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経営の総合支援
中小企業の皆様が抱える様々な経営課題を企業の皆様の立場に立って解決するため、総合相談を行っ
ています。

経営相談
無料経営相談

＜よろず支援拠点それぞれの相談時間等は、下記のとおりです＞
●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

…お気軽にご相談ください

■総合相談

窓口・電話・メールなどによる様々な相談に、アドバイザー・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）

具体的な支援内容

◆事業承継相談
「何から始めればよいのかわからない」
「後継者は決まっているが、継がせる方法がわからない」
「後継者がいない」
「事業を譲りたい」など、事業承継に係る様々な相談に関する課題を整理し、事業承継アドバイザーが親身になっ
て対応し円滑な事業継承が進むよう、企業の新陳代謝を促進し、活力の向上を図ります。
お気軽にご相談ください。

経験豊富なコーディネーターがご相談対応いたします。

◆省力化・省人化相談：相談企業の現状分析から診断を行い、FA・IoT・AI 等を活用した解決手法を提案。生
産性の向上、設備投資の促進を図ります。

専門家派遣

◆外国人人材活用相談：相談企業の人材に関する課題を整理し、適切な外国人人材の活用支援を行い、法令を
遵守し労働力確保の促進を図ります。

専門的な課題を解決

●相談時間／ 9：30 〜 12：00 13：00 〜 16：30（月〜金曜日
●ご予約・お問い合わせ／ 048-647-4085

年末年始・祝日を除く）

◆法律相談
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。

よろず支援拠点

くわしくは、https://saitama-yorozu.jp/ をご覧ください

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などをはじめ、人手不足対応、IT 活用、事業
承継といった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。
オンライン相談や電話相談にも対応します。まずは、お気軽にご相談ください。

■窓口相談

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。

■出張相談

川口、朝霞、上尾（2 カ所）、春日部、越谷、三郷、加須、羽生、
所沢（2 カ所）
、川越（2 カ所）、東松山、熊谷、深谷、本庄、小川、皆野、飯能で
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。

■専門家派遣

コストダウン・生産性向上・不良品削減など、様々な
経営課題に専門家と公社が企業の皆様と一体となり解
決に取り組みます。

■費用
対象

中小企業者

派遣回数

年間 8 回まで

１回の派遣時間

原則 10 時〜 16 時

１回当たりの負担金

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。

支援専門家によるレクチャー

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 841 人が登録しています（令和３年 3 月 31 日時点）。

■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。

事前ヒアリング

現状把握

対策検討

改善の実施

結果検証

成果報告

※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。

■サテライト

秩父市、八潮市で地元支援機関と連携し、原則週 1 回の相談会を実施しています。
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経営支援グループ
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経営の総合支援
マネジメントシステムの導入支援

事業継続力強化計画の策定支援

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。

BCP アドバイザーが、中小企業の事業継続力強化計画の策定支援を行います。
策定支援は「無料」でオンライン又は訪問による支援や電話相談にも対応します。

《主な策定内容》

ISO 認証取得

●ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認

《支援範囲》

●安否確認や避難の実施など、災害時の初動対応
●人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策等の事前準備

支援メニュー

●訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実効性確保の取組

ISO14001（環境）

※事業継続力強化計画の認定制度
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。

ISO9001（品質）
※事前相談は無料ですが、支援は有料
となっています。

JISQ15001（個人情報保護）

・税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

若手経営者の支援

ISO22301（事業継続）
ISO13485（医療機器分野）
詳しくは、https://www.saitama-j.or.jp/kikaku/iso/

をご覧ください。

フォローアップ支援
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。

事業継続計画（BCP）の導入支援
感染症の流行や大規模災害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）の導入を専門家並びに公社職員が支援します。

支援メニュー
中小企業庁版（入門〜上級）

●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、オンライン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。

・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越えた勉強会や意見交換を行ってい
ます。

BCP 導入支援
国土交通省関東地方整備局版

BCP 簡易訓練

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。
現在、115 名（令和 3 年 3 月 31 日時点）のメンバーが、9 グループに分かれ、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。

・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 2 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。

《支援範囲》

BCP フォローアップ支援

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

※事前相談は無料ですが、支援は有料
となっています。

●参加条件
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。
※活動費として別途会費が必要となります。

BCP タイムライン構築支援
レジリエンス認証導入支援
詳しくは、https://www.saitama-j.or.jp/kikaku/bcp/
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経営の総合支援
「埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点」の運営
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点では、県内企業が「攻めの経営」に転換し、成長戦略実現に必要な人材を
採用できるよう、人材紹介事業者等と連携してニーズに合った即戦力人材とのマッチングをサポートします。相談
は無料です。

■プロフェッショナル人材とは
自ら的確な課題の設定と解決に向けて、第一線で活躍するあらゆるジャンルのエキスパート

商業・サービス産業への ICT 活用支援
商業・サービス産業事業者を対象に、売上増加、キャッシュレス決済や業務改善のための ICT 活用・導入等の支援
を行います。

■ ICT 活用相談・・・相談無料、事前予約制
ホームぺージや SNS を活用した集客、キャッシュレス決済や業務効率化のための ICT 活用方法等、ICT 活用コーディ
ネーターが御社にあったご提案をします。
●相 談 日
●相 談 時 間
●相 談 例
●相 談 方 法

予約時に調整します（年末年始・祝日を除く）
9:30 ～ 16:30
ホームページ、SNS、ネット（広告、ショップ）
システム・アプリ、キャッシュレス決済など
訪問およびオンライン

こんなお悩みはありませんか？
●社長の右腕が欲しい
●工場を効率化し、生産性を向上したい
●営業力を強化し、新たな販路を開拓したい
●新規事業を立ち上げて、新たな経営の柱を作りたい
●数字に基づいた経営戦略を提案できる経理がほしい

ICT 活用相談

■ ICT 活用セミナー

ICT 活用に関する最新動向など、経営課題の解決に役立つ ICT 活用をテーマにセミナーを開催します。

●デジタル化を推進したい

▶ 経営課題解決に相応しい即戦力人材を私たちが一緒に探します。
ぜひご相談ください！
〇事業の仕組み

SDGs セミナーの開催
県内中小企業の SDGs 経営を推進するため、最新情報や具体的な取り組み方、事例紹介等を解説する無料セミナー
を開催します。

SDGs とは
Sustainable Development Goals（持続可能な
開発目標）の略称です。2030 年までに世界が達
成する目標として、採択されました。
企業が未来にわたって生き残るために SDGs の取
り組みが注目されています。

