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農業・林業事業者のための支援……………………………P12-13
▲

 新しく農業を始めようとお考えの方へ▲

 農業を開始された方へ▲

 農業経営の新たな展開に取り組まれる方へ▲

 林業経営者の方へ▲
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 農業関係事業者の方へ▲

 食品関連事業者の方へ
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中小企業のための技術支援

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ
～お客様とともに歩む都産技研～

東京都立産業技術研究センター多摩テクノプラザは、多摩地域を中心とする中小企業の皆さまに、技術相
談、依頼試験、試験機器利用サービス、研究開発、人材育成、産学公交流などのさまざまな技術支援メニュー
を提供し、新技術・新製品開発、競争力の強化、国際化等を支援します。

▲

技術相談　

▲

依頼試験　

▲

機器の利用　

▲

研究開発　

▲

製品開発支援ラボの提供　

▲

技術セミナー

職業能力開発・人材育成のための支援 

東京都立多摩職業能力開発センター ～能開センターがご紹介 !技能と熱意をもつ人材～
東京都立職業能力開発センターは、求職・転職者及び在職者の方向けの職業訓練を行うとともに、これま
で培ってきた公共職業訓練のノウハウを活用し、地域の中小企業の人材育成や人材確保の支援を行います。

▲

職業訓練　

▲

社内教育のコーディネート　

▲

キャリアアップ講習　

▲

資格取得支援　

▲

訓練施設設備の貸出

農林水産業のための支援

公益財団法人東京都農林水産振興財団 ～育てます豊かな食とみどりの東京～
東京都農林水産振興財団は、東京の農林水産業が魅力と活力ある産業として発展するよう、後継者育成、
森林整備、種畜・稚貝・稚魚等の供給など多様な事業を通じて生産者の皆様を支援します。

東京都農林総合研究センター
（公益財団法人東京都農林水産振興財団内） ～都民に役立つ農林技術の開発拠点～
東京都農林総合研究センターは、収益性の高い農畜産物の育成や栽培技術の開発、病害虫の総合的管理
技術、食の安全・安心を確保するための技術開発などを行っています。これらに関する研究開発・情報発
信を通じて、東京都の農林業者や食品事業者の皆様の技術的な支援を行います。

▲

後継者対策、経営支援等　

▲

花粉発生源対策、 緑の募金等　

▲

農林水産資源の拡大　

▲

研究開発

「産業サポートスクエア・TAMA」の支援機関を紹介
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産業サポートスクエア・TAMAとは
　「産業サポートスクエア・TAMA」は、中小企業の経営・技術支援、農林水産業の支援、
更には職業能力開発・人材育成を支援する施設が結集する多摩地域の新たな産業支援拠点
です。▲

 中小企業を経営面から支援する 「経営サポート館」▲

 中小企業を技術面から支援する 「多摩テクノプラザ」▲

 農林水産業を経営・技術面から支援する 「（公財）東京都農林水産振興財団」▲

 都民・中小企業の職業能力開発・人材育成を支援する 「東京都立多摩職業能力開発センター」

………………………………
………………………………

……………………
……

多摩テクノプラザ

経営サポート館

東京都商工会連合会 （公財）東京都中小企業振興公社
多摩支社

東京都立多摩職業能力開発センター

（公財）東京都農林水産振興財団

（地独）東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ
ＥＭＣサイト テクノプラザ本館繊維サイト

産業サポートスクエア・TAMA
多摩地域の新たな産業支援拠点
産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA産業サポートスクエア・TAMA
多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点多摩地域の新たな産業支援拠点
産業サポートスクエア・TAMA
多摩地域の新たな産業支援拠点
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産業サポートスクエア・TAMAとは
　「産業サポートスクエア・TAMA」は、中小企業の経営・技術支援、農林水産業の支援、
更には職業能力開発・人材育成を支援する施設が結集する多摩地域の新たな産業支援拠点
です。▲

