発注している企業
県内企業への下請発注額が1,000 万円以上の企業
今回の設備を設置することで❻～❽のいずれかに該当する企業

❶

❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾

　東日本大震災で設備又は事業所が被災し、市町村等が発行
する罹災証明書等の発行を受けている中小企業

　商工会及び商工会議所を経由して申込をした企業
※運賃・取付工事は貸付の対象となりますが、建物部分・基礎工事は対象外です。
　一部、対象とならない業種、設備がございますので詳しくはセンターにお問合せ下さい。

【貸与の種類】 【設備貸与の条件】
区　分 設備貸与（割賦販売） リース

対象企業
県内に事業所･工場を
有する中小企業

（企業組合・協業組合含む）

県内に事業所･工場を
有する中小企業

（企業組合・協業組合含む）

貸付期間

原則3年・7年・10年
（導入設備耐用年数上限）
（条件3を満たせば10年以内で
2年延長可能）

原則3年・7年・10年
（導入設備耐用年数上限）
（条件3を満たせば10年以内で
2年延長可能）

貸付限度額
（消費税含む）

100万円～1億円
（条件1を満たせば2億円）

100万円～1億円
（条件1を満たせば2億円）

対象設備 設備（建物を除く） 汎用設備
（中古・車両を除く）

保証金
貸与額の10％

（条件1を満たせば5％）
（最終償還時に返済）

ー

利息
（貸与損料）

年率1.30％～1.70％
（固定金利）
（お申込企業様の財務内容によ
り決定させていただきます。）

（条件2を満たせば－0.1％）

ー

リース料
（月額） ー 5年＝1.867％（参考）

7年＝1.389％（参考）

連帯保証人 法人：代表者1人　個人不要
（経営者ガイドラインに準拠）

設備貸与制度のご案内

3年～10年
年1.2%～1.7%

（
固
定
金
利
）

【設備貸与の条件】

必要とする機械、設備をセンターが購入し、長期・低利で貸与

中小企業

貸与申込・
　契約

貸与料支払い

設備代金支払
メーカー・
ディーラー

設備購入

売買契約

いわて
産業振興
センター

●お問い合せ　総務金融部  金融チーム TEL : 019-631-3821

【貸与決定後の流れ】

条件2

条件3

次の企業は適用利率から0.1％引き下げされ、
据置期間を２年とすることが可能となります。

次の企業は貸付期間を耐用年数プラス２年以内
（最長10年）とすることが可能となります。

条件1 次の企業は貸付限度額が２億円に拡大、保証金が
５％に軽減されます。

ご案内

››いわて産業振興センターに関連する事業紹介です
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メディカルショージャパン＆
ビジネスエキスポ2018（神奈川県）

5月31日～6月2日

いわてマルシェ2018（盛岡市）
5月31日～6月5日

原価管理とコストダウン講座（盛岡市）
14日～15日

第22回機械要素技術展（東京都）
20日～22日

8

3
4
4
5
5

7
7

2
次世代ものづくりマネージャー
育成プログラム受講者募集

3いわてマルシェ2018開催
第22回機械要素技術展出展

情報関連専門展示会等出展費用助成事業
よろず支援拠点

「下請取引適正化推進セミナー基礎コース」開催
いわて産業人材奨学金返還支援基金に対する寄附のお願い

6
6

ILC携室オープンラボ開設
中国雲南事務所開所

中小企業等外国出願支援事業
岩手県知財総合支援窓口

設備貸与制度

いわての工芸品見本市（東京都）
5月30日～6月1日




