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挑みつづける、変わらぬ意志で。

初代会頭　渋沢栄一

経営支援
経営に関する様々なご相談や融資のご案内、人
材の確保・育成、商談・交流イベント、共済・
福利厚生など、企業の経営に役立つ事業やイベ
ントを多数行っています。

経営支援
経営に関する様々なご相談や融資のご案内、人
材の確保・育成、商談・交流イベント、共済・
福利厚生など、企業の経営に役立つ事業やイベ
ントを多数行っています。

経営支援
経営に関する様々なご相談や融資のご案内、人
材の確保・育成、商談・交流イベント、共済・
福利厚生など、企業の経営に役立つ事業やイベ
ントを多数行っています。

政策要望
雇用・労働、税制、事業承継、デジタルシフト
推進、エネルギー・環境など、企業の経営に関
する様々な課題解決のため国や東京都に働きか
け、制度改正や対策強化などを促しています。

政策要望
雇用・労働、税制、事業承継、デジタルシフト
推進、エネルギー・環境など、企業の経営に関
する様々な課題解決のため国や東京都に働きか
け、制度改正や対策強化などを促しています。

地域振興
地域で活躍する事業者のために、共に地域を盛り上げ、
活性化していくための取り組みを行っています。また、
地域資源を掘り起こし、その魅力を広く伝えていくた
めの発信なども行っています。

地域振興
地域で活躍する事業者のために、共に地域を盛り上げ、
活性化していくための取り組みを行っています。また、
地域資源を掘り起こし、その魅力を広く伝えていくた
めの発信なども行っています。

100
東商が提供する

以上の
事業・サービスをフル活用し
経営にお役立てください！
東京商工会議所は東京23区に事業所を持つ約8万の会員で構成される地域総合経済団体です。
「会員企業の繁栄」「首都・東京の発展」「わが国経済社会の発展」をミッションとし、
経営支援・政策要望・地域振興を柱とした幅広い活動・事業を展開しています。

東京商工会議所は近代日本資本主義の父とよばれ、
新一万円札の肖像に採用されることが決定した
渋沢栄一によって明治11年（1878年）に創立されました。
「民の繁栄が、国の繁栄につながる」という
渋沢の信念をもとに、東商は企業の声をこの国の力に変え、
日本経済の発展に尽力してきました。
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ビジネスサポートデスク（東京東）ビジネスサポートデスク（東京西）

ビジネスサポートデスク（東京南）

東商は、23区に１カ所ずつ支部を配置し、区内事業者に対してきめ細かいサポートを行っています。
また、事業承継や創業支援などの専門的な相談に応じるため、
都内４カ所に「ビジネスサポートデスク（BSD）」を設置しています。

