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題字：前田聖峰

　去る6月4日、神奈川中小企業センタービルで、令和元年度の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30年度事業報告・収支決算（案）、令和元年度事業計画・収支予算

（案）をご審議いただきました。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『SDGs で「いのち輝く神奈川」を実現』と題して、ご講演い
ただきました。都道府県では唯一「SDGs 未来都市」および「自治体SDGs モデル事業」に選定された神奈
川県の「かながわプラごみゼロ宣言」「未病改善」および「コミュニティ再生」に向けた取組みなど大変興味
深いお話しをいただきました。
　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、簑原副代表による乾杯と
続き、会場内は活気が溢れ、大変な盛り上がりになりました。
　総会、講演会、交流会と例年より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。

黒岩知事講演会運営委員会

交流会総会

第 43 号

令和 元 年 7 月 29 日

KIP会会員総会　開催報告
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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、将来に向けて成果達成のポイントを学ぶ～

◇「事業承継対策勉強会」
★事業承継はまだ先と考えている皆さんも、ぜひご参加ください★

　中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、企業が経営環境に柔軟に対応し成長
を続けるためには、第一線で活躍する中堅社員の能力向上は不可欠です。
　KIP会では、入社5年～10年程度の中堅社員や、これから管理職に就く方、または管理
職に就いたばかりの方を対象に、中堅社員として求められる役割や、成果達成のポイントを
学び、経営感覚を身に着けたリーダーを目指していただくためのセミナーを開催しています。
　自社の将来を見据え、今後の企業発展のために、業務の振返りや今後の目標設定を改
めて見直す事は必須と考えます。ぜひご参加ください。

　 KIP会では神奈川県事業承継ネットワークと連携して、事業承継の重要性を認識するた
めの勉強会を2回シリーズで開催します。次世代へのスムーズな事業承継には、長期の準
備期間が必要だと言われており、早めの対策が何よりも大切です。ぜひご参加ください。

第1回 9月20日（金） 13：30～17：00 中堅社員（リーダー）の立場と役割
（フォロワーシップ）

第2回 9月27日（金） 13：30～17：00 経営感覚を身に着けたリーダーを
目指す（軸を持つ）

第3回 10月15日（火） 13：30～17：00 コミュニケーションブラッシュアップ
（苦手克服！）

第4回 10月28日（月） 13：30～17：00 後輩の育成
（モチベーションと成果達成）

第5回 令和2年
2月21日（金） 13：30～17：00 振り返りと今後へのヒント

（自分自身のバージョンアップ！）　
＊詳細はHP http：//www.kipc.or.jp/about_kip/kipkaiをご覧ください

＊詳細は、別途ご案内いたします。

講師　舟生 俊博 氏
◇講師プロフィール
東京理科大学工学部卒業。公認
会計士、税理士の資格を保有。経
営計画、ベンチャー支援、資金調
達支援、事業再生等に従事する。
その後、事業承継、Ｍ＆Ａ業務に
力を注ぎ、数多くの事業承継の実
績を持つ。

今後の活動予定

【全5回プログラム】

・講　　師　株式会社日本人材開発センター
取締役 研修事業部長　 上原　歌織 氏

・定　　員　20名（申込先着順）
・参 加 費　（全5回分）　KIP会会員　　　5,000円

　一　　　般　　10,000円

展示会出展
｢テクニカルショウヨコハマ2020」出展者募集中！
　41回目を迎えるテクニカルショウヨコハマは、会場面積を拡大（13,300
㎡）してから3年目を迎え、神奈川県下最大級の工業技術・製品の総合見
本市であり、ご出展いただく皆さまの、新技術・新製品発信の場、新規顧
客獲得や具体的な商談の場、活発な技術交流や情報収集・交換の場と
して、お役にたてるものと確信しております。ご出展お待ちしています。

※詳細は「テクニカルショウヨコハマ2020」公式サイトをご覧ください。　https://www.tech-yokohama.jp/

会期 2020年2月5日（水）～7日（金） 10：00～17：00

開催日 第1回目 9月5日（木）・第2回目 9月12日（木） 参加費 無料

個別相談（無料）も実施します。
各回講義終了後、神奈川県事業承継ネットワークの専門員による個別相談も承ります。

両日とも14：00〜16：00（予定）

【会場】パシフィコ横浜展示ホールA・B・C　【開催規模】13,300㎡／806社・団体・小間数643小間（前回実績）
【申込期限】9月30日（月） ＊満小間に達した場合、出展申込をお断りする場合がございます。

◆お問い合わせ　045-633-5149　KIP会事務局

◆お問い合わせ　045-633-5170　テクニカルショウ事務局
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KIP会会員（株）タシロ 田城氏による事例発表