●相談日／月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
●相談時間／ 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

申込み・
問い合わせ先
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人材・ICT 支援グループ
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（プロ人材支援について）projinzai@saitama-j.or.jp
E メール
（ICT 支援について）ict@saitama-j.or.jp
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取引先開拓・海外展開の支援
取引先開拓の支援

■ 関東５県ビジネスマッチング商談会／九都県市合同商談会
県外支援機関等との連携による広域的な商談会開催を通じて、具体的な発注ニーズに基づく商談機会を提供します。

取引のあっせん・紹介

■ 地域別商談会

「仕事を手伝ってくれる協力企業を探したい」、「新規取引先を開拓して受注を増やしたい」といった受発注ニーズ
にマッチする登録企業を紹介・あっせんします。
ご利用には事前登録が必要となります（登録は無料）。
詳しくは、公社ホームページ（https://www.saitama-j.or.jp/assen/ entry/）をご覧ください。

県内商工団体・支援機関との連携による地域密着型の商談会開催を通じて、具体的な発注ニーズに基づく商談機会
を提供します。

海外展開の支援

受注
登録企業

成

公

発注・受注
の申込み

立

社

海外展開オンライン化支援
■ 海外 EC 活用支援事業補助金

あっせん
紹介

商

海外

EC サイトへの出店を通じて販売促進に向けた新たな取組を行う県内中小企業等に対し、商品の開発・改
良や HP 多言語化、EC 出店料など、海外 EC サイト活用に掛かる経費の一部を補助します。
●補 助 額 対象経費総額の１／２以内（上限 50 万円）
●公募期間 令和３年４月 15 日～５月 21 日

談

■ 海外 EC サイト「埼玉県特設コーナー」開設
発注
登録企業

再あっせん

不成立

展示会・商談会の開催
■ 彩の国ビジネスアリーナ
中小企業の製品・技術・サービスを幅広くアピールする場として展示会を開催し、新たなビジネスチャンス創出の場
を提供します。

海外

EC サイトに「埼玉県特設コーナー」を開設し、海外販路開拓を目指す県内中小企業の出品、プロモーション
を支援します。

海外ビジネス相談
海外ビジネス展開に関する相談に対し、日本貿易振興機構埼玉貿易情報センター（ジェトロ埼玉）をはじめとする
他の支援機関と連携を図りながら、実務経験豊富なアドバイザーが対応します。

相談申込

相談対応
企業

令和２年度に初のオンライン展示会として開催した「彩の国ビジネスアリーナ」
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申込み・
問い合わせ先

相談内容に応じ
他機関と連携
公社
アドバイザーによる相談

創業・取引支援部
TEL 048-647-4086
FAX 048-645-3286

他の支援機関
（ジェトロなど）

取引支援グループ

（取引先開拓の支援について）assen@saitama-j.or.jp
E メール
（海外展開の支援について）sbsc@saitama-j.or.jp

The Guidance Of Services
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先端産業の支援・新分野への進出支援
技術開発のサポート

新分野への進出支援

県内中小企業が競争力を獲得し、稼ぐ力を高めていけるよう、国庫補助金の獲得やデジタル技術を
活用した製品開発を支援するとともに、企業連携による技術・製品開発を促進いたします。ご気軽

大きな変革が求められる製造業の新分野への進出を支援します。

にご相談ください。

新分野への進出のご相談

先端産業に関する技術相談

幅広い知見を持つコーディネータが様々なご相談に応じます。（無料）

先端産業に関する相談に専門のコーディネーターが対応します。（無料）
●相 談 日 月〜金曜日（年末年始・祝日を除く）
●相談時間 9：00 〜 16：00

●相 談 日 月〜金曜日（年末年始・祝日を除く）
●相談時間 9：00 〜 16：00

技術力向上・研究開発支援
企業間連携や大学等との連携による技術力向上・研究開発を支援します。

モビリティ関連のマッチング支援
先端産業に関する相談

先端産業に関する企業マッチング
大手メーカー等と県内企業とのマッチング会、オンライン商談会・マッチング交流会を開催するとともに個別のマッ
チングも実施します。

新技術・新工法等を大手メーカーや部品メーカーへ提案する技術ニーズマッチングを開催し、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。
モビリティ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するほか、技術情報冊子を
作成して、希望する大手企業へ配布します。

モビリティ関連企業のネットワーク醸成
公社が広域的かつ多業種のつなぎ役としてモビリティ関連企業のネットワークを醸成する支援をします。
●ビジネス交流会
●他県センターとの連携による情報発信・マッチング支援

モビリティ部会
大手メーカーなどとのマッチングを支援

先端産業に関する補助金の活用支援
国等の補助金に関する個別相談やセミナーの開催、申請書類作成の支援を行います。

製品開発に関する国等の補助金申請支援
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モビリティ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先端産業振興グループ主催セミナー／視察会への無料参加
④逆指名型展示会への参加
●会費：年 13,200 円（消費税込）
※モビリティ部会への入会は､ 別に公社会員（年 13,200 円（消費税込））
への入会が必要です。（合計年会費 26,400 円）
「モビリティ部会会員企業紹介冊子」
令和 3 年 4 月 1 日現在 133 社が加入し積極的に活動しています。

申込み・
問い合わせ先

新産業振興部先端産業振興グループ

〒 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

The Guidance Of Services
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産学連携の促進
産学連携支援センター埼玉の運営

産学交流の促進

「産学連携支援センター埼玉」は産学連携により新製品・新技術の開発を目指す県内中小企業のため
の総合支援センターです。同支援センターは、埼玉県とさいたま市が共同で新都心ビジネス交流プ
ラザ内に設置し、当公社と（公財）さいたま市産業創造財団が運営しています。お気軽にご利用くだ
さい。

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。
●産学連携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
●工科系大学シーズマッチング会の開催