ビジネスサポートデスク（東京北）

逆境の時こそ、力を尽くす
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経営に関する相談に応える

経営相談

経営相談 ■経営計画策定・販売・PR戦略・I T化など経営に関する課題について
　専門家に相談できる

中小企業・小規模事業者の経営課題に関する
様々なご相談に応じています 中小企業相談センター／03-3283-7700または23支部

■事業ステージ・テーマに対応した相談メニュー

相談
無料

創業

創業時の融資や創業計画の策定などの
支援
創業支援センター／03-3283-7767
または23支部

創業計画の策定や社内体制整備などの
継続的な支援
ビジネスサポートデスク

事業承継 事業再生

親族や従業員に対する事業承継の支援

ビジネスサポートデスク

第三者への事業承継（M&A）の支援

東京都事業引継ぎ支援センター／
03-3283-7555

資金繰りの厳しい企業への改善
アドバイス・事業再生計画策定支援
東京都中小企業活性化協議会
再生支援業務部門／03-3283-7425

倒産を未然に防ぐための相談

経営安定特別相談室／
03-3283-7742

法律

労務・社会保険

販路開拓・営業戦略

特許・商標

許認可・外国人雇用

登記

IT化支援

弁護士

税務・財務全般 税理士・公認会計士

経営計画策定・資金繰り 経営指導員 ほか

社会保険労務士

中小企業診断士

弁理士

行政書士

司法書士

ITコンサルタント

海外展開 弁護士・中小企業診断士 ほか

1 2 3 産学公連携相談窓口

企業の課題解決に向けた様々なご相談に
対応
約50の連携研究機関との橋渡しを実施

中小企業部／03-3283-7754

事前予約制

東商ウェブサイト
詳細

該当事業の担当へお問い合わせください。

一部オンラインでの相談も行っております
詳しくは右記二次元コードをご確認ください

経営相談  4
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資金調達に関する悩みに応える

資金調達・
その他サービス

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

中小企業・小規模事業者の資金調達に関する悩みや
信用調査・I T活用など経営に役立つサービスをご用意しております

企業信用調査サービス

4

■商工会議所の推薦に基づいて、
　日本政策金融公庫から貸し出される国の融資制度

つの特徴

融資限度額

2,000万円

固定金利

1.3％

担保・
保証人・手数料

不要

返済期間

運転資金：7年以内
設備資金：10年以内 （2023年3月1日現在）

※金利は情勢により変動します

※審査の結果、ご希望に沿えないことがあります
※融資限度額および返済期間の取り扱いは、2024年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります
※区より支払利子の一部補助が受けられる場合があります。詳細は最寄りの支部へお問い合わせください

対象／従業員20人以下（商業・サービス業は5人以下）の法人・個人事業主 ※宿泊業・娯楽業は20人以下

提携信用調査会社（東京商工リ
サーチ、帝国データバンク）が収
集した国内・海外の企業信用調査
レポートを、1件から会員特別価
格（14,300円～）でご利用いただ
けます

中小企業相談センター／
03-3283-7700

小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員の方が
廃業や退職時の生活資金などのた
めに積み立てる共済制度です

経営セーフティ共済
取引先が倒産し、売掛金等の債権
が回収困難になった場合の資金繰
りをバックアップします

23支部または
中小企業相談センター／
03-3283-7700

会員限定

ぴったりDX
企業のデジタルシフト・DX推進をしっかりサ
ポート！特に、社内デジタル人材育成やデジタ
ルツール選定を豊富なメニューで応援します
●　　　社内のデジタル人材を育成
　「東商リスキング応援メニュー」
●　　　東商会員優待でお得にデジタルツールを導入
　「デジタルサポートプレミアム」
●自社にぴったりなデジタルサービスを探す
　「デジタルサービスぴったりナビ」
●企業のデジタルシフト・DXに必要な情報を入手
　「東商ぴったりDXセミナー」  など

中小企業部 IT活用推進担当／
03-3283-7624

資金を調達
したい

該当事業の担当へお問い合わせください。

経営相談関連

詳細はこちら

注目！

注目！
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8万社とつながる！販路拡大のチャンスに

取引拡大

商談会

会員のニーズに応じて様々な商談やビジネス交流会を開催し、
ビジネスマッチング（商談）の場、出会いの場、自社PRの場を提供し、
販路の開拓を支援しています

ビジネス交流センター／03-3283-7804?

■大手企業からの発注案件を元に具体的な商談ができる
■様々な業種の経営者との人脈構築・PRができる
■ウェブ上で取引先を探したり、広くPRできる
■新しい取引先を探すことができる

