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KIP会会員総会　開催報告
　去る 6 月 5 日、神奈川中小企業センタービルで、平成 29 年度の KIP 会運営委員会・会員総会・講演会・交
流会を開催しました。
　運営委員会・会員総会では、平成28 年度事業報告・収支決算（案 )、平成29 年度事業計画・収支予算（案 ) および、
監事 1 名の退任にともない新たな監事の選任について審議いただきました。29 年度の事業計画では、来年 4 月
に設立 10 周年を迎える KIP 会の「記念事業」として、功労者表彰の実施や 10 周年記念誌の発行における概要
説明を行いました。各議案とも満場一致で承認されました。
　総会終了後には、黒岩知事を講師にお招きし『2020 東京オリパラ江ノ島におけるセーリング競技実施』とい
うテーマで、大変興味深い内容のご講演をいただきました。
　さらに、講演会後は会場を移し、交流会を開催しました。神谷代表のあいさつに始まり、簑原工業部会長に
よる乾杯と続き、大変な盛り上がりになりました。
　総会、講演会、交流会と多くの会員の皆さまにご出席いただき盛況のうちに閉会となりました。

黒岩知事講演会

10周年記念誌の
発行におけるお願い
　10周年記念誌を作成するにあた
り、神産貿時代を含めた今までの
活動の写真や資料等を集めていま
す。お貸出しいただける場合は、
KIP会事務局へ連絡ください。
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監　　事
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神谷　光信
簑原　利憲
横内　昭次郎
横田　仁
宮治　英輔
瀬戸　映男
高木　紀世子
八木　美樹男
千葉　克実
松波　登
平山　光裕
富田　啓明
大山　裕
北澤　晶彦
渡邉　弘一
森川　真彦
細谷　信行
辻村　彰秀
奥谷　晃
坂田　宏
桂田　忠明
四條　均
宮﨑　眞一
菊池　英雄
坂井　雅幸
太田　康雄

神谷コーポレーション㈱　　代表取締役会長
タカネ電機㈱　　代表取締役
神奈川県家具工業組合　理事長
ミコー産業㈱　　代表取締役
㈱新井清太郎商店　　代表取締役社長
㈱調味商事　　代表取締役
ＫＫフォレスト　　代表
㈱セルタン　　代表取締役社長
美和電気㈱　　代表取締役社長
㈱東科精機　　代表取締役社長
㈱平山ファインテクノ　代表取締役社長
トミタテクノロジー㈱　　代表取締役社長
㈱オオヤマフーズマシナリー　　代表取締役社長
協同電子エンジニアリング㈱　　代表取締役社長
㈱和光商会　　代表取締役社長
㈱ユニオン産業　　代表取締役
㈲たんぽぽ　　代表取締役
東亜㈱　　代表取締役
㈲おくや物産　　代表取締役
㈱サカタのタネ　　代表取締役社長
セントラル電子制御㈱　　代表取締役
ロフィン・バーゼルジャパン㈱　　人事部次長
㈱松屋総本店　　代表取締役
神奈川県銘菓共励会　　会長
(公社)横浜貿易協会　　常務理事
㈱ジェムコ日本経営　　取締役　　人事・秘書室長

■ KIP会役員のご紹介 ■
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活動予定

KIP会ひろば　2017.7

＜昨年度実施した上海視察研究での工場視察＞

＜プレセミナーの様子＞

■全 4回シリーズ８月よりスタート■

　今回で第 3 弾となる当セミナーは、経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業の経営者等に課題解決の
ヒントを掴んでいただくため、IoT 時代の戦略的経営を、ビジネス・モデル（事業の基本設計図）で解説します。
自社の経営力強化のために、ぜひご参加ください。

KIP会勉強会

経営者のためのセミナー
「IoT時代の戦略的経営」をビジネス・モデルで解説します！！

　KIP 会では、今後のビジネスの可能性を探る機会としていただくために、タイ・バンコクを中心に視察研修
を実施します。タイでの市場調査や海外展開を検討する皆さま、ぜひご参加ください。

