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◆KIP会『オンライン新春交流会』開催案内 

1

◆活動予定 新入社員フォローアップ研修／人事・総務担当者交流会／ 
ネットマーケティング研究会
活動報告 中堅社員・中間管理職ブラッシュアップ研修／人事・総務担当者交流会
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◆活動報告
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新入社員ビジネスマナー研修／STAR☆ 

◆New Face 株式会社ワード技研 
『テクニカルショウヨコハマ2021』開催案内
『かながわビジネスオーデション2021』開催案内
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◆会員企業訪問記
「おじゃまします」 株式会社クレール 
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◆会員サービス・会員募集のご案内 
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題字：前田聖峰

KIP会オンライン新春交流会を開催します!!
開催期間：令和３年２月15日
（月）～19日
（金）
さて、本年のKIP会賀詞交歓会は、
オンライン上に会場を移してKIP会オンライン新春交流会として開
催いたします。
今回は、特別講演の豪華2本立てとして、外交評論家、
キヤノングローバル戦略研究所の宮家邦彦氏
と、国際情勢・文化メディア、
ジャーナリスト／タレントのモーリー・ロバートソン氏を講師にお迎えして、
そ
れぞれ動画配信にて開催いたします。
キヤノングローバル戦略研究所

宮家邦彦 氏

研究主幹

ジャーナリスト・タレント

モーリー・ロバートソン 氏

講演テーマ

講演テーマ

「最新の国際情勢

「オモテナシからオトモダチへ」

～日本経済に与える影響～」

～日本とアメリカで通用する
がんばり術～

ぜひご入場ください!
なお、KIP会オンライン新春交流会の会員専用HPのURL・パスワードのご案内は、会期前の2月8日頃
ご案内申し上げますので、
よろしくお願い申し上げます。
お問合せ先 （公財）神奈川産業振興センター KIP会事務局
TEL 045-633-5149 FAX 045-633-5068
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E-mail kipmember@kipc.or.jp
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人材育成研修

活動予定

KIP会令和２年度新入社員フォローアップ研修
この研修では、座学だけではなく、
グループワークなどの参加型プログラムを多く取り入れることで、参加者同士の交流
を図ります。
これからの社会人生活の中で情報交換ができたり、時には悩みを相談できるような
「他企業の同期」
との出会
いの場としてもお役立てください。
社内だけではなく、
社外でも通用するような即戦力として、
〝新人〟
から
〝一人前〟
へのステップアップにつながるヒントをこ
の研修で見つけませんか？この研修を貴社の社員教育の場にぜひご活用ください！
日

時

開催形式

令和3年3月1日
（月）
【午前の部】 9：30～12：00【午後の部】13：30～16：00

※午前・午後どちらかにご参加ください。研修内容は同じになります。

オンライン
（Zoomミーティング）

内

容（予定）・入社～現在までの振り返り ・ビジネスの基本 ・中、長期目標設定 など

対

象

令和２年度の新入社員の方・中途採用社員の方

講

師

ローズアソシエイツ 代表 金子由美子 氏

定

員

各部10人（先着申込順）

※ 詳細はHP https://www.kipc.or.jp/about-kip/.assets/210301_kipkai.pdf をご覧ください

講師 金子 由美子 氏

・参 加 費
無料
・申込締切
令和3年2月19日
（金）
16時まで

KEEP部会

第98回人事・総務担当者交流会

ネットマーケティング研究会

日
時 3月4日
（木）15：00～16：30
開催形式 オンラインZoomウェビナー
事例発表 「パワーハラスメントの動向と事例、
及び労働施策総合推
進法の改正に伴うパワハラ防止施策の義務化とその対策」
発 表 者
弁護士法人 真英法律事務所 菊名支店 弁護士 黒川 慶彦 氏

3月オンライン開催予定
テーマなど決定しましたらご案内します。

活動報告

第97回人事・総務担当者交流会（11月5日）

KEEP部会

今回はKIPと連携し、神奈川県警察 情報セキュリティアドバイザー夘野 智喜氏に、
『普及するテレワークのセキュリティ
対策セミナー ～テレワークにおけるセキュリティの課題と対策ポイント～』
をテーマに講演をいただきました。新型コロナウ
イルスの影響をうけて急速に導入が拡大している
「テレワーク」
の、
セキュリティに関連する最新サイバー攻撃手法や被害
事例等を分かりやすく解説いただきました。参加の皆さんもあまり聞く機会が無い貴重なお話しに
「セキュリティの重要性
を再認識した、大いに役に立つので活用していきたい」
などの感想をいただき、大変好評でした。

活動報告

『中堅社員・中間管理職のためのブラッシュアップ研修』
KIP会勉強会
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

