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公益財団法人　埼玉県産業振興公社

大宮事務所
〒330-8669
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
大宮ソニックシティビル10階
TEL 048（647）4101（代）
FAX 048（645）3268

昭和48年４月26日

常　勤　役　員 2 名
職　　　　　員  56名
アドバイザー等 88名
合　　　　　計 146名

北与野事務所
〒338-0001
さいたま市中央区上落合2丁目3番2号
新都心ビジネス交流プラザ3階
TEL 048（711）2222
FAX 048（857）3921

　〈創業・ベンチャー支援センター埼玉〉
　〈先端産業支援センター埼玉〉
　〈産学連携支援センター埼玉〉
　〈知的財産総合支援センター埼玉〉
　〈次世代自動車支援センター埼玉〉
　〈埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点〉

公益財団法人埼玉県産業振興公社は、中小企業の経営の革新及び創業の促進、並びに経

営基盤の強化を図るとともに埼玉県の産業の振興を推進し、もって中小企業の発展に寄

与することを目的に、埼玉県が設立した公益法人です。

専務理事

●理事会、評議員会の開催

●公社事業の企画、経営方針の策定

●情報の提供・IT活用の支援

●人材の育成支援

●公社会員制度の運営

総務企画部 （総務企画Ｇ、研修・情報Ｇ）

●取引先開拓・販路拡大のための支援

●航空・宇宙産業への参入支援

●国際化の支援

●海外展示会・商談会への出展支援

取引振興部 （取引支援Ｇ、海外ビジネス支援G）

●先端産業の創造

●産学連携の促進

●知的財産に関する支援

●IoT活用の支援

●次世代自動車産業の支援

新産業振興部 （先端産業振興Ｇ、産学・知財支援Ｇ、
 IoT・技術支援Ｇ）

●経営の総合支援

●よろず支援拠点の運営

●プロフェッショナル人材戦略拠点の運営

●環境・品質マネジメントシステムの導入支援

●商業・サービス産業へのICT活用支援

●創業に関する総合相談

●ベンチャー企業の成長支援

企業支援部 （企業支援Ｇ、創業支援Ｇ）

理事長

ホームページ

▲

http://www.saitama-j.or.jp / ・ E-mail

▲

spic@saitama-j.or.jp
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社
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●経営相談
●専門家派遣
●事業継続計画（BCP）の導入支援
●マネジメントシステムの導入支援
●商業・サービス産業へのICT活用支援
●若手経営者の支援

5
6

8
7
7
6

●企業に対する個別支援
●セミナー・交流会（企業連携）・研究会の開催
●海外での支援
●海外展示会・商談会への出展支援







●取引のあっせん・紹介
●展示会・商談会の開催
　彩の国ビジネスアリーナ2018の開催
　商談会の開催等
　航空・宇宙産業への参入支援

9







●自動車関連総合相談
●技術力向上（研究開発）支援
●販路開拓支援






●先端産業に関する総合相談
●先端産業に関する開発動向等の紹介
●医療イノベーションプロジェクト
●次世代住宅産業プロジェクト
●ロボットプロジェクト







●情報支援
　月刊誌「アクセス埼玉」の発行等
　文庫の販売
　賞与支給予定調査報告書の提供
　セミナーの開催
　教育用ビデオ・DVDの貸し出し
●ICT活用支援
　ICT研修の開催
　ICTコンサルティングの実施
　ICT窓口相談
　ICT関連セミナー
　公社ホームページによる情報の提供・発信






















●研修プログラム
●ものづくり人材の育成




●創業相談
●専門相談
●創業セミナー
●女性のための創業支援








●サービス内容、会費、入会

●知財相談
●知財力向上支援
●知財専門家派遣





●IoT活用に関する相談
●IoT普及セミナーの開催
●IoT推進人材育成講座の開催
●埼玉県ものづくりIoT強化支援補助金






●産学連携相談
●産学交流の促進
●産学連携マッチング支援
●競争的資金獲得支援
●情報の提供
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55 66

公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　企業支援グループ 
TEL 048-647-4085　FAX 048-645-3286　Eメール desk@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

■専門家派遣の進め方の例 
課題、テーマに応じた進め方で実施します。

※従業員で構成するプロジェクトメンバーが中心となって支援専門家とともに活動を進めます。

支援専門家…中小企業診断士、技術士、社会保険労務士、情報処理技術者など公社の定める要件を満たす専門家で538人が登録して
います（平成29年4月1日時点）。

訪問・窓口・電話・ファックスなどによる様々な相談に、サブマネージャー・職員がアド
バイスします。必要に応じて訪問による相談も行っています。 
●相談時間／9：00～12：00　13：00～17：00（月～金曜日　年末年始・祝日を除く）

■総合相談

弁護士による法律相談 （予約制／無料）
※１件当たりの相談時間は30分以内となります。

■法律相談

経営相談

経営相談･･･お気軽にご相談ください

サブマネージャー…民間企業出身で、財
務、労務、技術等の現場・管理経験を持
つ人材です。これまで培った自身の持つ
ノウハウやアイデアを提供します。

コストダウン・生産効率の向上・不良品の
削減などの経営課題について、経営者、社
員の皆様と一体となって解決に当たります。 

■専門家派遣

専門家派遣

専門的な課題を解決
●費用 

対象

派遣回数

１回の派遣時間

１回当たりの負担金

中小企業者

年間10 回まで

原則10 時～ 16 時

20,000 円

※継続利用企業の方は、負担金が異なる場合があります。

事前ヒアリング 現状把握 対策検討 成果報告結果検証

■専門家派遣の仕組み

中

小

企

業

公

社
②事前ヒアリング

◆問題・課題の確認・整理　◆派遣テーマの設定

支
援
専
門
家③支援依頼

◆派遣テーマに合った支援専門家を選定

④派遣承諾
⑥支援報告書提出

⑤支援専門家を派遣

①相談
・販売戦略立案と営業資料の作成
・営業部門の強化
・ＩＴ導入のための戦略立案
・クレーム処理・削減等

・接客能力の向上
・不良品の削減
・設備の稼働率向上

・納期の短縮
・在庫管理
・生産計画の作成

サブマネージャーまたは職員が同行します。

サブマネージャーが、支援専門家の検討・
選定をします。

サブマネージャー、職員が相談先企業へ
事前ヒアリングに訪問します。

改善の実施

川口市、川越市、春日部市、熊谷市（2カ所）、深谷市、
本庄市、加須市、越谷市、東松山市、所沢市、上尾市、
朝霞市で地元支援機関と連携し、原則月2回の相談会
を実施しています。

■出張相談

秩父市、八潮市で地元支援機関と連携し、週２回程度の相談会を実施します。
＜それぞれの相談時間等は、次のとおりです＞
●相談時間／9：00～12：00　13：00～17：00（月～金曜日　年末年始・祝日を除く）
　※出張相談、サテライトの相談日は、公社ＨＰをご覧ください。
●ご予約・お問い合わせ／ 0120-973-248または、048-783-3926

■サテライト

公社大宮事務所（大宮ソニックシティビル10階）
に常設の相談コーナーを設置しています。

■窓口相談

埼玉県よろず支援拠点では、豊富な経験、知識を有するコーディネーターが、新商品やサービ
スの開発から販路開拓まで、経営上のあらゆる相談について、無料でアドバイスをいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

よろず支援拠点

●相談時間／9：00～12：00　13：00～17：00（月～金曜日　年末年始・祝日を除く）
●ご予約・お問い合わせ／ 048-858-7558
　　公社北与野事務所　埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点

経営課題の解決に必要なプロフェッショナル人材ニーズを踏まえ、マッチングをサポートし、
人材ニーズにあった人材紹介会社を紹介いたします。
お気軽にご相談ください。

プロフェッショナル人材戦略拠点

事業継続計画（ＢＣＰ）の導入支援

自然災害や火災等が発生した場合の緊急事態に備え、事業の早期復旧に取り組むための事業継
続計画（BCP）の導入を支援します。

事業継続計画（BCP）の導入を支援するため、普及啓発セミナーを開催します。

■事業継続計画（BCP）普及啓発セミナーの開催

専門家並びに公社職員が企業のBCP策定を支援します。

■事業継続計画（BCP）の策定支援
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公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　企業支援グループ 
TEL 048-647-4085　FAX 048-645-3286　Eメール desk@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

グループ別例会（狭山市内の企業）

公社では、県内中小企業の後継者及び若手経営者を対象に交流クラブ「フォース21」を組織してい
ます。同世代の公社職員も参加し、各種支援事業を積極的に活用できるよう運営をサポートして
います。
コミュニケーションをより深めるために10名ほどのグループに別れて活動しており、現在10グ
ループ、122名（平成29年４月１日時点）のメンバーが相互啓発や人的ネットワークづくりのた
めの活動をしています。