 中小企業を経営面から支援する 「経営サポート館」▲

 中小企業を技術面から支援する 「多摩テクノプラザ」▲

 農林水産業を経営・技術面から支援する 「（公財）東京都農林水産振興財団」▲

 都民・中小企業の職業能力開発・人材育成を支援する 「東京都立多摩職業能力開発センター」

………………………………
………………………………

……………………
……

多摩テクノプラザ

経営サポート館

東京都商工会連合会 （公財）東京都中小企業振興公社
多摩支社

東京都立多摩職業能力開発センター

（公財）東京都農林水産振興財団

（地独）東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ
ＥＭＣサイト テクノプラザ本館繊維サイト

産業サポートスクエア・TAMA
多摩地域の新たな産業支援拠点
産業サポートスクエア・TAMA
多摩地域の新たな産業支援拠点
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経営の改善・強化に関する相談をされたい方へ
総合相談窓口
　中小企業からの多様な相談に対応するため、中小企業
診断士、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等
の専門家を配置した相談窓口を設置し、金融・創業（会
社設立・登記）・経営全般・税務・会計全般・経営法
務・労務（人事・雇用）・知財（特許・実用新案等）に
関する相談に、ワンストップで対応します。

午前

経営

月
法律（予約）、税務・
会計、経営

経営

木

午後 経営

火

法律（予約）、経営

金水

法律（予約）、経営
経営・労務、
登記・会社設立

経営
登記・会社設立

東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901

経営相談・記帳相談 東京都商工会連合会 TEL.042-500-1140

　各地域の商工会には、小規模企業者の経営パートナーとして、経営指導員が配置されており、経
営のことでお悩みのみなさまに対しあらゆる分野の相談に応じています。また記帳については、記
帳相談員による相談等を行っています。

経営安定特別相談 東京都商工会連合会 TEL.042-500-1140

　倒産のおそれのある中小・小規模企業の方から、事前に相談を受けて、経営的に見込みのある
場合については再建の方策を講じ、経営の継続が困難とみられる場合については、円滑な整理を
図ることを目的とする特別相談を行っています。

知的財産の活用を図りたい方ヘ

　特許・意匠・商標・著作権等の知的財産に関する問題に、専門知識と経験を有する専門家が中
小企業の皆さまの抱える問題点を整理し、実践的・総合的にアドバイスします。

知的財産の創造・保護・活用の支援 東京都知的財産総合センター多摩支援室　TEL.042-500-1322

東京都商工会連合会 TEL.042-500-3886経営革新計画の相談・受付
　経営革新計画申請の受付を行っています。経営革新計画に係る問い合わせ・相談等に対応いた
します。
（経営革新計画の承認申請とは）
新商品・新役務開発や生産などの新たな取り組みにより経営の向上を図る中小企業に対し、中小企業
新事業活動促進法に基づき東京都知事が承認する制度です。承認を得た企業には様々な支援策が用
意されています。

中小企業の経営に関する支援　
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上記支援の他、創業や経営改善に役立つ知識を身に付けたい方向けの産業セミナーや創業・経営
革新セミナーなども実施しております。詳しくはP11をご参照ください。

東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901
広域多摩イノベーションプラットフォーム

　成長産業分野（健康・福祉、環境、危機管理）にて、都
内中小企業が数多くの新ビジネスを創出することを目的に、
開発ニーズと技術提案が常時出会う環境をつくり、事業化
までの継続的な支援を行っています。

１．マッチング支援
交流会等を開催し、大手メーカーの開発ニーズと、
中小企業の技術シーズが出会う場を提供します。

２．ネットワーク形成支援
各種セミナー・勉強会を開催し、企業間の共同研究・
共同開発等に向けたグループ化の一助となります。

３．三次元造形（プロジェクト）支援
試作開発等を促進するため、三次元造形支援《無料》を
行っています。

取引拡大を図りたい方ヘ

企業、大学や研究機関との連携を図りたい方ヘ

発注・受注情報の提供
　東京都中小企業振興公社の登録企業に対して、発注と受注のマッチングを目的とした取引情報を
提供します。情報提供は、企業巡回の際に行うほか、希望に応じ公社ホームページでも公開します。

取引適正化への支援
　下請取引の適正化を図るため、下請センター東京  多摩支援室では、専門相談員が取引上の様々
なトラブルに対して個別相談に応じるとともに、企業巡回による「下請代金支払遅延等防止法」等
の普及啓発、関連法規等の講習会の開催等を行っています。

創業のために施設を借りたい方ヘ
インキュベーション施設の提供
　24 時間利用できるオフィスを 6 室設置しています。東京都中小企業
振興公社による経営支援で入居者の方々を強力にバックアップします。
また、隣接する東京都立産業技術研究センター多摩テクノプラザの技術
支援も身近に利用できるメリットもあります。
※募集状況について、公社ホームページの「インキュベータオフィス情報」で
もご紹介しております。詳しくは上記連絡先までお問い合わせください。
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東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901