全3回終了（12月22日）

10月中旬より全3回シリーズでスタートした当勉強会は、15名の参加をいただき、無事に終了いたしました。
コミュニ
ケーション診断で自分の特性や業務の振返り、課題抽出をして改善する為の手がかりを掴むことなどを学びました。参加
者からは
「今回、
自己分析をしたことで自分の得意、不得意な面を知ることができたので、今後に活かしていきたいです」
お
よび
「改めて、仕事において大事にしなければならないことを考えることができた」
との感想が寄せられました。

KIP会ひろば
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人材育成研修

新入社員ビジネスマナー研修（1０月２９日）開催報告
KIP会では、
自社単独で新入社員研修の実施が難しい中小・小規模企業向けに、毎年4月に新入社員を対象にした
「新入
社員ビジネスマナー研修」
を実施していますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策に伴い10月にオンライン形式での開
催となりました。合計で25名が参加し、社会人としての心得やビジネスマナー、
プロ意識の重要性を学びました。初めてのオ
ンライン開催でしたがリアル開催同様グループワークも行い、参加者からは
「講師の方や他の参加者と画面越しでも会話を
することで、
自分の意見が纏まり研修内容の理解が更に深まったと感じた」
「“プロとしての意識”を学べて、仕事に対しての向
き合い方が変わった」
などの感想をいただきました。

【予告】新入社員フォローアップ研修を3月1日にオンライン開催します。
（予定は、
２ページの上段に掲載してあります。）

オンライン開催の様子

今回ご紹介するのは10月29日に開催した
「新入社員ビジネスマナー研修」
に参加された
株式会社ロボット工業の矢ヶ﨑さんと中央総業株式会社の髙澤さんです。

研修では業務を行い始め
てから数ヶ月経過している
今だからこそ、
身につくもの
が多かったです。
リモート
ならではの1対1での電話
対応の練習がより実践的
で、普段の業務での改善
点が確認できました。今後
ひとつずつ見直していき、
1年目の基礎となる部分を
固めていきたいと思います。

私は今年の8月に技術部
に転属して図面の書き方
などを先輩方にご指導し
ていただいております。
将来的には、図面を見て
製作、組立される方に伝
わりやすい図面を書ける
ようになるため一歩ずつ
着実に精進していきたい
と思います。

株式会社ロボット工業

矢ヶ﨑 翔さん

中央総業株式会社
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髙澤

渉平さん
KIP会ひろば
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工業部会・ビジネスチャンス開拓研究会
業務内容：

代表取締役
所在地
TEL
HP

川井 秀次
神奈川県相模原市中央区清新8-18-9
042-775-7810
https://word-g.com

①非接触3次元測定器による、形状測定サービス
②測定データよりCADデータの作成（リバースエンジニアリング）及び製品検査
③自動車部品のプレス成形初期検討
（プレス成形性解析によるサイマルエンジニアリング）
④自動車部品のプレス工程検討（工程検討及び計画図作成）
⑤3次元金型構造設計及び金型加工用NCデータ作成

弊社は30年以上大手自動車メーカー様の金
型設計業務に携わっております。2014年から
3Dリバースエンジニアリングを開始し、ATOS
Compact Scan 5MとATOS Core 300の２台
で非接触３D測定サービスを行なっています。
測定データのCADデータ作成は、TEBIS及び
spScanを駆使し対応させて頂いております。現
在では、大手自動車メーカー様を始め数多くのお
客様にサービスを提供させて頂いております。
尚、
測定に関しては出張測定も対応しています

ぜひご入場ください！
オンライン見本市

【出展者数 570社超】

～新たな技術で未来を創る～

テクニカルショウヨコハマ2021」

「

首都圏最大級の工業技術・製品に関する総合見本市「テクニカルショウヨコハマ2021」
を、今回はオンライン上にステージを移し開催します。
皆さまのご入場、
お待ちしています。
注目テーマのセミナーも盛りだくさん！

・会

期

・会

場 テクニカルショウヨコハマ公式ホームページ

2021年2月15日
（月）～26日
（金）

入場は公式サイトから！

・お問合せ テクニカルショウヨコハマ事務局
（取引振興課内）
TEL 045
（633）5170 FAX 045（633）5068
E-mail：info@tech-yokohama.jp

テクニカルショウヨコハマ

検索

https://www.tech-yokohama.jp/

かながわビジネスオーディション2021ファイナリスト

テクニカルショウヨコハマ2021 KIPブース出展！
かながわビジネスオーディションは、創業や新たな分野に取り組もうとする事業プランを評価
するとともに発表の機会、
ビジネスパートナーとの出会いの場を提供することを目的に開催し
ています。今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、最終審査会での発表と表彰の様
子をオンライン配信し、
ファイナリスト企業は2月15～26日に開催するテクニカルショウヨコハ
マ2021KIPブースに出展します。
ご興味のある企業がございましたら、是非、
ご入場ください。
かながわビジネスオーディション2021 ファイナリスト
法人名（商号）
株式会社バネックス
株式会社トーコン
合同会社UNTRACKED
株式会社hanane
株式会社日本マシンサービス
株式会社アダコテック
株式会社ORANGE kitchen
株式会社ポル・メド・テック
ジェネクスト株式会社
株式会社クラダシ
Studio Tada

