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　KIP会事務局より実施致しました、「新型コロナウイルス感染症の影響等に係る会員企業の業況等のアンケート」
について、たくさんのご回答をいただき誠にありがとうございました。
　KIP会で共有させていただくとともに、回答、コメントを今後のKIP会運営、また神奈川産業振興センターの事業
にも活かしていきたいと思います。今後もご意見、ご感想などございましたら、事務局までお願い致します。

（回答数：96社　※Q4以外はすべて複数回答可）
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　今年度入社の新入社員・中途採用社員の方を対象にしたフォローアップ研修
を10月20日にオンラインで開催いたしました。
　午前・午後の部合計で10社22名の参加があり、①入社～現在までの振り返り、
②ビジネスの基本③信頼されるビジネスパーソンを目指してというプログラム
に沿って学びました。
　グループワークやディスカッションも多くあり、講師や他の参加者とお互い

の悩みや意見等を話し合い、それぞれが今後の目標設定を
して研修終了となりました。
　「振り返って再確認する事の大切さを実感した。」「自分
の社会人基礎力を知ることができた。」等の感想が多く寄
せられました。

　中堅社員・中間管理職の方を対象に、10月から３ヶ月連続、全３回のプログ
ラムでオンライン研修を開催いたしました。
　午前・午後の部合計で10社20名の参加があり、第１回対人スキル向上のポイ
ント、第２回視点を変えて「やる気」につなげる、第３回効果的な育成と関わ
り方というプログラムに沿って、管理職・リーダーとして、部下や後輩の指導

をするためのスキルを学びました。
　「自己分析チェックで自分の特性や課題を知る事ができ
た。」「リフレーミング（ネガティブな言葉をポジティブな
言葉に変える）はとても難しかったが、コミュニケーショ
ンに活かせるよう、普段から意識したいと思う。」等の感
想が寄せられました。

活動報告

活動報告

新入社員フォローアップ研修（10月20日）開催報告

中堅社員・中間管理職のためのブラッシュアップ研修
～人間関係構築のためのコミュニケーションとコーチングスキルの応用を学ぶ～

（10月12日11月5日12月10日全3回）開催報告

人材育成研修

　一橋大学名誉教授の関満博氏をお迎えして、「地域経
済と中小企業の未来を考える」～現場からの発想の重要
性～というテーマで、ご講演いただきました。

　シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、
コモンズ投信株式会社取締役会長、渋沢栄一５代目子孫
の渋澤健氏をお迎えして、「渋沢栄一の『論語と算盤』
に学ぶ」～繁栄し
続ける社会と企業
経営～というテー
マでご講演いただ
きました。

今年度のセミナーは、多くの方に視聴していただくため、１週間という期間を設け、YouTubeでの配信といたしました。
活動報告　KIP会オンラインセミナー活動報告　KIP会オンラインセミナー

● ●●第１回公開セミナー　11月10日～16日配信 ●● ● ● ●●第２回公開セミナー　　12月３日～９日配信 ●● ●

講師：ローズアソシエイツ代表　金子由美子先生

講師：（株）日本人材開発センター取締役　上原歌織先生
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株式会社ニコン日総プライム株式会社ニコン日総プライム 工業部会

株式会社 Veritas Japan株式会社 Veritas Japan 生活産業部会

業務内容：  健康経営を目指す企業様への産業医紹介並びに無料ストレスチェックサービスの提供など

代表取締役  吉田　雅彦
所在地  横浜市港北区新横浜2-14-2  新横浜214ビル8F
TEL   045-478-6126
HP   https://www.n-prime.co.jp/

代表取締役  中川　隆太郎
所在地  横浜市神奈川区栄町2-9  東部ヨコハマビル3F
TEL   045-228-7637
HP   https://sangyouilabo.com/

業務内容：  人材サービス（派遣、紹介、受託・請負）、高年齢者が活躍し働き続けられるようになるための企画・研究開発

今年度の新入会企業を
ピックアップしてご紹介します。

「高齢者が活躍し働き続けられる社会を創る」ことをビジョンに、2020年に
株式会社ニコンと日総工産株式会社の合弁会社としてスタートしました。
当社には、ニコンを60歳定年退職した知見や技術を有した経験領域や職種
の異なる500名超の人材がいて「必要な機能や人材」を１日単位等から派遣
することが可能です。「必要な機能や人材」に課題をお持ちのお客様は、是
非お声掛けください。