ザ・商談！し・ご・と発掘市（工業商談会）

ものづくり事業者を対象とした事前マッチング商談会
開催 　10月頃、3月頃

東商バイヤーズミーティング（個別商談会）

小売・流通企業1社のバイヤーを招き開催する食品や
雑貨を対象とした商談会
開催 　年6回程度

ビジネスマッチング＠SMTS（食品商談会）

食品製造業者と首都圏バイヤーの商談会
開催 　2月頃（予定）

会員優待

新たな
取引先を
見つけたい

展示会

東京ビジネスチャンスEXPO

都内中小企業・小規模事業者を対象とした総合展示会
2023年度開催 　12月頃（予定）

異業種ビジネス交流会

主に東商会員企業を対象に、情報交換・人的交流を
目的とした交流会。オンラインでの開催回もございます

開催 　月1回程度

各種展示会

各展示会へ「東京商工会譲所ブース」として出展
［2022年度出展実績］
バックオフィス・フロントオフィスDXPO（IT）

会員優待

自社を
PRする場が
欲しい

こんな企業におすすめ！

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

交流会
原則会員

他業種の
経営者と交流
したい



7

01

様々なPR支援ツールを展開！

P Rサポート

東商新聞PRメニュー

東商 社長ネット

8万会員に向けて、貴社のPRを支援するツールを
数多く取り揃えています

該当事業の担当へお問い合わせください。

?

東商新聞広告掲載

広告チラシ同封サービス（DMサービス）

1回：715,000円（税込）  複数回利用割引あり

東商新聞BizDane!（ビズダネ）

貴社の新製品・新商品（新メニュー含む）・新サービス・
新店舗を東商新聞に写真付きで無料で掲載できます

東商新聞に、用途や目的に合わせたサイズの広告を掲載
できます

東商新聞とともに、貴社のチラシをラッピングして
会員企業宛に配送できます

社長のプロフィールに加え、企業の「経営理念」「事業の強み・こだわり」等を
発信できるウェブサイトです

どのように
PRしたらよいか
わからない

PRのコストを
抑えたい

手軽にできる
PRツールが
ほしい

こんな企業におすすめ！

■8万の会員企業の経営者へ効果的にPRできる
■無料で社長の魅力をPRできる
■割安な価格でプレスリリースを発信できる

広告掲載料：44,000円（税込）～
広報部 広告担当／03-3283-7594 
※内容によっては掲載できない場合があります

広報部 編集担当／03-3283-7961
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます

広報部 見える化推進担当／03-3283-7258

広報部 編集担当／03-3283-7961
※仕様・内容によっては同封できない場合があります

会員限定

会員限定

リニューアル

無料

無料

プレスリリースサポート
共同通信PRワイヤーとの連携により、貴社のプレスリリースをメディアへEメール等で
配信します

基本サービス

基本料金

基本料金免除
（東商会員特典）

配信料金 合計

●東商会員利用料金　国内配信1回10カテゴリまで選択可能（税込）

広報部 広報担当／03-3283-7696

会員特典

約2,600媒体・約4,050ヵ所のメディアが登録 提携先の主要ポータルサイトで、広くPRできます

国内メディア配信＋
提携サイト転載＋
配信レポート

44,000円
41,800円 41,800円＋ ＝

登録社長数
1,000人以上

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

掲載項目が増えました
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団体割引で手頃な掛金！
安心して働ける環境づくりに

共済制度

東商ウェブサイト 申込受付・詳細

共済センター／03-3283-7905?

■東商と保険会社が連携し、
　企業にとって必要な保障（補償）内容を提供
■スケールメリットを活かした割安な保険料
■共済制度を導入することで、企業の信頼度がアップ

その他、共済制度メニューの詳細はこちら

保障（補償）に
かかるコストを
抑えたい

従業員が
安心して
働けるように
したい

事業活動の
リスクヘッジを
強化したい

こんな企業におすすめ！

会員限定 会員限定 会員限定

生命共済 特定退職金共済 業務災害補償共済 ビジネス総合共済

主な共済制度

●病気・災害による死亡か
ら事故による入院まで、
業務上・業務外を問わず
24時間保障されます

●役員、従業員の弔慰金準
備等、複利厚生制度に活
用できます

●掛金は月額1,000円から
30,000円まで、1,000円単
位で自由に設定できます

●計画的に従業員の皆様へ
の退職金を準備でき、積
立金の管理に手間がかか
りません

●業務上の災害や不当解雇、
ハラスメント等により事務
所（役員個人等含）が支出す
る費用等を補償します

●労災事故発生時は、政府労
災保険の認定を待たずに
保険金が支払われます

●様々な業種の賠償責任リ
スク（PL、情報漏えい、施
設・業務遂行など）や事業
休業リスク（火災・水漏れ
事故、自然災害・感染症な
ど）を包括的に補償します

●補償の漏れ・重複を解消し
保険を一本化できます
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働きやすい環境づくりや採用活動でのアピールに

