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KIP会タイ視察研修　開催報告　11月22日～11月26日
KIP会工業部会

　昨年の上海・蘇州視察研修に続き、11 月 22 日（水）から 26 日（日）の 5 日間、工業部会の主催によるタ
イ視察研修団を派遣しました。簑原工業部会長を団長とし、会員を中心に 22 名が参加した当研修では、今後の
ビジネスの可能性を探るために、会員企業であるワイヤーハーネス加工のタカネ電機（株）、自動車エンブレム
などの外装装飾部品の樹脂めっき加工を手掛けるマルイ工業（株）および、自動車内装装飾部品や光学機器・
事務機部品のプラスチック加工のコロン（株）の各日系企業のタイ工場を訪問しました。近年のタイにおける
経済情勢や生産ニーズをはじめ、チャイナプラスワンとしてタイへ進出した経緯、現地労働者を雇用するうえ
での心構えなど、現地で経験豊富な駐在員の生の声を伺った後、工場内を視察しました。参加者は、現地の労
働者の就労環境や働きぶりなど、実状を肌で感じ取っていたようです。
　さらに、同時期に開催している ASEAN 地域最大の展示会「タイ メタレックス 2017」の視察では、会場の大
きさや、出展企業のダイナミックな装飾など、日本の展示会とのスケールの違いを目のあたりにしました。参
加者からは、タイでの商売の仕方や、新しい情報を入手できたという声を聞きました。
　今回の研修を通じて、日頃知り合う機会が少ない業種の方との情報交換を行ない、参加者同士の交流も深ま
りました。

視察団の集合写真 工場での見学

企業の概要説明 「タイ メタレックス2017」視察
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活動予定
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＜前回の賀詞交換会の様子＞

　平成 30年の新春を迎えるにあたり、毎年恒例の「KIP 会賀詞交歓会」および「記念講演会」を開催いたします。
KIP 会は、平成 30 年 4 月 1 日をもって設立 10 周年を迎えます。これまで KIP 会の活動に長年貢献された方を
対象にした表彰式を、賀詞交歓会にて行ないます。
　皆さま、ぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

開催日　平成 30年 2月 2日（金）
会　場　横浜ベイホテル東急　B2F「クイーンズグランドボールルーム」
　　　　（横浜市西区みなとみらい 2-3-7）

＜第一部＞
　・記念講演会　17：00～17：40
　　会　場　クイーンズグランドボールルーム B2階 C・D
　　講　師　日本銀行横浜支店長　播本　慶子　氏
　　テーマ　最近の金融経済情勢について（予定）

＜第二部＞
　・賀詞交歓会　18：00～19：30
　　会場　クイーンズグランドボールルーム B2階 A・B
　　（※KIP 会 10 周年功労者表彰式　18：05～18：25）

　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。　ＴＥＬ ０４５ー６３３－５１４９

10周年記念誌の発行におけるお願い

平成30年「KIP会賀詞交歓会」および「記念講演会」のご案内

今後の活動予定今後の活動予定

・2月19日（月）午後 KIP会工業部会工場見学会
 （株）マーク電子（相模原市）

・3月7日（水）午後 KIP会工場・施設見学会
 （株）崎陽軒 横浜工場　 工場見学と役員等による講演を予定

・3月14日（水）午後 女性管理職・中堅社員交流会

※｢ネットマーケティング研究会｣および｢人事･総務担当者交流会｣も実施予定です。

～詳細は、改めてご連絡いたします～



活 動 報 告

　8月下旬より全4回シリーズでスタートした当勉強は、14名の参加を
いただき、無事に終了いたしました。当勉強会の集大成となる第4回目
は、戦略マップを用いて、事業成功への道すじを経営手法と併せて詳し
く解説いただきました。
　参加者からは「経営戦略を客観的に見直す機会となった」「ビジネス
モデルの種類、既存技術の組み合わせがとても勉強となった」との感想
が寄せられました。

