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起業したい 仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”

特 徴
●起業の専門家による事業成功のためのアドバイスが無料で受けられます。
●起業に必要な心構えや知識・ノウハウを習得できます。
●起業時だけでなく、起業した後もサポートを受けられます。
●先輩起業家や起業を目指す他の方々と出会えます。

このような方におすすめです
●起業をしたいけど、何から手を付ければ良いか分からない方
●開業の手続きや資金調達の方法が分からない方
●起業をしたけど、売上が思うようにいかない方
●同じ境遇にいる起業家と悩みを共有したい方

【 相 談 】

【セミナ ー】

【交流会ほか】

起業に関する各分野の専門家が起業を目指す皆さんと一緒に
事業を成功させる方法を考えます。無料です。

起業に必要な心構えや知識・ノウハウを修得するセミナーを、
事業の段階や課題に応じて開催します。

先輩起業家や他の起業を目指す方と情報交換していただける
交流会や、起業家支援イベントを開催します。

内容

【 相 談 】

【セミナー・交流会など】

8時30分～17時00分（土曜日・日曜日、祝日及び12月29日～1月3日を除く）

開催日時が決まりましたら、ホームページ等にてご案内いたします。

実施時期

起業の専門スタッフが相談に
対応いたします。

スタッフ

平成26年度 実施概要

起業を実現するだけでなく早期に事業を軌道に乗せ安定的に経営を
継続出来るよう、起業家に必要な心構えや知識・ノウハウを修得する
セミナーを、事業の段階や課題に応じて開催しました。

内容

「アイデア創出方法とビジネスチャンスのつかみ方」
開催日：平成25年10月8日（火）

「利益を産み出す！ビジネスプラン作成講座」
開催日：平成25年11月7日（木）～26日（火）（全4回）

「独立・開業するために必要な準備と事務手続き」
開催日：平成25年7月30日（火）～8月29日（木）（全3回）

「飲食店開業講座～自分でできる！ 繁盛飲食店＆カフェ～」
開催日：平成25年9月12日（木）～26日（木）（全3回）

「わたしの“トクギ”を“シゴト”にする！ 女性向け商品・サービスで起業講座」
開催日：平成26年3月18日（火）・25日（火）（全2回）

「お客様の『食べたいっ！』を引き出す“食品や料理の”商品撮影実践講座」
開催日：平成26年3月20日（木）・27日（木）（全2回）

テーマ等

平成25年度 開催の様子 －起業家向けのセミナー

松阪牛専門の鉄板焼店開業にあたり、仙台市産業振興事業団に開業資金の
融資について相談しました。
自分に合った資金調達方法を紹介いただいた他、事業計画書の書き方や金
融機関との付き合い方、初期投資額を抑えるコツについても具体的なアドバ
イスをもらったことで開業への不安が和らぎ、それまで以上に意欲的に事業
に取り組めるようになりました。
開業前には焼肉業界で長年働く中、牛肉の各部位の特徴・調理法等を学んで
きました。鉄板焼きと言えばサーロインやヒレが有名ですが、当店ではそれ
以外の部位のおいしさ・食べ方を、より多くの皆様に伝えて行きたいです。

起業家向けセミナーの様子

事業の構想段階から親身に相談に応じます 商品撮影実践講座の様子

オーナーの田中勝様

牛肉はこだわりの松阪牛のみを使用

先輩起業家や起業を目指す方との交流の場を提供します

ビジネス開発ディレクター
波多野 卓司
中小企業診断士

ビジネス開発ディレクター
佐々木 美織
コーディネーター

ビジネス開発ディレクター
遠藤 邦泰
金融機関OB

住所
TEL
営業

仙台市青葉区国分町1-6-1ルナパーク一番町ビル3階　
022-212-5330
12:00～14:30、17：30～24：00、年中無休

鉄板 松阪屋（2013年11月開業）

平成26年1月、仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”が仙台市産業振興事業団内に
オープンしました。事業内容がまだ決まっていない段階から、起業後の事業が安定期に
入るまで、幅広くきめ細やかなサポートを行います。どんなにささいなお悩みでもかま
いません。お気軽にご相談ください。

担当／中小企業支援課
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経営課題を
解決したい 経営相談

特 徴
●無料で経営に関するお悩み相談を受けられます。
●３つの相談窓口をご利用いただけます。
　○窓口・電話相談
　○出前経営相談
　○法律相談

このような方におすすめです
●経営に関してアドバイスを希望される方
●資金調達や事業見直しを考えている方
●専門家に現場に訪問してもらい、課題解決を希望する方
●売掛金の回収や契約・取引問題など、法律関係で悩んでおり、弁護士に相談したい方

平成26年度 実施概要

窓口・電話相談 延べ766件、出前経営相談 述べ69件、
法律相談 延べ11件

実施回数

◎A社
過疎地の住民の不便を解消するため、A社は食品スーパーの開
業を考えていました。前職もスーパーに勤務をしており、経験は
あったものの、資金調達に不安を抱えていました。そこで、金融
機関のOBが融資申込みの際に必要となる事業計画の策定支援
を行いました。また、融資決定後は現場に訪問することで、店舗
の運営やレイアウト、チラシの作成方法などについてもアドバイ
スを行いました。その結果、オープン日には想定の2倍のお客様
が来店し、順調な第一歩を踏み出しました。

◎B社
40年以上、食品製造業を営んでいるB社から、衛生管理を強化したいとの相談を
受けました。そこで、衛生管理面での支援実績のあるビジネス開発ディレクター
が現場を訪問し、改善箇所を細かくアドバイスしたり、管理表を作成することを提
案しました。その結果、従業員に５Sの意識が芽生え、従業員一同で協力して、で
きるところから改善を始めました。

具体的な事例

平成25年度 実施の様子

「自分たちの思い描くカフェを開きたい！」と、飲食店での勤務や調理学校に通
うなどして経験を重ねてきました。しかし、いざ起業するとなると資金調達を
どう進めればいいのか等、不安が出てきました。そんな時、ホームページで事
業団の経営相談窓口を知り、苦手な資金面について具体的に相談に乗っても
らいました。専門家に無料で相談できるのは嬉しいですね。資金も調達し、無
事開業することが出来ました。

資金調達の相談を希望されていたので、金融機関OBが相談対応させていただきました。オーナーの庄司さん
が考えていた資金計画の他に、これまでの実績や店舗予定地などについても伺い、多角的な視点から融資可
能な資金計画書づくりをアドバイスしました。