つなぐ（マッチング）仕組み

産学連携支援センター埼玉

企業

研究者紹介

共同研究企業の
探索・組込

産学共同研究
グループ形成
［競争的資金申請］

相談
共同研究
受託研究

経営者・技術者
ニーズ情報

産学連携フェアの会場風景

出会いの場
［セミナー・交流会］
［産学連携フェア］

大学お宝シーズ発掘ツアー
（大学施設の見学風景）

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。

マッチング

相談
共同研究
受託研究

マッチング

技術シーズ発表会

産学連携マッチング支援

共同研究機関の
探索・組込

共同研究
相談

大学

研究機関

情報収集
調査
DB検索

共同研究

マッチング

窓口
マッチング

相談

発掘

調査

研究者選定

研究者リスト

情報検索

解決方針

情報収集

課題整理

産学連携相談

［来訪・訪問・巡回他］

産学連携相談

●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

研究者
シーズ情報

大学とのマッチング風景

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］

競争的資金獲得支援
国や県等の研究開発に関する競争的資金申請書について、獲得しやすい書き方のコツや内容に関する具体的なア
ドバイス等をベテラン専門員が支援します。（一部有料）

産学連携相談
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
●相 談 例 ・大学とのマッチング ・技術相談
・補助金の活用 ・共同研究グループ形成

【支援を行っている競争的資金の一例】
●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
●戦略的基盤技術高度化支援事業
●埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助金
●中小企業等事業再構築促進事業補助金

情報の提供

等

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。

経験豊富なコーディネータが対応します
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申込み・
問い合わせ先

産学連携支援センター埼玉

〒 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
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知的財産に関する支援
知的財産総合支援センター埼玉、INPIT 埼玉県知財総合支援窓口の運営
県内中小企業における知的財産の「創造」
「保護」
「活用」を図るため、「個別相談」
「知財経営力向
上支援」
「知財マッチング」
「外国出願補助金」などの支援を行います。お気軽にご利用ください。

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。
知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあり、営業秘密（ノウハウ等）も知的財産
として保護されます。

知的財産に関する相談（INPIT 埼玉県知財総合支援窓口）
総合相談

アイデア、ノウハウ、デザイン、ブランド、著作物や契約、社内規定の整備など、知財に関する
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）」の活用や、電子出願の方法についても個別にアドバイスいたします。

専門相談

弁理士（毎週１回午後）や弁護士（毎月２回午後）が専門性の高い相談に応じます。

知財経営力向上支援（知的財産総合支援センター埼玉）
コロナ禍で事業環境が変革する中で、未来に向けた自社の在りたい姿の構築や、その実践を支援します。また、大
手メーカーの保有する開放特許を紹介し、マッチングを支援します。
知財を活用した
経営支援

・経営デザインシート等を活用して経営戦略の策定から実践を支援します。

知財マッチング
支援

・大手メーカーの保有する開放特許・技術をマッチングサイトにてご紹介し、個別マッチングを
支援いたします。

・知財経営力の向上を目的としたセミナーやワークショップを開催します。

料金
無料

R2 年度「未来予測セミナー」の様子（Web）

■相談形式：原則、Web 会議システム、メール、電話（必要に応じて来訪、出張相談）

>> ひとつでも当てはまる方は、ぜひご相談ください！ <<
・知的財産の脅威が何なのかよくわからない。
・社外に出せる情報と出せない情報を区分けしていない。
・秘密保持契約、共同開発契約、技術指導契約を交わしたことがない。
・他社の特許や商標等を検索できるシステムを知らない、使用したことがない。
・契約する際に弁護士、弁理士と相談したことが無い。
・海外に生産拠点を新設する計画がある。

外国出願補助金
県内中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、
外国出願にかかる費用の半額を補助します。
●対象企業
●対象出願
●補助金額
●公募期間

県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標
上限 300 万円 補助率 1 ／ 2 採択件数 10 社程度
令和 3 年 5 月中旬〜 6 月中旬

支援の実施例

支援の実施例

『リフォーム畳』の特許権取得と事業展開支援 （大山畳店

八潮市）

畳専門店の同店は新たな機能性を持つ「車椅子が使え、洋室がつくれる畳」を考案し、このアイデアの模倣を
防ぐ方法がないかと当窓口を訪問しました。知的財産アドバイザーが同店の保有する熟練した技能や製造技
術について話を伺い、発明の特徴部分の明確化と先行技術調査のアドバイスを行いました。さらに特許と「リ
フォーム畳」の商標出願も支援し、無事に登録が完了しました。その後はターゲットを絞った営業展開等で有
用性が認められ、国が実施する介護保険の住宅改修助成制度の適用を受け、八潮市の平成 30 年度「八潮ブラ
ンド」認定、さらに令和 2 年 2 月 5 日には渋沢栄一ビジネス大賞「特別賞」を受賞しました。

利用時間
（年末年始・祝日を除く）
●月～金曜日
9：00 ～ 17：00（12：00 〜 13：00 を除く）
●第 2・4 土曜日 9：00 ～ 12：00

商標を作成してブランド保護を実現！
（有限会社桃太郎食品

川越市）

出願の背景

出願の内容

事業への効果

麺類の開発、製造、販売を行っ
ている同社は国内を含めアジア
圏にも製品を出荷している。あ
る日、海外進出している他企業
からブランド保護の重要性のア
ドバイスを受ける。同社は既に
海外からの認知度もあったため、
模倣品対策も必要であったこと
から、海外出願を決める。

「桃太郎食品」の社名と川越の
「小江戸」を組み合わせた「小江
戸桃太郎」の文字商標を出願。
また桃太郎の「キャ
ラクター」の図形
商標も国内で出願
した。

商標登録が模倣品販売の抑止力
として働いているためか、現段
階で模倣品は確認されていない。
今後も桃太郎食品のブランド力
を背負った製品を世界に広めて
いく。

キャラクターの図形商標

■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。

料金
無料
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総合相談風景

申込み・
問い合わせ先

産学・知財支援グループ

〒 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
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デジタルテクノロジー活用の支援
AI や IoT 等のデジタルテクノロジーを活用して、生産性向上や製品の高付加価値化を目指す中小企
業の皆様へ、様々な支援メニューを提供致します。

デジタルテクノロジー活用に関する相談
中小ものづくり企業におけるデジタルテクノロジー活用を支援するため、民間企業での豊富な経験を通じて蓄積
された知識・知見・実績を有するデジタル活用コーディネータが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