福利厚生支援
人気テーマパ一ク補助などオリジナル特典も充実！
リーズナブルな会費で利用できる福利厚生支援サービス「CLUB  CC I」を提供しています

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

CLUB CCI事務局（福利厚生支援センター）／03-3283-7900?

従業員の
満足度を高め
離職を防止
したい

採用活動に
おける
強みにしたい

コストを
抑えて
福利厚生を
充実させたい

こんな企業におすすめ！

プラン一覧

　　プラン名

従業員数

《税別》

プランの違い

1,000円 714円1～99名

900円 638円100～999名

800円 571円1,000名以上

※サービス運営会社により、ご利用いただけるメニューが異なります
※月々の会費は、上記の月会費にご登録の従業員数を乗じた金額になります

入会金無料！

福利厚生倶楽部

プラチナプラン ゴールドプラン

714円 500円

638円 455円

571円 409円

ベネフィット・ステーション

通常プラン ライトプラン

プラチナプランは、宿泊メニューが充実！
ゴールドプランより1 , 0 0 0円／1人泊お得です
（一部例外あり） 　　　　　　　　　　　　　　　運営会社：（株）リロクラブ

通常プランは宿泊メニューに特典あり！
年1 , 0 0 0円× 6人泊の宿泊補助がついています
（対象プランのみ） 　　　　　　　　　　　　運営会社：（株）ベネフィット・ワン

●主なメニュー
　宿泊・レジャー・グルメ・映画・
　ショッピング・育児・介護 など

会員限定
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採用から育成・定着まで― コストを抑えて課題を解決

人材採用

東商ジョブサイト（求人情報サイト）

新卒者や経験豊富なキャリア人材などの採用支援を目的に、
幅広い人材採用支援サービスを提供しています

人材支援センター／03-3283-7640?

■利用満足度が高い豊富なメニュー
■中堅・中小企業を中心に
　年間のべ約1 , 5 0 0社が利用（2022年度実績）
■コストを抑えて幅広い人材にPR

学校法人
と繋がりを
持ちたい

意欲ある
人材を
採用したい

学生にPRする
機会がほしい

こんな企業におすすめ！

無料

会員優待

●約80校の学校と効率よく人脈構築　●最新の学生の動向を収集できる　●企業満足度【99％】

会員企業と学校法人との就職情報交換会
学校法人（大学・専門学校等）の就職支援担当者との情報交換会

●中堅・中小企業に特化　●幅広い人材から直接応募を受けられる　●掲載社数約350社 ※2023年2月時点
新卒・外国人留学生～中途まで福広い人材に訴求できる求人情報サイト

会員限定

大手企業との求人情報面談会 無料

●経験豊富な人材の受入れ　●参加費・成果報酬等は一切不要　●参加満足度【99％】
大手企業に在籍するベテラン人材（主に50歳以上）の受入れに向けた、大手企業の人事担当者との面談会

会員限定

会員限定採用力UPプログラム
●他社と交流・情報交換が可能　●効果的な採用活動方法を学べる　●参加者満足度【99％】
会員企業の〈採用力向上〉を目的とした、 講演・グループワーク

東商ウェブサイト 申込受付・詳細
その他、人材採用支援サービスの詳細はこちら
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満足度94％！ 充実の講座を展開

東商ビジネススクール
（研修講座）
約150に及ぶ「多彩なテーマ」で、年間約300講座を開催
経営者・経営幹部向け「プレミアム講座」では、
企業経営に必要な実践的スキル、知識を学べる講座を
多数ラインナップしています

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

研修センター／03-3283-7650?