若手経営者交流クラブ「フォース21」による新たなネットワークづくり

●活動
　•グループ別例会
　［活動内容］メンバーの工場見学等を通じて経営手法や取組事例を学んだり、各団体・企業とのネットワー

クづくりや、自由にテーマを決めて勉強会などを行っています。また、メーリングリストを活
用した会員相互の情報交換や意見交換なども行っています。

　•全体定例会
　［活動内容］先進企業経営者の講演会、先端企業の工場見学等を中心に年3回開催しています。また、情報

交換会を企画し、他グループメンバーとの交流も図るなど、幅広いネットワークづくりをサポ
ートしています。

　•分科会
　［活動内容］毎年様々なテーマを設定し、希望者を対象にグループの枠を超えた勉強会や意見交換を行って

います。

●参加資格
　公社会員の方で、県内中小企業の後継者もしくは若手経営者で、概ね50歳未満の方。
　※活動費として年24,600円（消費税込）の会費が必要となります。

認証取得支援

ISO認証取得

ＩＳＯ14001（環境）

ＩＳＯ9001（品質）

ＪＩＳＱ15001（個人情報保護）

ＯＨＳＡＳ18001（労働安全衛生）

ＩＳＯ39001（道路交通安全）

（支援内容）

従業員数 20人以下
（支援回数）

101人以上
（支援回数）

21人～100人
（支援回数）

777,600円
（16回）

993,600円
（18回）

1,209,600円
（20回）

ＩＳＯ14001・ＩＳＯ9001（環境・品質の統合）

ＩＳＯ/ＩＥＣ27001（情報セキュリティ）

ＩＳＯ/ＴＳ16949（自動車分野）

ＩＳＯ13485（医療機器分野）

ＩＳＯ22000（食品安全）

ＪＩＳＱ9100（航空宇宙分野）

ISO22301または中小企業庁版BCP（事業継続）

FSSC22000（食品安全）

1,123,200円
（24回）

1,382,400円
（27回）

1,641,600円
（30回）

※上記は公社会員価格（消費税込）です。非会員の方は108,000円（消費税込）の追加料金をいただきます。
※支援回数を超えるときは、1回につき40,000円（消費税込）を負担していただきます。ただし、中小企

業庁版BCPについては、22,250円（消費税込）の負担となります。
※事業継続計画については、中小企業庁版BCPについての案内が別途あります。

ISO14001及び ISO9001認証取得後の維持・改善に関するコンサルティングに応じ
ます。
※当公社支援企業は、取得後３年以内は、年間２回まで無料です。

フォローアップ支援

《費用及び支援回数》

商業・サービス産業へのICT活用支援

県内の商業・サービス産業の方を対象にICTに関するセミナーを開催します。また、
ICTを活用した効果的な広告宣伝や顧客管理、業務の効率化など様々な経営課題に専
門のアドバイザーが相談に応じるほか、専門家の派遣を実施し、課題解決に向けた支
援を行います。

若手経営者の支援

マネジメントシステムの認証取得を考えている中小企業者に対し、システムの導入支
援を行います。また、ISO14001及びISO9001認証取得後のシステム運用をサポー
トするため、フォローアップ支援（コンサルティング）も行います。 

マネジメントシステムの導入支援
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取引のあっせん・紹介

展示会・商談会の開催

公益財団法人埼玉県産業振興公社　取引振興部　取引支援グループ 
TEL 048-647-4086　FAX 048-645-3286　Eメール assen@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

受注、発注企業の紹介、あっせんを受けるためには、事前登録が必要となります（登録は無料
です）。登録申込書は当公社ホームページからダウンロードできます。詳しくはホームページ

（http://www.saitama-j.or.jp/assen/entry/)をご覧ください。 

まず登録を・・・・無料です。

中小企業の広域的な取引（受注確保・販路開拓）の促進を図るため、発注案件に基づく受注希望企業との面談
形式の商談会を開催します。また、全国的な展示会への出展を支援します。

■関東５県ビジネスマッチング商談会2017
　●期日：平成29年9月26日（火）
　●会場：東京ビッグサイト

■九都県市合同商談会
　●期日：平成29年11月17日（金）
　●会場：東京ビッグサイト

■地域連携商談会 
　地域に密着した小規模の商談会を開催

■各展示会への出展支援 
　新規需要が見込まれる全国的な展示会への出展を支援

商談会の開催等

中小企業などが自社製品・加工品を一堂に展示し、
自らの製品開発力や加工技術等を紹介します。

　●期日：平成30年1月24日（水）・25日（木）
　●会場：さいたまスーパーアリーナ
　●出展予定：700小間
　●入場見込：17,500人 

彩の国ビジネスアリーナ2018の開催

下請取引に関する様々な相談に応じます（無料）。

登録されますと次のサービスが受けられます。

発注登録企業からの発注案件を受けて、受注登録企業の紹介・あっせんを行います。また、受
注登録企業からの要請を受けて発注登録企業の紹介も行います。

●受注・発注の紹介・あっせんの手順

公社のホームページ上に、貴社の企業概要を掲載し、発信します。
右のURLをご覧ください。  URL  http://www.saitama-j.or.jp/aruaru/ 

●あるある企業情報検索システム

彩の国ビジネスアリーナ2017
（平成29年2月1・2日開催）

発注
登録企業

発注・受注
の申込み

あっせん
紹介

受注
登録企業

商　談

成　立

不成立
再あっせん

公　社

高度な技術を有する県内中小企業の航空・宇宙産業への参入を促進するため、航空機産業展示会への出展支援、
航空機産業に参入する上で必要となる国際認証取得に係る経費の一部助成などの支援を行います。

■航空機産業展示・商談会への出展支援
　航空機産業への参入を促進するために、具体的な商談が見込める国内外の展示・商談会（名古屋、シンガ

ポール他）の出展を支援します。

■国際認証取得支援
　航空機産業に参入するために必要な品質マネジメントシステム規格「JISQ9100」や国際特殊工程認証シス

テム「Nadcap」の認証取得にかかる経費の一部を助成します。

■航空機産業参入研究会の開催 
　航空機産業における販路開拓、技術開発等をテーマに研究会を実施します。

航空・宇宙産業への参入支援

九都県市合同商談会
（平成29年2月2日開催） 



99 1010

取引のあっせん・紹介

展示会・商談会の開催

公益財団法人埼玉県産業振興公社　取引振興部　取引支援グループ 
TEL 048-647-4086　FAX 048-645-3286　Eメール assen@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

受注、発注企業の紹介、あっせんを受けるためには、事前登録が必要となります（登録は無料
です）。登録申込書は当公社ホームページからダウンロードできます。詳しくはホームページ

（http://www.saitama-j.or.jp/assen/entry/)をご覧ください。 

まず登録を・・・・無料です。

中小企業の広域的な取引（受注確保・販路開拓）の促進を図るため、発注案件に基づく受注希望企業との面談
形式の商談会を開催します。また、全国的な展示会への出展を支援します。

■関東５県ビジネスマッチング商談会2017
　●期日：平成29年9月26日（火）
　●会場：東京ビッグサイト

■九都県市合同商談会
　●期日：平成29年11月17日（金）
　●会場：東京ビッグサイト

■地域連携商談会 
　地域に密着した小規模の商談会を開催

■各展示会への出展支援 
　新規需要が見込まれる全国的な展示会への出展を支援

商談会の開催等

中小企業などが自社製品・加工品を一堂に展示し、
自らの製品開発力や加工技術等を紹介します。

　●期日：平成30年1月24日（水）・25日（木）
　●会場：さいたまスーパーアリーナ
　●出展予定：700小間
　●入場見込：17,500人 

彩の国ビジネスアリーナ2018の開催

下請取引に関する様々な相談に応じます（無料）。

登録されますと次のサービスが受けられます。

発注登録企業からの発注案件を受けて、受注登録企業の紹介・あっせんを行います。また、受
注登録企業からの要請を受けて発注登録企業の紹介も行います。

●受注・発注の紹介・あっせんの手順

公社のホームページ上に、貴社の企業概要を掲載し、発信します。
右のURLをご覧ください。  URL  http://www.saitama-j.or.jp/aruaru/ 

●あるある企業情報検索システム

彩の国ビジネスアリーナ2017
（平成29年2月1・2日開催）

発注
登録企業

発注・受注
の申込み

あっせん
紹介

受注
登録企業

商　談

成　立

不成立
再あっせん

公　社

高度な技術を有する県内中小企業の航空・宇宙産業への参入を促進するため、航空機産業展示会への出展支援、
航空機産業に参入する上で必要となる国際認証取得に係る経費の一部助成などの支援を行います。

■航空機産業展示・商談会への出展支援
　航空機産業への参入を促進するために、具体的な商談が見込める国内外の展示・商談会（名古屋、シンガ

ポール他）の出展を支援します。

■国際認証取得支援
　航空機産業に参入するために必要な品質マネジメントシステム規格「JISQ9100」や国際特殊工程認証シス

テム「Nadcap」の認証取得にかかる経費の一部を助成します。

■航空機産業参入研究会の開催 
　航空機産業における販路開拓、技術開発等をテーマに研究会を実施します。

航空・宇宙産業への参入支援

九都県市合同商談会
（平成29年2月2日開催） 
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申込み・
問い合わせ先

