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リニューアルオープン！！

としま産業振興プラザ
豊島区西池袋２－３７－４
☎０３－３９８０－３１３１
利用時間：９時〜２１時３０分
休館日：毎月最終月曜日（祝日の場合は前週月曜日）
年末年始（１２月２９日〜１月３日）

としまスタートアップオフィス
７月１日オープン！
IKE・Biz４Ｆに これから豊島区内で創業を目指す方や創業後３年以内
の方の支援を目的とし、シェアデスクなどを備えた施設を開設します。
ビジネスの拠点がほしい ビジネスの繋がりがほしい
仕事の相談をしたい 家では集中できない ・・・
ミーティングデスク、ロッカー、メールボックス，Ｗｉ-ｆｉ、コピー機
プリンターetc. ご利用できます。
詳細はＨＰへ
ｽﾀﾋﾞｽﾞ ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 検索
問合せは としまビジサポへ

女性のための

起業塾 前期(基礎編)

起業したい女性の「起業に向けたスタートアップ」や、女性起業家・経営者の「もっと良くなりたい」を支援します。
自分の「強み」を見つけ「ブランド化」し、「集客」につなげるためのビジネスプランを一緒に考えましょう！

対象者 女性限定30名 （以下のいずれかに該当する方）

講師 吉枝 ゆき子 氏

①起業に興味があり、起業の考え方やノウハウを学びたい方
②起業準備中で、起業アイデアを具体化したい方
③起業直後で、事業プランをブラッシュアップしたい方

㈱ソフィットウェブコンサルティング 代表取締役
女性起業アドバイザー/ウェブコンサルタント/
ITコーディネータ（経産省推奨資格）/ウェブ解析士（上級）/
中小企業庁ミラサポ経営支援アドバイザー

開催日時・カリキュラム（全4回）
受講料無料／一時保育あり
第１回

7/1(土)

一時保育は各回5名程度、申込先着順です。

・強みを活かした勝てるビジネスプランの考え
・プチ交流会
・先輩起業家の体験談

会場風景
申込方法【期限：6/2２(木)】

第２回

7/8(土)

第３回

7/22(土)

第４回

7/29(土)

期限までに「エントリーシート」（としまビジサポ公式HPから
ダウンロード可）をメール・FAX・郵送のいずれかでとしま
ビジサポへご提出ください。

・ブランドコンセプトを考える

・収益性を高めるためのビジネスプランの考え方

詳細やエントリーシートの
ダウンロードについては
ビジサポＨＰをご覧ください。

・起業に役立つネット集客のコツ
・プラン発表＆講評
・プチ交流会

豊島区の産業見本市として知名度を上げてまいりました、としまものづくりメッセが昨年度も開催されました。
皆様のご出展・ご来場のおかげさまで、大盛況に終わることができました。
この場を借りて深く御礼申し上げます。

開催概要
◆名称
◆会場
◆入場料
◆出店規模
◆来場者数

第１０回としまものづくりメッセ
サンシャイン展示ホールB（文化会館４F）
無料
９８社・団体／１０６小間
３月２日（木）
雨
４，６７７名
３月３日（金）
晴れ
６，４３４名
３月４日（土）
晴れ
８，２８６名

合計１９，３９７名

第１１回としまものづくりメッセ開催予定
２０１８年３月１(木)・２(金)・３(土)開催
詳細は、ビジサポ通信・広報としま等で随時発信！！

参加無料

第1回としまビジサポセミナー

原則として既往の保証協会の保証付融資のすべてが借換の対象となります！
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「人材確保と定着化」

講 師

日 時

㈱日本コンサルタントグループ
食品・サービス研究所
経営コンサルタント

14:00
定 員

山本 稔 氏
内 容

平成29年6月21日（水）

人口減や景気回復基調にともなう雇用の拡大等
により、パート・アルバイト確保の厳しさは増して
いくことが予想されます。本セミナーでは、人材を
確保し、定着率をあげるヒントについて、成功例、
失敗例を交えながらご紹介いたします。

16:00（13:30受付開始）

30名（区内事業者優先）

対 象

・飲食店の経営者の方

会 場

豊島区生活産業プラザ201会議室

・飲食店の開業を考えている方

(東池袋1-20-15 2階)

【主催】豊島区【特別協力】アサヒビール株式会社

申 込

①お名前 ②参加人数 ③事業所名 ④事業所所在地 ⑤お電話番号 ⑥メールアドレス
を電話・FAX・Eメールいずれかで6月19日(月)までに商工グループへ
【TEL】4566-2742【FAX】5992-7088【Eメール】A0029099@city.toshima.lg.jp

