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　令和４年２月４日に開催を予定しておりましたKIP会賀詞交歓会ですが、新型コロナウイルス “オミクロン株” の
感染拡大状況を鑑み、第二部の賀詞交歓会につきましては開催延期とし、第一部の記念講演につきましては期間を設
け、YouTubeでの配信といたしました。
　「世界情勢の行方」～日本が進むべき針路とは～
とういうテーマで、立命館大学客員教授、元外務事
務次官の藪中三十二氏にご講演いただきました。
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　KIP会では、人事・総務担当者の皆さまを対象に交流会を定期的に開催しており、意見交換・情報交換の貴重な場
としてご好評いただいております。
　第99回はKIP会員のたきふどう社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　髙野真子氏に『専門家は見た！労使

トラブルの現場をヒントに「働きやすい職場づくり」
を考える』というテーマでオンラインにてご講演い
ただきました。

活動報告 第99回人事・総務担当者交流会（3月3日）開催報告 KEEP部会

講師　藪中　三十二（やぶなかみとじ） 氏

講師　髙野　真子 氏
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小規模事業場こそ産業医を
　常時50人以上の事業場においては、事業者は産業医を選任し、労働者の健康
管理等を行わなければならないこととなっています。では49人以下の事業場は
必要ないでしょうか。
　会社のお医者さんである産業医。会社の規模に関係なく、従業員の安全面・衛
生面・健康面を医学的視点からアドバイスします。株式会社Central Medience

では、「小規模事業者向け産業医サポート」として、助成金を申請することにより、最大１年間は実質無料で産
業医の選任などが受けられるプランを用意しています。申請書類の作成から、
企業に最適な産業医の紹介まで当社が行うことで、企業の負担なく、健康経
営の取り組みを進められます。

ストレスチェックだけでは終わらないサービス
　メンタルヘルスの不調は退職や休職に結び付きます。そのサインに気付く
手段として、「ストレスチェック」があります。ストレスに関する質問票に
従業員が記入し、それを集計・分析することで、個人のストレスがどのよう
な状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
　実施はしているが、その結果を有効利用できていない企業も多くあるのが
現状です。
　当社のストレスチェックは紙とWebでの受検はもちろん、外国人の従業
員も受検できるように現在５カ国語（日本語・英語・中国語・ポルトガル語・
ベトナム語）に対応しています。ストレスチェックの実施から、結果説明、
メンタルヘルス研修への講師派遣、産業医による高ストレス者の面談の紹介
までトータルでサポートしています。
　また、メンタルヘルスの悩みに関してLINE公式アカウントで相談できる
サービスがあります。契約企業の従業員であれば、平日であれば相談から
24時間以内に産業健康エキスパート（精神保健福祉士等）が相談に応じます。
人間関係、仕事や生活、健康や病気に関する悩みなど、メンタルヘルスに関
することであれば何でも、従業員が直接、気軽にLINEで相談ができる安心
のサービスです。

健康経営宣言！
　「健康経営」宣言を行うことで従業員
の健康管理に対する意識が変わります。
従業員が健康になれば生産性の向上に繋
がり、企業のイメージ向上を図ることが
できます。経済産業省が認定する「健康
経営優良法人」の取得を目指し、当社は
健康課題解決や健康増進のアドバイスも
行っています。コロナ禍を吹き飛ばす健
康経営の第一歩始めてみませんか。
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株式会社Central Medience
設立： 2022年1月（2018年設立の株式会社ヴェリタス

ジャパン（旧社名）はグループ会社と経営統合を
行い、新たにスタートしました）

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
主要事業： 産業保健事業、メディカルサポート事業、

メディカルコンサルティング事業
HP：https://centralmedience.com/

　未だ出口の見えないコロナ禍。在宅勤務や人との付き合いが減って
いる中で、体や心の不調が気付きにくい環境の中にいます。自分や一緒
に働いている仲間の調子はどうでしょうか。企業が従業員の健康管理
を重視し、経営的視点で捉えて実践していくことで、従業員の健康の
維持・増進と会社の生産性向上を目指す「健康経営」。コロナ禍の今
だからこそ取り組む価値があります。
　株式会社Central Medience（セントラルメディエンス）は、産業
医紹介サービスを軸に、企業の「健康経営」を全力でサポートしてい
ます。

中川社長
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「Central Medience Presents 
　　　　　ウイークリーヘルスケア」

産業医と職場の健康を考える新番組

FMヨコハマ84.7ＭＨz「Lovely Day♡」（毎週月～金曜日
9：00～12：00放送中）のワンコーナーとして、2022年２月から
毎週火曜日10時10分頃から新コーナーがスタートしました。
企業の健康をサポートする株式会社Central Medience代表
であり、医師でもある中川氏が、DJ近藤さや香さんと一緒に
「産業医」や「企業の健康経営」「ワクチン接種」そして４月は「健
康診断」など毎月テーマを変え、毎週５分間、様々な角度から
深堀りしていきます。
　ぜひご視聴ください！

　　　　　ウイークリーヘルスケア」　　　　　ウイークリーヘルスケア」　　　　　ウイークリーヘルスケア」　　　　　ウイークリーヘルスケア」　　　　　ウイークリーヘルスケア」　　　　　ウイークリーヘルスケア」

テクニカルショウヨコハマ2022
リアル展示出展報告（2月2日～4日）
パシフィコ横浜展示ホールで開催されましたテクニカルショウヨコハマ2022（第43回工業技術見本市）
KIP会ビジネス・チャンス開拓研究会ブースに10社の出展がありました。

