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Nagaoka Activation Zone of Energy  NPO法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ

   ☆★☆ ＮＡＺＥメール（2015.06.10 №477号） ☆★☆

    ＝  ＮＡＺＥはおかげさまで設立１０周年を迎えました。＝     
           
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
・このメールは、ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの会員の皆様、
  配信申込をいただいた皆様、ＮＡＺＥスタッフが名刺交換をさせて
  いただいた皆様に各種情報をお知らせするメールです。

― ▼ ＩＮＤＥＸ ▼  ―――――――――――――――――――――――
 01：ＮＡＺＥコラム
 
  02：ＮＡＺＥからのお知らせ
   【(1)第19回機械要素技術展『長岡ものづくりゾーン』出展社ご紹介!】
     【(2)「長岡ものづくり現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ」締切りせまる！】
     【(3)「ものづくり現場改善支援事業」参加企業募集 締切りせまる！】
   【(4)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(5)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【㈱サカタ製作所】
   【長岡造形大学】
 
 04：会員・支援機関等からの情報提供  
     【(1)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
   【(2)長岡市からのお知らせ！】
   【(3)長岡商工会議所からのお知らせ！】
   【(4)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
    
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・暑くなったり、寒くなったりと気温の変化が大きい今日この頃ですが、
 皆様、体調は大丈夫でしょうか。私は、気温の変化に体がなれず、だるい
  日々が続いています。(天気のせい？）
 事業も次々と始まっておりますので、体にエナジー(ビール！)を添加して
 気合を入れ直して頑張ってまいります。（逆効果では？）
 
--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)第19回機械要素技術展『長岡ものづくりゾーン』出展社をご紹介!
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、機械要素･加工技術を集めた日本最大級の展示会「第19回
 機械要素技術展M-Tech」に(6/24～26)、『長岡モノづくりゾーン』として
 出展いたします。
 今回は、長岡から初夏の大展示会に出陣する『長岡ものづくりゾーン』の
 出展企業１０社をご紹介します！（※50音順）

  ①㈱アルモ     
 
  ②㈱サンシン

  ③㈱鈴民精密工業所 (豪技2015認定企業)
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  ④第四電設㈱ (豪技2015認定企業)
   
  ⑤中越鋳物工業協同組合 

  ⑥長岡スプリング㈱ 

  ⑦㈱長岡歯車製作所

  ⑧新潟県木型工業会

  ⑨㈱プレテック・エヌ

  ⑩㈱ヤマグチ機械

 ≪展示会概要≫

 【日  時】平成２７年 ６月２４日(水)～２６日(木） の３日間

 【会  場】東京ビッグサイト(※長岡ものづくりゾーンは「東50-34」)

 ぜひ会場まで足をお運びください！！
 皆様の熱い声援をお待ちしております！！
  
--------------------------------------------------------------------
  (2)「長岡ものづくり現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ」締切りせまる！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、ものづくり企業で生産管理や現場改善に関わっている方や
 企業のＯＢの方を対象に、生産効率を高める現場改善のノウハウを身につ
 けていただくため、『長岡ものづくり現場改善インストラクター養成スク
 ール」を開講いたします。
 申込締切が迫っておりますが、まだ間に合います！
 ご参加をお持ちしております！
   
 【期   間】平成２７年７月９日(木)～１０月９日(金）

 【実施回数】毎週木曜日(一部金曜日あり）の計１６日間
              ※時間は、9:00～12：30、13:30～17:30を予定

 【対  象】①ものづくり企業に勤務し、生産現場の管理や改善に携わっ
        ている方。
       ②上記経験を持ち、市内に住所を有するものづくり企業の
        ＯＢの方。
 【募 集 数】１０名（定員を上回る場合は市内企業の受講を優先）

 【費  用】市内企業：１５万円、市外企業：２５万円、ＯＢ：２万円
       ※過去にスクールを終了した従業員がいる企業は半額。

 【申込締切】６月１９日（金）まで

 【受講決定】書面審査により受講生を決定し、書面で結果を通知します。
       ※受講決定者には７月２日（木）に受講ガイダンスを開催。

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3715/

  【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz          
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--------------------------------------------------------------------
  (3)「ものづくり現場改善支援事業」参加企業募集 締切りせまる！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、改善活動の専門家「ものづくりインストラクター」の派遣
 により、会員及び市内企業の現場改善活動を支援します。
 こちらも締切が迫っておりますので、現場改善活動に「取り組みたい！」
 「促進させたい！」とお考えの企業は、今すぐお申込みください！

 【内  容】「ものづくりインストラクター」を1名派遣し、インストラク
       ターと企業担当者で一緒に改善活動に取り組みます。

 【日  時】平成２７年 ８月～１２月の５ヵ月間
       ※インストラクターの訪問時間は、9:00～16:30

 【募集企業】ＮＡＺＥ会員企業及び長岡市内企業

 【募 集 数】２～３社

 【負 担 金】100,000円（NAZE会員は50,000円）

 【支援決定】ものづくりインストラクター及び事務局で協議･決定します。

 【決定結果】７月中旬迄に決定します。

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3724/

 【申込締切】６月１９日（金）まで

 【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz   

 --------------------------------------------------------------------
  (4)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥメールは、会員企業や関係機関の皆様への情報提供を目的に定期
 的に発信しておりますが、ぜひＮＡＺＥメールで「取り上げてほしい！」
 「ご紹介したい！」という内容があれば、お気軽に事務局までお寄せくだ
 さい！どんどん新しい情報を発信していきましょう！

