General Business Introduction
至 田園 調布
To YOKOHAMA

至 横浜

● 京浜急行線・空港線／京急蒲田駅東口より徒歩約3分
● 京急蒲田駅まで、
品川・横浜・羽田空港から約10 分

京浜東北線

To SHINAGAWA

Access

OTA CITY HALL

大田区役所

● About

3 minute walk from Keikyu Kamata Station
East Exit on the Keikyu line / Keikyu Airport Line

大田区民
ホール
（アプリコ）

● About

10 minutes from Shinagawa / Yokohama / Haneda Airport
by taking the train to Keikyu Kamata Station

OTA CITY
CITIZEN THEATER

蒲田郵便局

環八通り

Kamata Police Station

蒲田警察署

To KAWASAKI

至 川崎

● JR京浜東北線、
東急多摩川線・池上線／蒲田駅東口より徒歩約13 分

至 品川

JR蒲田駅

JR Kamata St.

Kamata Post Office

総合事業案内

交通のご案内

東急多摩川・池上線

● About

13 minutes walk from Kamata Station
East Exit on the JR Keihin Tohoku Line / Tokyu Tamagawa Line / Ikegami Line

京浜急行線

To SHINAGAWA

至 品川

京急蒲田駅

Keikyu Kamata St.

至 川崎

第一京浜

至 品川
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至 羽田空港

京急空港線

至 羽田

To HANEDA AIRPORT

大田区産業
プラザ

Ota City Industrial Plaza
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公益財団法人

東京都大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ（PiO）
TEL 03-3733-6476 FAX 03-3733-6459
https://www.pio-ota.jp

〒144-0035

Ota City Industrial Promotion Organization
Ota City Industrial Plaza (PiO)
1-20-20, Minami-Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0035
TEL +81-3-3733-6476 FAX +81- 3-3733-6459
https://www.pio-ota.jp

公益財団法人

Ota City Industrial Promotion Organization
2019.12
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経営課題の解決を
サポートします
Helping to solve management problems
販路開拓、
知的財産権の活用、
人材の確保など、
区内中小企業や創業者が直面する
様々な課題に合わせ、
情報提供や相談業務を行います。
We provide information and consultation services in response to the various problems faced by small and medium-sized
enterprises in the City such as developing new markets, utilizing intellectual property rights, and acquiring staff.

大田区は、東京・首都圏の空の玄関口である羽田空港を擁す
るとともに、池上本門寺や洗足池公園近くにオープンした勝海
舟記念館、高度な技術力を誇る工業集積など歴史・文化的な環
境をはじめ、多摩川や臨海部の水環境、レクリエーション資源

相談窓口

など豊かな地域資源を有するまちです。

相談員が協会窓口で各種相談に応じます。

① デ ザ イン 相 談

ホームページ、各種ＰＲツールの作成（ＰｉＯデザイン工房）

より発展させるために、構造的変化に柔軟に対応できる実施組織として設立され

②知的財産相談

特許など知的財産の出願、保護、活用の促進。権利侵害の対応

た公益法人です。新しいニーズに即応した生産や取引の在り方を求める企業に

③ 創 業 相 談

創業時に必要な事業計画、資金計画、助成金活用などのアドバイス

④ 内 職 相 談

在宅で行う単純作業の内職を依頼したい企業に対して、
大田区在住の求職者を紹介

公益財団法人大田区産業振興協会は、高度な技術の集積を誇る大田区産業を

対し、情報サービスや交流の場を提供するなどの支援を行うと共に、産業を担う
勤労者の福祉向上を図ってまいります。
The Ota City Industrial Promotion Organization is a public-interest organization that
helps to further develop Ota City, which boasts a cluster of cutting-edge technologies, and
it was established to flexibly respond to changes in local industrial structures. We provide
information services and opportunities for exchange to companies seeking more ideal
manufacturing and trading methods in line with changing needs, and we are also devoted
to improving the welfare of workers who serve industry.