工業部会

タイ視察研修

＜面談風景＞

開催日

会　場

第１回　８月29日（火）　　第２回　９月19日（火）　
第３回　10月５日（木）　　第４回　11月９日（木）
14：00 ～ 17：00
神奈川中小企業センタービル　13階第 3会議室（全 4回共通）

受講料 KIP 会会員／ 5,000 円、一般／ 10,000 円（全 4回の受講料）

旅行日程 11月22日（水）～26日（日）2泊 5日（+機内 2泊）

旅行代金 お一人様　２１９,８５０円＜参加人数 15名以上の場合＞

＊詳細はKIP 会事務局にお問い合わせください。

＊詳細はURLより参照ください。　http://www.kipc.or.jp/seminar_event/28388/

日　付

26日（日）
25日（土）
24日（金）

23日（木）

11月22日（水） 集合（羽田空港）

｢メタレックス2017｣展示会視察／横浜銀行バンコク駐在員事務所／交流会

06:55　羽田着
終日　市内視察　／　23:15　バンコク発

00:20 羽田発⇒5:25 バンコク着／タカネ電機㈱タイ工場
マルイ工業㈱タイ工場、コロン㈱タイ工場、タイ舞踊鑑賞と夕食

内　容（＊変更の場合があります）

　KIP会では、KIPが実施する、学生に中小企業・小規模企業の魅力を伝
え、就職先として中小企業等が選択肢となる可能性を高め、中小企業等
と大学・学生の交流を促進する事業との連携に取り組んでいます。
　昨年度に続き湘南工科大学で実施した今回は、KIP会会員企業が8社参
加し、来場した101名の学生に対して熱い企業PRを行いました。
　参加した会員企業からは「学生が就職活動についてどのように考えて
いるか生の声を聞き、自社での活かし方を知る絶好の機会でした。他の
大学の合同説明会にも是非参加したい」と、ご意見をいただきました。

活 動 報 告

合同企業説明会 湘南工科大学（6月20日）



活 動 報 告

　KIP会では会員企業の女性を対象にした、「女性管理職・中堅社
員交流会」を定期的に開催しています。この集まりは、KEEP部
会が20年以上前から開催し、働く女性の交流の場として定着し
ています。
　今回の事例発表は、日総ブレイン株式会社 経理部長 柿島様に
「女性の働き方の理想と現実」をテーマにお話しをいただき、参
加者全体で人材や雇用に関する意見交換を行いました。その後の
グループディスカッションでは「女性の管理職」をテーマに、各
自の思いを模造紙に書き出し、グループでの発表も行いました。
　女性管理職・中堅女性社員の方だけでなく、会員企業の女性社
員の方であれば、どなたでも大歓迎です。次回は9月に開催を予
定しています。

●●●●●●●●●

グループディスカッション

人材育成研修 新入社員ビジネスマナー研修（4月10日）

KEEP部会 第88回女性管理職・中堅社員交流会（6月21日）

　KIP会では、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。今年は50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、
グループワークやロールプレイングを通して身に付けました。
　研修後は交流会が行われ、他社の同世代の仲間と交流を深めて
いただきました。
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グループ発表会

「ＳＴＡＲ☆」「ＳＴＡＲ☆」
「ＳＴＡＲ☆」イキイキと輝く会員企業の人材をご紹介いたします！

☆株式会社マーク電子　須藤　菜南さん☆ ☆株式会社新井清太郎商店　平山　幹さん☆

　今回ご紹介するのは、4/10に開催された「新入社員ビジネスマナー
研修」に参加された株式会社マーク電子の須藤さんと、株式会社新井
清太郎商店の平山さんです。

　四月から社会人となり、

研修を終え配属先は総務

部になりました。総務の

仕事は、とても広範囲な

作業が多く、これから新し

い知識も求められていき

ます。

　アルバイトで塾の事務

をしていた経験を活かし、

一日でも早く仕事を覚え、

会社に貢献できるように

頑張りたいと思います。

　新入社員ビジネスマナー研修
では、電話対応や名刺交換、丁寧
語と謙譲語の使い方など、社会
人としての基礎となる部分を、しっ
かりと学ぶことができました。
　私は盆栽の輸出や百合の球
根を輸入する部署に所属していま
す。毎日覚えることで精一杯の
日々 を過ごしていますが、1日何か
1つ覚えようと頑張っています。ま
だまだ課題ばかりですが、今の自
分に出来ることを一生懸命行い、
１つ１つの業務を楽しみながら前
向きに取り組んでいきたいです。