勉強会の様子

活動報告

（7月6日）

（7月6日）

「生産性向上支援セミナー」

アマダ・ソリューションセンター

新入社員ビジネスマナー研修 （４月10日）

株式会社ベイストリーム　荒木　遼太郎さん 株式会社ヤマリア　矢部　皓大さん

勉 強 会

施設見学会

人材育成研修

　KIP会では、設備投資で生産性向上に取り組む中小企業の皆さまを応援
するため、神奈川県とKIPと連携し、勉強会を実施しました。今回は、KIP会会
員企業で、精密板金業の（株）タシロ 代表取締役社長 田城裕司氏より、KIP
の支援策を活用しながら設備投資を行ない、生産性向上に繋げている事例
を、創業からの歩みとともにお話いただきました。

　その後、大手金属加工機器メーカーの(株)アマダの「アマダ・ソリューショ
ンセンター」にて、施設見学会を行ないました。モノづくりの発展に貢献し続
ける(株)アマダの沿革紹介や、最新設
備による技術実演に、参加者は感銘を
受けていました。さらに、高精度な加工
技術に、自社での課題解決につながる
ものはないかと、熱心に見学されてい
る姿が印象的でした。様々なサービス
が整った見学施設のなか、大変実り多
く、満足度が高い見学会となりました。

　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、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52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。

【予告】新入社員フォローアップ研修を10月９日に開催します。
入社から半年が過ぎた時期、振り返りすることで、更なるステップアップへつなげませんか？

　今回ご紹介するのは、4月10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
株式会社ベイストリームの荒木さんと、株式会社ヤマリアの矢部さんです。

　開発部にてエンジニアとし
て勤務しております。
　エンジニアとして特に大切
なのは、「日々学び続ける」こ
とだと思います。
　新しいことに積極的に挑
戦させていただける環境の
中、毎日が発見の連続です。
　自己研鑽を重ね、先輩方
に必死についていきたいと思
います。

　今回の研修ではビジネスマ
ナーについて基本から実践ま
でしっかりと教えていただきま
した。
　また、他業種の方との交流
の場も設けて頂き、とても貴重
な経験となりました。
　研修で学ばせて頂いたこと
を胸に、社会人生活を充実さ
せていきたいです！

アマダ・ソリューションセンターでの設備見学
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当社の主力商品

おじゃまします！

当社の事業
　アークシステムワークスは、1988年の設立以来31年間
一貫してゲーム開発を手がけています。設立当時はマン
ションの一室をオフィスとして大手ゲームメーカーのお手
伝いをしながら、経験やノウハウを積み重ね、1995年に初
の自社タイトル製品販売、自社ブランド製品開発と受託開
発事業を行い現在に至ります。ゲームプレイヤーが求めて
いるものを常に考える、という創業当初からの姿勢を大切
にしています。
　アークシステムワークスは、ほぼ全てのプラットフォーム

（家庭用ゲーム機、パソコンなど）、地域に対応するゲーム
開発に取り組み、1998年に発売した「GUILTY GEAR」
や2008年に稼働を開始した「BLAZBLUE」に代表され
る「対戦格闘ゲーム」というジャンルにおいて、世界トップ
メーカーに並ぶ地位を確立するまでに成長しました。また、
その他のジャンルでも、「くにおくん」などに代表される著名
ゲームタイトルのライセンス提供も実施しています。
　アークシステムワークスは、今日までに培ってきた美しく
てスピード感溢れる、まさに「遊べるアニメ」のような作品づ
くりを武器に、これからも様 な々ジャンルにおいてトップメー
カーを目指していきます。

映像技術へのこだわり
　プレイヤーの微細な操作に対応する映像処理技術につ
いては、試行錯誤を繰り返し、研究成果を積み重ねてきま
した。そして映像表現においても、今まで誰も見たことのな
い表現に拘り、最新の技術トレンドとアークシステムワーク
ススタッフによる伝統工芸的な拘りを融合させてきました。
これからも世界に驚かれるような新しい表現やゲームプレ
イの研究開発、そして商品化に取り組みます。

ユーザーとの交流
　アークシステムワークスは、開発したスタッフが自ら営業、イ
ベントを開催し、ユーザーの意見を聞く「ユーザーとの近さを
大切にする」というポリシーを社内で受け継ぎ、ユーザーの皆
様の意見を直接聞く場を積極的に設けています。また、近年
では、インターネットでの動画配信が身近になっていることを
受け、社内に配信スタジオを保有し、定期的に開発者はじめ
スタッフの声をユーザーの皆様に届ける活動も行っています。