相談員から経営に関するアドバイスを受けられます

オーナーの庄司良博さん・美穂さんご夫妻

鈴木 斎（月・水・金）　
中小企業診断士

宮城 仁一（水・木・金）
金融機関ＯＢ

髙橋 香代子（火・木）
中小企業診断士

渡辺 良治（月・火）
金融機関OB

大志田 典明　
●新商品開発
●ビジネスモデル開発
●リピートマーケティング
　戦略 など

青沼 泰彦　
●経営戦略の策定、
　バランススコアカード活用
●マーケティング、
　マーチャンダイジング
●ＩＣＴ、Ｗｅｂ活用 など

柳沼　芳裕　
●経営革新・経営改善・
　現場改善 
●販売促進・営業強化
●人材育成・幹部教育・
　組織力強化 など

住所
TEL
URL

多賀城市中央2丁目9-13　
070-5320-2048
http://kotoricoffee2013.blog.fc2.com/

コトリコーヒー

経営に関する知識と経験豊富な当事業の相談員やビジネス開発ディレクター等が中小
企業者等が抱える様々な経営課題や法律問題の解決に向けてご相談に応じます。どの
ようなささいな相談事でも構いませんので、お気軽にご利用ください。

担当／中小企業支援課

対象者 中小企業者 料金 無料

時期 窓口・電話相談・出前経営相談は8時30分～17時00分（土曜日、日曜日、祝日及び12月29日～1月3日を除く）
法律相談は原則として毎月第3水曜日

申込 窓口・電話相談のみ申込不要。出前経営相談・法律相談は要予約

●窓口・電話相談
資金調達や経営課題などの
ご相談を承ります。

●出前経営相談
実績豊富なビジネス開発
ディレクターなどが直接企業を
訪問し、課題解決のご支援をします。

●法律相談
様々な法律問題について、顧問弁護士が法的な見地よりアドバイスします。

支援
内容
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経営課題を
解決したい 経営革新セミナー

このような方におすすめです

平成26年度 実施概要

●経営革新セミナー

お客様に伝える売上アップのツボはココだ！
～小売・サービス業の商売繁盛戦略～
開催日： 平成26年1月30日（木）
講　師： MORE経営コンサルティング株式会社 代表取締役 日野 眞明 氏
内　容： 新規顧客の獲得、既存顧客の維持に向けた「小売・サービス業の商売繁盛戦略」に
 着眼し、売上アップのツボを学びました。

好奇心と来店意欲を高める手作り看板誘客術！
～顧客の気持ちに寄り添う「共感」をお店の看板で伝えて新規顧客を獲得～
開催日： 平成26年2月26日（水）
講　師： 広告景観研究所有限会社　所長　高橋 芳文 氏
内　容： 第一印象が優れたお店づくりの第一歩となる「看板」に着眼し、お客様にお店が本来
 持つ魅力を看板ひとつで伝え、興味を持って貰い、入店して頂く方法を学びました。

御社の熱烈なファンをつくりませんか？
～絆づくりシナリオでクチコミとリピートを増やす方法～
開催日： 平成26年3月7日（金）
講　師： 株式会社アイマム　絆づくりコンサルタント　加藤 芳久 氏
内　容： 売上の多くを支える「リピート購買・連続購買」に着眼し、現在の顧客を永続的な固定
 客化、長期継続的で安定した売上拡大を図るファン客化する方法を学びました。

●災害リスク対策関連セミナー
コラボレーションセミナー 復興企業の今そして明日への備え
～震災を乗り越えた企業に学ぶリスクマネジメント～
開催日： 平成25年11月12日（火）
講　師： 株式会社斉吉商店 専務取締役 斉藤 和枝 氏等
内　容： 震災を乗り越えて復興を進める企業の体験談等を通じ、地域の中小企業が行うべき
 明日への備えを考えるセミナーを開催しました。

これからは“備え”のある企業が選ばれる
～4日で出来る！BCP作成講座～
開催日： 平成26年1月9日（木）、23日（木）、2月6日（木）、27日（木）
講　師： 株式会社フォーサイツコンサルティング　代表取締役社長　浅野 睦 氏等
内　容： BCPを学びながら作っていくワーキング形式の連続講座を開催。受講終了時には
 殆どの参加企業がBCPの基本部分を完成しました。

平成25年度 開催の様子

●販売の仕事を始め、3ヶ月の私でもとても分かり易く、向上心の持てる内容で良かったです。（経営革
新セミナー 1月開催）

●今までの視点とは少し違う角度で捉えられました。（経営革新セミナー 2月開催）
●非常に面白かったです。ノウハウをただ押し付けるのでは無く、「はっ」とする様な自発的な気づきが
沢山ある時間となりました。（経営革新セミナー 3月開催）

諸課題解決のヒント等を提供します

実際に事業継続計画（BCP）を作成します

中小企業を取り巻く経営環境は、目まぐるしく変化しており、多様化する経営環境におい
て中小企業者等が抱える諸課題解決のヒント等を提供し、経営革新を支援します。また、
自然災害発生時の損害を最低限に抑え、事業を早期に復旧するための対処法を予め定
めておく事業継続計画（BCP）の作成支援を通じ、災害に強い企業作りを支援します。

担当／中小企業支援課

●経営革新や新規事業展開（業態転換・新分野進出等）を目指す企業
●集客力の向上、新規顧客開拓及びリピーター化（ファン客化）等を
目指す企業
●取引先からも策定が求められる等の理由で事業継続計画（BCP）を
作成する必要がある企業
●事業継続計画（BCP）を作成し、災害に強い企業作りを目指す企業

特徴
●経営革新等をテーマとするセミナーを受講することで、経営環境
の変化に柔軟に対応できるようになります。
●新規顧客の獲得、既存顧客の維持等を目指すことで、収益力の
回復が見込めるようになります。
●事業継続計画（BCP）を作成する講座に参加していただくことで、
自社のBCPの基本部分が概ね完成します。
●事業継続計画（BCP）の概要や作成方法等について、ノウハウの
習得に止まらず、運用開始の支援も受けられます。

4月
平成26年 平成27年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

経営革新セミナー 1

経営革新セミナー 2

経営革新セミナー 3

災害リスク
対策関連セミナー 1

災害リスク
対策関連セミナー 2
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経営課題を
解決したい 専門家派遣

特 徴

このような方におすすめです
●外部専門家の知識やノウハウを活用して、既存事業を活性化したい方
●新商品やサービスの開発にあたり、専門家からアドバイスが欲しい方
●これから起業するにあたり課題となる、販売促進や雇用などの点について専門家からアドバイスが欲しい方