派遣事業

専門家、技術者、学校講師等が経営相談や技術指導を行います。

① 専 門 家 派 遣
②大田の工匠派遣

p1 ■ 大田区産業振興協会とは

「大田区産業のまちづくり条例」をふまえ、国内外を取り

p2 ■ 経営課題の解決をサポートします

巻く構造的変化に対応できるような地域の産業基盤と企業

p3 ■ 商業・サービス業の経営を支援します

体質をつくりあげるために、中小企業の振興と勤労者福祉

p4 ■ 産業情報の収集・提供、企業ＰＲを支援します

の向上を図り、区および区民とともに豊かな地域経済・社会・

p5 ■ 区内中小企業の福利厚生をお手伝いいたします

文化の発展に貢献する。

p6 ■ 大田区産業プラザの管理運営を行っています

To build a local industrial infrastructure and corporate culture that can respond
to structural changes both domestically and abroad based on "Ota City industrial
town-planning regulations", we contribute to the development of a prosperous
local economy, society and culture together with the City and its residents by
devoting our efforts to the development of small and medium-sized enterprises
and improvement of workers’ welfare.

p7 ■ 取引促進機会の拡大を支援します
p8 ■ 海外取引の拡大をサポートします
p9、10 ■ 事業・技術・製品等の創出活動を支援します
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経営理念 - Mission-

相談無料

い！
活用くださ 袋
知恵
専門家の

ビジネスの
お悩み

法務、財務、税務、集客、販路開拓、事業承継等の課題に
対して経験・資格を有する専門家が助言

収益アップ
集客のコツ

レイアウト改善

商品開発アドバイス
データベース構築

無料 で解決！

「大田の工匠」
（大田区ものづくり優秀技能者）による技術
指導・相談対応

〜ビジネスサポートサービス〜

登録者約100人の中から、お悩みに合わせて
経験・資格を有する専門家を派遣し、
解決へ向けたアドバイスをおこないます。
※本事業は実務を代行するものではありません。

アドバイス例

悩み
なお
こん せんか？
ありま

東京都立産業技術高等専門学校（産技高専）の講師による
若手技術者支援のための出前講座
※産技高専で行う基礎講座もあります。

人材の確保

大田区産業振興協会の専門家派遣

相談 の流れ

③産技高専の講座

Contents

デザイン相談（PiOデザイン工房）

● どのくらいの売上で黒字になる？
⇒
● 働き方改革！生産性を向上したい
⇒
● 効果的な自社ＰＲ方法は？
⇒
● 次世代を担う人材を確保したい！
⇒
● 先代から事業を引き継いだけれど… ⇒

1 申込書をＦＡＸ

裏面の申込書に必要
事項を記載し、
ＦＡＸし
てください。専門家の
指名も可能です。

2 相談日を決定

窓口担当から、お電話
などでご連絡し、日程
調整させていただき
ます。

損益分岐点を分析して戦略を立てる
業務を分析してＩ
Ｔ化を進める
ホームページの訴求ポイントを知る
就業規則や福利厚生を見直す
自社の法務・財務面や業界動向を把握する

3 相談を実施

実 施 場 所は、
申込 者
のお店や当協会事務
所などから選べます。

▼専門家（ビジネスサポーター）のご指名はこちらから
https://www.pio-ota.jp/business-consulting/business-support-services.html

お気軽に
お問い合わせ
ください

産技高専の講座

公益財団法人

相談対象者
大田区の中小企業･個人事業主･
有限責任事業組合等。
経営者だけでなく
現場責任者や総務担当者なども
相談可能です。

大田区産業振興協会 経営サポート担当

03-3733-6144

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1丁目20-20 大田区産業プラザPiO 3階

FAX 03-3733-6459
受付時間

8：30〜17：15

（土日祝日･年末年始を除く）

専門家派遣チラシ

ホームページや催事等を活用して、人材の確保を推進します。

①求人情報サイト

「おしごとナビ大田区」：求人情報を発信する場を提供

②魅力発信サイト

「おおたシゴト未来図」：若手求職者へ区内企業の魅力を発信

③学内企業面談会

大学、専門学校等、区内外教育機関の合同面談会へ
区内企業を推薦

おしごとナビ大田区

おおたシゴト未来図

その他
上記の他に、経営環境の変化に対応するためのセミナーの開催、環境対策への取組みや新分野進出を後押しするための各種
許認可の取得に対する助成、おおた少年少女発明クラブへの支援を行っています。

学内合同企業面談会

お問合わせ先

セミナーの様子

おおた少年少女発明クラブ

地域型産業推進課 経営サポート担当
TEL 03-3733-6144 FAX 03-3733-6459

内職作業（バリ取り）

Mail keiei@pio-ota.jp
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商業・サービス業の
経営を支援します

産業情報の収集・提供、
企業ＰＲを支援します

Supporting the commerce and service industries

Helping to gather and provide industry information
and promote companies

商い・サービス産業担当は、
区内商業・サービス業事業者の取引・販売の促進や魅力
をＰＲし、区内外からの来訪者の誘客促進を図ることにより、商業・サービス業の活性化を
目指します。
Our commerce and service industry section seeks to revitalize this industry type in Ota City by promoting sales and trade
with its commerce and service industry enterprises and by trying to attract customers from outside Ota City.