訪問等により企業経営者に国際展開の取組・課題をお聞きし、国際ビジネスについての個別的
な相談に応じます。
SBSCでは、企業の皆様が抱える国際ビジネスにかかわる様々な課題を企業の皆様の立場に立
って解決するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）等、他の支援機関や有識者などと連携し、適
時必要なアドバイスをします。

国際ビジネス個別支援

埼玉国際ビジネスサポートセンター（SBSC）

中小企業海外展開研究会

SBSCでは、海外取引を考える企業の皆様を対象とした研究会を「ものづくり」「食品」の2つに分けて立ち上げ、
グローバル市場への参入を支援します。
今年度は「輸出」をテーマとして販路拡大を目的に活動します。
座学だけではなく、ワークショップ、ディスカッションをとり入れた参加型の研究会となっております。

公益財団法人埼玉県産業振興公社　取引振興部　海外ビジネス支援グループ
〒330-8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　大宮ソニックシティビル10F 
TEL 048-647-4156　FAX 048-645-3286　Eメール sbsc@saitama-j.or.jp

※事前申込制。「相談申込書」は、下記のEメール又はFAXにより、お申し込みください。
　Eメール overseas@saitama-j.or.jp　FAX 048-645-3286

中国・アセアンビジネスに精通したアドバイザ
ーが常駐し、次のサービスを提供します。

◆貿易・投資相談

◆現地情報提供

◆展示会出展支援

◆商談設定・アテンド

◆取引先発掘・紹介

【サービス内容】

　  提供するサービス  　
専門的な知識・スキルを必要とする支援や長期
間にわたる個別企業のニーズに応じた支援につ
いては、現地の専門家を紹介します。

◆現地人材発掘・紹介
◆企業信用調査
◆営業代行
◆翻訳サービス
◆トラブル対応
※紹介先において業務の対価としての費用
　が発生します。

【具体例】

　  現地専門家の紹介  　

　URL http://www.saitama-j.or.jp/shinbunya/desk/

埼玉県が上海・ベトナム・タイに設置しているサポートデスクと連携したビジネス支援

海外での支援

海外展示会・商談会への出展支援を通じて県内企業の皆様のビジネスチャンスの拡大を図ります。

今年度はアセアン（タイ・ベトナム・インドネシア）、中国、台湾での展示商談会について出展支援を行います。

海外展示会・商談会への出展支援

実務経験豊富なアドバイザーが貿易・投資に関する様々な相談に応じます｡
   ●相談日　毎週　火・水・木曜日（祝祭日・年末年始12/28 ～ 1/3を除く）　　　　　
   ●時   間　9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00
　●料   金　無料
　●場   所　相談コーナー（大宮ソニックシティビル10F）
　　　　　　※事前予約制です。
　　　　　　水曜日は県内商工会議所・商工会にて巡回貿易投資相談となります。
　●電   話　048-647-4156　Eメール　sbsc@saitama-j.or.jp

貿易投資相談・・・お気軽にご相談ください

企業に対する個別支援

SBSCのネットワークを活かし、交流会を通じ、企業間及び企業と支援機関等との連携を図り、
県内企業の国際競争力の強化を促進します。

■サイタマエクセレントカンパニー交流会

ビジネス戦略に役立つ地域別のセミナーや講座を実施します。

国際ビジネスセミナー

交流会（企業連携）

■情報交換会
産業分野別・地域別の情報交換会を実施し、企業間及び企業と支援機関等との連携を図り、
県内企業の国際競争力の強化を促進します。

セミナー・交流会（企業連携）・研究会の開催
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ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エネルギー、航空・宇宙の各分野に精通し
た専門コーディネーターが無料で相談に応じます。
※航空・宇宙分野の相談は公社取引支援グループ（048-647-4086）で対応しております。

【相談内容】
　•技術相談
　•企業マッチング
　•補助金の活用
　•販路開拓
　•法規制等の相談　など

【相談日・相談時間】
　●相 談 日　月曜日～金曜日（年末年始・休日を除く）
　●相談時間　9:00～ 17:00

当センターでは、同じ建物の１階に「先端産業支援センター埼玉」展示コーナーを設けています。
「埼玉県先端産業創造プロジェクト」の取組状況や開発動向を紹介するとともに、開発された試
作品や参画企業等による新製品などを展示しています。

〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-711-6870　FAX 048-857-3921　Eメール sentan@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

先端産業支援センター埼玉

ニーズマッチング
埼玉県小児医療センター
（平成29年1月）

展示コーナー全景 展示例（ロボットプロジェクト）

相談風景

彩の国ビジネスアリーナ2017への出展
（平成29年2月）

先端産業に関する総合相談

県内ものづくり企業と医療機器メーカー、病院等との連携に

よる医療現場のニーズに即した新たな医療機器等の開発を支

援します。

【主な事業内容】

○医療機器三者連携開発モデル構築事業

　「医療機関」「ものづくり企業」「製販企業」の三者が連携して

　売れる医療機器を開発

○先進医療施設ニーズヒアリング

○在宅医療機器研究会

○医療機器開発支援セミナー

○医療機器メーカー見学会

○展示会・学会等への出展支援

医療イノベーションプロジェクトによる新たな医療機器等の開発支援

医療イノベーションプロジェクト

県内中小企業と住宅メーカー、大学等との連携による住宅

用創エネ・省エネ製品・技術の研究開発を支援します。

【主な事業内容】

○次世代住宅産業プロジェクト

　•自然エネルギー運用技術と連動する省エネ装置の開発

　•高効率マルチ出力電源装置の開発

　•太陽光・熱ハイブリッド型パネルの開発

　•高効率床暖房システムの開発

次世代住宅産業プロジェクトによる住宅用創エネ・省エネ製品・技術の開発支援

次世代住宅産業プロジェクト

成長が見込まれるロボット分野における新たな技術の研究開発や実用化・製品化を支援します。

【主な事業内容】

　○ロボットビジネス実践講座

　○ロボティックスシーズマッチング

　○農業ロボット研究会

　○リハビリ・介護ロボット研究会

ロボットプロジェクトによる新たな技術の研究開発や実用化・製品化の支援

ロボットプロジェクト

先端産業に関する開発動向等の紹介
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展示コーナー全景 展示例（ロボットプロジェクト）

相談風景

彩の国ビジネスアリーナ2017への出展
（平成29年2月）

先端産業に関する総合相談

県内ものづくり企業と医療機器メーカー、病院等との連携に

よる医療現場のニーズに即した新たな医療機器等の開発を支

援します。

【主な事業内容】

○医療機器三者連携開発モデル構築事業

　「医療機関」「ものづくり企業」「製販企業」の三者が連携して

　売れる医療機器を開発
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用創エネ・省エネ製品・技術の研究開発を支援します。
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〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F 
TEL 048-857-3901　FAX 048-857-3921　Eメール sangaku@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

産学連携支援センター埼玉

産学連携フェアの会場風景 技術シーズ発表会

経験豊富なコーディネータが対応します 新都心ビジネス交流プラザ

競争的資金事業説明会

産学コーディネータなどが産学連携に関する
さまざまな相談に応じます。相談は無料です。 

●相 談 日　月曜日～金曜日
　（年末年始・休日を除く）

●相談時間　9:00 ～ 17:00

産学連携相談

経験豊富な産学コーディネータが、企業の技術ニーズと大学・研究機関等のシーズとのマッチングの支援を

行います。

●企業ニーズに対応したマッチング

●大学・研究機関シーズに対応したマッチング

産学連携マッチング支援

国や県等の研究開発に関する競争的資金を獲得するため

の申請書作成について、そのノウハウをアドバイスする

などの支援を行います。

●ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

●戦略的基盤技術高度化支援事業

●埼玉県次世代新技術・新商品開発支援事業費補助金

【支援を行っている競争的資金の一例】

競争的資金獲得支援

大学・研究機関等の紹介やシーズ情報を、ホームページ・メルマガなどで広く提供します。また、科学技術

に関する文献情報を瞬時に検索できる科学技術文献データベース「Ｊ－ＤｒｅａｍⅢ」を設置して、産学連

携に関する文献情報を提供（一部有料）します。

情報の提供

企業と大学との交流会、大学・研究機関のシーズを紹介するセミナーなどを開催し、産学交流

の促進を図ります。

●技術シーズ発表会の開催

●産学連携フェアの開催

●産学連携支援ネットワーク会議の運営

産学交流の促進

つなぐ（マッチング）仕組み

埼玉県産学連携支援ネットワーク会議 ［大学・研究機関・金融機関・支援機関］

相談
調査

DB検索
調
査

発
掘

マッチング

マッチング マッチング
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〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F 
TEL 048-857-3901　FAX 048-857-3921　Eメール sangaku@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