事業資金のご相談はぜひ日本公庫へ！！
日本公庫は中小企業・小規模事業者の皆さまのための政策金融機関です。お気軽にご相談ください。
例えば、
このようなお使いみちにご利用いただけます。
◆キャンペーン等の販促費用

インバウンド（訪日外国人受入）に関する
融資制度も取扱しています。

◆新規に雇用する従業員の人件費

◆新規に雇用する従業員の人件費 ●ご相談・お問い合わせはこちらまで

節電・省エネの無料アドバイスをします

〜省エネコンサルタント派遣事業〜
〜省エネコンサルタント派遣事業〜
*飲食店等の生活衛生関係営業者がご利用いただける制度
振興事業貸付は、振興計画の認定を受けた生活衛生同業
組合の組合員の方がご利用いただける制度です。

【受付時間】月〜金：９時〜１９時
※祝日、年末年始はご利用いただけません。

お問い合わせ先
ＴＥＬ ０３−３９８３−２１３２

各業種別業況の動き（実績）と来期の予測
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【製造業】

【サービス業】

業況は厳しさがやや和らぎ、売上額、収益はともに減少・減益幅が大きく
縮小した。販売価格は前期同様の水準で、原材料価格は上昇がやや強
まった。
資金繰りは窮屈感がわずかに強まり、借入難易度は前期並になった。
「借入をした／借入の予定あり」の割合はやや減少し、設備投資を「実施し
た・予定あり」の割合は横這いで推移した。

業況は低調感がやや強まり、売上額は減少幅がやや拡大し、収益は前
期並の減少が続いた。料金価格は下降がやや強まり、材料価格は上昇
がわずかに弱まった。
資金繰りは窮屈感が大きく緩和し、借入難易度は厳しさが大きく和らい
だ。「借入をした／借入の予定あり」の割合はわずかに減少し、設備投資
を「実施した・予定あり」の割合は大幅に減少した。

【建設業】

【卸売業】
業況は大きく悪化に転じた。売上額は極端に増加に転じ、収益は大きく好
転した。仕入価格は上昇が非常に強まり、販売価格は大きく上昇に転じた。
資金繰りは前期同様の容易な状況が続き、借入難易度は容易さがかなり
縮小した。「借入をした／借入の予定あり」の割合はやや増加し、設備投資
を「実施した・予定あり」の割合は大幅に減少した。

業況は大幅に好転し、売上額は増加幅がかなり拡大し、収益はわずかに水面下を
脱した。受注残は増加幅がかなり拡大し、施工高は水面下を大きく脱した。請負価格
は前期並の水準となり、材料価格は上昇傾向がやや強まった。
資金繰りは厳しさがやや和らぎ、借入難易度は容易さが増した。「借入をした／借入
の予定あり」の割合は大幅に減少し、設備投資を「実施した・予定あり」の割合はわず
かに減少した。

【小売業】

【不動産業】

業況は前期並の悪化幅となった。売上額は減少幅がわずかに拡大し、収
益は前期並の減少が続いた。仕入価格は前期並の上昇が続き、販売価格
は上昇傾向がやや強まった。
資金繰りは窮屈感がやや緩和され、借入難易度は前期同様となった。「借
入をした／借入の予定あり」の割合は大幅に増加し、設備投資を「実施し
た・予定あり」の割合は前期並となった。

業況はかなり好調感が強まり、売上額は増加幅が大きく拡大し、収益は
やや後退した。販売価格は上昇幅がやや拡大し、仕入価格は上昇がわ
ずかに弱まった。
資金繰りは厳しい状況に転じ、在庫数量はわずかに不足感が緩和した。
借入難易度は大幅に後退した。「借入をした／借入の予定あり」の割合
はわずかに減少した。

※D.I（ディーアイ）は、増加（又は「上昇」「楽」など）したと
答えた企業割合から、減少（又は「下降」「苦しい」など）
したと答えた企業割合を差引いた数値のことで、不変部
分を除いて増加したとする企業と減少したとする企業の
どちらかの力が強いかを比べて時系列的に傾向をみよ
うとするものです。

【調査概要】
１．調査時期 平成29年3月上旬
２．調査方法 面接聴取調査
３．調査の対象と回収状況
→
４．調査機関
一般社団法人 東京信用金庫協会
５．分析・作成
㈱ 東京商工リサーチ
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『としまビジネスサポート通信』に対するご意見、ご要望などありましたら、何でもお寄せください。
豊島区 文化商工部 生活産業課 商工グループ
TEL：03-4566-2742 FAX：03-5992-7088 メール：A0029099@city.toshima.lg.jp