繁盛店創出事業

商店（飲食店）表彰制度

大田区の小売業・飲食業・サービス業を営む店舗に対して、専門家が繁盛
店を目指すための提案を行い、提案に基づいて店舗改修等を行う場合は、
その費用の一部を助成します。

助成金利用の一例

「ＯＴＡ！ いちおしグルメ」
料理・店舗・雰囲気・サービスに特色や魅力

大田区産業の広報活動をはじめ、
大田区企業のＰＲ、
企業に必要な情報の収集・発信
を行っております。
We promote companies located in Ota City mainly by publicizing Ota City industry, and we gather and provide information
required by companies.

大田区「優工場」

改善前

「あきnow」

大田区内で小売店・飲食店・サービ
ス業を営んでいる皆様に、大田区や
大田区産業振興協会の施策、展示会
やセミナーなどの経営に役立つ情報

商いの今を
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！ 集客アップ！
大公典開
し
を活用

で表 彰
グル メ」
いち おし グラ ンツ ァの
「OTA!
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主催 する
るピ ッツ
大田 区が
進を 続け
ュー
され、躍
インタビ
坂本氏へ

表彰特

「

をお届けしています。

| 発行 |

発信する

大田区 で
頑張 る
飲食店 を
表彰！

商業版産業情報誌

改善後

実務指導者（師匠）と若手技術者（弟子）に

人に優しい（働きがいのある労働環境）、

よる各企業内または、企業の枠を超えて区内

のある飲食店を「ＯＴＡ！ いちおしグルメ」と

まちに優しい（周辺環境との調和）、経営や技

の企業間で実施されている技術・技能継承の

して表彰しています。

術に優れた工場を認定・表彰する制度です。

優れた取組みについて表彰する事業です。

大田区「優工場」表彰式
繁盛店創出事業パンフレット

「大田の工匠 技術・技能継承」表彰事業

工場表彰制度

認定企業（工場内の様子）

「大田の工匠 技術・技能継承」表彰式

表彰事業者（作業の様子）

ＯＴＡ！いちおしグルメ
（表彰式の様子）

おおた商い（AKINAI）
・観光展

「大田のお土産100選」表彰事業

産業情報誌「テクノプラザ」

食品分野、ものづくり分野（雑貨

製造業を営む大田区企業の

大田区の商業事業者をはじめ、羽田空港が結ぶ

を含む）の２つの分野で、
「大田のお

皆様に大田区や大田区産業振

地方都市や大田区とゆかりのある地域の物産品や

土産」にふさわしい製品・商品（事業

興協会の施策、展示会やセミ

名産品を一堂に集めて、大田区ならではの魅力を

者）を表彰する事業です。

ナーなど経営に役立つ情報を

体験していただく一大イベントです。

お届けしています。

テクノプラザ（奇数月発行）

」では、
大田区産業振興協会が行う支援事業をご活用いただき、

成長を続けている事業者様をご紹介しています。

視察対応

お店の経営で悩んでいる事業者様、さらなるステップアップを目指す事業者

様は大田区産業振興協会までご相談ください。

発行 /（公財）大田区産業振興協会 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20
TEL 03-3733-6401 FAX 03-3733-6459 https://www.pio-ota.jp

あきnow（年2回発行）

国内外からの訪問者に対して区内企業の工場見学をはじめ、
大田区の工業（産業）や当協会の取組みについて説明します。

商い・サービス
産業取引相談
商業・サービス業事業者（主に食品
事業者）に対し、販路拡大や商品開
発・改良のため各種支援事業を行っ
ています。

商い・サービス産業取引相談

（フード展示商談会の様子）

お問合わせ先

3

おおた商い（AKINAI）
・観光展（会場の様子）

地域型産業推進課 商い・サービス産業担当
TEL 03-3733-6401 FAX 03-3733-6459

Mail akinai@pio-ota.jp

「大田のお土産100選」即売会

お問合わせ先

協会視察

地域型産業推進課 地域産業プロモーション担当
TEL 03-3733-6476 FAX 03-3733-6459

区内企業視察

Mail planning-pr@pio-ota.jp
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区内中小企業の福利厚生を
お手伝いいたします