平成26年度 実施概要

延べ派遣回数46回

実施回数

◎A社
飲食店向けに業務用機械の卸売や販促サービスを提供する
企業に対して、事業戦略立案に関する専門家を派遣し、経営
課題の見える化や計画実行のための具体的手法をアドバイ
スしました。

◎B社
カフェの開業を間近に控える方に対して、デザインに関する
専門家を派遣し、起業に必要なデザインツール（ロゴマーク
やチラシなど）をどのように作成すべきかアドバイスしました。

◎C社
食品製造業を営む企業に対して、Ｗｅｂに関する専門家を派遣
し、ホームページのビジュアルデザインや購買意欲を高める
情報の配置方法などについてアドバイスしました。

具体的な事例

平成25年度 実施の様子

専門家の、誠実で丁寧な支援をいただき、震災後の環境の遅れを取り戻しつ
つあると思う。今年は新たな事業にチャレンジしていくが、今回の支援のおか
げで、どのような展開をしていくかその戦略も見えてきたような気がする。

ヨーガスクール事業を営む同社に対して、ＩＴに関する専門家である岩崎正人氏を派遣し、メール配信システム
やＳＮＳの導入と活用支援、新規事業展開に関する広告宣伝などについてアドバイスしました。

●中小企業診断士やＩＴコンサルタント、デザイナーなど、豊富な経験や専
門知識・ノウハウを有している各分野の専門家から具体的な助言が受け
られます。
●決算書の分析や経営状況のヒアリングなどを経て、適切な専門家が紹介
されますので、どの専門家に相談したら良いかわからない場合でも安心
です。
●現在事業を行っている中小企業はもちろん、これから起業する方もご利
用いただけます。 専門家が丁寧にお話を伺い課題解決方法を提案いたします

専門家が具体的にアドバイスしました

住所
TEL
URL

仙台市青葉区中央4-7-25　1102号
022-346-6478
http://www.holyoga.jp/

株式会社 ヨーガライフシステムコンサルタンツ

中小企業者等が抱える様々な専門性の高い経営課題に対して、当事業団に登録を行っ
ている専門家の中から適切な者を紹介し、課題解決に向けた支援を行います。

担当／中小企業支援課

対象者 宮城県内の中小企業者や起業予定者等

時期 お申込みに基づいて、随時実施しております。

申込 ご利用をご検討される方は、担当までお問い合わせ下さい。
申請書などについてご案内させていただきます。

内容 経営や起業に関する課題についてヒアリングを行い、最適な専門家を派遣し、課題解決に向けた助言や
提案などを行います。1つの支援テーマにつき、派遣の上限回数は10回まで。

料金 派遣1回につき10,000円（仙台市外の専門家の場合、専門家旅費の1/3相当額も追加）

支援
内容

Web Design
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経営課題を
解決したい デザイン活用サポート

特 徴

このような方におすすめです
●企業ロゴやパッケージ制作を考えている企業
●Ｗｅｂサイトへのアドバイスが欲しい企業
●デザイナーへの発注方法を知りたい企業
●カタログなどの販促ツールへのアドバイスが欲しい企業

平成26年度 実施概要

24案件、延べ85回

実施回数

◎A社
低農薬自家栽培の米・野菜を使用した料理を提供している企業に
対して、新店舗に係るブランディングなどについて支援しました。

◎B社
福祉用具レンタル・販売を行っている企業が、新たに車いす・ベッ
ド用クッションを販売する際、パッケージデザインやリーフレット作
成を支援しました。企業の方がデザイナーの選定に悩んでいらっ
しゃったので、複数の候補者を紹介し、デザイナーを選んでもらう
ことで、スムーズな作品制作が行えました。

具体的な事例

平成25年度 実施の様子

専門家（プロ）の方のアドバイスを頂くことによって、自分達だけでは分から
ない視点を知ることができました。そのことにより、どの情報を優先的に載
せるか、どんなイメージの写真が必要か、等のブランドイメージを崩すこと
なくお客様にとって見やすい、分かりやすいホームページに仕上がったと思
います。

ハンバーグHACHIや東京ナポリタン⑧でおなじみの(株)オールスパイスさんが、新しくオリジナルブランドの
物販、通販事業を始める際にロゴやホームページについてアドバイスしました。webデザイナーと企業担当者
の他にクリエイティブプロデューサーが入り、webデザイナーの選定やディレクション、調整を行いました。

●企業や商品が持っている強みや価値を顧客に伝える“魅せ方”について
アドバイスを受けられます。
●実際にデザイナーやディレクターとして活動しているクリエイティブプロ
デューサーによるサポートを受けられます。
●デザイナーへ発注する際は、クリエイティブプロデューサーがディレク
ターとしてサポートいたしますので、より具体化されたイメージでの作成
が可能になります。

本サービスを利用して完成した製品

制作したホームページ
（http://hamburg8.com/）

住所
TEL
URL

宮城県仙台市青葉区立町2-7-201　
022-268-9555
http://www.maido-8.com/

株式会社 オールスパイス

ブランディング戦略やデザイン活用で企業の強みや商品価値をPRしませんか。
CI（コーポレートアイデンティティ）、カタログなどの販促ツール、商品パッケージ、Ｗｅｂ
サイトなどのデザインに関するお悩みに対して、無料で方法論や考え方などのご相談に
応じています。

担当／中小企業支援課

対象者 中小企業者

時期 随時実施しております。詳しくはお問い合せください。

申込 事前の予約をお願いいたします。

内容 専門的な知識と経験豊富なクリエイティブプロデューサーがアドバイスなどを行います。

スタッフ クリエイティブプロデューサーがサポートします

料金 無料

支援
内容

影山 祥子　
【得意分野】
ライティング、企画・
ページ構成立案、
キャッチコピー作成 など

庄司 みゆき　
【得意分野】
ロゴやパッケージ、
Webデザイン、
販促ツール
（会社案内、パンフレット）など

デザイナー
Bさん

デザイナー
Aさん

理念

デザイン サービス

Organic Restaurant 

ブランディング
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販路を
開拓したい 販路開拓セミナー

このような方におすすめです

平成26年度 実施概要

●戦略的販路開拓セミナー＜商品再構築編＞

元シャディのカリスマバイヤーの「目利き力」から学ぶ！！
～売れる地域産品の条件とは
開催日： 平成25年6月19日（水）　
講　師： 株式会社ゴールドボンド 代表取締役　大平 孝 氏

「敵を知り、己を知れば百戦殆うからず！」
～中小企業のための失敗しないマーケティングリサーチのやり方
開催日： 平成25年6月27日（木）
講　師： 株式会社MBA Solution 代表取締役社長　安部 徹也 氏