東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3909

東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901



製品開発・技術開発に取り組まれる方へ
技術相談
　電気・機械、材料・化学、繊維、製造技術、環境・省エネルギー、デザイン・設計、製品化
支援など幅広い分野の技術相談を来所・電話・FAX(042-500-2397)・ホームページ（相談フォーム）
でお受けします。また、工場や事業所にお伺いする実地技術支援もご利用ください。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300試験機器の利用
　お客様自身がご利用できる様々な試験・計測機器等を用意しております。お客様の試験室と
して、製品や材料等の試作、測定、分析等にお役立てください。また、ご要望によって機器の
使用法や試験データの読み方もご説明いたします。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300製品開発支援ラボの提供
　新製品・新技術の開発を予定しているお客様を支援するため、 24時間利用できる賃貸型の研究・
実験スペースを５室用意しました。ラボを利用すると、多摩テクノプラザの機器利用サービスや研究
員による専門相談等を身近で受けながら、製品開発をスピーディーに行えるメリットがあります。

産学公交流により技術課題の解決を目指される方ヘ

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300異業種交流グループ
　技術や製品開発及び経営改善等に取り組む中小企業を対象に、異業種
の企業との交流を図る場として、異業種交流グループの結成を支援してい
ます。毎年、新たなグループを募集し、助言者を配置してグループ形成を
行うとともに、既設グループの活動支援や交流会も開催しています。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300産学公連携コーディネート
　中小企業が抱える技術課題の解決を支援するために、コーディネータによる相談・アドバイスを
行います。相談内容に応じて、適正な機関（大学や研究機関等）とのマッチングを支援します。
大学等が保有する技術シーズやノウハウが活用できます。
　コーディネータへのご相談を希望される場合は、上記連絡先までお問い合わせください。

上記支援の他、技術についてスキルアップを図りたい方向けの「技術セミナー・講習会」も実施し
ております。詳しくはP10をご参照ください。

共同研究
　東京都立産業技術研究センターと企業や業界団体、大学とが協力し、それぞれが持つ技術とノ
ウハウを融合して技術開発や製品化に向けた研究を共同で推進します。公募は４月と９月の年２回
行います。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300

依頼試験
　お客様の製品をお預かりして、電気測定、精密測定、環境試験、材料試験、
繊維評価試験及び分析を行います。ご希望のお客様には成績証明書を発行
します。試験結果に基づいて技術的なアドバイスも行います。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300

（オーダーメード試験） 定められた試験方法では対応できない試験でも、お客様
のご要望に応じてオーダーメードで試験を行います。
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中小企業のための技術支援

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300



電気・電子／ＥＭＣ分野

▲

 ネットワークアナライザ　TDR装置　ファンクションジェネレー夕
ディジ夕ルマルチメー夕　周波数分析器　直流定電圧電源
交流定電圧電源　3m法電波暗室
シールドルーム　雑音端子電圧測定機　放射工ミッションシステム
放射イミュニティ　サージイミュニティ
静電気試験　マイクロフォーカスX線ＣＴ装置　EFT／バースト▲

 電源周波数磁界イミュニティ　電圧ディップ・短時間停電試験
高調波・フリッカ試験　10m法電波暗室

機械分野

▲

 万能試験機（100kN  1kN)　三次元測定機
ロックウェル硬さ試験機　マイクロビッ力一ス硬さ試験機　
表面粗さ測定機　インクジェット式三次元造形装置▲

 振動試験機　疲労試験機　

環境試験分野

▲

 冷熱衝撃試験機　恒温恒湿槽▲

 塩水噴霧試験機　キセノンウェザーメー夕
カーボンアーク灯式ウェザーメータ

化学分野

▲

 金属顕微鏡　蛍光X線分析装置　簡易走査型電子顕微鏡
マイクロスコープ▲
 熱分析装置　紫外可視分光光度計　赤外線分光光度計
透過・反射型分光光度計　走査型電子顕微鏡

繊維分野

▲

 コンピュータ制御編機　ローラーカード機　二ードルパンチ機
開繊機　染色機　測色機　蒸し箱　インクジェットプリントシステム
染色堅牢度試験機　摩耗試験機　耐水性試験機　
デザイン作成システム　金網織機　手織機▲

 保温性試験機　撚糸機　整経機　洗濯試験機　クリーニング機

機器によって空き状況が異なりますので、詳細は多摩テクノプラザにお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先　☎042ー500ー2300

