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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（2015.07.01 №480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)「近隣企業 工場見学会」のご案内！】
   【(2)「ＮＡＺＥ交流塾2015」塾生募集！】
   【(3)「長岡技術科学大学 研究室見学会」のご案内！】
   【(4)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」のご案内！】
   【(5)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(6)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【ＮＡＺＥ】
    
 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
--------------------------------------------------------------------
・第19回機械要素技術展M-Techが無事終了いたしました。会期中に『長岡モ
 ノづくりゾーン』にお越しいただいた皆様、長岡を応援いただき、誠にあ
 りがとうございました。
 今年のM-Techは、展示会全体の来場者数で昨年度よりも約1,000人近く多
 い81,469人との速報が出ております。事務局の所感ですが、『長岡モノづ
 くりゾーン』も、出展社の皆様の努力とご協力により、昨年よりも多くの
 お客様がお立ち寄りされたように感じています。
 『長岡モノづくりゾーン』の会期中の成果は現在集計中ですが、このM-Te
 chを通じて、出展社や長岡地域の企業に多くの受注・利益が出れば、事務
 局も嬉しく思います。

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  （1)「近隣企業 工場見学会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・平成27年度「近隣企業 工場見学会」を開催します。今年度は、国際石油
  開発帝石㈱長岡鉱場と東日本鉄道㈱信濃川発電所の2社を見学いたします。
 また、見学後、交流会を開催いたします。是非ご参加ください。

 【日  時】平成２７年度７月２８日(火) 13：00～20：30
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 【募集人数】２０名（先着順）

 【見 学 先】①国際石油開発帝石㈱長岡鉱場
       ②東日本鉄道㈱信濃川発電所

 【参 加 費】５，０００円（交流会費）
 
 【申込期限】７月１３日（月）まで

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3767/

--------------------------------------------------------------------
  (2)「ＮＡＺＥ交流塾2015」塾生募集！
--------------------------------------------------------------------
・「わが社は海外との取引はないから、海外の出来事は関係ない。」なんて
 思っているあなた！入塾資格、大いにありです。あなたの常識が世界の非
 常識なんてことも…。
 交流塾では、リラックスした雰囲気の中で、グローバルな視点を持つこと
 の大切さについて学びます。あわせて、世界をつなぐ道具である、英語に
 もチャレンジします。是非お申込下さい。

 【日  程】平成２７年７月１７日(金)から１２月１０日(木) 計１０回
       ※第１回：７月１７日（金） 午後５時３０分～
        （まちなかキャンパス長岡 ４階創作交流室）

 【入 塾 代】１５，０００円／人 （NAZE会員企業１０，０００円）
       ※その他 教科書代 １，０００円

 【申込期限】７月６日（月）まで

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3756/

--------------------------------------------------------------------
  (3)「長岡技術科学大学 研究室見学会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・NAZEでは、長岡技術科学大学の研究室見学会を、下記のとおり計画いたし
 ました。新たな事業発展のきっかけづくりの場として、是非ご活用くださ
 い。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年７月１５日（水）16：20～18：00

 【見 学 先】①永澤茂研究室「計算力学支援・塑性加工研究室」
        (機械創造工学専攻教授・産学連携担当教授)
 
       ②田辺郁男研究室「加工・生産工学研究室」
         (機械創造工学専攻教授・ﾃｸﾉｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長）
 
 【参 加 費】無 料
 
 【募集人数】１３名（先着順）
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 【申込期限】７月７日（火）まで 
        
 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3769/

--------------------------------------------------------------------
  （4）「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・大好評「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」！皆様、既に日程の確保はしてい
 ただけましたでしょうか！？
 ＮＡＺＥの会員相互の交流を深め、熱い夏を乗り切りましょう！
 多数の皆様のご出席をお待ちしております！

 【開催日時】平成２７年８月２６日（水） 18：00～

 【会  場】かも川別館（住所:長岡市柏町2-8-25、TEL:0258-35-2341）
 
 ※後日、会員の皆様には、正式なご案内をいたします。

--------------------------------------------------------------------
  (5)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   