大田区産業プラザの
管理運営を行っています

Supporting the service and benefit programs of small
and medium-sized enterprises in Ota City

Running the Ota City Industrial Plaza

大田区勤労者共済では、慶弔見舞金の給付や各種福利厚生サービスなど、会員で
ある事業主や従業員が安心して働ける職場つくりと家族とともに心豊かな生活を送るため
の互助を目的とした事業を行っております。

施設サービス担当は、
大田区産業プラザ（愛称：PiO）
が大田区の産業振興の拠点と
なることを目指して、
展示ホール等の貸館の管理運営、
利用者サービスの向上を図るため
付加サービス事業等を行っています。
To make Ota Industrial Plaza (known as ‘PiO’) a center of industrial development in Ota City, the section in charge of facility
services hires out halls in the Plaza, such as exhibition halls, and provides additional services to improve user convenience.

The Ota City Workers Mutual Aid program aims to create workplaces where members (business owners and employees) can
work with peace of mind by, for example, providing congratulatory and/or condolence money as well as various service and
benefit programs. It also aims to help these members enjoy emotionally satisfying lives with their families.

勤労者共済について

産業プラザ展示ホール等の管理運営
産業プラザ貸館部分について大田区から指定管理者の指

■ 入会資格
美術展・展覧会
アミューズメント施設

● 大田区内の工場・商店・事務所などの中小企業で働く事業主と従業員
● 大田区内に居住し、区外の中小企業で働く従業員
（個人会員として入会可）

■ 会費等（1名あたり） ● 入会金 200円

入浴施設

コンサート・観劇

いただけるような施設管理を行っています。また、大田区の
産業振興に繋がる利用を促進するとともに、集客力を高め、

● 月会費 500円

事業主が従業員の福利厚生として負担した入会金・会費は、損金
QUOカード

定を受け、利用者の皆様に安心・快適な環境を提供し、満足

または必要な経費として、税金の控除対象とすることができます。

より広い人・技術・情報の交流を進めています。

https://www.pio-ota.net

大田区産業プラザPiO webサイト

■ 会報誌「ふれあい」
 大田区勤労者共済の企画イベントや割引契約施設、各種チケット取扱
いのご案内、お得な情報等を掲載した会報誌を定期的に発行しています。

■ ウェブサイト・メールマガジン
 ウェブサイトでは事業やチケット等の情報がご覧いただけます。メル

コンベンションホール（講演会の様子）

小展示ホール（イベントの様子）

特別会議室

和室

マガでは、会報最新号やメルマガ独自の情報をいち早くお届けします。
https://otakyousai.zenpuku.or.jp

会報誌「ふれあい」

webサイト

サービス内容
■ 慶弔見舞金の給付

大展示ホール（展示会の様子）

祝金（結婚・出生・成人・銀婚・金婚）、祝品（会員継続・入学）、見舞金（入院・障害・住宅災害）
■ 窓口で通年取り扱っているチケット類
 映画券、公衆浴場共通入浴券、おふろの王様大井町店入浴券、区営プール利用券、
区営スポーツ施設利用券、東京・ミュージアムぐるっとパス、ポーラ美術館、東武動物公

施設貸与に伴う付加サービス事業

区営プール

各種イベントや会議をサポートする「イベントサポートガイド PiO倶楽部」や、産業プ

園ハッピーフリーパス利用引換券、東京ドームシティ得10チケット

ラザ周辺の飲食店等を紹介する「PiO周辺マップ」を発行するなど、主催者や来館者に

■ 会報に印刷または折り込んで配布する利用割引券

役立つ付加サービスを提供することで、顧客満足度の向上と利用促進を図っています。

 エンジョイドリーム割引券、日帰り温泉施設等利用補助券、夏季プール等利用補助
券、レジャー施設利用補助券、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券

食事券・レストラン

産業プラザ施設維持の管理運営

■ 健康事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ インフルエンザ予防接種補助、人間ドック補助等