▲

はお客様ご自身で利用いただける試験機器

10m法電波暗室

三次元造形装置

恒温恒湿槽

蛍光Ｘ線分析装置

インクジェットプリントシステム
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社内の人材のスキルアップを図りたい企業の方へ
東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8610キャリアアップ講習（社員向けの短期講習）

　主に中小企業で働いている方を対象に、スキルアップや資格試験受験対策
など、仕事に役立つ講習を実施しています。社員研修にご活用ください。

講習時間 主に平日の夜間・土日祝日の昼間に行います。
（一部平日昼間に実施する科目もあります) 

授 業 料 1講習あたり900円～6,500円／人（教科書別）

技術セミナー・講習会
　電気、機械、繊維、化学などの分野で、新技術、産業動向、国際化対
応などに関して講義形式の「技術セミナー」と、多摩テクノプラザの機器・
設備を使った実習と講義を組み合わせた「講習会」を開催しています。また、
個々の企業や業界団体等の人材育成ニーズに応じたオーダーメイドセミナー
も行っています。

企業の要望に応じたオーダーメイド講習
　東京都立多摩職業能力開発センターの訓練設備や講師・ノウハウを活用して、企業のご要望に
応じた内容で講習を実施します。
〈実施例〉
機 械 系 汎用旋盤、ＮＣプログラミング、ＣＡＤ製図、アーク溶接 建築・設備系 建築設備の基礎、配管技能向上
電気・電子系 電気工事士受験対策、電子機器組立 情 報 系 表計算（Excel）、ＨＴＭＬによるホームページ作成

現場訓練支援事業（企業に出向いて訓練を実施）
　職業能力開発センターに登録された講師（指導支援者）を紹介し、企業に出向き、企業のご要
望に応じた内容で訓練指導を行います。指導支援者への謝金は、企業と都が半額ずつ負担します。

認定職業訓練（従業員に対する職業訓練を支援）
　企業が従業員に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準を満たすもの
について、東京都から認定を受けることができます。要件を満たす場合は、補助金等の支援も
あります。

東京みらいの名工育成プログラム（ものづくり技能継承を支援）

　企業から推薦いただいた中堅技能者を、高度熟練技能者等が指導し、技能継承のお手伝いをし
ます。成績優秀者には「東京みらいの名工」の称号が付与されます。建築配管のコースがあります。

人材育成プラザ（社員研修への施設貸出）
　「人材育成プラザ」を設置し、中小企業・団体が社員研修や技能検定試験を行う際に、教室・
実習場・パソコン室を貸し出しています。▲

教室：3室（定員各30人）　

▲

実習場：3室（合計面積約1000㎡）　

▲

パソコン室：30台（Windows７）
※各教室、実習場の間仕切りは可動です。複数の教室・実習場を連結して使用することができます。

多摩テクノプラザ　TEL.042-500-2300

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8610

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8700

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8700

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8610

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8610

中小企業の人材育成・人材確保に向けた支援
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創業や新事業展開、経営改善に役立つ知識を身に付けたい方ヘ

基礎的な技術を身につけた人を採用したい企業の方ヘ

東京都商工会連合会 TEL.042-500-1140創業・経営革新セミナー
　創業を目指す方、経営者や後継者で新事業展開を目指す方を対象にセミナーを開催し、必要な知識・ノ
ウハウの習得を支援いたします。

地域の企業や団体と連携した人材確保
　地域の企業・業界団体等と連携して合同面接会などを実施し、企業が求める人材の確保を図ります。また、
求職者を対象に、ものづくり業界の現状や魅力を伝えていくための講演会等も実施しています。

多摩職業能力開発センター TEL.042-500-8700企業の人材確保への支援

　求職者を対象に、企業内で採用を前提とした訓練を行います。訓練修了後、採否を決定してください。
訓練内容に応じた委託費（一人当たり月額最大６万円）をお支払いいたします。訓練生は東京都が募集し
ます。訓練期間中、訓練生に対する賃金支払いの必要はありません。

求人セット型訓練

訓練修了生の紹介
　公共職業訓練の各科にて、６ヶ月～１年の職業訓練を修了して基礎的な技術を身につけた訓練修了生を
紹介しています。求人のご要望がございましたら、東京都立多摩職業能力開発センターへ求人票をお出しくだ
さい。
訓練生が取得できる主な資格（国家資格） 技能士補、東京都技能士補、第二種電気工事士、ガス溶接技能講習修了証
訓練生が取得できる主な受験資格  2級ボイラー技士試験、排水設備責任技術者試験、技能検定（2級）