AI・IoT 推進人材育成講座の開催
AI・IoT を推進する人材を育成するため、階層別、目的別に分けて各種研修を開催します。
● AI・IoT ツール導入実践研修（上期／下期 各１回開催予定）
対象：県内中小製造業の技術者
メーカー、SIer 等が提供する AI・IoT ツールを活用し、「設定方法」
「操作
方法」等を実践・実習型の形式で学びます。
● AI・IoT 人材育成研修 ＜技術者養成研修＞ 7 か月で約 15 日間のコース
対象：AI・IoT 技術の修得を目指す技術者
「IoT、可視化、分析、AI

の基礎知識修得」と「シングルボードコンピュー
タを使った IoT や AI システムの構築実習」、及び「収集データの可視化、
分析の実習等によるシステム構築ノウハウ」といった内容を座学と演習
で学びます。

●相談対応内容
・IoT･AI 等デジタル技術活用相談
・システム導入相談
・導入事例紹介
・現場改善支援
・SIer 紹介
・DX 経営計画立案支援 など

● AI・IoT 人材育成研修 ＜先端技術視察研修＞ ４日間のコース
対象：県内中小製造業
AI・IoTをテーマに先進的な研究機関や先端企業、導入実践企業を訪問して、先端技術や実践技術を習得します。

相談対応風景 <IoT･AI 等デジタル技術活用相談 >

●オーダーメイド型 AI 研修 ＜ PoC（概念実証：Proof of Concept）事業＞
対象：埼玉県鶴ヶ島ジャンクションを中心とする 13 市町の中小製造業＜５社＞
対象エリア：川越市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、坂戸市、日高市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、
川島町、吉見町、鳩山町
研修期間：３か月程度
AI システムを自社に導入するため、①学習データ収集、②モデル構築、③検証、といった一連の作業を体験す
ることで、AI システム導入のノウハウを学ぶ PoC（概念実証：Proof of Concept）研修を実施します。

埼玉県社会課題解決型先端デジタル技術実証・実装支援補助金

AI・IoT 普及啓発活動
県内中小企業の AI・IoT 化を促進するため、最新技術動向や活用事例を紹介するセミナーや研修、展示会などを開
催します。

埼玉県内の社会課題解決に資する先端デジタル技術の社会実装を進めるため、先端デジタル技術を活用した試作
品の実証・改良等の経費の一部を補助します。
●補助対象者
企業、大学、研究機関等

● AI・IoT 普及セミナー
県 内 の 中 小 企 業 経 営 者・ 実 務 者 等 を 対 象 に、
AI・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間６回開催します。

●補助金額
最大 400 万円（補助率２／３）

● AI・IoT コンソーシアム
県内の中小企業等を対象に、企業・大学・研究機
関・自治体等が参加する AI・IoT コンソーシアム
を運営し、フォーラムや交流会、展示会等を開催
します。
●ものづくり AI・IoT 化支援
AI・IoT コンソーシアムの会員企業を対象に、簡
易で安価なシングルボードコンピュータを活用し
た工場ラインの AI・IoT 化に向けた研修会を開
催します。
研修会風景 < ものづくり AI・IoT 化支援 >
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配布教材：シングルボードコンピュータ
AI・IoT 人材育成研修＜技術者養成研修＞

●公募期間
４月 23 日（金）～５月 21 日（金）

補助金採択企業への展示会出展支援（令和２年度風景）

申込み・
問い合わせ先

新産業振興部

デジタル・技術支援グループ

〒 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 iot@saitama-j.or.jp

The Guidance Of Services
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創業・ベンチャー支援
創業・ベンチャー支援センター埼玉の運営
創業・ベンチャー支援センター埼玉は、創業をお考えの方、創業間もない方、新たな事業展開を目指
す方々を全力でサポートします。お気軽にご利用ください。

資金調達に関する相談
創業者が利用できる公的な融資について、埼玉県信用保証協会、日本政策金融公庫等の協力により、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いたします。

創業相談
アドバイザーによる創業相談

相談無料・事前予約制

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。
●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

このような相談にご利用ください !
●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
●商圏やマーケットについて相談したい
など

創業時

●事業を開始する手続きを教えてほしい
●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
●ホームページや SNS 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

創業後

創業前

●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

●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

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。

創業セミナー

専門相談
相談無料・事前予約制

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。
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●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塾を開催します。
●「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 〜 20：00
●利用料金（会費） 月額 5,230 円（税込）

女性起業支援ルーム COCO オフィス

ベンチャー支援
独創的な技術・製品・サービス等により、新たな事業展開を目指すベンチャー企業に対し、ビジネスマッチングの
場を提供いたします。
成長性の高いベンチャー企業のビジネスアイデアを事業化するために必要な支援を行います。

社会課題の解決につながる創業支援
新しい技術やアイデアにより社会課題の解決を図ろうとする創業希望者に対し、集中型の支援を行い、ビジネス
プランの実現を支援します。
また、創業に係る経費の補助（上限 100 万円（補助率 2 分の 1））を行います。

埼玉県起業支援金
対象地域の地域課題解決を目指し起業する方に、起業に係る経費の補助（上限 200 万円（補助率 2 分の 1））を行い
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）。
https://www.saitama-j.or.jp/sogyo

士業による専門相談

女性のための創業支援

Saitama Industrial Promotion Public Corporation

対象地域 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
対象要件 ・県が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業であること。
・対象となる地域において実施する事業であり、本事業の公募開始日以降、起業支援金の交付決定を受
けた事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であること。
・個人事業の開業届出若しくは会社等の設立を本事業の対象地域で行う者であり、県内に居住してい
ること、又は、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。

申込み・
問い合わせ先

創業・ベンチャー支援センター埼玉

〒 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

The Guidance Of Services
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人材の育成支援「企業の発展は、人材育成が決め手」