売れる商品名と売れない商品名は、どこが違うのか？
～自力でできる、売れる商品名のつけ方
開催日： 平成25年7月4日（木）
講　師： キキダスマーケティング　中山 マコト 氏

間違っていませんか？本当に利益が出ていますか？
～流通チャネルに応じた価格戦略
開催日： 平成25年7月11日（木）　
講　師： 株式会社ゴールドボンド 代表取締役　大平 孝 氏

元大手流通バイヤーが明かす、買える商品・買えない商品
～絶対に押さえたい流通業者の商品選定基準
開催日： 平成25年7月16日（火）
講　師： オフィス カブラギ　蕪木 俊毅 氏

●戦略的販路開拓セミナー＜営業力養成編＞

売上が1桁変わる！！
～対面型商談ツールの機能と活用方法
開催日： 平成25年7月25日（木）
講　師： 日本営業ツール研究所 代表　吉見 範一 氏

「トップ営業の最強トーク」から学ぶ！！
～誰でも使える本音を引き出す商談テクニック
開催日： 平成25年8月1日（木）　
講　師： 日本営業ツール研究所　代表　吉見 範一 氏

バイヤーが知りたいポイントは！
～契約の取れる商品提案書の作り方
開催日： 平成25年8月20日（火）　
講　師： オフィス カブラギ　蕪木 俊毅 氏

失敗しない商談のポイントは！
～展示会の事前・事後の活動、模擬商談会
開催日： 平成25年8月27日（火）　
講　師： オフィス カブラギ　蕪木 俊毅 氏

思わず立ち寄りたくなる演出テクニック
～実践！ 展示ブースのディスプレイ
開催日： 平成25年9月5日（木）　
講　師： DISPLAY AIZAWA　相澤 たみえ 氏

平成25年度 開催の様子

営業・商談スキルの習得、商品の完成度向上に資するセミナーを開催することにより、
中小企業が展示会をはじめ、様々な営業・商談の機会で継続的に成果を上げられるよ
うに支援し、企業の自立的な復興、事業回復に繋げます。

担当／中小企業支援課

●「地域産品の商品戦略をもう一度見直してみたい！」とお考えの企業
●「本音を引き出す商談テクニックを身に付けたい！」とお考えの企業
●「失敗しない商談ポイントを学びたい！」とお考えの企業
●「展示ブースのディスプレイを学びたい！」とお考えの企業

特徴
●売れる商品の作り方から売り方まで広範に学ぶことができ、総合的な
販売促進力が向上します。
●【商品編】では、商品づくりの基本戦略と戦術を体系的に学び、ター
ゲットの明確化と顧客に訴求できる商品づくりを通して、商品の完成
度向上を目指します。
●【営業編】では、営業トークや商談の基本、商品提案書の作り方等の営
業スキルを学べるほか、模擬商談会や展示ブース造作の実践研修な
ど、すぐに使えるノウハウが得られます。

セミナー受講者が作成した展示ブース

展示ブースの実践

模擬商談会

売れる商品名のつけ方

商談テクニック

マーケティングリサーチのワーク

セミナー受講者の商品ラインアップ

4月
平成26年 平成27年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

戦略的販路開拓セミナー
〈商品編〉

戦略的販路開拓セミナー
〈営業編〉
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販路を
開拓したい 展示会出展サポート

このような方におすすめです

平成26年度 実施概要

主催展示・商談会「地域産品発掘フェア」（仙台市内）
日　時： 平成25年12月4日（水）10：00～17：00
会　場： 仙台市情報・産業プラザ多目的ホール
出展企業：41社
来場バイヤーの一例：
市内百貨店、首都圏百貨店、土産物店、駅・空港・サービスエリア売店、
業務用卸、旅館、飲食店、など
出展後のアフターフォロー：
今後のより良い展示のために開催報告会・勉強会を実施

共同出展展示会（首都圏等にて開催される展示会）
〈ものづくり企業対象〉
国際フロンティア産業メッセ2013（兵庫県） 平成25年09月05日（木）～6日（金）
中信ビジネスフェア2013（京都府） 平成25年10月17日（木）～18日（金）
中小企業総合展 東京2013-2014（東京都） 平成25年10月30日（水）～11月1日（金）
メッセナゴヤ2013(（愛知県） 平成25年11月13日（水）～16日（土）
エコプロダクツ2013（東京都） 平成25年12月12日（木）～14日（土）

〈健康福祉機器・サービス開発企業対象〉
国際福祉機器展H.C.R.2013（東京都） 平成25年9月18日（水）～20日（金）

平成25年度 実施の様子

東日本大震災の影響で販路が減少した企業等の販路開拓を支援するため展示会出展
をサポートします。仙台市内において展示・商談会を主催するほか、ものづくり企業や
健康福祉機器・サービス開発企業を対象に首都圏等にて開催される展示会に共同で
出展します。

担当／中小企業支援課、新事業推進課、FWBC推進室

●仙台市内の有力バイヤーと商談を希望する東北の地域産品を
有する企業
●他都市への販路開拓を希望し、独自製品・サービスを保有して
いる企業
●仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトで開発された福
祉機器・サービスについて、主に首都圏で販路開拓したい企業

主催展示・商談会「地域産品発掘フェア」（仙台市内）
時　期： 平成26年10月頃予定
対　象： 東北6県に所在する中小企業で地域産品を有する中小企業等
内　容： 仙台地域を中心とするバイヤーと商談機会を提供します

共同出展展示会（首都圏等にて開催される展示会）
〈ものづくり企業対象〉
時　期： 平成26年10月、11月、12月頃予定
対　象： 広域的な販路開拓を目指す企業
内　容： 他都市の産業支援機関との連携により他地域の企業とのビジネスマッチングをお手伝いします。

〈健康福祉機器・サービス開発企業対象〉
時　期： 平成26年10月
対　象： 広域的な販路開拓を目指す企業
内　容： 日本最大規模の福祉機器展である国際福祉機器展H.C.R.2014にて、仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトで
 開発された製品を出展いたします。

特徴
●仙台市内において当事業団が主催する展示・商談会「地域産品発掘フェア」では、地域のバイヤーとの新しい出会
いが期待できるほか、商談力向上のためのサポートを受けられます。
●共同出展展示会（首都圏等にて開催される展示会）では、当事業団が代表出展者となり出展することから、少ない
出展手続きで、高い出展効果が見込めます。
●ものづくり企業が対象の展示会では、他都市の産業支援機関と連携して他地域の企業とのビジネスマッチングを
支援します。