●●●●●●●●●

人材育成研修 「新入社員フォローアップ研修」（10月27日）

「平成29年度　新入社員フォローアップ研修」に19名が参加！

KIP会勉強会『IoT時代の戦略的経営』

～経営者として成功するための道すじ～　全4回終了（11月9日）

　今年4月に新社会人となった方、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27日に開催しました。
　異なる会社でペアを組み、「忘れられない失敗談」を通じてお互いに興味・関
心を持つことの大切さを実感し、発表や事例研究でのグループ討議では、自分の
意見を相手に伝えることの難しさや、コミュニケーションの大切さを学びました。
　また、これまでの振り返りとして、電話応対や伝言メモの受け方・伝え方、名
刺交換の仕方、お茶の出し方など、ビジネスマナーの復習をするなど盛りだくさ
んのプログラムでしたが、自らの成長を確認するとともに、参加者それぞれが新
たに今後の目標設定ができる研修となりました。

3 KIP会ひろば　2017.12

「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！

☆株式会社サイマコーポレーション　ファム ティ フォン ラン　さん☆ ☆調和工業株式会社　諸橋　洋平　さん☆

　今回ご紹介するのは、10月27日に開催された「新入社員フォロー
アップ研修」に参加された株式会社サイマコーポレーションのファム
さんと、調和工業株式会社の諸橋さんです。

現在、カタログ品の国内

販売を担当しています。日

本で働く外国人として、

毎日日本語と英語を練習

し、仕事を正確に理解する

よう努めています。また、

お客様の悩みごとに提案、

解決できるよう、専門的な

知識を基礎から勉強して

います。今後は、営業職と

して、事例等からも多くを

学びたいと思っています。

私は工法技術部に所属

しており、主な業務内

容は自社で製造してい

る杭打設用機械のバイ

ブロハンマーの積算サ

ービスや工事の技術支

援を担当しておりま

す。幅広い業務内容な

ので１日１日を大事に

して業務に関わり会社

に貢献していきたいと

思います。



会員企業訪問記

おじゃまします！

の隣の会議棟にて、初の試みである自社主催のオリジナ
ル展示会「三宝メカトロ展」を開催し、主に旬なメカト
ロメーカー 20社に出展いただきました。
　出展者と何度も打合せを行いながら展示物を厳選し、
出展者の特徴を活かしたスペース分けの工夫など、当社
のオリジナリティ溢れる展示会を開催できました。ま
た、同時開催として、当社社員の空気圧技能士が講師と
なり、空気圧部品のメンテナンスを体験できるセミナー
も実施しました。
　全てが初めての経験のなか、社員も不安はあったかと
思いますが、前向きに取り組んでいました。社員には、
どんな場面でも良い結果になるイメージを持ち、全力で
取り組む大切さを伝えたかったので、大変嬉しかったで
す。

　11月のKIP会タイ視察研修に4名の社員が参加しまし
た。訪問先や目的が明確で、同じ志を持った方が対象で
あるため、安心して社員を参加させることができます。
今後もこう言った海外視察研修を企画してほしいです。
　また、定期的に開催しているセミナーや交流会は、日
頃自分では発想もしないアドバイス等をいただけること
が大変有難いです。

　当社は商社ですので、人が財産です。社員各々の可能
性と感性を高めていくことが、会社の繁栄にもつながっ
ていきます。現状にとどまらない、新しい経験を社員に
積んでもらいたいと思っていますので、そういったチャ
ンスを日頃から提供しています。
　現在、当社は一人あたり売上１億円を目標に、社員30
名、年商30億円の企業になりました。目の前の事だけで
なく、お客様の商品開発にどこまで関われるか、お客様
目線で当事者意識を持つ姿勢を大切にしています。

所在地　　　　　　横浜市神奈川区新子安1-35-8
ＴＥＬ　　　　　　045-421-1288
ホームページ http://www.sanpo38.co.jp/
代表取締役 藤塚　眞也子

業務内容：油空圧機器、伝導要品、制御機器、輸送機器の販売
代表取締役　藤塚 眞也子様
　取締役　藤塚 信寛様

本社の自社ビル

　当社は1955年、コンベアーメーカーに勤めていた先
代である父が個人創業し、1962年に法人設立しました。
現在は、主に工場で使われる装置やメカトロニクス機器
を供給する商社として経営していますが、設立当初は
メーカーと商社の２本柱で運営していました。
　1989年、先代が病気で倒れたのをきっかけに役員に
就任しましたが、実はその２年前よりパートの事務員と
して当社に携わったばかりでした。右も左もわからない
ところから経営者としてのスタート、古くからいる役員
は反発から退職する方もいるなか、コンピューター導入
と、完成したばかりの自社ビルの負債も重なり「私がや
るしかない」と無我夢中で取り組んできました。さらに、
当時は女性が少ない業界でしたので、女性というだけで
信用を得るのも大変でしたが、お客さまにはインパクト
を与える利点もありました。次につながる価値のある会
話をすることを念頭に置き、女性という枠を超えて仕事
に繋げてきました。
　1997年社長に就任し、今年で設立56年を迎えました。
現在は息子である取締役とともに、会社を盛り立ててい
ます。