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

 ①「第3回ＮＥＸＴ道場」を開催！
  
  ・６月２３日(火)NICOテクノプラザ 交流サロンにて、「ＮＥＸＴ道場」
   を開催。今年度3回目となる今回は、桑原塾長から経営分析の「固定
   費と変動費」や「損益分岐点」について、実際の計算を交えて、ご講
   義いただきました。

 ②第19回機械要素技術展M-Techへ『長岡モノづくりゾーン』として出展！
  
  ・６月２４日(水)～２６日(金)までの３日間、東京ビッグサイトにて、
   「第19回機械要素技術展M-Tech」に『長岡モノづくりゾーン』として
   長岡市内の企業１０社で出展いたしました。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【ＮＡＺＥ】「長岡モノづくりゾーン」は見どころ満載！
   〔平成２７年 ６月２４日（水）日刊工業：１８面〕

--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供    
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  (1)(公財)にいがた産業創造機構(NICO)からのお知らせ！    
  ①「海外市場獲得サポート事業」「中核企業海外販路拡大促進事業」
    助成金 二次募集のご案内
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、成長する海外市場において、代理店獲得など現地企業との提携
 により輸出拡大を図るため、県内企業の商品・製品・サービスについて、
 海外での市場調査及び販路開拓（見本市出展等）に要する経費の一部を助
 成します。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/3395/
 
--------------------------------------------------------------------
  (2)長岡市からのお知らせ！
  ①「長岡市ものづくり未来支援補助金」二次募集のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む新製品開発や製品開発後の販売戦略設備投資を含めた
 ものづくり中小企業の総合的な支援を行う「長岡市ものづくり未来支援補
 助金」の二次募集を受け付けてます。是非ご活用ください。
 
 【対 象 者】市内に事業所を有する、製造業に該当する中小企業者等
 
 【対象事業】
  A ベンチャー開発支援：創業後10年以内の起業者が取り組む新技術・新
                           製品開発。（補助率2/3以内、限度額200万円）
 
  B 技術・製品開発支援：付加価値の高い新技術・新製品開発
             （補助率1/2以内、限度額500万円）
 
  C ブランド 化 支 援 ：公的資金を活用して開発した製品のブランド化
             〔デザイン改良、展示品作製、広告資料作成など〕
             （補助率1/2以内、限度額200万円） 

  D 設 備 投 資 支 援 ：製品の開発、加工、製造などに必要な設備の導入
             〔500万円以上の設備〕 
             （補助対象経費の5年分の額、限度額200万円） 

 
 【募集締切】８月１０日（月）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-monodukuri.html

--------------------------------------------------------------------
  ②「長岡市新エネルギー開発支援補助金」二次募集のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む同分野の新技術・新製品や、地域の技術力を生かした
 発電装置等の開発を支援するための「長岡市新エネルギー開発支援補助金」
 の二次募集を受け付けています。是非ご活用ください。

 【対 象 者】市内に事業所を有する中小企業者等

 【内  容】≪長岡ブランド発電装置開発支援補助金≫
       A 発電装置等の開発
         （補助率3/4以内、限度額1,000万円）※最大3年間
 
       B 発電装置等の効率化の技術開発、改良等
         （補助率1/2以内、限度額800万円） ※最大2年間
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       ≪新エネルギー・省エネルギー技術開発補助金≫
        付加価値の高いエネルギー分野の新技術・新製品を開発し、
        新規市場への参入やシェア拡大に取り組む事業
         （補助率1/2以内、限度額800万円）

 【募集締切】８月１０日（月）まで

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

--------------------------------------------------------------------
  ③えちご川口温泉ホテルサンローラ「宿泊研修プラン」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・信濃川と魚沼川を高台から望む絶景の環境の、集う、語り合う、学ぶ、遊
 ぶ、憩う、わかちあう研修やグループの方に最適な宿泊施設です。
 企業の研修会等で、ぜひご活用ください。

 【詳  細】http://www.hotel-sunrolla.jp/topics/463/

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①「資金繰り相談会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・「金融機関との交渉はどのようにしたらいいの？」「融資を申し込むには
  何が必要なの？」「どんな制度融資があるか聞いてみたい。」など、
  資金繰りに関するお悩みはありませんか？
  経営指導員が資金繰り相談に対応させていただきます。
  また、ご希望に応じて、㈱日本政策金融公庫長岡支店担当者との融資相
  談（一日公庫）、財務強化に向けた税理士からの助言（専門家相談）も
  可能です。この機会にぜひご相談ください。
   