研修プログラム
分類

研修名

開催日

研修開催予定表
研修名

開催日

研修名

開催日

分類

研修

5月20日㈭、
24日㈪、
27日㈭
9月3日㈮、
6日㈪、
10日㈮
5月7日㈮、
12日㈬、
14日㈮
7月26日㈪、
27日㈫、
28日㈬
7月6日㈫、
7日㈬、
8日㈭
9月8日㈬、
9日㈭
5月27日㈭、28日㈮、6月3日㈭、4日㈮
6月14日㈪、
18日㈮、
21日㈪
12月7日㈫、
10日㈮、
14日㈫
4月21日㈬、
22日㈭
5月12日㈬、
13日㈭
7月13日㈫、
20日㈫
9月2日㈭、
3日㈮
10月5日㈫、
7日㈭、
12日㈫
6月9日㈬、
10日㈭、
11日㈮
1月18日㈫、
20日㈭、
25日㈫
10月20日㈬、
21日㈭、
22日㈮
5月12日㈬、
13日㈭
9月7日㈫、
8日㈬、
9日㈭
12月15日㈬、
16日㈭、
17日㈮
6月24日㈭、
25日㈮
8月2日㈪、
3日㈫
5月18日㈫、
19日㈬
5月13日㈭、
20日㈭
10月21日㈭、
28日㈭
11月11日㈭、
18日㈭
5月27日㈭、
28日㈮
1月20日㈭、
21日㈮
7月29日㈭、
30日㈮
6月24日㈭
9月8日㈬
10月18日㈪
6月30日㈬
9月10日㈮

プレミアム

汎用旋盤基礎研修
（川口Ⅰ)
汎用旋盤基礎研修
（川口Ⅱ)
汎用フライス盤基礎研修
（川口)
汎用フライス盤基礎研修
（中央)
TIG溶接基礎研修
（川越）NEW
TIG溶接研修
（春日部）
アーク溶接研修
（川越）NEW
マシニングセンタ基礎研修
（川口Ⅰ）
マシニングセンタ基礎研修
（川口Ⅱ）
設計図解読入門研修
（川口）
設計図解読入門研修
（熊谷）
設計図解読入門研修
（春日部）
設計図解読入門研修
（中央）
SolidWorks基礎研修
（川口）
SolidWorks基礎研修
（熊谷）
SolidWorks応用研修
（川口）
SolidWorks応用研修
（熊谷）
AutoCAD基礎研修
（春日部）
シーケンス制御研修
（中央Ⅰ）
シーケンス制御研修
（中央Ⅱ）
PLC制御基礎研修
（中央Ⅰ）
PLC制御基礎研修
（中央Ⅱ）
金属材料入門研修
（熊谷）
金属熱処理基礎研修
（川越Ⅰ）
金属熱処理基礎研修
（川越Ⅱ）追加
金属熱処理基礎研修
（春日部）
自動車エンジン分解研修
（熊谷Ⅰ）
自動車エンジン分解研修
（熊谷Ⅱ）
自動車エンジン分解研修
（春日部）
若手社員育成研修
（草加）
若手社員育成研修
（熊谷）
若手社員育成研修
（川越）
QC手法入門研修
（草加）
QC手法入門研修
（熊谷）

コンパクト研修

7月2日㈮
5月14日㈮
9月23日㈭
6月15日㈫
5月12日㈬、13日㈭
1月13日㈭、14日㈮
12月9日㈭、16日㈭、
17日㈮
2月3日㈭
5月21日㈮
10月28日㈭
7月12日㈪、13日㈫
7月22日㈭
11月24日㈬
9月21日㈫、22日㈬
4月20日㈫
7月28日㈬
9月8日㈬
4月22日㈭PM、23日㈮PM
2月22日㈫
6月2日㈬
4月26日㈪
12月2日㈭
3月10日㈭、11日㈮
6月8日㈫
10月20日㈬
7月26日㈪
11月19日㈮
8月23日㈪、24日㈫
9月15日㈬
7月14日㈬
2月21日㈪
9月27日㈪
7月7日㈬
12月3日㈮
6月7日㈪
11月17日㈬
1月25日㈫
9月30日㈭
5月11日㈫
5月24日㈪
1月19日㈬
8月19日㈭
11月11日㈭
6月25日㈮
11月3日㈬
8月2日㈪PM、3日㈫PM
9月28日㈫PM、29日㈬PM
7月15日㈭、16日㈮
5月19日㈬、20日㈭
10月18日㈪、19日㈫
1月20日㈭、21日㈮
6月21日㈪、28日㈪、
29日㈫
9月2日㈭、16日㈭、17日㈮
11月22日㈪、25日㈭、
26日㈮
2月9日㈬、16日㈬、17日㈭
5月27日㈭、28日㈮
11月15日㈪、16日㈫
11月1日㈪
6月30日㈬、7月8日㈭、
9日㈮
12月13日㈪、20日㈪、
21日㈫

地域密着研修

トヨタに学ぶ現場カイゼン研修
5S定着化研修Ⅰ
5S定着化研修Ⅱ
ムダ取り改善実践研修
品質管理入門研修Ⅰ
品質管理入門研修Ⅱ
品質管理基礎研修
品質管理実践研修 NEW
製造現場の安全対策研修Ⅰ NEW
製造現場の安全対策研修Ⅱ NEW
ヒューマンエラー防止研修
ヒヤリ・ハット防止研修Ⅰ
ヒヤリ・ハット防止研修Ⅱ 追加
設備の自主保全研修
“はじめての購買・外注”実務者研修
調達管理実践研修
サプライヤ診断手法習得研修
簿記入門研修 WEB NEW
中小企業の決算書活用実践研修
“はじめての総務・人事”実務者研修
人材採用ノウハウ習得研修
労務管理研修
賃金管理研修
営業担当者研修（基本編）
営業担当者研修（応用編）
営業管理者研修（基本編）
営業管理者研修(応用編）NEW
事務効率化研修
タイム・マネジメント研修
ロジカルシンキング研修Ⅰ
ロジカルシンキング研修Ⅱ WEB
マニュアル活用入門研修
メンタルヘルス研修Ⅰ
メンタルヘルス研修Ⅱ
ハラスメント研修Ⅰ
ハラスメント研修Ⅱ 追加
気持ちが切り替わるストレスケア研修
会議の達人研修
女性マネジメントのコツ習得研修
ビジネス文書の書き方研修Ⅰ
ビジネス文書の書き方研修Ⅱ
クレーム対応研修Ⅰ
クレーム対応研修Ⅱ WEB
なぜなぜ分析研修Ⅰ
なぜなぜ分析研修Ⅱ
契約書の基礎とポイント研修 WEB
契約書 活用実践研修 WEB
貿易実務入門研修
ISO9001基礎研修Ⅰ
ISO9001基礎研修Ⅱ
ISO9001基礎研修Ⅲ 追加
ISO9001内部監査員養成研修Ⅰ
ISO9001内部監査員養成研修Ⅱ
ISO9001内部監査員養成研修Ⅲ
ISO9001内部監査員養成研修Ⅳ
ISO14001基礎研修Ⅰ
ISO14001基礎研修Ⅱ 追加
ISO14001法規制研修 WEB
ISO14001内部環境監査員養成研修Ⅰ
ISO14001内部環境監査員養成研修Ⅱ