　KIP会では、会員企業の女性社員を対象にした女性管理職・中堅社員交流会を定期的に開催しています。昨年度
第99回を迎え、本来であれば第100回なのですが、「コロナウイルス感染症の心配なく、リアルで集まれた時に、第
100回を開催しましょう。」という事で、今回は第99-2回の開催となり
ました。
　前半は株式会社美キャリアの西村由美氏に「障がい者雇用から考える
ビジネスにおける隠れたアンコンシャスバイアス」というテーマでオン
ラインにてご講演いただきました。
　後半は参加者の皆さまの自己紹介に始まり、講演についての感想や意
見等をディスカッションしていただきました。

活動報告 第99-2回女性管理職・中堅社員交流会（12月8日）開催報告 KEEP部会

従業員が49人以下の事業場に対し、助成金を活用し実質負担なく産業医を
選任するという業界初のサービスを展開する「産業医ラボ.com」を運営し
ております。ウィズコロナで注目を浴びるメンタルヘルス問題などを専属の
産業健康エキスパートに相談可能で「健康経営」や「予防医学」の観点から
企業をサポートいたします。
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コロナでケータリングがゼロに
　コロナは嵐のように当社に襲い掛かった。イベントはす
べて中止。そこへのケータリングはもちろんキャンセル。
痛手を受けた当社であったが、そこでコロナ前から少しず
つ開発を進めていたある分野に力を入れることになる。「コ
ロナで時間ができたから」二階堂社長は前向きだった。

美味しい冷凍食品の追求
　それは「グルメストック24」冷凍で届けるグルメな “社
食” である。メニューは「香味野菜たっぷり　チキンの白
いミートソース」「きのこの濃厚ポルチーニリゾット」と
本格レストランのメニューが並ぶ。そのこだわりは、大使
館御用達シェフによる完全手作りの美味しさ。電子レンジ
で温めて食べる時に、パスタ麺もリゾットの米もアルデン
テになるように努力と工夫を重ねている。メニューは現在
洋食のみの展開だが、今後中華、和食に広がるというから
期待したい。
　次のこだわりは、「美味しい＝健康」体は食べたものか
らできているという事実。食を提供する会社の使命として、
体にいいものを届けたい。すべて管理栄養士が監修し、「地
中海式食事法」を取り入れている。どのような食材をどのくらい食べるのが健康につながるか。地中海沿岸の健
康長寿の食事法である。それを日本人向けにアレンジし、メニューは野菜たっぷりで、油はエキストラバージン
オリーブオイルを使用しているというから驚きだ。

個食に対応する冷凍食品の広がる可能性
　二階堂社長が考えたのは、この「グルメストック24」を会社に置けるように展開したことである。コロナで
外食を控えた際に、コンビニ弁当、カップラーメンが毎日続く…そんな時に手を伸ばせる冷凍のストック。夜勤
や残業のある職場に力のでる食事を。そのまま自宅に持って帰ってディナーとして。専用冷凍庫、電子レンジを
無料で貸し出し、料理は食べた分だけ支払いというシステムもうれしい。社員の福利厚生として、導入、問合せ
が増えている。真空パックの冷
凍で半年保存可能。非常時の備
蓄としても活用できる。

　健康経営の第一歩に、美味し
く栄養満点の社食はいかがだろ
う。二階堂社長は社食以外にも
皆さんに届けたいと今日も奮闘
している。

二階堂社長（左）と 開発担当 窪田部長

ニューノ
ーマルを

ニューノ
ーマルを

　　生き
る

　　生き
るニューノ
ーマルを

ニューノ
ーマルを

　　生き
る

　　生き
る

株式会社アポルテフードファクトリー
設　　　立：2010年8月
代表取締役：二階堂 徹
所　在　地：川崎市高津区北見方1-21-10
主 要 事 業：パーティ・ケータリング＆イベント事業
　　　　　　オードブル、お弁当・デリバリー事業
　　　　　　給食事業　等
https://www.aporte.net/