会員企業訪問記

おじゃまします！

【KIP会会員さま限定】

この脆弱性診断は、ネットワークとすべてのPCの脆弱性を診断することが可能です。
代表的なひとつが、PCのOSやソフトウェアが最新版になっているか診断ができます。
ご興味ある方は、「KIP会会員」とお伝えいただき、当社にお問い合わせください。

（30年3月末まで）

当社の「サイバーセキュリティプラットフォーム脆弱性診断」を 無料 でご提供します！！

ティは日頃から課題と感じているが、どこに相談すればよいか
分からない」といった声を多く伺います。当社のようにサイ
バーセキュリティ対策に特化した企業を知ってもらうために、
今後もPR活動には力を注いでいきたいと思います。

　創業前、KIPが主催した新事業成功講座（創業のアイデア
をかたちにするビジネス講座）に参加しKIP会を知りました。
色々な方と交流を深め勉強したい、県内企業のお役に立ちた
いとの思いからKIP会に入会しました。先日入会したばかりで
すが、これから様々なイベントに参加したいです。またKIP会
会員特典として、中小企業センタービルの会議室が20％ offに
なることは、定期的にセミナーを開催する当社にとっては魅力
の1つです。いつかKIP会会員の皆さまに、サイバーセキュリ
ティ対策について講演の機会をいただければ光栄に思います。

　2020年東京オリンピックに向けて、サイバーセキュリティ対
策の需要は益々大きくなっていくことと思います。そのために
今後、国内の主要都市に当社の事務所を設置し、いつでも何
処でもセキュリティ対策の相談ができるように拡大していきた
いです。しかし、セキュリティ対策が出来る人材が少ないこと
も現実な問題点としてあります。サイバーセキュリティの学校
は費用が高額ですので、当社でミニ学校を作り、社員自らが
講師となり人材を育てる取組みを今後進めていきたいと思いま
す。

所在地　　　　　　横浜市西区楠町18-6
　　　　　　　　　　横浜西口オーケービル4F
ＴＥＬ　　　　　　045-326-2018
ホームページ https://www.cybersecurity.co.jp/
代表取締役CEO 古川　陽一郎

業務内容：サイバーセキュリティの総合ソリューション 代表取締役CEO 古川　陽一郎様、代表取締役CTO 鎌田　英広様

　大学の後輩である共同代表の鎌田氏より「サイバーセキュリ
ティ関連の会社を一緒にやらないか」と誘いを受けました。
前職では、某大手ゲーム会社でオンラインゲームのネットワー
クを担当しており、サイバー攻撃への対策の苦労は人一倍身
に染みて感じていました。以前より将来的に独立したい思いの
なか、「人のためになるような業務ができるなら」と、昨年9月
に設立しました。
　事業内容は、ウイルス感染や情報漏洩対策の支援サービス
「サイバーセキュリティ 110番」をはじめ、Web脆弱性診断や
サイバーセキュリティ保守のサービスを提供しています。特に
当社が力を入れているのが「保守サービス」です。セキュリティ
対策を行なったら安心ではなく、常に監視維持することが何よ
りも安全・安心です。その大切さをご理解いただき、各企業
にマッチした保守・運用の提案を差し上げています。

　現在の課題は知名度の確立です。当社のサービスを知って
いただくために、サイバーセキュリティ対策をテーマとした無
料セミナーを毎月開催しています。また、KIPが主催している
展示会「テクニカルショウヨコハマ」や「テクノトランスファー
inかわさき」にも参加し、PR活動を行っています。初めての
展示会参加で手探り状態のなか、KIPマネージャーに効果的な
ブースの作り方やPRの仕方のアドバイスもいただき、お陰さま
で某機械メーカーさんよりセキュリティの相談を受け、受注を
いただきました。交流のある企業さんより「サイバーセキュリ

