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令和２年 7 月 31 日

KIP会会員総会　開催報告
　去る６月上旬、令和２年度の KIP 会運営委員会・会員総会を開催しました。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、書面での決議を賜りましたが、お忙
しい中ご回答をいただき誠にありがとうございました。運営委員会・会員総会では、令和元年度
事業報告・収支決算（案）、令和２年度事業計画・収支予算（案）をご審議いただきました。
また今年度は役員の任期満了にともない、役員の選任（案）についてもご審議いただき、各議
事につきまして、必要承認数に達し、承認されました。

■ KIP 会役員のご紹介 ■
代　　 表 神谷　光信 神谷コーポレーション㈱　代表取締役会長
副 代 表 簑原　利憲 タカネ電機㈱　代表取締役会長

〃 横内昭次郎 神奈川県家具協同組合　副理事長 
〃 横田　　仁 ミコー産業㈱　代表取締役
〃 宮治　英輔 ㈱新井清太郎商店　代表取締役社長
〃 瀬戸　映男 ㈱調味商事　代表取締役
〃 高木紀世子 ＫＫフォレスト　代表

運 営 委 員 平山　光裕 ㈱平山ファインテクノ　代表取締役社長
〃 松波　　登 ㈱東科精機　代表取締役
〃 富田　啓明 トミタテクノロジー㈱　代表取締役社長
〃 大山　　裕 ㈱オオヤマフーズマシナリー　代表取締役社長
〃 千葉　克実 美和電気㈱　代表取締役社長
〃 北澤　晶彦 協同電子エンジニアリング㈱　代表取締役社長
〃 森川　真彦 ㈱ユニオン産業　代表取締役
〃 細谷　信行 ㈲たんぽぽ　代表取締役
〃 奥谷　　晃 ㈲おくや物産　代表取締役
〃 坂田　　宏 ㈱サカタのタネ　代表取締役社長
〃 宮﨑　眞一 ㈱松屋総本店　代表取締役
〃 杉山　和史 神奈川県銘菓共励会　会長
〃 桂田　忠明 セントラル電子制御㈱　最高顧問

監 事 坂井　雅幸 （公社）横浜貿易協会　常務理事
〃 太田　康雄 ㈱ジェムコ日本経営　取締役人事・秘書室長

　 K I P 会 会員の皆さ
ま、日頃よりKIP会の
発 展のためにご高 配
賜り、厚く御礼申し上
げます。
　さて、本年度のKIP
会 総 会 につきまして
は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観
点から書 面 開 催にて

決議いただき、ありがとうございました。本年
度も承認を賜りましたこと、心より御礼申し上
げます。
　「ウィズコロナ」、「ニューノーマル」時代とな
るなか、新型コロナウイルスとの戦いは今後も
続きます。KIP会の事業実施については、安
全・安心を第一に、会員の皆さまには可能な
限り有意義なサービスを継続してまいります。
　日本経済を支える屋台骨である中小企業
者の皆さまにとって、先行きが見えない困難な
状況が続きますが、感染拡大防止を徹底し、
皆さんでこの難局を乗り越えて行きましょう。
　引き続き、改選された役員共々、どうぞよろ
しくお願いいたします。

KIP会代表　神谷　光信
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テレワークの導入について
　新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、多くの企業にテレワークの導入が注目されています。テレワークとはICTを
活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。通勤ラッシュや人混みを回避し、住宅での勤務が可能とな
るテレワークは、有効な対策になります。
　テレワークの導入は、その他にも、企業や労働者にとって次のようなメリットがあります。

お問合せ先　神奈川県産業労働局労働部雇用労政課労政グループ　TEL：045-210-5739

詳細
https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/z4r/telework/donyusien.html

　テレワークにおける具体的な「導入における準備」、
「導入事例」、「導入における課題TOP3とその対応」、
「費用の具体例」等を掲載した導入ガイドを下記に
て公開しておりますので、ぜひご覧ください。

導入ガイドURL
https://www.pref.kanagawa.jp/
documents/23455/donyuguide.pdf

  また、県では、中小企業への導入促進を促すため、
令和元年度にはテレワーク体験セミナーの開催、テレ
ワーク導入支援のアドバイザー派遣等を実施してお
り、令和2年度も実施を予定しています。
　令和2年度の開催が確定しましたら、順次下記
URLにて掲載いたしますので、ぜひご確認ください。

「企業にとってのメリット」 「労働者にとってのメリット」

●育児や介護などを理由とした離職等の人材損
失の回避

●無駄な移動時間の削減等による生産性の向上
●災害時の自宅での業務によるBCP（事業継続）

効果への期待
●働きやすい職場という企業イメージの向上

●育児や介護、けがや病気の治療等と仕事の
両立のしやすさ

●通勤時間削減による自由時間の増加や身
体的精神的負荷の軽減

●遠隔地の企業への就業が可能になり、就業
機会の拡大
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テレワークのセキュリティ対策