主催展示・商談会イメージ

ビジネスマッチングの様子

バイヤーで賑わう会場

展示会の様子（イメージ）

主催展示・商談会「地域産品発掘フェア」（仙台市内）
◎A社
「地域産品発掘フェア」の出展に合わせて開発した新商品の商談が成約目標：新規成約2件に対し、3件
の成約がありました。県内の良いものを使用した商品は生産者への応援にもつながると思います。こ
ういった、地域産品というテーマは非常に良いと思います。

共同出展展示会（首都圏等にて開催される展示会）
◎B社
新製品の絶好のＰＲの機会となり、販売開始にあたって大き
な弾みとなりました。　
◎C社
昨年度に引き続き本事業を活用しており、新規の取引先の
開拓に大いに役立っております。出展した地域の複数の法
人から問い合わせ等を頂いておりますので、これを契機とし
て本格的な受注につなげていきたいと考えております。

エコプロダクツ2013の様子
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新事業を
展開したい 産学連携サポート

このような方におすすめです

平成26年度 実施概要

平成25年度 実施の様子

ものづくり企業の技術的な課題の発見や開発の支援を行うため、仙台市地域連携フェ
ロー（大学教員等）が企業を訪問しアドバイスを行う「御用聞き型企業訪問」などを実
施しています。本事業により、これまでに多くの製品が実用化されています。

担当／新事業推進課

●大学との連携に関心がある企業
●製品やサービスを新規に開発したい企業
●工程改善や技術改善を行いたい企業

特徴
●仙台市地域連携フェローの専門分野の知識と経験を活かした対応による、技術的な相談が受けられます。
●相談は無料です。繰り返しの相談も受けられます。地域連携フェローの研究室での相談も可能です。
●産学連携により課題を解決したい、技術力を高めたい企業などは、大学教員等の専門家の派遣を受けられます。

御用聞き型企業訪問実施の様子

堀切川フェローに支援により開発された「安全足進」

「安全足進」を地域産品フェア（P21）にも出展

相談対応の様子

地域連携フェロー 現役大学教員が企業の相談に対応いたします。

実施時期 通年で実施しております。まずはお電話などでお気軽にご相談ください。
（相談内容により相談に応じかねる場合がございます。予めご了承ください）

支援企業数 153社（平成26年3月末日現在）

対応件数 293件（企業への訪問や相談対応を実施した数。
平成26年3月末日現在）

実施内容 4名の地域連携フェローを中心に多種多様な企業の
技術的な相談に対応

堀切川 一男 教授　
（東北大学大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻）
【専門】トライボロジー（摩擦・磨耗・潤滑に関する総合科学技術）

鈴木 康夫 教授　
（宮城大学地域連携センター）
【専門】食品化学工学、知的財産権

鈴木 利夫 教授　
（東北学院大学工学部機械知能工学科）
【専門】内燃機関（熱工学の領域から自動車工学等まで） 

坂手 勇次 教授　
（東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブデザイン学科）
【専門】デザイン工学

熊谷 正朗 教授　
（東北学院大学工学部機械知能工学科）
【専門】メカトロニクス、ロボット工学

村上雄一 竹村正博

当事業団の
ビジネス開発ディレクター等が
企業と地域連携フェローの出会いを
コーディネートします。

堀切川フェローによる支援を受けて、すべりにくいサンダル「安全足進」を開
発しました。
産学連携による支援があったからこそ、本製品を生み出すことができました。
自社だけでは開発できなかったと思います。御用聞き型企業訪問をきっかけ
に事業団を利用するようになり、開発だけでなく製品改良や販促の支援を受
けています。

これまで同社と堀切川フェローはすべりにくいサンダル「安全足
進」を共同開発していた。25年度は「安全足進」の改良版の開発
に関する相談があり、御用聞き型企業訪問事業を通じて、堀切川
フェローにその改良版について、ご助言頂いた。
また、販促ツールに課題があったことから、当事業団から市内の
関係機関を紹介。現在「安全足進」のリーフレット、自社サイトを
作成中である。

住所
TEL
URL

宮城県石巻市中里七丁目2番36号
0225-22-4631
http://www.nakamura-shouten.com/

株式会社 中村商店

支援
内容
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新事業を
展開したい 農商工連携サポート

このような方におすすめです

平成26年度 実施概要

平成25年度 実施の様子

地場農産物を活用した取組みを支援する事により、地場農産物の消費拡大や活用事
業者の持続的な成長を図ります。

担当／中小企業支援課

●農商工連携の個別マッチングや商品開発へのアドバイス等、専門的な
立場から支援を受けたい方
●「仙台あおばスイーツ」を販売する事により、仙台産野菜の周知拡大を
図り、売上を向上させたい方
●農業者と商工業者等との連携により、付加価値の高い新たな商品や
サービスの開発を促進したい方
●生産した農産物・加工品等を直接バイヤーにプレゼンテーションし、専
門的な立場から助言をもらい、商品の改善・販路開拓等に繋げたい方

●農商工連携コーディネート事業
　時期：随時
　農商工連携の個別マッチングや商品開発へのアドバイス等、専門的な立場から案件の掘り起こし及び連携支援
を行います。

●仙台あおばスイーツイベント業務
　時期：平成26年5月
　仙台あおばスイーツ販売会を開催します。

●農商工連携マッチング事業
　時期：平成26年8月・11月
　農業者や商工業者等とのマッチングイベント等を実施するとともに、農商工連携のきっかけとなる講演会を開催
します。

●販路開拓（バイヤー）地場産加工品商品力向上検討会
　時期：平成27年1月
　市内生産者や加工業者が生産した農産物や加工品等を直接バイヤー等にプレゼンを行い、商品改善等の助言を
受け、販路構築（販売促進）に繋げる検討会を開催します。

特徴
●仙台産農産物を使用した優れた商品づくりに取り組む事業者がマーケ
ティング戦略や販促支援等の面でアドバイスを受けられます。
●農業者と商工業者等とのマッチングイベント等に参加できます。
●仙台産農産物を使用した商品について、食品バイヤーや流通関係者等
からアドバイスをもらえます。

「仙台あおばスイーツ」販売会

仙台産の野菜を使った「仙台あおばスイーツ」

具体的な事例

内容 市内の菓子店舗が開発した、仙台産の農産物を使った「仙台あおばスイーツ」の販売会を開催
しました。また、「仙台あおばスイーツ」を新たに開発する店舗、販売する店舗、提供する店舗の
募集・周知を行いました。