サイバーセキュリティソリューションズ株式会社

創業と事業

今後の展望

KIP会への入会

現在の取組み

4KIP会ひろば　2017.7



New Face 今年度の新入会企業を
ピックアップしてご紹介します。

〇代表取締役　　　星　和夫
〇所在地　　　　　〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町5-80
　　　　　　　　　神奈川中小企業センタービル　2階
〇ＴＥＬ　　　　　090-1934-6190
〇ホームページ　　https://www.kogyokai.com/member/kanto/hoshi.html

郡山本社

〇代表取締役　　　磯部　八臣
〇所在地　　　　　〒231-0015横浜市西区高島2-6-38　岩井ビル３Ｆ
〇ＴＥＬ　　　　　045-451-1831
〇ホームページ　　http://www.atc-aiworks.com
　　　　　　　　　http://www.3dcad-inventor.com

業務内容：機械設計・プラント設計・施工管理

業務内容：機械設計受託、ＣＡＤ教育支援、技術者派遣・紹介等

株式会社星機械設計

アイワークス株式会社

5

　創業以来、自動機・省力機械・各種産業機械・プラント等様々な
分野の設計を手掛けてきております。高度な設計力を育むよう、顧
客と協力して他社にない設計を実践してゆくことが弊社の魅力とな
っております。

　県内ものづくり業界にて展開するアイワークス㈱で
ございます。
　CAD メーカー AUTODESK 社の認定トレセン（横浜東
口 CAD トレーニングセンター）の運営や、神奈川労働
局求職者支援訓練「機械設計 CAD オペレーター養成科
（6 か月コース）」の実施等、ものつくり人材の育成に取
り組んでおり、技術者の派遣、紹介のご要望も承ります。

H29年4月入会　工業部会

H29年4月入会　工業部会
ビジネスチャンス開拓研究会

KIP会ひろば　2017.7

　KIPでは、新たなインキュベートルームを地下１階に開設し、７階と合わせて、
22室に拡充しました。ぜひ、ご活用ください。

詳細は、KIP公式サイトにてご確認いただけます。
KIPのインキュベート施設　【http://www.kipc.or.jp/incubate_room/】

KIPインキュベート施設の特長
　１．事業立ち上げ時期の負担軽減！
　２．良好な都心へのアクセス、充実した設備
　３．専門家によるサポート

地下1階インキュベートルーム

新たなKIPインキュベートルームが地下にオープンしました！

◇お問い合わせ・ご相談　経営支援課 TEL：045-633-5203　　E-mail：management@kipc.or.jp
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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
MAIL : kipmember@kipc.or.jp       ホームページ : http://www.kipc.or.jp/about_kip/kipkai/

　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。

39名

93名

36名

24名

22名

120名

220名

10,886円 ～

23,328円 ～

9,936円 ～

12,182円 ～

8,985円 ～

27,302円 ～

48,211円 ～

（平日料金）＜KIP会会員料金表＞

38,447円

82,425円

35,164円

43,199円

31,794円

96,594円

170,293円

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。

定員 KIP会会員・利用料
利用時間帯

第１会議室

第２会議室

第３会議室

特別会議室Ａ

特別会議室Ｂ

会議・講習会

展示会・パーティ等

◆お問い合わせ・ご予約 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

※ホームページもご覧ください　http://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/
TEL　045-633-5019

KIP会
会員は

通常料
金から

20％O
ff

KIP会ひろばを活用してあなたの会社をPR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！

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。

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。

チラシ同封サービス 投稿募集
無料

◆チラシサイズ：Ａ４
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,400円（税込）

わが社の自慢

新製品紹介

事業紹介

　などなど

取引振興課　KIP会事務局

TEL　045-633-5149
◆お問い合わせ

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。ぜひお問い合わせください。

無料

多目的ホール


