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KIP会工業部会

KIP会ベトナム・ラオス視察研修
11月15日～11月19日

開催報告

11月15日から19日の５日間、一昨年の上海・蘇州、
昨年のタイの視察研修に続き、３回目となる工業部会主
催のベトナム・ラオス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25名が参加した
当研修は、今後のビジネスの可能性や経済環境を探るた
め、小物精密プラスチック金型の設計製作を手掛ける
（有）
吉中精工ベトナム工場、アルミ箔食品容器等の製造
を行なう
（株）シンメイ ベトナム工場、会員企業である
ワイヤーハーネス加工のタカネ電機（株）のベトナムおよ
びラオス工場を訪問しました。また、タカネ電機（株）ラ
オス工場と同じラオス第２の都市パクセーにある、西松

視察団の集合写真

建設が運営する日系中小企業経済特区の日系中小企業専用工業団地を、併せて視察しました。ラオスは、視察団
のメンバーのほとんどが初めての渡航でした。ラオスの経済情勢やインフラ環境をはじめ、日系企業の進出状況
および現地労働者の資質や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
や工業団地を設置する環境を見学しました。参加者は、ラオスの今後の可能性を自社の状況と照らし合わせなが
ら、実状を肌で感じ取っていたようです。
さらに、ベトナム・ハノイで、黒岩県知事出席のもと開催された「神奈川経済セミナー・交流会」に参加し、
現地企業と交流を深めるとともに、その翌日行われた「KANAGAWA Festival in HANOI」も見学し、ベトナムと
神奈川県との友好関係を深く実感しました。
今回の研修を通じて、新たな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。

企業の概要説明

工場での見学

1

KANAGAWA Festival in HANOI

KIP会ひろば 2018.12

活動予定
平成31年「KIP会賀詞交歓会」および「記念講演会」のご案内
平成31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。
｢記念講演会｣ では、外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍一氏をお招きし、
ご講演をいただく予定です。
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。

（金）
開催日：平成31年 2 月 1 日
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 16：30～17：45
会 場 クイーンズグランドボールルーム C・D
講 師 外交ジャーナリスト・作家 手嶋 龍一 氏
テーマ ｢2019年の行方を読み解く｣
～リーダーのインテリジェンス感覚を磨くために～

【講師プロフィール】
NHKワシントン支局長として９・11テ
ロに遭遇し11日間の連続中継を担う。
NHKから独立後に発表したインテリ
ジェンス小説『ウルトラ・ダラー』、
姉妹篇『スギハラ・ダラー』は50万
部の大ベストセラーに。著書に『独裁
の宴』
『米中衝突』ほか多数。現在は、
大学や外交研究機関で外交・安全保障
を中心に後進の指導にも熱心に取り組
んでいる。

＜第二部＞
・KIP会賀詞交歓会 18：00～19：30
会 場 クイーンズグランドボールルーム A・B

健康・医療勉強会

KIP会では、今年度神奈川県と連携し、事業主・人事労務担当者のための勉強会を開催します！

“がん”になった従業員が「この職場でよかった！」と言えるため・・・

日時：平成31年１月21日
（月）14時30分〜16時30分
ぜひ県のホームページをチェックしてみてください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/ivent/business-event.html
☆テーマ 『がん治療と就労の両立支援について』
講師：遠藤

源樹

◇お問い合わせ◇

順天堂大学医学部公衆衛生学講座准教授

神奈川県がん･疾病対策課

がん･肝炎対策グループ

TEL 045-210-1111（内線4739）

＜今後の活動予定＞
● 2 月21日（木）

KIP会施設見学会
いすゞ自動車（株）藤沢工場

● 2 月25日（月）午後

ネットマーケティング研究会（テーマ等変更の場合あります）
＜第１部＞テーマ：検索エンジンと云う “プラットフォーム” の概要
NPO法人グロースポート（東京都認証申請中） 安池 則子 氏
＜第２部＞テーマ：スマホアプリを活用した、紙媒体とネットの融合
「ジモトねっと」の取組について
（株）明光企画 専務取締役 佐藤 健壱 氏
＜詳細については、改めてご案内いたします。＞
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活 動 報 告
KIP会勉強会

『中堅社員のためのブラッシュアップセミナー』
～経営感覚を身に着けたリーダーとなるために、
求められる役割と成果達成のポイントを学ぶ～
全 4 回終了（11月29日）