■会員なら約50％OFF（1日19 , 8 0 0円～／会員）
■「通学」「オンライン」「動画配信＋通学」「動画配信」
　「合宿」の5種類を展開
■体系的に学ぶことができる
　10本の「パッケージ型講座」を用意

多彩なテーマ

研修講座の特徴

新入社員　●新入社員ビジネス基礎講座
若手・中堅　●若手／中堅社員パワーアップ講座
管 理 職　●管理職候補・係長のための管理職養成講座
　　　　　　  新任管理者育成コース（合宿編／通学編）

階層別研修

まずはこの講座から！

会員優待

詳細はこちら

詳細はこちら

●ビジネスマナートレーニング講座
　（入門編／復習・ステップアップ編）
●気がきく社員のコミュニケーション＆仕事術講座
●ロジカルシンキングの活かし方講座

ビジネススキル研修
会員優待

分野別研修

詳細はこちら

詳細はこちら

法務　●契約実務講座（基礎編／実践編）
財務　●財務分析講座（入門編／実践編）
ＰＣ　●エクセル講座
　　　　（基礎編／応用編／関数編／マクロVBA編）

会員優待

高い満足度 確かな
受講効果

階層別（新入社員～管理職）
プレミアム講座
経営者・経営幹部向け講座

●取締役・執行役員の役割と仕事
●労働法・労務トラブル対策講座
●経営幹部が身につけるべき数的知識講座
●役員のためのリスクマネジメント講座

会員優待
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知識・能力の底上げに最適！実務につながる人材育成ツール

検定試験
東商の検定試験を活用することで、ビジネスの現場で求められる
実務的な知識やスキルを効率的、効果的に身に付けることができます
試験方式は I B T方式・CBT方式ですので
受験者の都合・環境に合わせて日時や受験場所を選択して
受験いただけます

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

検定センター／050-3150-8559
（平日10:00～18:00）?

従業員の
能力開発、育成
を図りたい

昇格要件の
明確な指標
がほしい

人事の負担を
なるべく
抑えたい

こんな企業におすすめ！

東商検定一覧

IBT方式 受験者ご自身のパソコン、インターネット環境等を利用し、
自宅や会社・学校等で受験いただく試験方式です

CBT方式 各地のテストセンターにお越しいただき、
備え付けのパソコンで受験いただく試験方式です

■従業員の知識の習得状況を
　客観的に測定できる
■即時採点ですぐに合否がわかる
　（1級試験を除く）

■昇格要件に検定合格を加えることで、
　評価基準を明確にできる

■団体申込みを活用することで、
　従業員の成績を一括管理できる

ビジネスの現場に
即した法律知識

コンプライアンスの強化やリスク管理に
あらゆる業種・職種で必要な法律知識が
バランスよく身に付きます

管理職に必須の
マネジメント知識

あらゆるマネジャーが共通して身に付けておくべき
重要な基礎知識を効率的に習得することができます持続可能な社会の

実現のために
不可欠な環境問題の
基礎知識

多様化・複雑化する環境問題、SDGsを理解する
ための環境基本知識が学べます

高齢者や障がい者が
安心して暮らせる
住環境を提案する
アドバイザー

福祉×建築×医療の幅広い知識を体系的に
習得することができます仕事に役立つ

実践的な色彩知識を
学ぶことができる

色の性質や特性を理解することで、自社の商品・
サービスをより魅力的に見せることができます ※BATICは2022年度で終了しました
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貿易業務に関する証明書を発給

証明書取得
輸出時に必要となる各種書類のうち、
原産地証明書をはじめ貿易業務に関する証明書の発給を行っています

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

証明センター／03-6364-7610
台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 3F  
《窓口》平日9:30～12:00、13:00～17:00（一部例外あり）?