テレワーク実施時の注意点

さらに「意識」を高めましょう。（神奈川県警察からのアドバイス）

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オフィスを離れ、場所や通勤等にとらわれずに柔軟な働き方ができる、テレ
ワークを実施する企業が増加しています。しかし、このテレワークを狙ったサイバー攻撃等の被害が
懸念されています。「テレワーク実施時の注意点」を参考に、リスクの低減を図りましょう。

（参考）内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）ホームページ
　　　から内容を引用、一部改変して作成しています。
　　　NISCのホームページ https://www.nisc.go.jp

神奈川県警察
サイバーセキュリティ対策本部

端末や機器を最新にアップデートしましょう
OSやソフト、アプリ、機器をアップデートしてセキュリティの穴
をふさぎましょう。

周りは知らない人だらけ
他者からの盗み見（ショルダーハッキング）や大声での電話会
議による情報漏えいに注意しましょう。

のぞき見防止
フィルターや
画面ロックの利用

サポート切れに注意 通話は時と場所を
考えましょう

ルーターなどの機器も
アップデートを忘れずに

公衆無線ＬＡＮは、
暗号化されている等
信頼できるものを利用

業務を装うメールや不審なメールに要注意
添付ファイルは安易に開かないように注意しましょう。メール
からのリンク先は偽サイトの可能性が。安易にクリックしたり
重要情報を入力したりしないようにしましょう。

端末の盗難、紛失に要注意
持ち運びしやすいノートPCやスマホ、ＵＳＢメモリ等は盗難、
紛失のリスクも。万が一に備えてデータは暗号化しましょう。

実は丸見え！？通信は暗号化して安心
公共の場所での通信は、盗聴されるリスクも高まります。
ＶＰＮ＊接続して通信路を暗号化しましょう。

複雑なパスワードや多要素認証を使いましょう
お使いになるシステムで用いるパスワードは複雑にし、貴重品
のように管理しましょう。

データの暗号化ウイルス感染 社内規程

ワンタイム
パスワード

生体認証 ＵＳＢ認証キー

偽サイトへ誘導

WiFi

VPNによる通信の暗号化

通信が
丸見え

企業の
サーバ

テレワークでは企業の重要情報を持ち出すことになります。
必要がない限り
・重要情報とインターネットを…
・仕事用端末とプライベート用端末を…

セパレートしましょう。

確かメルようにしましょう。

切 り 離 し

テレワークでは、メール等を利用する機会の増加が予想されます。
・メールアドレスをよく…
・添付ファイルの形式をよく…
・本文の内容をよく…
・違和感を感じたら、取引先や上司等に…

※ Virtual Private Network の略
　 利用者の機器からインターネット上の安全な場所にある出口サーバまでの通信を暗号化すること。

そ
く

確 か メ ル
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補聴器では対応できない、耳鳴り改善・音楽鑑賞・高度難聴者対応と、集音器なので状況に合った随時調整ができる
「Chojuシリーズ」の販売をしている会社です。更にChojuシリーズの使い勝手を改善するため7月より「指向性マイク
ユニット」「スマートフォンオプション」の販売を開始します。詳しくは弊社HPをご覧ください。

弊社は水素の優れた抗酸化力にいち早く注目し、健康寿命の延伸、水素の予防領域利用を目的として水素水生成装
置・水素ガス吸引機の製造・販売をおこなっております。フィットネスクラブへの導入を事業主体としつつ、健康経営サ
ポートとして福利厚生導入もすすんでいます。水素に関する製品をお探しの際は是非弊社へご連絡ください。

株式会社エース・E&L

株式会社メドウニクス

株式会社ドクターズ・マン

代表取締役社長
所在地
TEL
HP

代表取締役
所在地
TEL
HP

津田　博通
神奈川県相模原市南区麻溝台6-9-9
042-740-8111
https://ace-el.co.jp/

代表取締役
所在地
TEL
HP

今川　悟
神奈川県大和市大和東1-5-6
046-260-2083
https://www.meadownics.co.jp

橋本　総
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-５
045-905-2330
https://www.doctorsman.com/

投稿企業「KIP会会員より自社PRです!」

業務内容：難聴者向け聴覚補助器（集音器）
　　　　 Choju『聴寿』シリーズの企画・製造・販売

業務内容：熱中症予防対策製品の卸売り、小売り、熱中症予防のために関わ
る新製品の開発、製造、及び販売。

主な製品：空調服、エレファン空調服、クールメット。

業務内容：水素水サーバー、水素ガス吸引機、
　　　　 水素給茶機の製造・販売

工業部会

工業部会

KEEP部会

小社は熱中症予防対策商品として身近になった「空調服」の販売代理店として16年目になります。身に着けるウエア
に限らず、これからも夏場の熱中症予防対策商品の開発に努めて参ります。今年の夏は昨年の冷夏に反して暑い気
温が予想されます。小社HPをご覧いただきお気軽にお問いあわせください。
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KIP会ひろばを活用してあなたの会社をPRしませんか？！

◆チラシサイズ：A4
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,500円（税込）

チラシ同封サービス
KIP会会員のビジネス拡大をお手伝いするため、
「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の製品・商品PR
などのチラシを同封するサービスを行っております。