KIP会のご利用と人材育成
　KIP会の「新入社員ビジネスマナー研修」を利用していま
す。様々な企業が参加しているこの研修の中で、他企業の
良い面を自社と比較し、議論できるようになってもらいたい
という思いがあります。当社の年齢、学歴、性別、国籍にとら
われない様々な社員の多様性を生かしていきたいとの考え
がその根底にあります。
　今後は、後輩育成を含めたマネジメントを学べる「中堅
社員向け勉強会」も利用したいと考えています。中堅社員
に仕事の幅をもたせることで、更なるやりがいを感じてもら
い、企業の成長を支える人材育成を考えていきます。

海外展開の取組みと今後の目標
　任天堂のファミリーコンピューターが登場したころと比
較し、現在のゲーム開発コストは大幅に増大しているにも
関わらず（最大で100倍程度の上昇）、販売する価格はそ
のままであるという現状があります。一言でいうと映画や長
編アニメを作るようなコスト感です。
　このような理由もありますが、多くの国や地域の皆様に
楽しんでもらえることを目的に、2016年にはアジア支店、
2017年にはアメリカ法人を設立。アジア・アメリカを含む世
界のユーザーと直接コミュニケーションを取り、より近い立
場でゲーム開発ができる体制を整えました。これまでの実
績から、世界中に当社のファンは存在しています。得意技術
を生かしながら、マーケットの拡大を目指していきます。

アークシステムワークス株式会社
会員企業訪問

所在地
TEL
HP
代表取締役
業務内容

横浜市港北区新横浜 2-3-9 新横浜金子ビル
045-470-1550
https://www.arcsystemworks.jp/
木戸岡 稔
ゲームソフトウエアの開発・販売

代表取締役
木戸岡　稔 様
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2019年4月入会　工業部会
ビジネスチャンス開拓研究会

2019年4月入会　工業部会
ビジネスチャンス開拓研究会

リカザイ株式会社

綜機工業株式会社

KIPの事業紹介 KIPにて実施している支援策を紹介しています。

お問合せ先
神奈川県プロ人材活用センター
横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル6階
TEL 045（633）5008　FAX 045（633）5100
E-mail:pro@kipc.or.jp

【神奈川県プロ人材活用センター】 【採用者の人物像】

平成27年12月の開設以来、

相談件数は累計980件
成約件数は累計144件

　各種金属箔の製造・販売会社であり、厚さ 1μmのチタンをはじめ、業界の中でも
「薄い箔はリカザイ」というほど薄い箔を得意としています。 精密圧延加工、レーザー・
エッチング等の各種二次加工で、お客様のニーズに対応いたします。 現在、チタンニッ
ケル、ニオブチタン、純マグネシウム等の薄箔の開発・製品化を進めています。

　当社は産業設備機械の設計・製作及び治工具やそれに付帯する部品加工の業務
に従事しています。台湾と韓国に支社をもち、お客様のさまざまなニーズに対応していま
す。お客様に満足していただける製品を納めることが、お客様からご注文を託された当
社の責任と考えております。産業設備機械の設計・製作のご相談・ご依頼は、当社まで
お気軽にお問い合わせください。

代表取締役
所在地
TEL
HP

小室 好夫
神奈川県川崎市中原区下沼部1810-7
044-411-6138
http://atsuen.rikazai.co.jp

 事業革新や新商品開発など「攻めの経営」への転
換に必要な能力を持った専門職・有資格者等（プロ
フェッショナル人材）の採用をお手伝いしています。
戦略マネージャー・サブマネージャーが、人材ニー
ズのヒアリングに伺い、民間人材ビジネス事業者等
と連携しながら戦力となる人材をお探しします。専門
職・有資格者等人材の採用は「神奈川県プロ人材
活用センター」にご相談ください。

業務内容：各種金属の精密圧延箔、
板並びに精密加工品（レーザー加工、エッチング加工等）の製造・販売

業務内容：各種機械器具の自動制御装置設計及び製造販売
上記付帯した機械加工部品の製造販売

代表取締役
所在地
TEL
HP

安斎　廣美
神奈川県秦野市平沢514-1
0463-85-5365
http://www.souki-tec.co.jp
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KIP会
会員は

通常料
金から

20%O
ff 　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 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 9,936円～ 　35,164円

特別会議室Ａ 24名 12,182円～ 　43,199円

特別会議室Ｂ 22名 8,985円～ 　31,794円

多目的ホール

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

＜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。

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。

◆お問い合わせ・ご予約

◆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
※ホームページもご覧ください　http://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/

取引振興課　KIP会事務局

TEL　045-633-5149

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

無料

わが社の自慢
新製品紹介
事業紹介
　などなど

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/

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。

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

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