■お得な割引で経費削減！会員は各種手数料がお得に！

■会員限定お急ぎ証明では、申請から返却まで60分以内で
　発給！
　※電子発給システムによる申請、営業証明は対象外です
　※通常は約半日かかります　
　※受付時間帯が通常申請と異なります

詳しくはこちら

証明書の種類

料金例（会員価格）

原産地証明
インボイス証明 サイン証明

その他証明

輸出貨物の原産地（国籍）を明らかにす
る書類で、その真実性を保証するために
商工会議所で発行しています。日本産に
限らず外国産商品の原産地証明も取り
扱っています

証明書発給の手続き

誓約する
（貿易登録）

●会員証明　●日本法人証明　●営業証明

会員 一般

貿易登録 無料 33,000円
※2年毎に登録

（営業証明は2,200円）

証明手数料
1件あたり
1,100円

（営業証明は6,600円）

1件あたり
3,300円

お急ぎ証明

＋通常手数料 1,100円
1件あたり

1
申請書類を
作成・準備する

2

申請する
3

※貿易関係証明の取得には、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規定」に基づく誓約・届出（貿易登録）が必要です

※貿易登録に必要な「誓約書」・「業態内容届」・「署名届」は、ウェブサイトから詳細をご確認いただき、必要項目を入力の上、ダウンロードしてください

※経済連携協定（EPA）に基づく特定原産地証明は、日本商工会議所 東京事務所（03-6364-7771）までお問い合わせください

約半日

審査
4

認証書類を
受け取る

5 オンライン 原産地証明書 作り方講座

申請までの流れ・作り方等についてご説明
開催 　毎週火曜日14:00～15:30（年度末や祝前日等の混雑時を除く）

会員限定

個別相談会

貿易相談に関する個別相談
開催 　火曜日を除く平日13:30～／14:30～／15:30～
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充実の設備・環境で会議をサポート！

貸ホール・会議室
駅直結の好立地で、オンライン・ハイブリッド会議にも対応
会員企業の皆様の会議運営をサポートします

東商ウェブサイト
申込受付・詳細

オフィス環境部カンファレンスルーム事務局／03-3283-7680
                                                               （平日9:00～17:00）?

その他施設

■アクセス良好で便利な立地！丸の内にある貸会議室！
　地下鉄二重橋前駅・日比谷駅と直結、JR東京駅も地下通路で接続
■リアル会議はもちろんのこと、
　オンライン・ハイブリッド会議にも対応した備品・設備が充実！
　全室プロジェクター、スクリーンを設置
　メイン会場の映像を別会議室へ同時配信することも可能
■用途・規模に合わせて選べる会議室
　ホールと8部屋の会議室を1フロアに設置
　一部の会議室では部屋の連結が可能

詳細はこちら

詳細はこちら
オンライン会議
サポートサービスのご案内

アクセス良好
丸の内にある
貸会議室を
利用したい

こんな企業におすすめ！

丸の内二重橋ビル東京商工会議所5F！

東京商工会議所 渋沢ホール 会議室

会議室の詳細は、バーチャル内覧会（動画）をご覧ください！

東商渋沢ホール

4時間パック
（午後）13～17時

594,000円

RoomA1

基本3時間

132,000円

RoomA2 59,400円

RoomA1+A2 191,400円

RoomB1+B2 165,000円

MEMBERS’ LOUNGE

会員向け交流・喫茶スペース

Chamber’s Gallery

東商の歴史がわかる所蔵資料を閲覧できるギャラリー

（税込）

（税込）

〈お貸出し料金（一例）〉

用途・規模で
会議室を
選びたい

オンライン
備品・設備が
充実した会場を
用意したい
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各種サービスも取り揃えています

多彩なサービス

?