産業プラザ及び東京都城南地域中小企業振興センターの施設維持に関する業務を大

■ 宿泊補助・契約施設等の利用・・・ 宿泊利用補助、レジャー施設利用補助

田区から受託し、貸館部分の管理代行と併せてより効率的な業務運営を行っています。

■ 各種チケットの割引・ ・・・・・・・・ 映画、スポーツ観戦、観劇チケット、食事券等の割引
©︎Disney

お問合わせ先
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地域型産業推進課 勤労者共済担当
TEL 03-3733-6107 FAX 03-3733-6122

Mail kinro@pio-ota.jp

イベントサポートガイド  
PiO倶楽部

PiO周辺マップ

レジャー施設

お問合わせ先

総務・施設サービス課 施設サービス担当
TEL 03-3733-6477 FAX 03-3733-6459

Mail shisetsu@pio-ota.jp
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大田区産業振興協会の主な取り組み 6

大田区産業振興協会の主な取り組み 7

取引促進機会の拡大を
支援します

海外取引の拡大を
サポートします

Helping to provide greater trade opportunities

Helping to expand overseas trade

新規顧客の開拓や新たな事業展開等、大田区企業の取引促進機会の拡大を支援す
るために、
各種展示会、
商談会の開催等、
様々なビジネスチャンスの機会を提供しています。

内需が伸び悩む中、企業が成長を目指す上で海外ビジネスへの取り組みは重要な選
択肢の一つとなっています。
当協会では、
様々なサポートメニューを用意して、
皆さまの国際
化を応援しています。

To provide greater trade opportunities for Ota City companies, such as attracting new customers and developing new
business, we offer a variety of business opportunities by, for example, holding exhibitions and business meetings.

In the midst of sluggish domestic demand, companies are now faced with the important decision of whether to seek overseas
business to achieve growth. Our organization has prepared a variety of support menus to support the internationalization of
companies in Ota City.

受発注相談サービス

個別相談

国際受発注あっせん

専門のコーディネーターが、発注先か

専門家による個別アドバイス

海 外 企 業・機 関からの引合

らの要望に適した確かな技術を有する大

（ 国 際 物 流 、販 路 開 拓 、代 理

いを受けた際に大田区企業を

田区企業を無料で紹介しています。

店整備、国際規格、海外法人

また、全国の大手・中堅企業を対象と

設立、関連機関の紹介等）。

した発注案件の開拓も行っています。

ご紹介します。
相談の様子

区内企業製品の一例

相談の様子

ものづくり受発注商談会
新規顧客開拓・情報交換の場として、大田区企業を中心に全国
の発注企業と受注企業が一堂に会する商談会を開催しています。

ものづくり受発注商談会

海外セミナー・勉強会の
開催
参加無料。勉強会は会員制。テーマ：各国

海外見本市への
出展サポート

国際商談会の開催
（国内・海外にて）

大田区共同出展及び大田区企業の

大田区企業と海外企業との商談会

の市場性・投資環境、貿易実務、時事問題等。

個別出展に対して助成します。

を開催しています。

海外セミナー

ドイツ展示会

タイ商談会

国内見本市への出展支援
国内で開催される各種見本市に大田区企業と共同で出展し、新製品や新技術を
広くPRします。また、大田区企業が単独で見本市に出展するサポートとして、費用の
一部を助成する助成金も取り扱っています。
国内見本市

大田区加工技術展示商談会

おおた工業フェア

海外視察の実施

多言語間翻訳

従業員数10名以下の小規模事業者の出展を中心に、大

様々な高度技術を有し、日本の産業基盤を支える大田区

大田区企業の関心が高い国・地域を選び、現地の企業や

ホームページ、取扱説明書、契約書、カタログ、企業紹介、

田区企業の優れた「加工技術」を全国に広くPRし、具体的

企業の出展を中心に、他の展示会では見られない大田区なら

産業支援機関などの視察を通じて、市場性や投資環境を調

レストランメニュー等の翻訳の際、専門業者の紹介や助成を

な契約成立を図るための展示商談会です。

ではの工業技術や新製品を紹介する展示会です。

査しています（不定期）。

行います。

国際物流連携
協会では物流企業と
連携して大田区企業が
好条件で国際物流を利
用できる環 境を整えて
います。
大田区加工技術展示商談会

お問合わせ先
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おおた工業フェア

ものづくり・イノベーション推進課 ものづくり取引促進担当
TEL 03-3733-６１２６ FAX 03-3733-６４９６ Mail torisoku@pio-ota.jp