機械実技訓練研修

Saitama Industrial Promotion Public Corporation

分類

実務スキル向上研修

生産力向上研修

新入社員教育研修
（生産大宮大卒)
4月5日㈪、6日㈫
新入社員教育研修
（生産大宮)Ⅰ
4月5日㈪、6日㈫
新入社員教育研修
（生産大宮）
Ⅱ
4月7日㈬、8日㈭
新入社員教育研修
（生産WEB）
Ⅰ NEW
4月5日㈪、6日㈫
新入社員教育研修
（生産WEB）
Ⅱ NEW
4月7日㈬、8日㈭
新入社員教育研修
（生産川越)
4月5日㈪、6日㈫
新入社員教育研修
（生産鴻巣)
4月5日㈪、6日㈫
新入社員教育研修
（生産草加)
4月8日㈭、9日㈮
新入社員教育研修
（一般大宮)
4月8日㈭、9日㈮
新入社員教育研修
（一般飯能)
4月7日㈬、8日㈭
新入社員教育研修1日
（一般WEB）
Ⅰ NEW 4月2日㈮
新入社員教育研修1日
（一般WEB）
Ⅱ NEW 4月9日㈮
新入・若手社員向けホウレンソウ強化研修 4月19日㈪
新入・若手社員向けビジネス文書研修
4月12日㈪
新入・若手社員向け新たな人間関係構築研修 4月14日㈬
新入・若手社員向け電話応対研修
4月13日㈫
新入・若手社員向け工具入門研修（熊谷） 4月15日㈭、16日㈮
新入・若手社員向け工具入門研修（川口） 4月13日㈫、14日㈬
新入・若手社員向け工具入門研修（春日部）4月19日㈪、20日㈫
新入・若手社員向け工具入門研修（川越） 4月21日㈬、22日㈭
新入・若手社員向けメンタルタフネス研修 NEW 7月1日㈭
新入・若手社員フォローアップ研修（生産) 10月4日㈪、5日㈫
新入・若手社員フォローアップ研修（一般) 10月6日㈬、7日㈭
新入・若手社員フォローアップ研修1日（一般WEB) NEW 10月1日㈮
若手社員パワーアップ研修Ⅰ
7月20日㈫、21日㈬
若手社員パワーアップ研修Ⅱ
11月4日㈭、5日㈮
若手社員パワーアップ研修Ⅲ 追加
1月17日㈪、18日㈫
中堅社員に必須の
「仕事力」養成研修Ⅰ
6月11日㈮、18日㈮
中堅社員に必須の
「仕事力」養成研修Ⅱ
12月1日㈬、8日㈬
中堅社員パワーアップ研修Ⅰ
8月20日㈮、27日㈮
中堅社員パワーアップ研修Ⅱ
2月18日㈮、25日㈮
職場のコミュニケーション活性化研修
9月3日㈮
幹部候補育成研修Ⅰ
5月25日㈫、26日㈬
幹部候補育成研修Ⅱ
9月6日㈪、7日㈫
幹部候補育成研修Ⅲ
11月29日㈪、30日㈫
幹部候補育成研修Ⅳ
3月8日㈫、9日㈬
中堅女性社員キャリアアップ研修
8月18日㈬、26日㈭
やる気を引き出すタイプ別育成法研修
6月24日㈭
アクティブリスニングを活かした部下育成研修 NEW 7月5日㈪
仕事を軸にしたリーダーシップ研修
2月24日㈭
先輩社員のティーチング＆コーチング研修 NEW 9月10日㈮
新入・若手社員を育てるコツ習得研修
4月16日㈮
新任管理監督者研修Ⅰ
6月14日㈪、22日㈫、23日㈬
新任管理監督者研修Ⅱ
11月2日㈫、9日㈫、10日㈬
管理者に必須の
「仕事力」養成研修
2月7日㈪、8日㈫
管理者のための問題解決力向上研修Ⅰ
7月6日㈫
管理者のための問題解決力向上研修Ⅱ 追加 12月10日㈮
工場責任者育成研修 NEW
9月9日㈭
製造現場リーダー育成研修 NEW
6月9日㈬、10日㈭
生産管理入門研修
4月22日㈭、23日㈮
生産管理基礎研修
10月14日㈭、21日㈭、22日㈮
3月2日㈬、3日㈭
生産管理実践研修 NEW
在庫管理入門研修
6月3日㈭、4日㈮
原価管理研修Ⅰ
5月31日㈪、6月1日㈫
原価管理研修Ⅱ
12月6日㈪、7日㈫
FMEA・FTA入門研修
3月7日㈪
現場改善入門研修
4月27日㈫、28日㈬
現場改善入門研修
（女性）
8月25日㈬、9月14日㈫
現場改善基礎研修
10月8日㈮、29日㈮
現場改善実践研修
2月4日㈮、3月1日㈫
動画で体験！現場の課題発見研修
7月27日㈫

生産力向上研修

総合力強化研修
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令和 3 年度

分類

地域密着 研 修

新入社員から経営幹部までの階層別研修や生産管理、現場改善、品質管理、ISO、財務・会計、人事・
労務、営業などの実務研修を行います。

研修名

開催日

QC手法入門研修
（川越）
測定基礎研修
（草加）
測定基礎研修
（熊谷）
測定基礎研修
（川越）
中堅社員ビジネススキル向上研修（草加）NEW
中堅社員ビジネススキル向上研修（熊谷）NEW
中堅社員ビジネススキル向上研修(川越) NEW
価格交渉必勝テクニック研修Ⅰ
価格交渉必勝テクニック研修Ⅱ
営業力アップ！信頼関係の作り方研修Ⅰ
営業力アップ！信頼関係の作り方研修Ⅱ
オンライン営業を活用した営業力強化研修 WEB NEW
顧客分析とヒアリング力向上研修 WEB
withコロナ時代のビジネスチャンス 効果
的なPR法を探る研修 WEB NEW
オンライン・対面での信頼される話し方・聞
き方研修 WEB NEW
アンガーマネジメント研修Ⅰ
アンガーマネジメント研修Ⅱ
ビジネス雑談力向上研修Ⅰ
ビジネス雑談力向上研修Ⅱ
“はじめてのオンライン会議”基本とマナー研修 WEB NEW
主催者向けZoom活用研修 WEB NEW
中途採用ノウハウ習得研修
外国人労働者 導入ノウハウ習得研修 WEB
外国人労働者 戦力化ノウハウ習得研修 WEB NEW
すぐできる！イマドキ若手の育て方研修 WEB NEW
“はじめての経理”実務者研修 WEB NEW
要点集中！決算書の見方研修 WEB NEW
損益分岐点からはじめる利益計画・資金計画研修 WEB NEW
ビジュアルで理解する貸借対照表（キャッ
シュ体質図）
・経営に欠かせないキャッシュ
フロー計算書の概略研修 WEB NEW