本部ビル6階に東商渋沢ミュージアムを開設し
ています。ぜひお立ち寄りください！
●開館時間　10:30～16:30（土日祝休館）
●入館料　　無料
※渋沢直筆の書や銅像などを展示

渋沢翁に関する様々な情報を
配信しています

メールマガジン

経営に役立つ情報を発信。総合
メルマガをはじめ、ご自身の興
味・関心に合ったテーマのメル
マガをご自由にお選びいただ
けます

マイイベント

非会員も閲覧・申込可能
東商のイベント・セミナー情報
をいつでも手軽にチェックで
きます
※申込には
　東商マイページへの
　登録が必要です

～いよいよ2024年上半期に初代会頭・渋沢栄一が新一万円札の肖像になります～

受け継がれる渋沢栄一の精神
渋沢栄一記念事業展開中

訪ねる　渋沢を学ぶツアー

学ぶ　　渋沢を学ぶセミナー

集まる　渋沢に関わる企業・団体の交流会

読む　　渋沢栄一の言葉、渋沢のDNAを探る

グッズ　渋沢グッズ販売

■東商渋沢ミュージアム

東京商工会議所では、オリジナル渋沢グッズご
購入金額の一部を充当し寄付を行っています
「東商渋沢ミュージアム」で販売中です
※10個以上ご購入の場合、郵送にて承ります

■東商オリジナル渋沢グッズ

■経営に役立つ情報を様々なツールで発信！

Tosho Channel !

東商が取り組む事業・サービス
を動画で分かりやすく紹介し
ています

東商マイページ

補助金情報から法改正のポイン
ト解説動画など、会員限定のお
役立ち情報をおとどけします

SNS

東商公式Twitter、Instagram、
Facebookを展開
YouTubeの東商公式チャンネ
ルもあります

登録はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら

健康経営アドバイザー
研修
健康経営の普及・推進に欠かせ
ない基礎的な知識を体系的に
学べるeラーニング研修です
修了した方は、「健康経営アド
バイザー」として認定されます
企業単位での団体受講も可能
です

会員交流センター
03-3283-7670

職場で始める！感染症
対応力向上プロジェクト
従業員のリテラシー向上に向
けた教材（eラーニング）や、
BCP策定ツールの無料提供な
ど、感染症の脅威から企業を守
る為の事前対策プロジェクト
です

会員交流センター
03-3283-7670

勇気ある経営大賞

過去に拘泥することなく、高い
障壁に挑戦し、理想の追求を行
うなど勇気ある挑戦をしている
中小企業を顕彰する制度です
ウェブサイトにはこれまでの受
賞企業の最新情報も掲載してい
ます

中小企業部
03-3283-7754

■健康経営® 健康経営®は健康経営研究所の登録商標です

公式LINEアカウント
「渋沢通信」

▲渋沢ハンドタオル  650円（税込）

▲渋沢ピンバッジ
　 400円（税込）

渋沢記念事業推進プロジェクトチーム／03-3283-7857
  （オフィス環境部内）                         



?

東京商工会議所 本部所在地 東京商工会議所 23支部・ビジネスサポートデスク

〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-2-2（丸の内二重橋ビル）
TEL：03-3283-7500（代表）

証明センター
〒110-0015　東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO（3階）
TEL：03-6364-7610

 地下鉄
東京メトロ千代田線「二重橋前〈丸の内〉」駅直結（B5出口）
東京メトロ日比谷線「日比谷」駅直結（B5出口）
都営三田線「日比谷」駅直結（B5出口）
   JR
JR 「有楽町」駅　国際フォーラム口より徒歩5分
JR 「東京」駅　丸の内南口より徒歩10分
※ビル直結の地下通路をご利用いただけます

千代田支部 〒101-0051　千代田区神田神保町3-19　ダイナミック・アート九段下ビル（2階）
 TEL : 03（5275）7286

中央支部 〒104-0061　中央区銀座1-25-3　中央区立京橋プラザ（3階）
 TEL : 03（3538）1811

港支部 〒105-5105　港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービルディング南館（5階）
 TEL : 03（3435）4781