10月中旬より全４回シリーズでスタートした当勉強会は、20名の参
加をいただき、無事に終了いたしました。グループワークでは自社の現
状を意見交換しながらグループ毎に発表を行ないました。また、自分の
特性や業務の振返りを、診断シート等を用いて行ない、中堅社員として
の自分が求められる役割を学びました。
参加者からは「自身の強みや弱みが解り、業務の取組み方を見直す良
いきっかけになりました」「参加者との意見交換は良い刺激になり、会
社での役割が見えてきました」など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10日）
「平成30年度 新入社員フォローアップ研修」
に22名が参加！

KIP会では、自社単独では新入社員研修の実施が難しい中小・小規模
企業向けに新入社員を対象とした研修を実施していますが、今回は４月
に新社会人となった方、中途採用社員の方を対象とした ｢新入社員フォ
ローアップ研修｣ を10月10日に開催しました。
異なる会社でグループを組み、ロールプレイゲームを行ない自分の意
見を相手に伝える難しさや、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、ビジネスマナーの復習など盛りだくさんのプログ
ラムを行ないました。
最初は緊張していた参加者でしたが、色々な意見交換をする中で、最後には連絡先を交換するなど、同世代の
仲間が出来たと交流を深めていました。

「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！

今回ご紹介するのは、10月10日に開催した「新入社員フォロー
アップ研修」に参加されたタカネ電機株式会社の井野さんと、石田
建設株式会社の岸田さんです。
私は施工管理の仕事をし
ています。具体的には、道
路、水道などのインフラの
整備工事の管理をする現場
監督として働いています。
仕事では様々な方と会話を
する機会があり、その際に
必要となる話し方、聞き方、
言葉遣いを新入社員フォ
ローアップ研修で学びまし
た。今後も日々学ぶことを
忘れず、スキルアップをし
て会社に貢献したいと考え
ています。

私は管理グループに所属
し、納品管理や出荷準備を
担当、納期に遅れがないよ
う、社内間及び協力会社に
連絡を行い調整、交渉して
おります。協力会社からの
納入予定、社内工程完了予
定日などをパソコンに入力
し、間違いは全体のバラン
スが崩れかねないので日々
に気配りを大切に、業務に
臨んでいきたいと思ってお
ります。
☆タカネ電機株式会社

井野

和馬さん☆

☆石田建設株式会社
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岸田

大輝さん☆
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会員企業訪問記
— 株式会社三興ネーム —
所在地