　毎年KIP主催の「テクニカルショウヨコハマ」をはじめ、
仙台や新潟で開催する展示会に出展しています。自社の
新しい取り組みを披露する場として活用しています。日
頃は慣れ親しんだ顧客とばかり会話していますが、展示
会では当社の業界を知らない方など色々な方がお越しに
なりますので、どのようにアピールすると効果的か、大
変勉強になります。お陰さまで、新規開拓にもつながっ
ています。

　今年9月、東京ビックサイトで開催された展示会
「IFPEX」（油圧・空気圧・水圧業界に特化した展示会）

株式会社三宝

沿革と事業

未来に向けて

自社主催の展示会を企画

KIP会への期待

展示会への出展

4KIP会ひろば　2017.12



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　　　森田　治
〇所在地　　　　　〒206-0804　東京都稲城市百村2113-4
〇ＴＥＬ　　　　　042-401-6330
〇ホームページ　　http://www.morita-tech.co.jp/

弊社の外観

〇代表取締役　　　長岡　保之
〇所在地　　　　　〒243-0417　神奈川県海老名市本郷4156-11
〇ＴＥＬ　　　　　046-237-2360
〇ホームページ　　http://www.sol-tec.co.jp/

業務内容：RF信号切替器、電磁波可視化装置、電磁波シールドボックス等の設計製造

業務内容：ITインテグレーション、IT修理サービス、IT機器卸売

主要設備
名称
能力・形式
台数
名称
能力・形式

台数
名称
能力・形式
台数

エージングルーム（恒温室）
CP11B-N3
1
クリーンブース-Large
クラス：100,000。広さ：32㎡（本室） 6.25㎡（前室）。
FFU：20㎥x 2, 5㎥ x1
1
クリーンブース-Small
クラス：100,000。広さ：13.5㎡（本室）。FFU：12㎥ x1
1

設備①

設備②

設備③

森田テック株式会社

日本ソルテック株式会社

森田テックは高周波技術を中心に、主に三つの分野で事業を行っております。
・RFソリューション：携帯電話の試験システムなどに使われるRF信号切替器の設計製造
・EMCソリューション：3次元空間電磁波可視化装置
・シールドソリューション：無線モジュール用試験ジグを組込んだ電磁波シールドボックス
・その他カスタムソリューション

　弊社は蓄積してきた技術、経験、開発力を
活かし、システム提案から導入設置、保守、
運用に至るまで、刻々と変化するニーズにワ
ンストップでお応えするようさまざまなソリ
ューション・サービスを提供してまいります。
多くのお客様にご満足いただけるよう、先進
のソリューションと柔軟に対応できるサービ
スを提供するべく尽力して参ります。

Ｈ29年9月入会　工業部会

Ｈ29年10月入会　工業部会
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　KIPでは2018年2月7日（水）から2月9日（金）の3日間、パシフィコ横浜展示ホールA・B・Cで、県下最大級の工業技術・
製品の総合見本市「テクニカルショウヨコハマ2018」を開催します。
〇　会場面積を拡張。前回の10,000㎡ から約1.3倍の13,300㎡に拡張します。
　　出展者数は775社・団体、出展小間数は620小間となり、過去最多で開催いたします。
〇　「ロボット」「IoT」の特設ゾーンを新設。産業用や生活支援などのロボット、IoTソリューションテクノロジーなどについての
技術・製品が出展されます。
〇　公式ホームページをリニューアル。「品目別カテゴリー」「産業別カテゴリー」を新設し、出展者情報を検索する機能を追加し
ます。
〇　商談機能強化の追加。来場者が事前に商談の予約をすることができる、事前商談予約機能を公式ホームページに追加し、幅
広く商談の機会を提供いたします。

入場は事前登録制となります

詳細は 　http://www.tech-yokohama.jp/　 をご覧ください。
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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
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