産学連携支援センター埼玉

産学連携フェアの会場風景 技術シーズ発表会

経験豊富なコーディネータが対応します 新都心ビジネス交流プラザ

競争的資金事業説明会

産学コーディネータなどが産学連携に関する
さまざまな相談に応じます。相談は無料です。 

●相 談 日　月曜日～金曜日
　（年末年始・休日を除く）

●相談時間　9:00 ～ 17:00

産学連携相談

経験豊富な産学コーディネータが、企業の技術ニーズと大学・研究機関等のシーズとのマッチングの支援を

行います。

●企業ニーズに対応したマッチング

●大学・研究機関シーズに対応したマッチング

産学連携マッチング支援

国や県等の研究開発に関する競争的資金を獲得するため

の申請書作成について、そのノウハウをアドバイスする

などの支援を行います。

●ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

●戦略的基盤技術高度化支援事業

●埼玉県次世代新技術・新商品開発支援事業費補助金

【支援を行っている競争的資金の一例】

競争的資金獲得支援

大学・研究機関等の紹介やシーズ情報を、ホームページ・メルマガなどで広く提供します。また、科学技術

に関する文献情報を瞬時に検索できる科学技術文献データベース「Ｊ－ＤｒｅａｍⅢ」を設置して、産学連

携に関する文献情報を提供（一部有料）します。

情報の提供

企業と大学との交流会、大学・研究機関のシーズを紹介するセミナーなどを開催し、産学交流

の促進を図ります。

●技術シーズ発表会の開催

●産学連携フェアの開催

●産学連携支援ネットワーク会議の運営

産学交流の促進

つなぐ（マッチング）仕組み

埼玉県産学連携支援ネットワーク会議 ［大学・研究機関・金融機関・支援機関］
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〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-621-7050　FAX 048-857-3921　Eメール chizai@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

知的財産総合支援センター埼玉

サービス内容・・・ちょっとした疑問でもご相談ください

利用時間

知的財産アドバイザーが知的財産に関するさまざまな相談に応じます。
特許・商標等のデータベース「特許情報プラットフォーム（J-Plat Pat）」
の活用についても個別にご案内いたします。また、電子出願の方法等
についてもアドバイスします。

【出張相談会】
県内各地で出張相談会を開催します。
※年33回開催（午後１時～５時）：開催地：川越市・熊谷市・川口市・

所沢市・東松山市・春日部市・朝霞市・越谷市・本庄市）

総 合 相 談

弁理士（毎週１回午後）や弁護士（毎月１回午後）が専門性の高い相談に
応じます。

専 門 相 談

■各アドバイザーは、必要な場合には訪問相談も行います。 

■事前にご予約ください。待ち時間なくご
　相談いただけます。

総合相談風景

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
9:00～17:00

相談はすべて無料です。

料金

知的財産とは
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に権利保護を与えるようにしたの
が知的財産制度です。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを
産業財産権といいます。

特許などの知的財産を戦略的に活用するため、弁理士等の専門家を派遣し、知財に関する課題解決を支
援します（有料）。

１社あたり６回を基本とします。
企業の負担　12,000円／回（非会員15,000円／回）

（注）本事業は、特許出願費用の支援を目的としたものではありませんので、出願料や弁理士への出願手数料
等は対象外となります。 

支援回数・費用

１社あたり５回を基本とします。
企業の負担　2,000円（非会員20,000円）

支援回数・費用

こんな問題を解決します

知的財産アドバイザーが中小企業を訪問し、社内勉強会の
講師や出願手続き等の実務指導を行います（有料）。

事業化・製品化を前にして・・

開発部門のスタッフを対象に社内勉強会を
実施。
特許等の権利化を視野に入れた競争力のあ
る新製品開発を行うために知財の基礎知識
を学んでいただきました。

実際に特許出願する案件を題材に取り上げ、先行技術の調査方法や出願明細書の書き
方等について、企業の状況に応じた実践的な指導を行いました。

支援の実施例

社内勉強会

実 務 指 導

自社技術や製品を、容易に他社の参入を

許すことがないよう有効に権利化したい。

知財重視型の経営に移行するために・・
特許性のある社内技術の発掘・評価や職務発明の管理

ができる知財のマネジメント体制を整備したい。

製品開発の効率化のために・・
他社技術の動向を調べた上で、製品開発

や技術導入（ライセンス）を進めたい。

特許戦略 技術戦略

人材育成 知財管理

企業での支援風景

製品開発等に他社の特許を活用したい場合、特許活用コーディネータ
がマッチングの支援を行います。

マッチング支援

知財相談

知財力向上支援

知財専門家派遣
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〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-621-7050　FAX 048-857-3921　Eメール chizai@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

知的財産総合支援センター埼玉

サービス内容・・・ちょっとした疑問でもご相談ください

利用時間

知的財産アドバイザーが知的財産に関するさまざまな相談に応じます。
特許・商標等のデータベース「特許情報プラットフォーム（J-Plat Pat）」
の活用についても個別にご案内いたします。また、電子出願の方法等
についてもアドバイスします。

【出張相談会】
県内各地で出張相談会を開催します。
※年33回開催（午後１時～５時）：開催地：川越市・熊谷市・川口市・

所沢市・東松山市・春日部市・朝霞市・越谷市・本庄市）

総 合 相 談

弁理士（毎週１回午後）や弁護士（毎月１回午後）が専門性の高い相談に
応じます。

専 門 相 談

■各アドバイザーは、必要な場合には訪問相談も行います。 

■事前にご予約ください。待ち時間なくご
　相談いただけます。

総合相談風景

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
9:00～17:00

相談はすべて無料です。

料金

知的財産とは
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に権利保護を与えるようにしたの
が知的財産制度です。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを
産業財産権といいます。

特許などの知的財産を戦略的に活用するため、弁理士等の専門家を派遣し、知財に関する課題解決を支
援します（有料）。

１社あたり６回を基本とします。
企業の負担　12,000円／回（非会員15,000円／回）

（注）本事業は、特許出願費用の支援を目的としたものではありませんので、出願料や弁理士への出願手数料
等は対象外となります。 

支援回数・費用

１社あたり５回を基本とします。
企業の負担　2,000円（非会員20,000円）

支援回数・費用

こんな問題を解決します

知的財産アドバイザーが中小企業を訪問し、社内勉強会の
講師や出願手続き等の実務指導を行います（有料）。

事業化・製品化を前にして・・

開発部門のスタッフを対象に社内勉強会を
実施。
特許等の権利化を視野に入れた競争力のあ
る新製品開発を行うために知財の基礎知識
を学んでいただきました。

実際に特許出願する案件を題材に取り上げ、先行技術の調査方法や出願明細書の書き
方等について、企業の状況に応じた実践的な指導を行いました。

支援の実施例

社内勉強会

実 務 指 導

自社技術や製品を、容易に他社の参入を

許すことがないよう有効に権利化したい。

知財重視型の経営に移行するために・・
特許性のある社内技術の発掘・評価や職務発明の管理

ができる知財のマネジメント体制を整備したい。

製品開発の効率化のために・・
他社技術の動向を調べた上で、製品開発

や技術導入（ライセンス）を進めたい。

特許戦略 技術戦略

人材育成 知財管理

企業での支援風景

製品開発等に他社の特許を活用したい場合、特許活用コーディネータ
がマッチングの支援を行います。

マッチング支援

知財相談

知財力向上支援

知財専門家派遣
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新技術・新工法等を大手自動車メーカーや部品メーカーへ
提案する技術展示会を開催し、ビジネスマッチングを促進し
ます。また、大手企業等への個別マッチングも行います。
自動車産業部会会員企業については、各社の技術ＰＲ情報
を当公社ホームペー ジに掲載します。

自動車関連技術の高効率化・軽量化や技術革新の研究を通
して、企業の技術力向上を支援します。また、県内中小企
業と大学等との連携による先端材料研究開発を支援します。
　１）モータ・パワエレ・水素エネルギー研究会
　２）軽量化研究会
　３）先端材料研究開発プロジェクト

県内自動車関連産業や新規参入企業の競争力強化及び技術革新を推
進するために、意欲のある企業を中心に構成する会員組織です。
●特典：
①会員企業名簿（公社HP含む）への掲載
②各研究会への無料参加（一部ご負担いただく場合もあります）
③センター主催セミナー／視察会への無料参加
④逆指名型展示会への参加
●会費：年12,960円（消費税込）
＊自動車産業部会への入会は、別に公社会員（年12,960円（消費税

込））への入会が必要です。
平成29年４月１日現在128社が加入し積極的に活動しています。

自動車産業の研究・開発・製造部門での経験が豊富なアド
バイザーが、自動車に関する様々な相談に応じます。（無料）

●相 談 日　月～金曜日
　　　　　　（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:30 ～ 16:30

〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-621-7051　FAX 048-857-3921　Eメール jidosha@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