「5Sの見える化」
実践工場視察研修

10月19日㈫
6月23日㈬PM
9月13日㈪PM
10月12日㈫
6月29日㈫
9月17日㈮
10月13日㈬
7月19日㈪AM
2月23日㈬AM
7月19日㈪PM
2月23日㈬PM
4月21日㈬PM◆
8月4日㈬PM
4月28日㈬AM◇
6月17日㈭PM
10月11日㈪AM
3月4日㈮AM
10月11日㈪PM
3月4日㈮PM
4月15日㈭PM◆
5月10日㈪PM◆
1月26 日㈬AM
8月5日㈭PM
10月15日㈮PM
6月16日㈬PM◆
5月18日㈫PM
7月7日㈬PM◆
9月13日㈪PM
1月24日㈪PM
7月16日㈮

＊開催日の赤字は祝日開催になります。

研修時間

１日：9:30 ～ 16:30（12:30 ～ 13:30 昼休み）
半日：AM9:30 ～ 12:30 AM ◇ 10:00 ～ 11:30
PM13:30 ～ 16:30 PM ◆ 14:00 ～ 15:30
最新の情報、詳細はホームページ
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu/ をご確認ください。

受講料
受講料は、研修日数・コースにより異なります。
（例）

現場改善入門研修の場合
研修日数
２日間
受 講 料
会 員
15,600 円
（消費税込）
一 般
19,800 円
汎用旋盤基礎研修の場合
研修日数
3 日間
受 講 料
会 員
15,500 円
（消費税込）
一 般
21,500 円

特別研修

受講生同士のスペースを確保して研修を開催しています

●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。

ものづくり人材の育成
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

申込み・
問い合わせ先

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
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情報支援・ICT 活用の支援
中小企業の皆様を情報の面からバックアップします

ICT 活用支援

さまざまな情報を迅速に収集・選択・分析し、いかに経営へ生かしていくかが、企業業績向上のカ
ギとなります。公社は、国や県などと連携し、中小企業の皆様を
「情報」
の面からバックアップします。

令和 3 年度

情報支援

月刊誌「アクセス埼玉」

文庫の販売

アクセス文庫

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。

会員優待セミナーの開催
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。

教育用 DVD の貸し出し〈公社会員限定〉

Saitama Industrial Promotion Public Corporation

4月22日㈭

新入社員向けExcel研修Ⅱ 追加

4月23日㈮

Excel基礎講座Ⅰ

6月16日㈬

Excel基礎講座Ⅱ

7月14日㈬

Excel基礎講座Ⅲ

9月15日㈬

Excel基礎講座Ⅳ

10月15日㈮

Excel基礎講座Ⅴ

11月10日㈬

Excel基礎講座Ⅵ

2月9日㈬

Excel応用講座Ⅰ

7月15日㈭、
16日㈮

Excel応用講座Ⅱ

12月7日㈫、
8日㈬

Excelマクロ入門講座Ⅰ

7月20日㈫

Excelマクロ入門講座Ⅱ

12月10日㈮

Excel VBA活用講座Ⅰ リニューアル

7月26日㈪、
27日㈫

Excel VBA活用講座Ⅱ リニューアル

12月15日㈬、
16日㈭

Excel 関数マスター講座Ⅰ

6月22日㈫

Excel 関数マスター講座Ⅱ

9月21日㈫

Excel 関数マスター講座Ⅲ

10月21日㈭

Excel 関数マスター講座Ⅳ

11月15日㈪

Excel業務効率アップ講座Ⅰ

6月24日㈭

Excel業務効率アップ講座Ⅱ 追加

11月22日㈪

Excel業務効率アップ講座Ⅲ 追加

2月18日㈮

研修名

開催日

Access入門講座Ⅰ

7月21日㈬

Access入門講座Ⅱ

12月20日㈪

Accessデータベース作成実践講座

2月10日㈭、
15日㈫、
16日㈬

PowerPoint作成講座 WEB

6月11日㈮

PowerPointプレゼンテクニック実践講座 WEB 10月6日㈬
Illustrator活用講座 VOD+WEB NEW

10月7日㈭
（VOD配信期間１カ月）

情報セキュリティ基礎講座

11月11日㈭

WordPress基礎講座

6月17日㈭、
18日㈮

Webマーケティングから考えるSEO対策講座 9月17日㈮
初心者向けGoogle Analytics実践講座Ⅰ 6月21日㈪
初心者向けGoogle Analytics実践講座Ⅱ 11月18日㈭
SNSマーケティング講座 WEB

10月5日㈫

動画マーケティング講座Ⅰ WEB

6月9日㈬

動画マーケティング講座Ⅱ WEB

10月13日㈬

スマホ・タブレット活用講座 WEB

6月10日㈭

写真編集基礎講座

9月22日㈬

動画編集基礎講座

10月20日㈬

スマホで動画制作講座 WEB NEW

6月14日㈪

Webライティング講座

7月12日㈪AM

伝える!写真撮影テクニック講座

7月12日㈪PM

顧客を増やす!「お客様目線の」SNS活用講座 9月13日㈪PM

最新の情報・詳細は公式ホームページ
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu/をご確認ください。

ICT コンサルティングの実施
自社の既存ホームページに関する悩み「アクセス数が少ない」
「売上げに結びつかない」等を抱える企業に、専門家
が具体的な解決策をアドバイスします。
●派遣回数
５回以内
●費
用
１回あたり 24,000 円（消費税込）
公社会員の方は初回無料、2 回目以降も半額です。