　経営情勢や経営環境の変化に対応していくための課題をタイムリーに取り上げ、各種分野の専門家による
講演、パネルディスカッションなどを行っています。

産業セミナー 東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901

　商店・商店街への経営専門家チームの派遣、商店街リーダー塾の開催、都立高校と商店街とのインター
ンシップ事業など、人材育成による地域商業の活性化を支援しています。

若手商人の育成 東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901

　デザイン手法を用いた製品開発を体系的に学べる「売れる製品開発道場（1年目）」と、試作モデルをベー
スに新規事業として立ち上げるまでのプロセスを支援する「事業化実践道場（2年目以降）」を一体的に運営し、
製品開発から事業化にむけたノウハウ習得を支援します。

事業化チャレンジ道場 東京都中小企業振興公社 多摩支社　TEL.042-500-3901

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8610東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8700

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8700

東京都立多摩職業能力開発センターTEL.042-500-8700
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農業を開始された方へ

新しく農業を始めようとお考えの方へ
新規就農者支援
　東京都が指定した「青年農業者等育成センター」として、就農に関する支援、相談等を実施して
います。また、現地農業体験等も行っていますので、お気軽にお問合せください。

林業経営者の方へ

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-0641多摩産材情報センター
　多摩産材を取り扱う製材業者の情報を提供し、また多摩産材の利用に関する相談をお受けいたし
ます。また、Ｗｅｂサイトでの情報提供も行い、多摩産材の活用促進を図っています。

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-0641林業労働力確保支援センター
　東京都指定の「林業労働力確保支援センター」として、林業への新規就業に関する支援、林業
従事者の育成、林業事業体の雇用管理の改善など支援事業を実施しています。

12

農業後継者育成
　新しく農業に就かれた皆さんが、生産技術や経営方法の基礎を習得するためのセミナーの支援、
農業後継者が中心となる組織や団体による視察・研究活動への助成などを行っています。
　また、農業後継者の配偶者確保のための交流会を実施しています。

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-1357

農業経営の新たな展開に取り組まれる方へ
チャレンジ農業支援センター
　チャレンジ農業支援センターは、相談、無料の
専門家派遣（５回まで）、講演会の開催などを行っ
ています。加工品の開発やロゴマーク・パッケー
ジなどのデザイン、農産物のブランド化への支援
など、消費者のニーズに即応した収益性の高い東
京ならではの農業経営を実現したいという農業者の
方のチャレンジをサポートしています。

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-3191

農業・林業事業者のための支援

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-1357



　東京都の農林業及び食品産業の振興を図るため、調査・試験・研究を実施し、農林・食品事
業者の皆様へ技術支援や情報提供を行っています。

農業後継者のみなさまへ

●農林総合研究センター
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東京農業を支える人材育成
　農業の基礎的な知識、最新技術、経営能力等を修得していただくことを目的に、農業後継者の
方を1年間の「農業技術研修生」として受け入れ、東京農業を中心となって担う農業者の育成を図っ
ています。お申し込みは年１回、１月～2月にかけて募集を行っています。

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-5216

農業関係事業者の方へ
農業指導者の育成
　農業者を指導する人材育成のため、農協の営農指導員等に対して農業の専門知識、最新技術等
を修得していただく研修を行っています。お気軽にお問合せください。

●依頼試験　　・化学試験　（水分・たんぱく質・脂質・灰分・無機質・ｐＨ等）
　　　　　　　・物理試験　（粘度・測色・糖度（ブリックス）・水分活性）
　　　　　　　・微生物試験（生菌数・大腸菌群定性・耐熱性芽胞菌数・酵母数等）
●開放試験室　・赤外水分計　・分光光度計　・ｐＨメーター　・電子はかり　
　　　　　　　・高圧減菌器　・乾熱減菌器　・Ｂ型粘度計　・減圧乾燥機
　　　　　　　・ビタミンＣ計　・濃度計　・色差計　・恒温器　・クリーンブース
　　　　　　　・粉砕機