参加事業者を募集しています！
概要

仙台あおばスイーツ2013　EARLY SUMMER MARKET
開 催 日 ： 平成25年5月18日（土）・19日（日）
開催場所： 仙台なびっく情報ステーション（仙台市青葉区一番町4-4-35）
参加店舗数：9店舗
参加店舗名：
太郎茶屋鎌倉 仙台上杉店、うつろひカフェ＋茶ろんもも、フランス菓子 オランジェリー、
焼き菓子 kocci by spica、西洋焼菓子 Le trésor、旅するお菓子 シュクレ・シュクラン、
杜の都のチーズケーキ工房 yuzuki、40計画、Patisserie EPICE

仙台あおばスイーツ＋cafe&jazz!2013オータムマーケット
開 催 日 ： 平成25年9月7日（土）・8日（日）
開催場所： 東北ろっけんパーク（仙台市青葉区中央2-5-8）
参加店舗数：8店舗
参加店舗名：
太郎茶屋鎌倉 仙台上杉店、うつろひカフェ＋茶ろんもも、焼き菓子 kocci by spica、
西洋焼菓子 Le trésor、旅するお菓子 シュクレ・シュクラン、
杜の都のチーズケーキ工房 yuzuki、40計画、Patisserie EPICE

仙台あおばスイーツホワイトデーマーケット
開 催 日 ： 平成26年3月12日（水）～14日（金）
開催場所： 仙台なびっく情報ステーション（仙台市青葉区一番町4-4-35）
参加店舗数：13店舗
参加店舗名：
太郎茶屋鎌倉 仙台上杉店、フランス菓子 オランジェリー、焼き菓子 kocci by spica、
西洋焼菓子 Le trésor、旅するお菓子 シュクレ・シュクラン、
杜の都のチーズケーキ工房 yuzuki、40計画、Patisserie EPICE、松園もなか本舗、
九二四四、ｋｏｓ、お菓子のアトリエ hito no wa、田園菓子工房 シェフドリーム

当事業団では、市民の元気スイーツとして、また仙台ならではの銘品、土産品としての更なる普及を目指し、
レシピ開発を行う菓子製造業者、販売・提供を行う小売店・飲食業者を募集しています。詳細は、当事業団ま
でお問い合わせください。

仙台あおばスイーツ認定条件
●仙台産の野菜を必ず使ったスイーツであること
●使用した野菜の素材を活かした新たなスイーツであること
●「あおば」をイメージした商品であること
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新事業を
展開したい 健康福祉機器・サービス開発サポート

特 徴

このような方におすすめです
●自社で培った技術を、新たに福祉分野で展開したい企業
●開発した福祉機器を施設で試してみたい企業
●フィンランドのノウハウ・製品を取り入れて事業メニューを増やしたい企業
 

平成26年度 実施概要

福祉専門職アドバイザー（ABK48）による開発支援

平成25年度 実施の様子

仙台地域における健康福祉産業の発展・クラスター形成促進や地域経済の復興を
図ることを目的に、おもに高齢者・高齢者予備軍を対象とした健康福祉分野における
サービス・機器開発のサポートを行います。

●開発から販売に至るまで、専門スタッフによるサポートを受けられます。
●開発にあたって特に重要となる試作・評価段階では、製品の利用対象者や使用場面に応じ、福祉専門職アドバイ
ザーによる試用の場の提供や助言を受けられます。
●福祉先進国フィンランドのノウハウ・製品の輸入や、フィンランドからEU市場へ向けた販売展開の支援も受けら
れます。

担当／ FWBC推進室

デイサービスの送迎は、ご利用者様の状態・要望や地域の道路事情を加味しつつ効率のよい運行計画を組まなければな
らず、熟練の職員にとっても負担の大きい作業です。"うぇるなび"はこの負担の軽減を目指すITシステムです。
ABK48の利用を通じ、うえるなびの提案が、実際の送迎計画に7～8割一致すること、また従来思いつかなかった発見を含
む計画を自動提案できることが実証できました。また、実務の観点からの課題や多くのアドバイスを頂きました。この知見
を元にサービスの実用化を目指します。（㈱トレック）

フィンランド企業等との提携をご支援します

開発中の製品評価や完成後のプレスリリースをご支援します

ビジネスミッション派遣ではミーティングや施設訪問をアレンジします

●健康福祉サービス・機器開発委託事業
健康福祉分野で新しいサービス・機器の開発を目指す事業者様に対し、最
大2,000千円の委託料で開発業務を委託します。主に高齢者・高齢者予
備軍を対象とした事業で、27年度末までに市場化を目指すこと等が要件
で、市場化された機器等については、HPでご紹介するとともに、マスコミ
へのリリースのお手伝いをいたします。
スケジュール：募集：4月／審査～採択：6月／委託：6月～最大H27.3月

●開発機器・サービスの試用・助言
より良いサービス・機器開発のためには、早い段階からユーザーの声を聞
くことが有効です。ビジネス開発ディレクターが中心となり、福祉専門職
アドバイザーによるご助言やフィールドテストを行うためのご支援をさせ
て頂きます（随時）。

この他、フィンランド企業との提携支援の一環として、ビジネスミッション
派遣等も行なっています（詳細は担当課までお問い合わせ下さい）。

◎“いきいき脳体操テレビ＆ゲーム”（開発:㈱仙台放送）
仙台放送で月～金曜日夕方に放映されている『川島隆太のテレビいきいき
脳体操』のコンテンツを使った脳のトレーニング用ゲームについて，ゲームの
面白さや画面の見易さ，操作性等について特別養護老人ホームおよびデイ
サービス、有料老人ホーム計4施設・事業所で試用・評価して頂きました。

◎デイサービス送迎計画作成支援ソフト“うえるなび”（開発:㈱トレック）
デイ（デイケア）サービスご利用者様の送迎計画を，お住まいやご要望，送迎
車の台数などをもとに自動作成・提案することで，事業所の負担を軽減し，ご
利用者様の満足度を向上させるソフト“うえるなび”について，使い易さや提
案ルートの的確さ等の評価をデイサービス・デイケア計3事業所で行なって
頂きました。

健康福祉サービス・機器開発委託事業
健康福祉サービス・機器開発委託事業は、おもに高齢者または高齢者予備軍を対象とした健康福祉分野における
サービス・機器開発を、資金・ソフト両面からご支援する事業です。

～H25年度委託事業から商品化された製品～
株式会社スペースケアが開発した『Za布団』は、高齢者の背中のカーブに
合わせて考えられたクッションです。3種類のサイズがあり、ハイバックの
椅子や車いすにもご使用頂けます。