IoT・技術支援グループ

自動車産業部会

試作開発品の展示（彩の国ビジネスアリーナ2017） 

ケーヒンでの展示商談会（平成28年5月）

「自動車産業部会会員企業紹介冊子」

自動車関連総合相談

技術力向上（研究開発）支援

販路開拓支援

ものづくり企業のIoT利活用を支援するため、民間
企業において抱負な経験により蓄積された知識・
知見・実績を有するIoTコーディネータが様々な相
談に応じます。（無料） 

IoT活用に関する相談

ＩｏＴに関する最新技術動向や活用事例を紹介するセミナーを
年6回開催します。
●さいたま市／ 4月、6月、12月開催予定
●熊谷市／ 11月　●川越市／ 12月　●越谷市／ 2月　
　開催予定

IoT普及セミナー

ＩｏＴを推進する人材を育成するため、基礎～実践までを体型に分けて、研修を開催します。

■IoT基礎講座（2日間コース、上期/下期各１回開催予定）
　対　象：幹部、現場責任者
　内　容：IoT概要、事例、動向、仕組み、技術要素等IoT全般知識を講義方式で行います。

■IoT技術講座（2日間コース、上期/下期各１回開催予定）
　対　象：現場責任者、担当者
　内　容：IoTデバイスを使って、実際にIoTシステムを組み立てる演習を中心に行います。セン

サー設置～見える化～データ分析に至るハンズオン型教育を予定しています。

■IoT実践講座（８ヶ月コース、年４回集合会合＋現場巡回支援）
　対　象：県内中小企業
　内　容：現場のパイロット部門にIoTシステムを導入し、蓄積したデータを分析し、得られた

結果から、現場作業等の改善及び経営改善に結びつく活動を実施します。

IoT推進人材育成講座

IoTシステムの導入を促進するため、構築経費の一部を補助します。

名　　称：「埼玉県ものづくりIoT強化支援事業」
対　　象：埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する製造業５社程度
補助対象：IoT（モノのインターネット）技術の仕組みを構築し、労働生産性向上、稼動率改善、ト

レサビリティ管理強化等の経営改善指標を目標として掲げ、生産性向上、製品品質向上、
製品物流の効率化など、ものづくり力の強化により経営の改善につながる取り組みを
支援します。

公募期間：４月上旬から1か月間
補助金額：補助率は補助対象経費の10分の10。補助上限額は１件当たり500万円。

埼玉県ものづくりIoT強化支援補助金

●相 談 日　月～金曜日
　　　　　　（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:30 ～ 16:30

IoT普及セミナー（平成28年12月）
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新技術・新工法等を大手自動車メーカーや部品メーカーへ
提案する技術展示会を開催し、ビジネスマッチングを促進し
ます。また、大手企業等への個別マッチングも行います。
自動車産業部会会員企業については、各社の技術ＰＲ情報
を当公社ホームペー ジに掲載します。

自動車関連技術の高効率化・軽量化や技術革新の研究を通
して、企業の技術力向上を支援します。また、県内中小企
業と大学等との連携による先端材料研究開発を支援します。
　１）モータ・パワエレ・水素エネルギー研究会
　２）軽量化研究会
　３）先端材料研究開発プロジェクト

県内自動車関連産業や新規参入企業の競争力強化及び技術革新を推
進するために、意欲のある企業を中心に構成する会員組織です。
●特典：
①会員企業名簿（公社HP含む）への掲載
②各研究会への無料参加（一部ご負担いただく場合もあります）
③センター主催セミナー／視察会への無料参加
④逆指名型展示会への参加
●会費：年12,960円（消費税込）
＊自動車産業部会への入会は、別に公社会員（年12,960円（消費税

込））への入会が必要です。
平成29年４月１日現在128社が加入し積極的に活動しています。

自動車産業の研究・開発・製造部門での経験が豊富なアド
バイザーが、自動車に関する様々な相談に応じます。（無料）

●相 談 日　月～金曜日
　　　　　　（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:30 ～ 16:30

〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-621-7051　FAX 048-857-3921　Eメール jidosha@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

IoT・技術支援グループ

自動車産業部会

試作開発品の展示（彩の国ビジネスアリーナ2017） 

ケーヒンでの展示商談会（平成28年5月）

「自動車産業部会会員企業紹介冊子」

自動車関連総合相談

技術力向上（研究開発）支援

販路開拓支援

ものづくり企業のIoT利活用を支援するため、民間
企業において抱負な経験により蓄積された知識・
知見・実績を有するIoTコーディネータが様々な相
談に応じます。（無料） 

IoT活用に関する相談

ＩｏＴに関する最新技術動向や活用事例を紹介するセミナーを
年6回開催します。
●さいたま市／ 4月、6月、12月開催予定
●熊谷市／ 11月　●川越市／ 12月　●越谷市／ 2月　
　開催予定

IoT普及セミナー

ＩｏＴを推進する人材を育成するため、基礎～実践までを体型に分けて、研修を開催します。

■IoT基礎講座（2日間コース、上期/下期各１回開催予定）
　対　象：幹部、現場責任者
　内　容：IoT概要、事例、動向、仕組み、技術要素等IoT全般知識を講義方式で行います。

■IoT技術講座（2日間コース、上期/下期各１回開催予定）
　対　象：現場責任者、担当者
　内　容：IoTデバイスを使って、実際にIoTシステムを組み立てる演習を中心に行います。セン

サー設置～見える化～データ分析に至るハンズオン型教育を予定しています。

■IoT実践講座（８ヶ月コース、年４回集合会合＋現場巡回支援）
　対　象：県内中小企業
　内　容：現場のパイロット部門にIoTシステムを導入し、蓄積したデータを分析し、得られた

結果から、現場作業等の改善及び経営改善に結びつく活動を実施します。

IoT推進人材育成講座

IoTシステムの導入を促進するため、構築経費の一部を補助します。

名　　称：「埼玉県ものづくりIoT強化支援事業」
対　　象：埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する製造業５社程度
補助対象：IoT（モノのインターネット）技術の仕組みを構築し、労働生産性向上、稼動率改善、ト

レサビリティ管理強化等の経営改善指標を目標として掲げ、生産性向上、製品品質向上、
製品物流の効率化など、ものづくり力の強化により経営の改善につながる取り組みを
支援します。

公募期間：４月上旬から1か月間
補助金額：補助率は補助対象経費の10分の10。補助上限額は１件当たり500万円。

埼玉県ものづくりIoT強化支援補助金

●相 談 日　月～金曜日
　　　　　　（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:30 ～ 16:30

IoT普及セミナー（平成28年12月）
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アドバイザーが皆さまからのご相談をお待ちしております。

創業者が利用できる公的融資について、埼玉県、日本政策金融公庫などの制度資金の中から、相談者にとっ
てメリットが最も大きいものを紹介します。また、金融機関に提出する事業（創業）計画書の作成についても
わかりやすくアドバイスしながらブラッシュアップします。

資金調達に関する相談には・・・

司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士など各士業団体等の協力により、創業手続きや、社会保険、
企業法務など専門的な相談をお受けします。（※前日正午までに予約をお願いします。）

開業手続きや税務等の実務的な講座、IT活用やマーケティング手法など、創業前後に必要な知識を学ぶセミ
ナーを開催します（詳細はセンターホームページをご覧ください）。
http://www.saitama-j.or.jp/sogyo

●女性創業支援チームが、女性のビジネスの立ち上げ時から成長期までを
支援します。

●女性創業スタートアップセミナーを開催します。
●「女性起業支援ルーム COCOオフィス」を運営しています。COCOオフ

ィスは、女性起業家のための会員制のワーキングスペースです。
　○利用時間　　　　月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　　　9:00 ～ 17:00
　○利用料金（会費）　月額　5,140円（消費税込）

アドバイザーによる創業相談

士業による専門相談

〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-711-2222　FAX 048-857-3921　Eメール sogyo@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

創業・ベンチャー支援センター埼玉

創業前、創業時、創業後と皆さまのステージに合わせ、事業計画や販路、資金調達、ITなど経
験豊富なアドバイザーが、とことん相談に応じます。

創

　業

　前

創

　業

　時

創

　業

　後

●アイデアをビジネスプランにしたい

●今までの経験を活かして事業を始めたい

●創業したいが何から始めたらよいかわからない

●資金調達のアドバイスをしてほしい

●ネットショップについて教えてほしい

●商圏やマーケットを相談したい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●事業計画を専門家にチェックしてほしい

●事業形態は、個人と法人どちらがいいか教えてほしい

●会社設立の手続きを教えてほしい

●創業のための支援制度の情報がほしい

●ホームページやフェイスブックを活用してPRしたい

●事業の許認可について教えてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●経営についてアドバイスがほしい

●効果的なPR方法が知りたい

●Webを活用した集客方法を教えてほしい

●経理処理や税務申告についてアドバイスがほしい

●新たな分野に進出したい（第二創業）

●創業後に使える融資制度を教えてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●利 用 日　月曜日～土曜日（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:00 ～ 17:00