東京都農林水産振興財団　TEL.042-52８-5216

食品関連事業者の方へ
支援・施設利用
　食品に関する 「技術相談」、「実地支援」や、食品工業
用原材料および加工食品等に関する試験や調査、技術指導
などを実施しています。
　また、各種機器が設置された開放試験室をご利用いただ
けます（有料）。さらに、食品に関する様々な問題の解決
を支援するために、技術士等の東京都登録 「食品技術アド
バイザー」 を派遣する制度を設けています。お気軽にお問
合せください。
（食品技術センター所在地は千代田区）

東京都農林水産振興財団（食品技術センター）TEL.042-52８-0505

開放試験室
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「産業サポートスクエア・TAMA」施設のご案内

経営サポート館

３階

２階

１階

２階

１階

インキュベーションオフィス・ 
TAMA
下請センター東京、知財センター
多摩支援室、大会議室、会議室
公社受付（事務室）、相談室、
連携ルーム

会議室、相談室

商工会連合会受付（事務室）、
相談室

支援機関：東京都商工会連合会

支援機関：東京都中小企業振興公社

多摩テクノプラザ

３階

２階

１階

製品開発支援ラボ、パソコンルーム

高速造形室、電気試験室、電子回路評価室、素材評価試験室、
繊維物性試験室、試作加工室
都産技研受付（事務室）、相談コーナー、環境試験室、振動試験室、
塩水噴霧試験室、化学分析室、精密測定室、材料強度実験室、
クリーンルーム、物性評価室、電子顕微鏡室

支援機関：東京都立産業技術研究センター

1Om法電波暗室、3m法電波暗室、電波ノイズ試験室、シールドルーム

デザインルーム、商品分析室、繊維実習室、撚糸ゾーン、織物ゾーン、
不織布ゾーン、ニットゾーン、仕上げゾーン、染色ゾーン

３階

テクノプラザ
本館

EMCサイト

繊維サイト

東京都立多摩職業能力開発センター

４階 調理科（実習室、試食室、材料仕込み室）、建設設備科（実習室、教室）、
庭園施工管理科（教室、屋外実習場）、ビル管理科（実習室、教室）

支援機関：東京都立多摩職業能力開発センター

３階
視聴覚室、機械組立技術科（実習室、制御実習室、教室）、電気工事科（実習室 1・2、
高電圧実習室、教室）、計測制御システム科（実習室、教室、測定実習室）
住宅リフォーム科（実習室 1、教室）、造園土木施工科（教室）

２階
人材育成プラザ（パソコン教室）、三次元CAD科（実習室、教室）、
精密加工科（材料試験室、教室）、自動車塗装科（実習室2、教室）、就職支援室、
若年者就業支援科溶接コース（教室）

１階 受付・相談窓口、人材育成プラザ（教室、実習場）、
若年者就業支援科溶接コース（実習室）、自動車塗装科（実習室1）、精密加工科（実習室）

東京都農林水産振興財団（立川仮設庁舎）

1階 財　団：管理課、農業振興課・チャレンジ農業支援センター、森の事業課　　　
農総研：研究企画室、園芸技術科、生産環境科、緑化森林科

支援機関：東京都農林水産振興財団、東京都農林総合研究センター（農総研）
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支援機関の連絡先

AccessAccessAccessAccessAccessAccessAccessAccessAccessAccessAccessAccess
産業サポートスクエア・TAMAへのアクセス

東京都昭島市東町３－６－１（JR青梅線  西立川駅 徒歩約７分）

機　関　名
公益財団法人
東京都中小企業振興公社多摩支社

東京都知的財産総合センター
多摩支援室

下請センター東京　多摩支援室

東京都商工会連合会

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
多摩テクノプラザ

東京都立多摩職業能力開発センター

公益財団法人
東京都農林水産振興財団

東京都農林総合研究センター

住　所

〒196-0033
東京都昭島市東町
３-６-１

〒196-0033
東京都昭島市東町
３-６-３３

〒190-0013
東京都立川市
富士見町３-８-１

ＵＲＬ問合せ先

TEL.042-500-3901

TEL.042-500-1322

TEL.042-500-3909

TEL.042-500-1140

TEL.042-500-2300

TEL.042-500-8700

TEL.042-528-0505

TEL.042-528-5216

http://www.tokyo-kosha.or.jp/

http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/

http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/shitauke/soudan/index.html

http://www.shokokai-tokyo.or.jp/

http://www.iri-tokyo.jp/

http://www.hataraku.metro.
tokyo.jp/vsdc/tama/

http://www.tokyo-aff.or.jp/

http://www.tokyo-aff.or.jp/center/
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