　パーティーを盛り上げるケータリング。華やかな彩り、職人が丁
寧に作り上げるお料理の一品一品の味わい。記憶に残る美味しさ。
会場のディスプレイは、わぁっ思わず声を上げてしまうほど。
　美味しさ、華やか、安全・安心の３つを約束する株式会社アポル
テフードファクトリーは、川崎市高津区にあるパーティ・ケータリ
ング＆イベント事業を中心に行っている会社です。
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チキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わい
クルミで栄養価も食感もプラス

香味野菜たっぷり　チキンの白いミートソース

お気軽に
お問い合わせ
ください

疲れを和らげ午後のパフォーマンスUP

「グルメストック24」
商品のご案内

株式会社アポルテフードファクトリー

チキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わいチキンならではの軽やかさとヘルシーなのに深い味わい
クルミで栄養価も食感もプラスクルミで栄養価も食感もプラス

担当 窪田
電話 044-281-8533
E-Mail order@g-stock.jp

あたためる
だけで

　そこが一
番近い

レストラン
に

https://www.qi-inc.com/
株式会社キュー・アイ 工業部会

人間の目を超えた技術の追求。
下水道管内検査ロボット、水中テレビカメ
ラロボット、耐放射線カメラロボット・ボ
アホールカメラ等を中心に特殊環境下での
検査用テレビカメラ装置やロボットの開
発・設計・製造・販売・アフターフォロー
迄自社で一貫して行っております。カタロ
グ商品の取り扱い及びお客様の希望に即し
た特注品の製造販売も承っております。

人々が安心して暮らす為のインフラ設備は日々の保守点
検を欠かせません。弊社のカメラロボットは保守作業を
効率良く行い皆様の生活を支えています。

代表取締役  武井　勇二
所　在　地  横浜市金沢区福浦2-4-7
Ｔ　Ｅ　Ｌ  045-790-3206

会員企業紹介

・「ニューノーマルを生きる」
・「会員企業紹介」
会員の皆さまからのご投稿を大募集！
わが社の自慢、新製品紹介など、どんなテーマでも結構です。

投稿
募集募集  お問い合わせはKIP会事務局まで！

投稿
無料

イチオシ
商品・製品
紹介
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公益財団法人神奈川産業振興センター
総務部総務課　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 :045-633-5018
E-mail：kipmember@kipc.or.jp　　ホームページ：https://www.kipc.or.jp/about-kip/kipkai/

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！
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 11,088円～ 39,160円

第２会議室 93名 23,760円～ 83,952円

第３会議室 36名 10,120円～ 35,816円

特別会議室Ａ 24名 12,408円～ 44,000円

特別会議室Ｂ 22名 9,152円～ 32,384円

多目的ホール

会議・講習会 120名 27,808円～ 98,384円

展示会・パーティ等 220名 49,104円～ 173,448円

〈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。

お問い合わせ 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
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/

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。ぜひお問い合わせください。

ご　 予　 約

KIP会
会員は

通常料
金から

20%O
ff 

県内で事業活動を行っている方や事業展開を目指して
いる方が集まる全国唯一の会員組織「KIP会」、新た
な企業間の出会いで世界が広がります。さまざまな業
種の会員との交流や情報交換を通じて、新たなビジネ
スチャンスを一緒に見つける新しい仲間をご紹介くだ
さい。事務局より内容等は説明申し上げますので、皆
さんの手間は取らせません。お待ちしています。

『KIP会会員募集中』『KIP会会員募集中』
ご紹介ください！！ご紹介ください！！

「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の製品・商品PRなど
チラシを同封するサービスです。

KIP会ひろばを活用して
あなたの会社を
PRしませんか？！
チラシ同封サービスチラシ同封サービス

◆チラシサイズ：A４
◆送付部数：530部程度
◆利用料金：5,500円（税込）

～KIP会は企業間交流や経営活動のヒントになります～

 お問い合わせはKIP会事務局まで！

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！ 無料