金融相談会

開業手続き相談会

社会保険・雇用保険相談会

税務相談会

企業法務・法人登記相談会

経営相談会

IT相談会

特許・意匠相談会

組合創業相談会

毎火・水曜日／埼玉県信用保証協会
毎木曜日／日本政策金融公庫（国民生活事業）

第２・４火曜日／埼玉県行政書士会

第１・３火曜日／埼玉県社会保険労務士会

第３金曜日／関東信越税理士会埼玉県支部連合会

第１・３金曜日／埼玉司法書士会

毎金曜日／埼玉県中小企業診断協会

毎月曜日／ NPO法人埼玉ITコーディネーター

第２木曜日／日本弁理士会関東支部

第２火曜日／埼玉県中小企業団体中央会

女性起業支援ルーム
COCOオフィス

創業相談

専門相談

創業セミナー

女性のための創業支援
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アドバイザーが皆さまからのご相談をお待ちしております。

創業者が利用できる公的融資について、埼玉県、日本政策金融公庫などの制度資金の中から、相談者にとっ
てメリットが最も大きいものを紹介します。また、金融機関に提出する事業（創業）計画書の作成についても
わかりやすくアドバイスしながらブラッシュアップします。

資金調達に関する相談には・・・

司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士など各士業団体等の協力により、創業手続きや、社会保険、
企業法務など専門的な相談をお受けします。（※前日正午までに予約をお願いします。）

開業手続きや税務等の実務的な講座、IT活用やマーケティング手法など、創業前後に必要な知識を学ぶセミ
ナーを開催します（詳細はセンターホームページをご覧ください）。
http://www.saitama-j.or.jp/sogyo

●女性創業支援チームが、女性のビジネスの立ち上げ時から成長期までを
支援します。

●女性創業スタートアップセミナーを開催します。
●「女性起業支援ルーム COCOオフィス」を運営しています。COCOオフ

ィスは、女性起業家のための会員制のワーキングスペースです。
　○利用時間　　　　月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　　　9:00 ～ 17:00
　○利用料金（会費）　月額　5,140円（消費税込）

アドバイザーによる創業相談

士業による専門相談

〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3F  
TEL 048-711-2222　FAX 048-857-3921　Eメール sogyo@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

創業・ベンチャー支援センター埼玉

創業前、創業時、創業後と皆さまのステージに合わせ、事業計画や販路、資金調達、ITなど経
験豊富なアドバイザーが、とことん相談に応じます。

創

　業

　前

創

　業

　時

創

　業

　後

●アイデアをビジネスプランにしたい

●今までの経験を活かして事業を始めたい

●創業したいが何から始めたらよいかわからない

●資金調達のアドバイスをしてほしい

●ネットショップについて教えてほしい

●商圏やマーケットを相談したい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●事業計画を専門家にチェックしてほしい

●事業形態は、個人と法人どちらがいいか教えてほしい

●会社設立の手続きを教えてほしい

●創業のための支援制度の情報がほしい

●ホームページやフェイスブックを活用してPRしたい

●事業の許認可について教えてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●経営についてアドバイスがほしい

●効果的なPR方法が知りたい

●Webを活用した集客方法を教えてほしい

●経理処理や税務申告についてアドバイスがほしい

●新たな分野に進出したい（第二創業）

●創業後に使える融資制度を教えてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●利 用 日　月曜日～土曜日（年末年始・祝日を除く）
●相談時間　9:00 ～ 17:00

金融相談会

開業手続き相談会

社会保険・雇用保険相談会

税務相談会

企業法務・法人登記相談会

経営相談会

IT相談会

特許・意匠相談会

組合創業相談会

毎火・水曜日／埼玉県信用保証協会
毎木曜日／日本政策金融公庫（国民生活事業）

第２・４火曜日／埼玉県行政書士会

第１・３火曜日／埼玉県社会保険労務士会

第３金曜日／関東信越税理士会埼玉県支部連合会

第１・３金曜日／埼玉司法書士会

毎金曜日／埼玉県中小企業診断協会

毎月曜日／ NPO法人埼玉ITコーディネーター

第２木曜日／日本弁理士会関東支部

第２火曜日／埼玉県中小企業団体中央会

女性起業支援ルーム
COCOオフィス

創業相談

専門相談

創業セミナー

女性のための創業支援
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オーダーメイド研修…貴社のご希望に合わせたカリキュラムを作成し、ご希望の日時、会場で実施します。 
通信教育…（株）日本能率協会マネジメントセンターと業務提携し、通信教育講座を実施します。

特別研修

受講料は、研修日数・コースにより異なります。

●受講料

研修日数　　２日間
受 講 料　　会　員　　　15,000円
　　　　　　一　般　　　19,200円

現場改善入門研修の場合

研修日数　　３日間
受 講 料　　会　員　　　22,500円
　　　　　　一　般　　　28,800円

生産管理基礎研修の場合（例）

埼玉県教育局などとの連携を図り、将来のものづくりを担う
人材の育成を図ります。
　•産業教育フェアの開催 
　•高校生ものづくりコンテスト埼玉県大会の協賛  など 

産業教育フェア（平成28年11月）

平成29年度　研修開催予定表

ものづくり人材の育成

研修プログラム

公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ 
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール kensyu@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