 【日  時】平成２７年７月１４日（火） 9：30～16：00
 
  【会    場】長岡新産管理センター ２階会議室 
 
  【申込方法】希望時間を明記の上、お電話、ＦＡＸ、E-mailにて
       お申し込みください。

 【申 込 先】長岡商工会議所 営業サービス課 経営支援係
              TEL：0258-32-4500、FAX：0258-34-450
       Mail:keiei@nagaokacci.or.jp
 
 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/400/

--------------------------------------------------------------------
  ②直前対策！「マイナンバー制度対応セミナー」ご案内！
--------------------------------------------------------------------
・2016年1月より運用が開始される「マイナンバー制度」は、マイナンバー
 を含む個人情報を「特定個人情報」として定義し、取得・管理については
 従来の個人情報以上に厳格な運用が義務付けられるもので、国内で事業活
 動をする全ての事業者に対応が必要な制度です。
  本セミナーは、今年10月から国民一人一人に12桁のマイナンバー（個人番
  号）が通知されるのを控え、直前に迫ったマイナンバー制度にどう対応す
  べきか、わかりやすく解説いただきます。

 
  【日  時】平成２７年９月２日（水）14：00～16：00
  
  【会  場】ハイブ長岡２Ｆ特別会議室「けやき」(長岡市千秋3-315-1)
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  【講  師】㈱野村総合研究所
         未来創発センター 制度戦略室長 梅屋 真一郎 氏     
  
  【受 講 料】無 料（定員150名・先着順）

  【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/561/

--------------------------------------------------------------------
  ③長岡ものづくりネットワーク事業
   長岡ものづくり技術「企業ガイドブック」新規・継続掲載のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・長岡ものづくりネットワークでは、新規取引の開拓、ビジネスチャンスの
 拡大に向けて長岡ものづくり技術「企業ガイドブック」を発刊し、県内外
 の企業から大変好評をいただいております。
 今回、掲載内容を更新し、２０１５版を作成いたしますので、この機会に
 是非ともご掲載ください。

 【掲 載 料】新規掲載：１０，０００円、継続掲載：５，０００円

 【発行部数】５，０００部（掲載企業へは５冊お配りします。）

 【掲載内容】各社の得意とする技術や製品・主要設備などの情報や代表者
       ・所在地・連絡先等の基本情報をカラー写真で掲載しＰＲし
       ます。

       ※なお、掲載情報は、企業ガイドのＷＥＢ版 「長岡ものづく
        り技術」に掲載いたします。
        ＵＲＬ  http://www.nagaoka-monodukuri.jp/guide.html

 【配布計画】「関西機械要素技術展」（10/7～9インテックス大阪）来場者
       へ配布する他、関東および県外の有力企業に配布します。

 【申込期限】７月１０日（金）まで

 【申込方法】長岡ものづくりネットワーク事務局
       長岡商工会議所 工業係へ、ＦＡＸまたはメールにてお申込
       下さい。 
       TEL0258-32-4500 FAX0258-34-4500 
       E-mail：kougyou@nagaokacci.or.jp

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/564/

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①平成２７年度技術開発センター
    プロジェクト成果報告会「知の実践」の開催のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・技術開発センターの研究活動の一環として、プロジェクト参加企業から
 長岡技術科学大学との共同研究により得られた成果を広く社会に発信す
 ることにより、技術の実用化を促進させることを目的に開催いたします。

 【日  時】平成２７年７月１０日（金）13：30～16：40

 【会  場】長岡技術科学大学 マルチメディアシステムセンター

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/pdf/2015/e_150618.pdf

--------------------------------------------------------------------
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05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       
 
◇ ７月 ２日（木） 13：00～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
◇ ７月 ７日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場④
◇ ７月 ８日（水）      ５Ｓチェック会 工場見学
◇ ７月 ９日（木）  9：00～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ 開校式
◇ ７月１３日（月） 17：00～ 広報部会③・大懇親会
◇ ７月１５日（水） 16：20～ 長岡技大研究室見学会
◇ ７月１５日（水） 17：00～ 交流部会④・ミニ講演会

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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