 【ご連絡先】ＮＡＺＥ事務局
       TEL:0258-42-8700、FAX:0258-42-8701、mail:info@naze.biz   

--------------------------------------------------------------------
  (5)ＮＡＺＥプチ活動報告！
--------------------------------------------------------------------

 ①「M-Tech『長岡ものづくりゾーン』第2回出展社説明会」を開催
  
  ・６月３日(水)NICOテクノプラザ 会議室にて、第19回機械要素技術展
   M-Techへ出展する『長岡ものづくりゾーン』の第２回出展社説明会を
   開催。出展する10社が集まり、展示会当日までの最終スケジュールや
   注意事項等を確認しました。
 
--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【㈱サカタ製作所】週末は別人 海外の街 気ままに“ぶらぶら”
   〔平成２７年 ６月５日（金） 日刊工業：２３面〕
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 ■【長岡造形大学】「こどもものづくり大学校」始まる
   〔平成２７年 ６月６日（土） 長岡新聞： ２面〕
 
--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供    
  (1)(公財)にいがた産業創造機構(NICO)からのお知らせ！    
  ①平成２７年度「モノづくりクリニック」のご案内
--------------------------------------------------------------------
・モノづくりクリニックは、県内の生活関連産業の売れる商品づくりのため
 に、企業の気になるところ、改善したいことについて、専門家等から実態
 に即したアドバイスを提供するものです。
 ご相談を希望される方は、ぜひお申込みください。（相談無料）

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2742/

--------------------------------------------------------------------
  ②平成２７年度「小規模企業者等設備貸与事業」募集中です！
--------------------------------------------------------------------
・小規模企業者等設備貸与事業とは、創業や経営の革新に取り組む県内企業
 の皆さまが必要とする設備を、NICOが皆さまに代わって購入し、割賦販売
 又はリースする制度です。
 従来から実施していた設備貸与事業を、小規模企業者等にとって、より利
 用しやすい制度になるよう内容を見直しました。ぜひご利用ください。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/1928/

--------------------------------------------------------------------
  ③平成２７年度「中小企業等外国出願支援事業補助金」募集開始！
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、優れた技術等を外国において広く活用しようとする中小企業者
 等が行う、外国への特許等の出願に必要な経費の一部を補助します。
 この機会にぜひご活用ください！

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2833/

--------------------------------------------------------------------
 (2)長岡市からのお知らせ！
  ①「ものづくり起業者事業所賃料等補助金」募集期限延長のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・市内で事業所を構え、事業を開始しようとする製造業の起業者に対し、事
 業所の賃料等の経費の一部を支援することで、将来の地域産業を担う起業
 者の事業拡大を促進を目指す「ものづくり起業者事業所賃料等補助金」の
 募集期限が延長されました。
 この機会にぜひご活用ください！
 
 【対 象 者】
     ・創業後10年以内
    （※NBIC、NARIC、NTICの入居者は創業10年経過後も可）
     ・長岡市に住所を有する常時勤務者が2人以上であること
    ・製造業又は情報サービス業に該当する事業を営む者

 【対象事業】製造業又は情報サービス業に係る事業のために用いる事業所
       の賃借及び事業所、設備の改装

 【補 助 率】
  ①賃借料：1年目2/3以内、2年目以降1/2以内(限度額月10万円)
 
  ②改装費：2/3以内（限度額100万円）
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 【募集締切】平成２８年１月２９日（金）まで随時募集
       ※予算に達し次第終了
 
 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-jigyosyo.html

--------------------------------------------------------------------
  ②「国際規格等認証取得支援補助金」募集期限延長のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業の新分野進出や受注拡大を促進するため、中小企業者が行う国際
 規格等の認証取得に要する経費に対して補助金を交付する「国際規格等認
 証取得支援補助金」の募集期限が延長されました。
 この機会にぜひご活用ください！

 【対 象 者】長岡市内に事業所を有し、製造業に該当する中小企業者等
 
 【対象事業】ISO9001(品質)、ISO14001(環境)、ISO13485(医療機器)、
       ISO22000･FSSC22000(食品安全)、ISO/TS16949(自動車)、
       JIS Q 9100(航空宇宙)及びそれらに相当する認証規格の取得

 【補 助 率】補助対象経費の1/2以内（限度額50万円）
 
 【募集締切】平成２８年１月２９日（金）まで随時募集
       ※予算に達し次第終了

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-kokusaikikaku.html

--------------------------------------------------------------------
  ③「産学金連携研究開発補助金」まだ間に合う！
--------------------------------------------------------------------
・市内中小企業の競争力を高めるため、市内中小企業が学術機関と連携し、
 金融機関から融資を受けて行う、付加価値の高い新製品開発を支援します。