株式会社赤原製作所

株式会社青山精工　神奈川営業所

今期62期を迎えている板金加工業です。
最大６メートルまで切断、折り曲げ加工が
でき、かつ溶接組立まで一貫して加工がで
きるのも特長です。

弊社は、OA機器、電気・電子部品、医療分野、
航空機産業、自動車関連の（消耗）部品の受託加
工に特化しております。特に近年は硬脆性材・
難削材の精密加工技術等、付加価値の高い製品
化に取り組んでおります。

代表取締役

▲

赤原　宗一郎
所　在　地

▲
座間市小松原1-44-9

Ｔ　Ｅ　Ｌ
▲

046-259-1355
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

http://akahara.co.jp/

所　　　長

▲

青山　幹男
所　在　地

▲

相模原市南区下溝1998-7
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

042-777-8277
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://www.aoyama-pi.co.jp/

最大６メートルまでの大物から小物まで
幅広い板金加工が得意です！〉〉〉

〉〉〉 部品一個から硬脆性材・難削材の
微細加工を承ります。

ラジオ放送開始！
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株式会社開明製作所

アンド化工株式会社

株式会社三興ネーム

イチコーエンジニアリング株式会社

1956年創業の旋盤屋です。「品質の
確かさは見た目の美しさから」をモッ
トーに製品を大切に扱い妥協を許さな
い "ものづくり" にこだわり続けてい
ます。精密加工を１個から承ります。

樹脂加工全般に対応している加工メーカーで
す。特に板成形（真空・圧空成形・プレス成
形）は、車両・鉄道メーカー・医療・分析機
器関係で実績があります。岡山工場は樹脂切
削がメインの工場になります。

高精度スクリーン印刷を中核技術として各種
銘板関連、印刷技術の応用により透明フィル
ムヒータ、メンブレンスイッチ等の機能部品
の製造を得意としています。

FA・情報通信機器に関わる装置の電気設計・構造設計・
製造・組込ソフト・現地据付・保守を受託にて行って
おります。横浜市青葉区にて創業55年、従業員162名、
大型装置・量産対応を府中事業所で行い、お客様の要望
を形に仕様書作りからお手伝いさせていただきます。

代表取締役

▲

梅田　八寿子
所　在　地

▲
横浜市旭区市沢町575-8

Ｔ　Ｅ　Ｌ
▲

045-355-3434
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://kaimei.co.jp/

代表取締役

▲

赤塚　郁夫
所　在　地

▲

横浜市港北区新羽町759
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

045-540-6366
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

http://www.andkakou.co.jp/

代表取締役

▲

武井　克己
所　在　地

▲

横浜市旭区上川井町75-1
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

045-921-0121
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://www.sanko-np.co.jp/

代表取締役

▲

安永　平雄
所　在　地

▲

横浜市青葉区荏田町1231-1
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

045-911-2627
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://www.ichiko-e.co.jp/

1μmオーダーの精密切削加工

お客様に安心と満足をお届けします。

〉〉〉

〉〉〉

〉〉〉

〉〉〉

Printing Innovation

未来をひらく技術集団

テクニカルショウヨコハマ2022
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フェイス株式会社

株式会社精光技研

株式会社ワイ・ケー電子

株式会社テクノプラテン

多品種少量から中量を中心とするEMS事業。
主に産業用電子機器（制御・電源機器用基板、
ユニット組立）の受託生産を行っております。
回路設計、基板設計から材料調達とそれに伴
う各種環境調査の対応も可能です。

OCT（Optical…Coherent…Tomography）方式に
よる非接触厚さ測定装置は、測定可能な厚さレン
ジが15μm〜10mm以上と大きく、複数層の層
別厚さを１回で測定出来ます。

弊社は、設計より基板製作、実装、部品調達
まで行うプリント基板メーカーです。常に新
しいことにチャレンジしており、この度新た
に設備の導入をいたします。今後もより良い
品質、対応をお客様へお届けいたします。

メカニカルの完成品装置の製造を事業の根幹
としているため、「提案」だけではなく、「加
工」だけでなく、「装置」として作り上げま
す。高信頼性を要求する製品は「組立専用定
盤」を利用して組立製造を行っています。…

代表取締役

▲

荒井　勇輝
所　在　地

▲
相模原市南区大野台4-1-61

Ｔ　Ｅ　Ｌ
▲

042-759-4868
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://faith-ltd.co.jp/

代表取締役

▲

田中　幸司
所　在　地

▲

相模原市中央区上溝4504-7
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

042-764-7112
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

https://www.seikou-giken.co.jp/

代表取締役

▲

井上　雄亮
所　在　地

▲

綾瀬市大上1-6-17
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

0467-76-1693
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

http://www.ykd.jp/

代表取締役

▲

加藤　大祐
所　在　地

▲

横浜市都筑区池辺町3591
Ｔ　Ｅ　Ｌ

▲

045-932-0490
ＨＰ  ＵＲＬ

▲

http://www.t-platen.com

複数層の断層計測が出来る安価な光干渉センサです！

〉〉〉

〉〉〉

〉〉〉

〉〉〉

日本初導入
☆ダイレクトレジスト・シルク印刷　自動ロボット☆

「動きのある」装置製造を部品加工から
組立調整までトータル製造

基板製作から実装・組配　　試作短納期

テクニカルショウヨコハマ2022
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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：A ４
◆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

・「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。投稿投稿

募集募集  お問い合わせはKIP会事務局まで！

無料