新宿支部 〒160-0023　新宿区西新宿6-8-2　BIZ新宿（4階）
 TEL : 03（3345）3290

文京支部 〒112-0003　文京区春日1-16-21　文京シビックセンター（B2階）
 TEL : 03（3811）2683

台東支部 〒111-0033　台東区花川戸2-6-5　台東区民会館（1階）
 TEL : 03（3842）5031

北支部 〒114-8503　北区王子1-11-1　北とぴあ（12階）
 TEL : 03（3913）3000

荒川支部 〒116-0002　荒川区荒川2-1-5　セントラル荒川ビル（9階）
 TEL : 03（3803）0538

品川支部 〒141-0033　品川区西品川1-28-3　品川区立中小企業センター（4階）
 TEL : 03（5498）6211

目黒支部 〒153-0063　目黒区目黒2-4-36　目黒区民センター（4階）
 TEL : 03（3791）3351

大田支部 〒144-0035　大田区南蒲田1-20-20　大田区産業プラザ（5階）
 TEL : 03（3734）1621

世田谷支部 〒154-0004　世田谷区太子堂2-16-7　世田谷産業プラザ（2階）
 TEL : 03（3413）1461

渋谷支部 〒150-0002　渋谷区渋谷1-12-5　渋谷区立商工会館（7階）
 TEL : 03（3406）8141

中野支部 〒164-0001　中野区中野2-13-14　中野区産業振興センター（2階）
 TEL : 03（3383）3351

杉並支部 〒167-0043　杉並区上荻1-2-1　Daiwa荻窪タワー（2階）
 TEL : 03（3220）1211

豊島支部 〒171-0021　豊島区西池袋2-37-4　IKE・Bizとしま産業振興プラザ(4階)
 TEL : 03（5951）1100

板橋支部 〒173-0004　板橋区板橋3-9-7　板橋センタービル（8階）
 TEL : 03（3964）1711

練馬支部 〒176-0001　練馬区練馬1-17-1　Coconeri（4階）
 TEL : 03（3994）6521

江東支部 〒135-0016　江東区東陽4-5-18　江東区産業会館（2階）
 TEL : 03（3699）6111

墨田支部 〒130-0022　墨田区江東橋3-9-10　すみだ産業会館（9階）
 TEL : 03（3635）4343

足立支部 〒120-0034　足立区千住1-5-7　あだち産業センター（4階）
 TEL : 03（3881）9200

葛飾支部 〒125-0062　葛飾区青戸7-2-1　テクノプラザかつしか（3階）
 TEL : 03（3838）5656

江戸川支部 〒134-0091　江戸川区船堀4-1-1　タワーホール船堀（3階）
 TEL : 03（5674）2911

ビジネスサポートデスク
［東京東］〒130-0022　墨田区江東橋3-9-10　すみだ産業会館（9階）　
　　　　 TEL : 03（4346）1973

［東京西］〒160-0023　新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿（4階）　
　　　　 TEL : 03（4346）1961

［東京南］〒105-5105
　　　　港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービルディング南館（5階）　
　　　　 TEL : 03（6324）4139

［東京北］〒114-8503　北区王子1-11-1　北とぴあ（12階）　
　　　　 TEL : 03（4346）5523

最寄りの交通機関

各サービスの詳細などは公式ウェブサイトをご覧ください

サービス活用ガイド　2023年度版　発行日  2023年4月1日
発行・編集　東京商工会議所　広報部　TEL：03（3283）7258

東商に未加入の方、ぜひご入会ください！
法人は1口年間15,000円から、
個人事業主は1口年間10,000円からご加入いただけます

入会すると、共済や人材支援などの会員限定メニューが利用できる
ほか、研修や商談会など会員優待価格でご利用になれます！ 東商マイページ

01　会員限定コンテンツを豊富に掲載！
02　今知りたい情報やイベントをお知らせ！
03　各種オンラインでの手続きが簡単に！

企業のみなさまと東商をつなぐWEB窓口

ぜひご登録ください！

営業時間：平日9:30～17:00