KIP会ひろば
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ビジネスプラン名
集合避難所で活用される
「パーティション、ベッド」を開発・提供する新事業
StA²BLEによる立位年齢®測定で転倒のない社会をめざす
店舗で規格外の花を選べる定額制サービス「花パスポート」で、
日常に笑顔を咲かせる
金属加工クーラントに革命を。
ドライアイスパウダー冷却装置DIPS
少量のデータをもとに異常をほぼ100％検知する検査・検品AIの提供
オンラインとIoT機器を利用した寄り添い型の人工透析予防事業
ブタの”
揺り籠”
でヒトの臓器を育てる
（異種移植用臓器の生産）
スマホで交通違反を自動検知！
「AI-Contact」で事故のない社会へ
社会貢献型フードシェアリングプラットフォーム「KURADASHI」
デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバイス
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詳細は公式サイトにて
https://www.b-audition.jp/
お問合せ先
かながわビジネスオーディション
実行委員会事務局
（経営支援課内）
TEL 045
（633）5203

おじゃまし
ます！

会員企業訪問

株式会社クレール
所在地

川崎市川崎区藤崎 3-14-2

TEL

044-244-5231

HP

http://www.clr.co.jp/

代表取締役

清水

事業内容

・切削加工（試作・量産）

忠

・治具、金型設計製作 / 精密プレス加工
・組み立て作業
主な取扱品

事務機器、自動車、半導体 向け部品等
専務取締役

これまでの流れと当社事業

KIP会との連携

弊社は当初、清水精器という名で1957年川崎市内にて
創業し、現社長が就任した際に社名をクレールと変更致し
ました。創業時、金型・治具設計製作・プレス加工から始ま
り、金型プレート製作用に導入したマシニングセンタから
徐々に切削加工や治具を活用した組み立て作業にも発展
してきました。上記の事務機器、
自動車、半導体向けだけで
はなく、研究開発機関・装置や治具など多種多様なお客様
と取引させて頂いています。
その中でも現在は、切削加工を
中心とした試作・量産品が多いです。

ビジネス・チャンス研究会で展示会に参加させて頂いて
おります。弊社は出展実績が少なく、事務局の方々や同じ
共同出展の方々に助けて頂き、
おかげさまで徐々に販促効
果も表れてきました。
また、各エリアのご担当者様との情報交換や、工場見学
会への参加など、
当社が持つネットワークや情報とは異な
る関わりが持てる機会として活用させて頂いております。

今後の展望

1個・50個・100個・それ以上の量産まで迅速にこなす、
総合的な部品製作メーカーへとさらなる強化を目指してい
ます。毎回内容が違う試作製品と仕組みを構築する量産製
品では、
それぞれサービス・加工技術共に異なりますが、
お
客様個々のニーズにお応えできるように努めてまいります。
”クレール”は、
フランス語で “透明な”、
スペイン語で”創造
する”という意味があり、
『形にとらわれず、新たに創造する』
会社を目標に切磋琢磨して頑張る覚悟です。

多品種少量 切削事業

量産に特化していた弊社の新たな事業として、5年前よ
り多品種少量の新規開拓に注力してきました。
アルミ・鉄・
ステンレス・銅材などを中心に、1個から短納期で、部品製
作・追加工を行っています。当初は、1個¥2,000のアルミ
部品を恐る恐るお納めした所から始まり、
ありがたいことに
年々ご依頼頂くお客様が増えてきております。YouTubeで
の工場見学動画など、新たな販促方法もチャレンジして、
今後も発展していきたい事業です。様々ある切削・部品製
作の中で、
お役に立てるポイントを見極め、開拓していくつ
もりです。

量産向けマシニング治具

清水雄佑 様

マシニング加工品
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旋盤加工品

ワイヤーカット加工品
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員は
会会 から
P
I
K
料金
通常

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

Oﬀ

20%

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。

〈KIP会会員料金表〉

（平日料金）

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

利用時間帯
午前

9：00 〜 12：00

10,120円〜35,816円

午後

13：00 〜 17：00

夜間

18：00 〜 21：00

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

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

午前・午後／午後・夜間／

多目的ホール

終日のご利用もお受けして
おります。

TEL 045-633-5019

◆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

◆ご予約

https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/vacancy/

KIPホームページから仮予約できます。

ご紹介ください！
！

KIP会ひろばを活用して
あなたの会社をPRしませんか?!

『KIP会会員募集中』

チラシ同封サービス

〜KIP会は企業間交流や
経営活動のヒントになります〜

「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。

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

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

投稿募集

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

無料

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。

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。

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！
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。

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/
KIP会ひろば
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