「ABK48」は、「A：あなたの福祉機器開発を支える、B：ベストな、K：かいご・福祉専門職者約48人」の略称です。

H25年度は、最大2,000千円/件の要件で以下の4件が採択されました。
団体名 テーマ

株式会社スペースケア 車いす・ベッド用クッションの開発業務

株式会社仙台放送 高齢者施設向け“いきいき脳体操 テレビ&ゲーム”ネット配信システム開発業務

ドリーム・トラスト株式会社 携帯用折りたたみ車イス開発業務

株式会社トレック 通所介護事業者向け利用者送迎支援サービス開発業務

26 27

仙台市産業振興事業団様／サービス利用ガイドブック／ 26-27



新事業を
展開したい 新事業展開のためのセミナー

特 徴

このような方におすすめです
●産学連携によって新しい事業に取り組みたい企業
●フィンランドのノウハウ・事例を通じて自社商品の高付加価値化を
　図りたい企業
●大学の先生等や仙台経済圏の企業技術者等とのネットワークを
　作りたい企業
●自社製品・商品を開発したい企業

平成26年度 実施概要

内　　容

平成25年度 開催の様子

住所
TEL
URL

仙台市青葉区柏木3丁目1-22-1
022-342-8067
http://b-way.jp

ベターウエイ株式会社

新たな事業の創出や既存技術の改良などを促進するため、各専門分野で高度な知見を
有している大学教授等を講師として招聘し、産学連携に繋がる研究成果等について、事
例等を分かりやすく話題提供を行う「寺子屋せんだい」や高齢者介護や健康福祉等の先
進的な事例等を紹介する「Wellbeing研究会」を開催します。

●産学連携に繋がる研究成果等をセミナー形式で学ぶことができます（寺子屋せんだい）
●健康福祉分野でのビジネスのヒントとなるトレンドなどをつかむことができます（Wellbeing研究会）
●セミナー後の交流会は、講師や参加者同士の情報交換の場として活用いただけます。

担当／新事業推進課、FWBC推進室

開催日時が決まりましたら、ホームページ等にてご案内いたします。

「寺子屋せんだい」に参加したことによって、大学などの研究内容を学び、新規事業への展望を見出すことができます。ま
た先生方に継続的な連携をお願いすることもでき、今後とも出席したいと思います。

内容 最先端の技術や産学連携の事例の紹介（寺子屋せんだい）
健康福祉分野における先進的な取り組み事例や介護保険の
改正へ向けた動きの紹介（Wellbeing研究会）

料金 寺子屋せんだいは1,000円。 
Wellbeing研究会は無料。

時期 月1回程度

寺子屋せんだい開催の様子

寺子屋せんだい交流会の様子

講師による講演の様子

Wellbeing研究会開催の様子 Wellbeing研究会 交流会の様子

寺子屋せんだい
トヨタ生産活動の基本的考え方
開催日：
講　師：

平成25年4月26日（金）
トヨタ自動車東日本株式会社宮城大衡工場 ものづくり改革室 主査
（宮城県経済商工観光部 参与（自動車産業振興担当））

藤原 義行 氏
顧客を知るマーケティング～ブランディングを中心に～
開催日：
講　師：

平成25年6月20日（木）
宮城大学食産業学部
フードビジネス学科 准教授 都 世蘭（ト セラン） 氏

地域を活かした商品開発
開催日：
講　師：

平成25年7月12日（金）
東北学院大学
教養学部地域構想学科 准教授 和田 正春 氏

溶かさないで溶接？～摩擦攪拌接合～
開催日：
講　師：

平成25年8月9日（金）
東北大学大学院 工学研究科
材料システム工学専攻 教授 粉川 博之 氏

高専と地域連携～地元企業との製品化事例を元に～
開催日：
講　師：

平成25年9月13日（金）
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス副校長（総務担当） 教授 竹茂 求 氏

数値解析を用いた工業プロセスの検討事例紹介
開催日：
講　師：

平成25年11月22日（金）
東北大学大学院 工学研究科 
化学工学専攻 教授 青木 秀之 氏

デザインでなにができるの？
開催日：
講　師：

平成26年2月13日（木）
東北工業大学ライフデザイン学部
クリエイティブデザイン学科 教授 坂手 勇次 氏

食品加工と圧力
開催日：
講　師：

平成26年3月25日（火）
東北大学 大学院農学研究科 教授 藤井 智幸 氏

Wellbeing研究会
ご利用者とスタッフの笑顔があふれる
施設にするために
開催日：
講　師：

平成25年6月26日（水）
ステラリンク株式会社たんぽぽ温泉
デイサービス一宮 施設長

健康・福祉ビジネスの新たな可能性を探る
開催日：
講　師：

平成25年8月28日（水）
株式会社スポルツ代表取締役

これから成功する介護ビジネスのポイント
開催日：
講　師：

平成25年10月17日（木）
株式会社スターコンサルティンググループ
介護経営戦略室 代表取締役 経営コンサルタン

鈴木 雄介 氏

大川 耕平 氏 他

糠谷 和弘 氏

Wellbeing研究会開催の様子
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新事業を
展開したい 宮城・仙台富県チャレンジ応援基金（助成金）

特 徴

このような方におすすめです
●宮城県内に主たる事業所を有し、新商品や新サービスの試作・研究開発等を行う中小企業の方

募 集 分 野
①創業・新事業創出支援事業
②産学連携型産業育成支援事業
③高付加価値型産業育成支援事業

助成対象経費
①研究開発に伴う専門家謝金・旅費、原材料費
②知的財産権取得弁理士費用
③展示会出展諸費用等

助成対象経費
200万円～500万円以内（募集分野により異なる）

募集に分野により1/2～ 2/3以内
助 成 率

助成金交付決定の日から12ヵ月以内
助 成 期 間

第1期募集　平成25年9月 ／ 第2期募集　平成26年1月
募 集 期 間

35件（条件付採択含む）
採 択 件 数

平成25年度 実施の様子

中小食品加工事業者向けトレーサビリティ支援システム「Smatra」

住所
TEL
URL

宮城県仙台市青葉区大町１丁目３－２ 仙台ＭＩＤビル５階
022-397-7988
http://www.and-ex.co.jp/

アンデックス株式会社

「富県宮城」の実現に向けた取組を加速するため、地域資源等の活用による創業・新事業
展開等に係る事業計画を募集し、優れた案件と認められるものに対して事業経費の助成
を行います。

申請企業等の事業計画に合わせて、下記3つの分野を設けています。
●創業・新事業創出支援事業
地域資源や優れたビジネスアイディア等を活用し、新商品・新サービスを提供するための商品開発を行う事業
●産学連携型産業育成支援事業
大学等の学術研究機関との産学連携を通じて、新技術・新製品の研究開発を行う事業
●高付加価値型産業育成支援事業
高付加価値サービスを生み出すため、先導的な取組が進められている、次の5分野における事業（対象5分野①健
康福祉・医療②創造的産業③集客・交流④食産業⑤災害関連）
※平成26年度の募集分野や助成率、助成金額、助成対象経費等の詳細についてはお問合せください。