（消費税込） （消費税込）

分類 研　修　名 開　催　日

総
合
力
強
化
研
修

新入社員教育研修（生産大宮大卒） 4/4（火）、5（水）

新入社員教育研修（生産大宮）Ⅰ 4/4（火）、5（水）

新入社員教育研修（生産大宮）Ⅱ 4/3（月）、4（火）

新入社員教育研修（生産大宮）Ⅲ 4/6（木）、7（金）

新入社員教育研修（生産草加） 4/3（月）、4（火）

新入社員教育研修（生産川越） 4/5（水）、6（木）

新入社員教育研修（生産熊谷） 4/5（水）、6（木）

新入社員教育研修（事務） 4/4（火）、5（水）

新入社員教育研修（事務飯能） 4/6（木）、7（金）

新入社員向け営業入門研修 4/10（月）

新入社員向け電話対応研修 4/11（火）

新入社員向けビジネス文書研修 4/12（水）

新入社員向け新たな人間関係構築研修 4/13（木）

新入社員向け工具入門研修（熊谷） 4/17（月）、18（火）

新入社員向け工具入門研修（川口） 4/19（水）、20（木）

新入社員向け工具入門研修（川越） 4/26（水）、27（木）

新入社員向け工具入門研修（春日部） 4/24（月）、25（火）

新入社員フォローアップ研修（生産） 10/5（木）、6（金）

新入社員フォローアップ研修（事務） 10/3（火）、4（水）

若手社員パワーアップ研修Ⅰ 7/4（火）、5（水）

若手社員パワーアップ研修Ⅱ 11/14（火）11/15（水）

幹部候補育成研修Ⅰ 5/29（月）、30（火）

幹部候補育成研修Ⅱ 8/23（水）、24（木）

幹部候補育成研修Ⅲ 11/7（火）、8（水）

幹部候補育成研修Ⅳ 3/15（木）、16（金）

中堅女性社員キャリアアップ研修 11/17（金）、27（月）

5分からはじめる部下育成研修Ⅰ 5/23（火）

5分からはじめる部下育成研修Ⅱ 11/9（木）

仕事を軸としたリーダーシップ研修 2/16（金）

管理者のための計数感覚向上研修 9/12（火）

新任管理監督者研修 6/19（月）、21（水）、28（水）

管理監督者強化研修 9/13（水）、21（木）、27（水）

生
産
力
向
上
研
修

生産管理入門研修 4/25（火）、26（水）

生産管理基礎研修 7/11（火）、19（水）、25（火）

生産管理研修 2/19（月）、20（火）

在庫管理入門研修 12/6（水）、7（木）

原価管理入門研修 6/7（水）、8（木）

現場改善入門研修Ⅰ 5/11（木）、12（金）

現場改善入門研修Ⅱ 9/5（火）、6（水）

現場改善入門研修Ⅲ（女性） 2/6（火）3/6（火）

現場改善基礎研修 10/16（月）、11/20（月）

現場改善実践研修 2/5（月）、3/5（月）

現場改善リーダー研修 2/13（火）、14（水）、28（水）

改善技法体得研修 7/7（金）

トヨタに学ぶ現場カイゼン研修 7/14（金）

5S定着化研修 8/25（金）

品質管理入門研修Ⅰ 5/18（木）、19（金）

分類 研　修　名 開　催　日

生
産
力
向
上
研
修

品質管理入門研修Ⅱ 1/16（火）、17（水）

品質管理基礎研修 9/4（月）、8（金）、14（木）

ヒューマンエラー防止研修 7/27（木）、28（金）

ヒヤリ・ハット防止研修 11/2（木）

設備の自主保全研修 7/10（月）

調達管理実践研修 7/12（水）、13（木）

実
務
ス
キ
ル
向
上
研
修

企業会計入門研修 8/2（水）、3（木）

財務管理研修 11/21（火）、28（火）

労務管理研修 9/7（木）

賃金管理研修 3/13（火）、14（水）

営業管理者強化研修 9/15（金）

営業交渉力向上研修 5/17（水）

主導権を握る最強のセールストーク 6/13（火）

事務効率化研修 10/16（月）、17（火）

タイム・マネジメント研修 7/24（月）

ロジカルシンキング研修 9/11（月）

メンタルヘルス研修 6/20（火）

やる気を引き出すタイプ別育成法研修 6/29（木）

会議の達人研修 10/13（金）

ビジネス文書の書き方研修Ⅰ 5/16（火）

ビジネス文書の書き方研修Ⅱ 1/24（水）

クレーム対応研修 5/22（月）

図で解る！伝え方のポイント研修 6/6（火）

なぜなぜ分析研修 7/6（木）

契約書の基礎とポイント研修 6/9（金）

貿易実務入門研修 10/24（火）、25（水）

ＦＭＥＡ・ＦＴＡ入門研修 3/9（金）

ISO9001基礎研修Ⅰ 5/24（水）、25（木）

ISO9001基礎研修Ⅱ 12/4（月）、5（火）

ISO9001内部監査員養成研修Ⅰ 6/14（水）、22（木）、23（金）

ISO9001内部監査員養成研修Ⅱ 8/21（月）、28（月）、29（火）

ISO9001内部監査員養成研修Ⅲ 10/12（木）、19（木）、20（金）

ISO9001内部監査員養成研修Ⅳ 2/15（木）、21（水）、22（木）

ISO9001:2015年版内部監査員移行研修Ⅰ 5/26（金）

ISO9001:2015年版内部監査員移行研修Ⅱ 7/21（金）

ISO9001:2015年版内部監査員移行研修Ⅲ 9/20（水）

ISO9001:2015年版内部監査員移行研修Ⅳ 12/13（水）

ISO9001規格要求事項解説研修 6/12（月）

ISO14001基礎研修 6/1（木）、2（金）

ISO14001法規制研修 11/10（金）

ISO14001内部環境監査員養成研修Ⅰ 4/14（金）、20（木）、21（金）

ISO14001内部環境監査員養成研修Ⅱ 9/19（火）、25（月）、26（火）

ISO14001内部環境監査員養成研修Ⅲ 12/8（金）、14（木）、15（金）

ISO14001:2015年版内部監査員移行研修Ⅰ 5/10（水）

ISO14001:2015年版内部監査員移行研修Ⅱ 7/20（木）

ISO14001:2015年版内部監査員移行研修Ⅲ 9/22（金）

ISO14001:2015年版内部監査員移行研修Ⅳ 12/13（水）
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オーダーメイド研修…貴社のご希望に合わせたカリキュラムを作成し、ご希望の日時、会場で実施します。 
通信教育…（株）日本能率協会マネジメントセンターと業務提携し、通信教育講座を実施します。

特別研修

受講料は、研修日数・コースにより異なります。

●受講料

研修日数　　２日間
受 講 料　　会　員　　　15,000円
　　　　　　一　般　　　19,200円

現場改善入門研修の場合

研修日数　　３日間
受 講 料　　会　員　　　22,500円
　　　　　　一　般　　　28,800円

生産管理基礎研修の場合（例）

埼玉県教育局などとの連携を図り、将来のものづくりを担う
人材の育成を図ります。
　•産業教育フェアの開催 
　•高校生ものづくりコンテスト埼玉県大会の協賛  など 

産業教育フェア（平成28年11月）

平成29年度　研修開催予定表

ものづくり人材の育成

研修プログラム

公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ 
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール kensyu@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

（消費税込） （消費税込）

分類 研　修　名 開　催　日

地
域
密
着
研
修

若手社員育成研修（川越） 2/14（水）

若手社員育成研修（熊谷） 9/6（水）

若手社員育成研修（草加） 6/8（木）

５Ｓ研修（川越） 2/16（金）

５Ｓ研修（熊谷） 9/14（木）

５Ｓ研修（草加） 6/9（金）

ＱＣ手法入門研修（川越） 2/20（火）

ＱＣ手法入門研修（熊谷） 9/22（金）

ＱＣ手法入門研修（草加） 6/16（金）

測定基礎研修（川越） 2/8（木）

測定基礎研修（熊谷） 9/20（水）

測定基礎研修（草加） 6/20（火）

コ
ン
パ
ク
ト
研
修

営業の教え方研修 6/5（月）

営業に役立てる ABC分析研修 6/5（月）

価格交渉必勝テクニック研修 8/4（金）

新規開拓力向上研修 8/4（金）

アンガーマネジメント研修 10/23（月）

ビジネス雑談力向上研修 10/23（月）

損益分岐点研修 6/26（月）

プ
レ
ミ
ア
ム

研
修

成功事例に学ぶ戦略と顧客満足の実践的研修 6/27（火）、7/26（水）、8/22（火）

「5Sの見える化」実践工場視察研修 7/11（火）

現場から経営力向上研修 9/7（木）、9/28（木）、3月、個別訪問 2回

※最新の情報、詳細は公社ホームページ
　http://www.saitama-j.or.jp/kensyu/
　をご覧ください。

分類 研　修　名 開　催　日

機
械
実
技
訓
練
研
修

汎用旋盤基礎研修（川口Ⅰ ) 5/9（火）、11（木）、16（火）

汎用旋盤基礎研修（川口Ⅱ ) 9/6（水）、8（金）、13（水）

汎用旋盤基礎研修（熊谷 ) 12/4（月）、5（火）、6（水）

汎用フライス盤基礎研修（川口) 5/10（水）、15（月）、17（水）

汎用フライス盤基礎研修（中央) 8/21（月）、22（火）、23（水）

溶接基礎研修（川越 ) 6/15（木）、16（金）、22（木）、23（金）

TIG溶接基礎研修（春日部） 9/27（水）、28（木）

マシニングセンタ基礎研修（川口Ⅰ） 6/12（月）、13（火）、14（水）

マシニングセンタ基礎研修（川口Ⅱ） 12/1（金）、4（月）、5（火）

マシニングセンタ基礎研修（中央） 8/21（月）、22（火）、23（水）

マシニングセンタ基礎研修（熊谷） 2/13（火）、14（水）、15（木）

設計図解読入門研修（川口） 4/24（月）、25（火）

設計図解読入門研修（熊谷） 8/22（火）、23（水）

設計図解読入門研修（中央） 10/18（水）、19（木）

SolidWorks基礎研修（熊谷） 6/14（水）、15（木）、16（金）

SolidWorks基礎研修（川口） 10/10（火）、12（木）、17（火）

SolidWorks応用研修（川口） 1/16（火）、18（木）、23（火）

AutoCAD基礎研修（春日部） 5/17（水）、18（木）

シーケンス制御研修（中央Ⅰ） 9/13（水）、14（木）、15（金）

シーケンス制御研修（中央Ⅱ） 12/6（水）、7（木）、8（金）

ＰＬＣ制御基礎研修（中央） 6/21（水）、22（木）

ＰＬＣ制御応用研修（中央） 8/2（水）、3（木）

金属材料入門研修（熊谷） 5/10（水）、11（木）

金属熱処理技術研修（川越） 5/23（火）、25（木）

金属熱処理技術研修（春日部） 11/16（木）、22（水）

自動車エンジン分解研修（熊谷） 9/28（木）、29（金）
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公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ  
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール spic@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

教育用ビデオ・DVDの貸し出し〈公社会員限定〉

社内研修等に活用していただくため、5Sや現場改善、
ビジネスマナー、品質管理、ICT、ISO関連といった教
育ビデオの貸し出しを行っています（無料）。
　［貸出期間］　１週間以内
　［貸 出 数］　原則５本以内
　※ビデオのタイトルは公社ホームページから　　　

検索できます。
　  （http://www.saitama-j.or.jp/video/）
　※送料実費負担で、宅配サービスを行っています。

文庫の販売

月刊誌「アクセス埼玉」に連載し、好評を得たページを文庫版として販
売しています。 
○現場改善シリーズ『現場改善　ムダ取りの基本』（全５巻）　
　第１巻～第４巻 各500円（消費税込）、第５巻630円（消費税込）
○企業と法律Ｑ＆Ａ　　500円（消費税込）

賞与支給予定調査報告書の提供

県内中小製造業の夏季・冬季賞与支給予定について調査を行い、その結果を公表します。

セミナーの開催

時流に合ったテーマを選定し、最新情報を提供するセミナーを開催します。
公社会員の方は原則無料です。

月刊誌「アクセス埼玉」の発行等

国や県の施策をはじめ、さまざまな経営情報、タイムリーな特集記事
など中小企業の皆様に役立つ情報を掲載した月刊誌「アクセス埼玉」を
発行しています。
また、公社の最新イベント情報や企業経営に役立つ情報をＥメール（月
２回）で配信しています。 