投稿募集
会員の皆さまからのご投稿を大募集！どのような
テーマでも結構です。お問い合わせお待ちいたして
おります。

無料

わが社の自慢
　新製品紹介
　　事業紹介 などなど

お問い合わせはKIP会事務局まで！

当社は1964年の創業以来、少量多品種から量産物まで、幅広く様々な分野の電子機器に使用されるプリント配線
基板や組束線（ワイヤーハーネス）やケーブル加工に特化した製造体制を構築しており、現在は国内3拠点（川崎市、
宇都宮市、茨城県常総市）では試作・開発段階からお手伝いし、量産段階で海外生産に移行し当社の海外6拠点

（中国の東莞と蘇州、タイ、ベトナム、フィリピン、ラオス）を活用して、量産対応を可能にしています。

「家具、建具は作らない、機械製品・部品を作る」精度・品質・造形などの面で木質素材は金属や樹脂に劣るものとい
う既成概念があり、工業製品における木材の適用範囲は限定されてきました。当社はその制約を少しでも取り除くべ
く、高精度木質加工技術を保有。御社の製品価値向上に当社の木質加工技術をお役立てください。

タカネ電機株式会社

日本木質技研株式会社

代表取締役
所在地

TEL
HP

代表取締役
所在地
TEL
HP

簑原　利憲
神奈川県川崎市中原区宮内2-7-11（本社事務所 神奈川県川崎市
中原区上小田中5-2-2 なとりプラザ中原2階）
044-751-6101
http://www.takane-jp.com/

秋山　忠
神奈川県愛甲郡愛川町角田 727-8
046-258-6980
http://www.nicimo.com

投稿企業

業務内容：事務機（プリンター、複写機）、半導体製造装置関連、医療機器等のワイヤー
　　　　 ハーネス加工・組立およびプリント配線基板の設計・実装・組立・配線等

業務内容：工業製品へ適用可能な木質部品/製品の提供。木材の精密 3次元加工・
　　　　 高精度3次元スキャン・3次元設計の取り組みも強固。

「KIP会会員より自社PRです!」
工業部会・KEEP部会

工業部会・ビジネス・チャンス開拓研究会



6KIP会ひろば　2020.7

KIP会
会員は

通常料
金から

20%O
ff 　中小企業センタービルには５つの会議室と多目的ホールを設けています。KIP会会員の皆さまには

利用料の割引がございますので、会議、研修・セミナー、展示会などにぜひご活用ください。

定員 利用料

第１会議室 39名

第２会議室 93名

第３会議室 36名

特別会議室Ａ 24名

特別会議室Ｂ 22名

多目的ホール

会議・講習会 120名

展示会・パーティ等 220名

＜KIP会会員料金表＞ （平日料金）

利用時間帯

午前　　9：00～12：00

午後　13：00～17：00

夜間　18：00～21：00

午前・午後／午後・夜間／
終日のご利用もお受けして
おります。

公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）
総務課　会議室担当 TEL 045-633-5019

公益財団法人神奈川産業振興センター
事業部　取引振興課　KIP 会事務局

〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル5F　TEL :045-633-5149　FAX:045-633-5068
E-mail: kipmember@kipc.or.jp　  ホームページ:https://www.kipc.or.jp/about-kip/kipkai/

あなたの会社のイベントやサービスを会員向けにご案内します！
セミナーやイベントの開催、展示会へのご出展、新製品、新サービスなどを
メール＆FAXで会員向けにPRします。ぜひご活用ください。

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

23,760円～83,952円

10,120円～35,816円

12,408円～44,000円

9,152円～32,384円

27,808円～98,384円

49,104円～173,448円

11,088円～39,160円

KIPホームページから仮予約できます。
https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/vacancy/

◆お問い合わせ

◆ご予約

オンライン受・発注商談会2020（重点エリア：川崎）
受注企業募集のご案内～商談に向けてIT導入・活用を徹底サポート～

　KIPでは例年、集合（対面）形式で実施していた商談会を、今年度はオンライン形式（非接触）に変更して開催します。
　今回のオンライン商談会の特徴は、川崎地域を「重点エリア」とし、川崎市内の受注企業の自社技術のPR動画をKIPホーム
ページ内で発注企業に閲覧してもらい、自社の魅力を伝えるサポートを行うとともに、オンライン会議ツールに慣れていない企
業が積極的に参加できるよう、KIPの職員等による操作方法等のアドバイスを実施するなど、強力にバックアップしていきます。
　ご参加をお待ちしております。

募集企業の業種
募 集 企 業 数
募 集 期 間
商 談 期 間
商 談 方 法

製造業（ソフトウエア企業を含め）
受注企業250社程度
2020年8月3日（月）～8月21日（金）
2020年9月24日（木）～10月7日（水）
原則KIPが提供するオンラインツールで商談（KIPサポート有）

※ 申込方法はURLより確認ください https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/kawasaki2020/

お問合せ先
KIP事業部取引振興課
TEL 045-633-5067