担当／新事業推進課

助成対象商品：CTPスキンケアローション

助成対象商品：Console Table 

年度内に予算の範囲内で概ね2回程度募集します。
平成26年度は、6月と10月を予定しています。
また、申請を考えている方向けの説明会も開催しますので、
ぜひご参加ください。

具体的な募集時期や募集内容については当事業団ホーム
ページやメールマガジン「せんだいE企業だより」等でお知
らせします。

当社はスマートフォンのアプリケーションや業務系のシステム開
発などを手掛けておりますが、自社製品として“中小食品加工事
業者向けトレーサビリティ支援システム「Smatra（スマトラ）」”
を開発しました。
開発にあたっては宮城・仙台富県チャレンジ応援基金助成金を
利用、首都圏で開催された展示会でも当製品をPRし、好評を得
ております。

宮城・仙台富県チャレンジ応援基金事業募集リーフレット（平成25年版）

平成26年度 実施概要
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人を採用
したい 就業体験研修(インターンシップ）

特 徴
●採用を前提として研修生を受け入れることができます
●宮城県内での就職を目指す若い人材と出会えます
●雇用のミスマッチを未然に防止することができます
●採用に向けた社内環境整備や指導者育成を促すことができます
●就業体験受け入れを通じて地域人材の育成に貢献することができます 

このような方におすすめです
●採用活動を行っている企業
●宮城県内に就職を希望する学生、求職者との出会いを求めている企業
●採用前に人材の適性や能力を具体的に確認したい企業
●社内の活性化や指導者の育成に取り組む企業
●地域貢献として就業体験の場を提供したい企業

平成26年度 実施概要

開 催 時 期 1回（夏季）

事 業 所 数 申込44、研修決定20 （宮城県内の企業・団体）

研 修 生 数 申込80名、研修決定41名 （18歳～29歳までの学生・求職者）

受入の様子

開催時期 平成26年2月12日～28日

事業所数 泉区・若林区各3か所の特別養護老人ホーム

参加者数 申込42名、参加35名 
（17歳～70歳までの学生・主婦等）

体験内容 食事・入浴・看護およびレクリエーションの
サポート、環境整備　等

平成25年度 実施の様子

研修生を受け入れることで、こちらが勉強になり、気づきもいただきました。
又、短い期間ながら濃い時間でした。良い出会いをありがとうございました。

本頁でご紹介した就業体験事業は、当事業団が継続的に提供しているメニューですが、H24・25年度は、この他に、福祉施設での
雇用のミスマッチを解消する取り組みとして、福祉施設での職場体験事業を実施しました。これは、近隣に位置する複数の福祉施
設が連携して職場体験者の募集・受入を行うというもので、施設での業務の見直しも併せて行うことで近隣の潜在的な人材を掘
り起し、地域で福祉を支える仕組みを構築する試みとして行なったものです。
参加者のアンケート結果から、体験を通じて施設・業務に対する具体的なイメージを持つことが、福祉施設での仕事に関心をもっ
て頂く有効な手段であることが分かりました。

地域の方々に福祉施設の職場体験をして頂き、介護・福祉の仕事の内容と楽しさを伝えることが出来て事業所としても
貴重な経験となりました。今後の人材確保の方法としても有効であり、事業所として地域との関わりをより密接に行なえ
るきっかけとなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別養護老人ホーム杜の里担当者）

事業の構想段階から親身に相談に応じます

代表取締役　髙橋 健一郎様

SE・PGの技術を学校で学んだ研修生がプログラミングを業務体験見学訪問でお世話になった企業への感謝の気持ちを込めて研修生が制作したポストカード

受入事業所のひとつである特別養護老人ホーム杜の里

住所
TEL
URL

宮城県仙台市若林区鶴代町5-30-1　
022-236-9818
http://www.takahan.com/

有限会社 高橋写真製版（創業1969年5月）

福祉施設での職場体験事業も行いました

宮城県内に在住または就職希望の18歳～ 29歳の学生・求職者を対象に、県内事業所に
て就業体験研修（最大10日間）を実施しています。毎年、多くの企業や研修生にご参加
いただいており、採用につながった事例もあります。

担当／管理課

製版から印刷・製本までの
流通を学ぶプログラムを２名
に実施。

業務用計量器を扱う同社
の情報システム部門にて
２名を受け入れ（９日間）

日東イシダ（株）にて（有）高橋写真製版にて

開催時期 1回（夏季）

事業所数 45（宮城県内の企業・団体）

研修生数 55名（18歳～ 29歳までの学生・求職者）

5月1日～7月1日： 参加事業所募集開始
6月1日～7月18日： 参加研修生募集開始
7月28日・29日： 研修生向けオリエンテーション
 事業所と研修生の交流会
8月6日： 合同面接会
8月中旬～9月： 事業所での就業体験
 （最大10日間）

スケジュール

研修生向けオリエンテーション

事業所と研修生の交流会

事業所での就業体験合同面接会

宮城県内での就職を目指す若い人材に出会えます

32 33

仙台市産業振興事業団様／サービス利用ガイドブック／ 32-33



中小企業向けのビジネス情報を
タイムリーにお届けします！！

Facebook
●公益財団法人 仙台市産業振興事業団 - 中小企業支援情報をお届け
　www.facebook.com/SENDAISangyo
●仙台フィンランド健康福祉センター - 健康福祉ビジネス情報をお届け
　www.facebook.com/SFWBC
●E企業だより - 国・自治体・産業支援機関のビジネスセミナー、助成金情報をお届け
　www.facebook.com/EKigyo
●就活応援だより～仙台・宮城～ - 就職・転職活動に役立つ情報をお届け
　www.facebook.com/shukatuouen
　※求職者向けコンテンツです

Twitter
●公益財団法人 仙台市産業振興事業団  - 中小企業支援情報をお届け
　twitter.com/SENDAI_Sangyo
●仙台フィンランド健康福祉センター - 健康福祉ビジネス支援情報をお届け
　twitter.com/S_FWBC
●E企業だより - 国・自治体・産業支援機関のビジネスセミナー、助成金情報をお届け
　twitter.com/E_kigyo

Mail Magazine
●E企業だより - 国・自治体・産業支援機関のビジネスセミナー、助成金情報をお届け
　www.siip.city.sendai.jp
　※メールマガジンへの登録は無料です
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