月刊誌「アクセス埼玉」

ICT研修の開催

ICTコンサルティングの実施

ホームページはあるが「アクセス数が少ない」、「売上げに結びつかない」等の悩みを抱える公社会員企業に
対し、専門家を派遣し具体的な解決策をアドバイスします。　　　　　　　　　　　　
　　　　●派遣回数　　　原則として１社あたり２回以内（進捗状況により５回まで） 
　　　　●費　　用　　　１回目～２回目　１回あたり　会員無料　
　　　　　　　　　　　　３回目以降　　　１回あたり　24,000円（消費税込）

ICT窓口相談

ICTの無料相談で県内企業のICTスキルの底上げや競争強化を支援します。
　　　　●費　　用　　　無料

公社ホームページによる情報の提供・発信

（１）経営関連情報の提供
　　　経営に役立つ様々な情報を収集し、迅速に提供します。 

（２）企業情報の発信 
　　　公社HPのトップページで公社会員企業を紹介します（無料）。
　　　外部評価の高い公社HPと貴社のHPをリンクさせるSEO対策を実施します。

ICT研修の開催風景

貸出用ビデオ約800本を所蔵

「ムダ取りの基本」

ICT関連セミナー

ICT関連技術、活用方法を紹介するセミナーを県内各地で開催します。
　　　　●費　　用　　　無料

受講料は、日数・コースにより異なります。
　１日あたり　会員9,600円　一般12,700円
　（消費税込・別途テキスト代をいただきます）

●受講料

情報支援

ICT活用支援
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公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ  
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール spic@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

教育用ビデオ・DVDの貸し出し〈公社会員限定〉

社内研修等に活用していただくため、5Sや現場改善、
ビジネスマナー、品質管理、ICT、ISO関連といった教
育ビデオの貸し出しを行っています（無料）。
　［貸出期間］　１週間以内
　［貸 出 数］　原則５本以内
　※ビデオのタイトルは公社ホームページから　　　

検索できます。
　  （http://www.saitama-j.or.jp/video/）
　※送料実費負担で、宅配サービスを行っています。

文庫の販売

月刊誌「アクセス埼玉」に連載し、好評を得たページを文庫版として販
売しています。 
○現場改善シリーズ『現場改善　ムダ取りの基本』（全５巻）　
　第１巻～第４巻 各500円（消費税込）、第５巻630円（消費税込）
○企業と法律Ｑ＆Ａ　　500円（消費税込）

賞与支給予定調査報告書の提供

県内中小製造業の夏季・冬季賞与支給予定について調査を行い、その結果を公表します。

セミナーの開催

時流に合ったテーマを選定し、最新情報を提供するセミナーを開催します。
公社会員の方は原則無料です。

月刊誌「アクセス埼玉」の発行等

国や県の施策をはじめ、さまざまな経営情報、タイムリーな特集記事
など中小企業の皆様に役立つ情報を掲載した月刊誌「アクセス埼玉」を
発行しています。
また、公社の最新イベント情報や企業経営に役立つ情報をＥメール（月
２回）で配信しています。 

月刊誌「アクセス埼玉」

ICT研修の開催

ICTコンサルティングの実施

ホームページはあるが「アクセス数が少ない」、「売上げに結びつかない」等の悩みを抱える公社会員企業に
対し、専門家を派遣し具体的な解決策をアドバイスします。　　　　　　　　　　　　
　　　　●派遣回数　　　原則として１社あたり２回以内（進捗状況により５回まで） 
　　　　●費　　用　　　１回目～２回目　１回あたり　会員無料　
　　　　　　　　　　　　３回目以降　　　１回あたり　24,000円（消費税込）

ICT窓口相談

ICTの無料相談で県内企業のICTスキルの底上げや競争強化を支援します。
　　　　●費　　用　　　無料

公社ホームページによる情報の提供・発信

（１）経営関連情報の提供
　　　経営に役立つ様々な情報を収集し、迅速に提供します。 

（２）企業情報の発信 
　　　公社HPのトップページで公社会員企業を紹介します（無料）。
　　　外部評価の高い公社HPと貴社のHPをリンクさせるSEO対策を実施します。

ICT研修の開催風景

貸出用ビデオ約800本を所蔵

「ムダ取りの基本」

ICT関連セミナー

ICT関連技術、活用方法を紹介するセミナーを県内各地で開催します。
　　　　●費　　用　　　無料

受講料は、日数・コースにより異なります。
　１日あたり　会員9,600円　一般12,700円
　（消費税込・別途テキスト代をいただきます）

●受講料

情報支援

ICT活用支援

分類 研　修　名 開　催　日

デ
ザ
イ
ン
ソ
フ
ト
活
用

Illustrator基礎講座Ⅰ 7/3（月）、4（火）

Illustrator基礎講座Ⅱ 10/16（月）、17（火）

Illustrator基礎講座Ⅲ 12/4（月）、5（火）

Illustrator応用講座Ⅰ 7/24（月）

Illustrator応用講座Ⅱ 10/24（火）

Illustrator応用講座Ⅲ 12/18（月）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
活
用

WordPress基礎講座 6/19（月）、20（火）

初心者向け Google Analytics実践講座 6/15（木）

SNSマーケティング講座 6/27（火）

動画マーケティング講座 10月予定

情報セキュリティ基礎講座 12月予定

事
務
効
率
&

営
業
力
活
用

スマホ・タブレット活用講座 10/12（木）

ビジネステンプレート＆ビジネスメール作成講座 9 月予定

写真・映像編集基礎講座 7 月予定

分類 研　修　名 開　催　日

ビ
ジ
ネ
ス
ソ
フ
ト
活
用

新入社員向け IT研修（Word） 4/25（火）

新入社員向け IT研修 (Excel) 4/26（水）

Excel基礎講座Ⅰ 6/14（水）

Excel基礎講座Ⅱ 7/6（木）

Excel基礎講座Ⅲ 10/11（水）

Excel基礎講座Ⅳ 12/7（木）

Excel応用講座～関数・マクロ～Ⅰ 7/12（水）、13（木）、18（火）

Excel応用講座～関数・マクロ～Ⅱ 10/18（水）、19（木）、23（月）

ExcelVBA入門講座 7/25（火）

ExcelVBAプログラミング実践講座 9/13（水）、14（木）、20（水）

Excel関数マスター講座Ⅰ 6/28（水）

Excel関数マスター講座Ⅱ 7/27（木）

Excel関数マスター講座Ⅲ 10/26（木）

Access入門講座 7/20（木）

Accessデータベース作成実践講座 11/15（水）、16（木）、20（月）

PowerPointプレゼンテクニック実践講座 11/21（火）
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サービス内容 

会費 

公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ 
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール spic@saitama-j.or.jp

申込み・
問い合わせ先

会員交流会

１ 料金割引サービス（一部対象外があります）

２ ICTコンサルティング専門家派遣利用（無料で2回ご利用いただけます）

◆研修受講料（P23、P24、P26）の割引 

◆ISO認証取得支援費用（P７）の割引 

年　12,960円（消費税込）

入会 

入会ご希望の方は、右記問い合わせ先までご連絡ください。

公社HP（http://www.saitama-j.or.jp/kaiin/）からも申し込みできます。 

◆セミナー 　▶開催例（平成28年度開催）　

（１）プレゼン伝達力アップセミナー

（２）経営安定・財務強化セミナー

（３）WEBマーケティングセミナー

（４）働き方と離職防止セミナー

（５）会員限定IoTセミナー

（６）マーケティングオートメーションセミナー

（７）組織開発セミナー

（８）トヨタ式カイゼンで業務や組織の効率化セミナー

４ 会員優待セミナーの開催

３ 経営情報の提供等
◆月刊誌「アクセス埼玉」の提供 

◆電子メールによる最新情報の配信（毎月２回配信） 

◆公社が実施した調査結果（賞与支給予定調査報告書等）の提供 

６ ビジネスチャンスの拡大

５ 教育用ビデオ・DVDの貸し出し（P25）

○会員優待セミナー・交流会等の様子（平成28年度開催）

経営安定・財務強化セミナー

マーケティングオートメーションセミナートヨタ式カイゼンで業務や組織の効率化セミナー
◆公社ホームページ及び月刊誌「アクセス埼玉」での企業紹介

◆会員交流会　 年１回

◆若手経営者交流クラブ「フォース21」
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サービス内容 

会費 

公益財団法人埼玉県産業振興公社　総務企画部　研修・情報グループ 
TEL 048-647-4087　FAX 048-645-3286　Eメール spic@saitama-j.or.jp
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５ 教育用ビデオ・DVDの貸し出し（P25）

○会員優待セミナー・交流会等の様子（平成28年度開催）

経営安定・財務強化セミナー

マーケティングオートメーションセミナートヨタ式カイゼンで業務や組織の効率化セミナー
◆公社ホームページ及び月刊誌「アクセス埼玉」での企業紹介

◆会員交流会　 年１回

◆若手経営者交流クラブ「フォース21」
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