横浜市旭区上川井町75-1

ＴＥＬ

045-921-0121

ホームページ

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

代表取締役

武井

克己

業務内容：ITOタッチパネル、
…
メンブレンスイッチ各種表示プレート

代表取締役

武井

克己様

流チャンスを増やしました。
「忙しいから出来ない、参加

当社の事業

しない」のではなく、忙しくても仲間やお客様とのつなが

先代である父が、1957年金属エッチング銘板専業とし

りを積極的に保つことで、次のチャンスに繋がります。ま

て創業、17年後に転機が訪れました。工作機械・測定器・

た、忙しい時こそチャンスが多数あります。経営者の考え

リモコン等を操作するボタンSWが主流でしたが、自由な

ひとつで、中小企業の方向性は決まっていきますね。

デザイン性にもすぐれた回路基板搭載のうす膜シートス

テクニカルショウ・ヨコハマでは
ビジチャンの共同出展ブースに参加

イッチ「メンブレンSW」が新操作SWとして世に認められ、
産業機器分野に広く採用される方向になり、当社として新

行政のお墨付きで信用度が高いテクニカルショウには、

分野に参入しました。５年後、ITO透明導電膜回路エッチ
ング加工分野に進出しました。
「低抗膜式タッチパネル・

開催当初は単独で出展していましたが、現在はビジチャン

静電容量式タッチパネル等の製造技術のノウハウを確立」

の共同出展ブースに参加しています。展示会の出展準備の

し、それを応用した透明フィルムヒーターを開発しました。

煩雑な部分をKIP会事務局が担当してくれる事は大変助か

大手メーカーより試作依頼の相談をいただき、「当社の固

ります。また、会員同士での共同出展は、相乗効果がさら

有技術」として認められ採用されました。

に保たれる強みがあり、他企業の出展方法を勉強する事も

：2010年２月 透明フィルムヒーターかながわスタンダード認定

できます。お陰様で、大企業との取引に繋がり成果も上げ

：2014年３月 フィルムヒータープロセス特許取得・第4947448号

ています。

：その他実用信案取得

今後に向けて取り組み
人材育成

新しい時代に向けて、お客様へ対応できる間口を広げて

どのような場面においても、会社は「人材育成あってこ

おくことが、これからの中小企業には求められることと思

そ成長する」と思います。社員のやる気や定着率向上のた

います。そのために、自社で対応できない事は他の力を借

めに、利益還元は当然行っていますが、以前会社の危機を

りる体制を常に整えておくことがポイントとなります。現

迎えた時、毎日の朝礼で某協会の冊子にあるノウハウを伝

在当社では、専門性の高い企業OB２名と契約を行ない、

授し、社員の意識向上を図り、危機を脱出いたしました。

製品開発や市場調査などの業務アドバイスをいただいてい

また、某銀行のコンサルタントにアドバイスをもらい「人

ます。

事教育制度」の仕組みを作成しました。これにより、社員
の責任感の向上につながり利益もアップしました。経営者
は、社内の循環を良くするために、人材育成の適切な土台
作りを常に意識することが大切と思います。

KIP会ビジネスチャンス開拓研究会
（通称：ビジチャン）の会長として
平成22年にビジチャンの会長に就任しました。私が会
長になってからは、会員同士の横の繋がりを強化するため
に、会議の後は交流会を積極的に開催し、仲間と親密な交
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行政よりいただいた認定
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今年度の新入会企業を
ピックアップしてご紹介します。

記

H30年8月入会

株式会社創夢奏

工業部会

業務内容：日本製品の中国での販売、中国人向けの医療ツーリズム、金融商品の運用
○代表取締役
○所在地
○ＴＥＬ

岩崎 靖
横浜市青葉区みすずが丘24-1
070-6468-5969

当社は、中国遼寧省瀋陽市にも会社をもち、県内製品の
遼寧省での販売を行っております。神奈川県は遼寧省と友
好省県、川崎市は瀋陽市と友好市でビジネス環境に恵まれ
ています。最近は、中国の方からの要望で人間ドック、ガ
ン治療、美容整形の受け入れも始めました。社内でAIを活
用した金融商品の運用も行っております。

株式会社石原パッキング工業 東京営業所
業務内容：ゴム・ウレタン・スポンジおよび樹脂の総合加工メーカー

H30年7月入会

工業部会

ビジネスチャンス開拓研究会

○営業本部長 兼 東京営業所所長 石原 利一
○所在地
神奈川県平塚市大神3463-2
○ＴＥＬ
0463-20-8101
○ホームページ
http://www.ishihara-j.co.jp
ウォータージェット加工・NCフライス加工・工業用ゴ
ム製品・各種パッキンの製作・各種打抜加工・トムソン
刃製作など多種生産設備を所有し、多品種少量部品から
量産部品まで社内一貫生産加工体制を図っております。
ゴム・ウレタン・スポンジおよび樹脂素材製品でお困
りの事例があれば、迷わずまず弊社にご相談下さい。

入場無料

ぜひ、ご来場ください！

事前登録をすると入場受付がスムーズです。
詳細、事前登録は
https://www.tech-yokohama.jp/を
ご覧ください。
ＫＩＰでは2019年２月６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2019」を開催します。
「加工技術」「機器・装置・製品」「研究開発」「ビジネス支援」出展ゾーンと、「ロボット」「ＩoＴ」の特設ゾー
ンを設置し、新技術・新製品が多数出展されます。また、出展者による技術・製品のＰＲセミナーや最新の技術
等をテーマにした講演会などの多彩な行事も開催します。ご来場をお待ちしております。
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中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

ff

O
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

KIP会会員・利用料

第１会議室

39名

10,886円 ～ 38,447円

第２会議室

93名

23,328円 ～ 82,425円

第３会議室

36名

特別会議室Ａ
特別会議室Ｂ

利用時間帯
午前

9：00 〜 12：00

9,936円 ～ 35,164円

午後

13：00 〜 17：00

24名

12,182円 ～ 43,199円

夜間

18：00 〜 21：00

22名

8,985円 ～ 31,794円

会議・講習会

120名

27,302円 ～ 96,594円

展示会・パーティ等

220名

48,211円 ～ 170,293円

午前・午後／午後・夜間／

多目的ホール

◆お問い合わせ・ご予約

終日のご利用もお受けして
おります。

公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP） 総務課

TEL

045-633-5019

※ホームページもご覧ください

会議室担当

http://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/

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

投稿募集

無料

会員の皆さまからのご投稿を大募集！

KIP会会員のビジネス拡大をお手伝いするため、

どのようなテーマでも結構です。

「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の

お問い合わせお待ちいたしております。

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。

わが社の自慢
新製品紹介
事業紹介
などなど

◆チラシサイズ：A ４
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,400円（税込）

◆お問い合わせ

取引振興課

TEL

KIP会事務局

045-633-5149

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
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。

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/
KIP会ひろば 2018.12
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