 【対 象 者】市内に事業所を有し、製造業に該当する中小企業者
        ※学術機関と連携し、金融機関からの融資を受け、
        開発に取り組むこと。

 【対象事業】次に掲げるテーマ型かシーズ型の、いずれかに該当する付加
       価値の高い新製品開発の事業のうち、2箇年度以内での製品化
       に取り組むもの。

  ①テーマ型：健康・医療・福祉分野、航空・宇宙分野、ロボット分野、
        防災分野などに該当する事業 

  ②シーズ型：学術機関の持つ研究シーズ等を基に実施される事業

 【補 助 率】補助対象経費の３分の２以内
       （※最低額500万円、最高限度額1,000万円） 

 【募集締切】６月３０日（火）まで
 
 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-sangakukin.html

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①「販売実績を伸ばす営業力強化セミナー」開催のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・市場の縮小や顧客ニーズの多様化により、従来からの営業アプローチだけ
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では売上が伸び悩む傾向が見られ、現状を正しく認識しながら自社の強み
 を活かし、売上を確実に伸ばしていくことが求められています。
  本セミナーは、売れない原因と売れ続ける営業の秘策やアプローチ方法の
  事例など、売上アップに役立つ営業力強化のポイントを学びます。
  多くの皆様からのご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年 ７月８日（水）14:00～16：00

  【会  場】長岡商工会議所 ２Ｆ大ホール

 【講  師】ジャイロ総合コンサルティング㈱
         セミナー事業部長 渋谷 雄大 氏 
    
  【受 講 料】無 料
 
 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/549/

--------------------------------------------------------------------
  ②プレゼン、商談、会議で役立つ！「ビジネスコミュニケーション研修」
   ～ビジネスを成功に導く話し方～ 開催のご案内
--------------------------------------------------------------------
・本研修では、営業・販売サービス担当の方を対象に、社内外で上手に伝え
 る「話し方」から、聞きたい情報を得るための「質問力」を磨くポイント
 など、演習を交えながら実践的に学びます。
  プレゼンや商談、会議などの場面で効果的な「話し方」のスキルや、仕事
 を円滑に進めて成果を伸ばすためのビジネスコミュニケーション力を磨き
 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｿﾝとしてのスキルアップを目指すことを目的に開催します。

 【日  時】平成２７年６月２３日（火） 10：00～16：00

  【会    場】ハイブ長岡 ２F AB会議室（長岡市千秋3丁目315-11）

  【受 講 料】長岡商工会議所の
        会員企業 1名5,000円／非会員企業 1名10,000円 

  【講    師】WACHIKA 代表 フリーアナウンサー 阿隅 和美 氏

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/555/

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①第4回国際技学カンファレンスin長岡 プレイベント
   ～海外展開交流サロン～ のご案内
--------------------------------------------------------------------
・「第４回国際技学カンファレンス in 長岡」が、６月２０日(土)と２１日
 (日)の両日、長岡技術科学大学を会場として開催されます。
 この会議には、世界十数カ国から多数の参加者が見込まれます。
 
 この機会に、海外への事業展開を実施中、あるいはご検討中の地元企業の
 皆様と会議出席者との自由な交流の場として、会議前日の６月１９日(金)
 に、プレイベント『海外展開交流サロン』を開催します。 

 この交流会では、地元企業の発表に加え、外国の慣習など、世界各国にお
 いて事業を展開する上で是非、知っておくべき事項などを関係者の方から
 ザックバランにお話し頂きます。
 
 海外展開されている企業、海外展開をご検討中の地元企業の皆様にとって、
 極めて有用な情報を提供できると思いますので、ぜひご参加ください！



file:///E¦/01_NAZE全体/NAZEメール/27年度/ネットマガジンＮＡＺＥ477－20150610.txt[2015/06/23 16:30:46]

 【開 催 日】平成２７年 ６月 １９日（金） 13：00時～17：00 

  【会  場】長岡商工会議所 ２階大ホール（長岡市坂之上町2-1-1）

 【参 加 費】無 料 

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/igcn_news140426.html

-------------------------------------------------------------------- 
05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       

◇ ６月１０日（水） 18：00～  ５Ｓ公開講座     テクノプラザ
◇ ６月１８日（木） 17：30～  技 術 部 会 ③    長岡商工会議所
◇ ６月２２日（月） 17：30～  交 流 部 会 ③    テクノプラザ
◇ ６月２３日（火） 18：00～  ＮＥＸＴ道場③    テクノプラザ
◇ ６月２４日（水）      機械要素技術展M-Tech  東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ    
   ～２６日（金） 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見・ご要望・ご感想・ご紹介したい内容等をお寄せください。
 ☆★☆会員募集中です！ お問い合わせは事務局までお願いします☆★☆
 ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
 〒940-2127 長岡市新産4-1-9NICOテクノプラザ内 http://www.naze.biz
      TEL:0258-42-8700 FAX:0258-42-8701 E-mail:info@naze.biz
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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