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

公社ホームページによる情報の提供・発信

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 DVD の貸し出しを行ってい
ます（無料）
。
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新入社員向けExcel研修Ⅰ

●受講料
受講料は、日数・コースにより異なります。
１日あたり 会員 9,900 円 一般 13,000 円
（消費税込・別途テキスト代をいただきます）

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）

［貸出期間］ １週間以内
［貸 出 数］ 原則５本以内
※ DVD のタイトルは公社ホームページから検索できます。
（https://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。

分類

4月21日㈬

業務効率化＆ ICT コン
営業力向上研修 パクト研修

※メールマガジンの登録はこちらからできます。
（https://www.saitama-j.or.jp/mailmag-form/）

ビジネスソフト活用研修

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「公社メールニュース」をＥメー
ル（月２回）で配信しています。

開催日

新入社員向けWord研修

ホームページ活用研修

月刊誌「アクセス埼玉」の発行等

研修名

ビジネスソフト活用研修

分類

ICT 研修開催予定表

（１）経営関連情報の提供
経営に役立つ様々な情報を提供します。
（２）企業情報の発信
公社 HP で公社会員企業を紹介します（無料）。

貸出用 DVD 約 200 本を所蔵（写真は一例です）

申込み・
問い合わせ先

総務企画部

ICT 研修の開催風景

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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公社会員サービス

公社の概要

サービス内容

名称

公益財団法人

料金割引サービス（一部対象外があります）
●研修受講料（P21、P22、P24）の割引
● ISO 等認証取得支援費用（P5）の割引
● ICT コンサルティング費用（P24）の割引

埼玉県産業振興公社

設立の目的
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、昭和 48 年４月 26 日に埼玉県
が設立した公益法人です。

経営情報の提供等
●月刊誌「アクセス埼玉」の提供
●電子メールマガジン「公社メールニュース」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

会員優待セミナーの開催
●セミナー

▶開催例（令和 2 年度開催）
（１）with コロナで到来したビジネスチャンス
（２）WEB サイト活用セミナー
（３）工場の原価と利益の構造を理解する研修
（４）中小・ベンチャー企業のための「テレワーク時代の営業改革」～オンライン営業とは～
（５）スマートフォンで動画制作セミナー
（６）
「脱・昭和」のリーダー養成セミナー

経営理念
Vision/ 将来像
『中小企業の未来を創造する信頼のパートナー』
Mission/ 使命
１. 総合力の公社
２. 価値創造の公社
３. 信頼の公社

組織及び主な事業（G はグループの略）
総務企画部

●総務企画 G
●研修・情報 G
（人材の育成支援、情報支援・ICT 活用の支援、公社会員サービス）

教育用 DVD の貸し出し（P23）
理事長

創業・取引支援部

ビジネスチャンスの拡大
●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
●会員交流支援事業 年１回

専務理事

13,200 円（消費税込）

入会手続き

新産業振興部

入会ご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
公社 HP（https://www.saitama-j.or.jp/kaiin/）からも申し込みできます。
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総務企画部

北与野事務所

●先端産業振興 G（先端産業の支援・新分野への進出支援）
●産学・知財支援 G（産学連携の促進、知的財産に関する支援）
●デジタル・技術支援 G（デジタルテクノロジー活用の支援）

研修・情報グループ

TEL 048-647-4087

Saitama Industrial Promotion Public Corporation

大宮事務所

●経営支援 G（経営の総合支援：経営相談、専門家派遣など）
●人材・ICT 支援 G
（経営の総合支援：「埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点」の運営、
商業・サービス産業への ICT 活用支援など）

会費

申込み・
問い合わせ先

北与野事務所（創業支援 G）
大宮事務所 （取引支援 G）

●創業支援 G（創業・ベンチャー支援）
●取引支援 G（取引先開拓・海外展開の支援）

経営支援部

年

大宮事務所

FAX 048-645-3286

E メール spic@saitama-j.or.jp

ホームページ https://www.saitama-j.or.jp ／ E-mail ▶ spic@saitama-j.or.jp
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公益財団法人 埼玉県産業振興公社
大宮事務所
総務企画グループ
取引支援グループ
人材・ICT 支援グループ

TEL.048（647）4101（代）
TEL.048（647）4086
TEL.048（647）4075

〒 330-8669
さいたま市大宮区桜木町１丁目 7 番地５
ソニックシティビル 10 階
TEL.048（647）4101（代）
FAX.048（645）3286

研修・情報グループ
経営支援グループ

至ふじみ野

TEL.048（647）4087
TEL.048（647）4085

ソニックシティビル10F
至岩槻

JR 大宮駅西口より徒歩５分
至浦和

歩行者デッキ

＜埼 玉 県 よ ろ ず 支 援 拠 点＞
＜埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点＞
至上野・新宿

北与野事務所
至ふじみ野

山道
旧中

至浦和

ソニックシティビル10F TEL.048（711）2222
創業支援グループ
先端産業振興グループ TEL.048（711）6870
産学・知財支援グループ
TEL.048（857）3901
（産学）
TEL.048
（621）7050（知財）
至岩槻
デジタル・技術支援グループ TEL.048（621）7051
歩行者デッキ

埼京線

さいたま
スーパーアリーナ

大通

東西

山
道

●

＜創業・ベンチャー支援センター埼玉＞
さいたま
新都心駅
＜先 端 産 業 支 援 セ ン タ ー 埼 玉＞
けやき
＜産 学NTT連 ひ携
ろば 支 援 セ ン タ ー 埼 玉＞
京
●
浜
●
宇 セ
＜知 的 財 産 総 合 支 援
東 ン タ ー 埼 玉＞
都
北
●

大通

東西
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北与野駅

新都心ビジネス交流プラザ3F

宮
線
線
・
高
崎
線

北与野駅
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北与野駅

幹線
東北・上越新

NTT

線
東北
京浜
崎線
・高
宮線
宇都

国
道
17
号

さいたま
スーパーアリーナ

埼京線
至大宮

けやきひろば

JR 北与野駅より徒歩１分
JR さいたま新都心駅より徒歩
8 分 旧中
東 埼京
北
・ 線
上
越
新
幹
線

COCOON

さいたま
新都心駅

号

17

幹線
東北・上越新

国道

〒 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
至上野・
新宿
FAX.048（857）
3921

さ
ス