フランス視察

お問合わせ先

見学会の様子

ものづくり・イノベーション推進課 ものづくり取引促進担当
TEL 03-3733-6404 FAX 03-3733-6496 Mail kaigai@pio-ota.jp
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事業・技術・製品等の
創出活動を支援します

新製品・新技術の開発に関する各種助成金
大田区企業が取組む新製品・新技術の開発について、開発の段階に応じて必要となる経費の一部を助成します。
トライアル助成

Helping to create new business, technology and products

企画・設計前の市場調査に関する取組みであり、
次なるステップへ進むと見込むもの。

特許を活用することにより、

品 や 新 技 術 の 開 発を行う

大 田 区 企 業の新 製 品 開 発

活動をコーディネーターが

や 技 術 革 新を促 進させる

伴走支援します。

コーディネーターとの打ち合わせ

マッチングを行います。

試作開発

既存製品の
レベルアップ
既存技術を基に
実用化・製品化

 試作開発が終了した製品・技術そのものの付加価
値を高める開発であり、期間内に「実用化製品化の
達成（製品の完成等）」及び助成期間終了後1年以
内に市場投入を見込むもの。

大手企業や大学等の開放

学等との連携によって新製

企画・設計

実用化製品化助成

知財マッチング

大田 区 企 業と全 国 の 大

市場調査

試作品の
実用化・製品化
のための開発

トライアル助成

開発ステップアップ助成

実用化・製品化の達成

企画・設計から試作開発までの取組みであり、期間
内に「試作品の完成」を見込むもの。

By matching the technology seeds of research institutes based in universities and so on with the excellent technologies of
Ota City companies, we provide support from the new technology-creation to the market launch stage.
We support the new business of those starting up an enterprise.

産学連携支援

NEW

開発ステップアップ助成

試作品の完成

大学等研究機関が持つシーズと優れた技術を持つ大田区企業との連携をコーディ
ネートすることにより、
新たな技術の創出から市場化までを支援いたします。
創業を目指す皆様のビジネス創出を支援いたします。

■ 助成金イメージ

市場投入

実用化・製品化助成

新製品・新技術コンクール
商談ブース

大田区企業が開発した優れた新製品・新技術を募集・表彰することによって、企業の開発意欲の醸成に取り組んでいます。
また、受賞した新製品・新技術は、展示会への褒賞出展や当協会広報誌等で発表するなど、販路拡大の支援を行います。

医工連携・看工連携・介工連携支援
大田区企業が様々な分野で培った高い技術力を医療の
分野で活かす医工連携・看工連携・介工連携を推進していま
す。医療・介護業界と企業のマッチング、セミナー開催、展示
会出展、個別相談などを通して、同分野への進出を目指す
大田区企業をサポートします。大手医療機器メーカーが着手
しないニッチな医療機器、看護や介護の質の向上や従事者
の負担軽減のための各種器具等の開発支援も行います。

外資大手医療機器メーカーとのオープンイノベーション

展示会で販路拡大

各種セミナー・ワークショップ

おおた研究・開発フェア

ものづくり創業スクール

表彰式の様子

受賞した新製品・
新技術の一例

研究開発マッチングシステム

産学連携を目的とした大学研究者をお招きし、次世代産

全国の大学や大田区内外の企業が開発した新しい技術や研

創業を体験するワークショップを行うことで、創業機運を醸成し

企業や大学の研究開発者に、実験機器や試作品等

業分野等の各種セミナー・ワークショップを開催することで

究成果をPRし、共同研究・製品開発・用途開発などを目指す展

ます。また、アイデアのブラッシュアップや試作の支援を行うこと

の設計製作や共同研究のパートナーとなる開発力の

大田区企業の技術力の向上やシーズとニーズのマッチング

示会形式のマッチングの場です。来場者にとっては、自社の技

で、スタートアップを志す人の大田区での創業を促します。

高い大田区企業を紹介します（無料）。

を促します。

術革新や課題解決、新事業のヒントが得られる展示会です。
Webサイト「mirai」も併せてご活用ください。

https://www.mirai-ota.net/

次世代産業セミナー

お問合わせ先
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出展者によるプレゼンテーション

会場の様子

チームごとの活動風景

優秀なチームの発表

「研究開発マッチングシステム mirai」webサイト

ものづくり・イノベーション推進課 イノベーション創出担当
TEL 03-3733-6294 FAX 03-3733-6459 Mail innovation@pio-ota.jp
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