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特集　テクニカルショウヨコハマ2018出展者募集
創業支援
・かながわビジネスオーディション2018ビジネスプラン募集
・KIPインキュベート施設
わたしたちＫＩＰです〈Vol.２〉経営支援課／
８月の巡回あっせん相談
SUBCON THAILAND 2017出展レポート／
大連・神奈川経済貿易事務所
平成29年4-6月期 中小企業景気動向調査／

「創業者、中小企業者のための支援施策活用ガイド」
「さがみロボット産業特区」プレ実証フィールド
企業誘致施策 ～株式会社 医研工業
創業支援融資／ワーク・ライフ・バランス企業担当者交流会
かながわシニア起業セミナー／かながわシニア起業スクール
高年齢者雇用促進フォーラム／産業人材育成フォーラム／
第15回神奈川県障害者技能競技大会出場選手募集
夏休みおもしろ科学体験／第30回神奈川県品質管理セミナー
KIPイベント情報7月～8月

「かながわビジネスオーディション2017」で
県知事賞に輝く。現在、KIPインキュベート
ルームに入居中

表紙の人

ルセット・ナイン 株式会社

代表取締役 大塚 早希子氏（右）
(P.6「創業支援」)

———— 納品先のCROSS TOKYO総料理長と

ビジネス
オーディションで
県知事賞！

特 

集

テクニカルショウヨコハマ2018

取引開拓の絶好のチャンスです
出展者募集!

[事業内容]
冷蔵・冷凍技術及び製品の販売、
ビジネス・プロデュース業務



第39回工業技術見本市
テクニカルショウ
ヨコハマ２０１8

テクニカルショウヨコハマは、神奈川県下最大級の工業技術・
製品に関する総合見本市です。過去38回の開催の歴史があ
り、素材・部品・研究開発・製造及び福祉・環境問題といったハー
ドとソフトの総合的な工業見本市として首都圏に確固たる
地位を築いています。「テクニカルショウヨコハマ２０１８」では、

「ロボット特設ゾーン」「IoT特設ゾーン」を新設し、ホームペー
ジ上に「商談予約機能」を追加します。会場面積はこれまでの
10,000㎡から約１．３倍の13,300㎡に拡大！ より多くの企業
の皆さまの出展効果拡大をバックアップします。

特集　テクニカルショウヨコハマ２０１８出展者募集

http://www.tech-yokohama.jp/出展申し込み

（公財）神奈川産業振興センター テクニカルショウヨコハマ事務局
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)5170／FAX 045(633)5068／E-mail：info@tech-yokohama.jp

〈お問合せ先〉
公式ホームページ

申し込みはWEBからどうぞ！

「テクニカルショウヨコハマ2018」
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出展者募集！
ロボット、IoTゾーンが新登場！

会場面積、約１．３倍に拡大!

IoT
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特集　テクニカルショウヨコハマ２０１８出展者募集

「テクニカルショウヨコハマ2018」はココが違う!!

産業用・生活支援ロボットに
関する技術・製品、IoTソリュー
ションテクノロジーに関する
技術・製品など、それぞれの技
術、製品、システム、研究開発
等の分野を問わず、幅広くPR
していただける特設ゾーンを新
設します。

今回から公式ホームページに
「産業別カテゴリー」「品目別
カテゴリー」を新設し、スマート
フォンで検索する機能を追加し
ました。広い会場内で、目的と
する出展ブースを効率的に訪
問することが可能となります。

近年の出展者数の増加に伴
い、これまでのパシフィコ横
浜展示ホールＣ・Ｄ（10,000
㎡）から同ホールＡ・Ｂ・Ｃ
（13,300㎡）に拡大。過去最
大規模で開催します。

幅広く商談の機会を提供する
ため、ホームページ上に「事前
商談予約」機能を追加。御社の
パートナー探しに、フル活用し
てください。

資金面、人材面で単独出展が
難しい小規模企業者向けに、
出展料を低額にし、運営面でも
サポートする「小規模企業専用
コーナー」を設置します。展示
会に不慣れな企業さまでも、出
展しやすいコーナーです。
※対象：神奈川県内の小規模企業者

「ロボット」「IoT」２つ
の特設ゾーンを新設

求める技術にズバリ！
検索しやすい公式HPへ

展示会場を拡充､より
多くの出展を可能に

商談機能を強化

小規模企業コーナー
を新設（限定２８社）1

4

2

5

3

ゾーン名 出 展 対 象 品 目

ロボット特設 産業用ロボット／生活支援ロボット／自動化装置／制御装置／モーター／システム／その他ロボットに関する要素技術・要
素部品

ＩｏＴ特設 ネットワークシステム・ソフトウェア／ＩＴ・ＡＩ機器／センサー／モバイル／セキュリティ／その他ＩｏＴソリューションテクノロ
ジー

加工技術 切削・研削／プレス／製缶・板金／金型・治工具／表面処理／電気・電子組立／樹脂成形／設計・開発／その他加工技術

機器・装置・製品 電子部品／計測・測定・検査装置／制御・監視装置／流体・洗浄装置／省力化装置／環境・エネルギー機器・装置／未病・
健康・医療機器／その他工業機器・装置・製品

研究開発 金属積層造形／超精密・微細加工／マイクロテクノロジー・ナノテクノロジー／複合材加工／新素材／制御・測定センサー／
新エネルギー・省エネルギー／先端医療／その他工業技術・素材に関連するシーズ

ビジネス支援 産学公連携／企業誘致／海外ビジネス展開／経営支援／その他中小企業支援

展示ゾーン／出展対象品目
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特集　テクニカルショウヨコハマ２０１８出展者募集

出 展 のメリット

東京、神奈川県内からの来場
者が多く、首都圏での効果的
な情報発信が可能です。

多方面にわたる目的意識を
もった業界関係者が来場して
います。販路の促進、新規の取
引獲得、ニーズの把握と幅広い
活用ができ、ビジネスチャンス
の拡大が期待できます。

幅広い分野からの出展、来場
があり、今までにない業界から
の取引が期待できます。今後の
活動におけるヒントや、新製品
の開発等、新たな活動の展望
を広げることも可能です。

前回出展者の声
「来場者数や来場者の層は、今後の引き合
いに繋がるものがある」
「都市圏での開催であるが、出展料が安価」
「出展者も増加傾向にあり、最先端の技術・
製品が一堂に会し、地域産業の振興を図る
場であることを確認」
「成果が毎年絶大。新規顧客の獲得のみな
らず、首都圏の既存顧客の来場もあり、フォ
ローも兼ねて成果が上がってる」
「昨年よりも遠方から来場された方が多
かった印象」
「出展者同士での交流をベースとした協力
企業との繋がりができる」	

9割以上の出展者が成果を得ています。

首都圏における自社ＰＲ、
製品紹介、新規開拓、マー
ケティングの絶好の機会
です！

７割以上の来場者が、
機器・製品の購入に関
与しています。

出展者、来場者との異
業種間の交流が活発！

来場者の勤務先所在地（％） 来場者の機器・製品購入に関する立場（％）

来場者の取り扱い関連製品・機器・サービス（％）

横浜市 26.5％ 決定権を持っている 27.5％

横浜市内を除く神奈川県 20.4％

東京都 38.2％

決定権はないが関与している 44.5％

その他 14.9％ 関与していない 28.0％

電子・電気機器／部品 18.1

産業機器・機械要素・部品 17.9

情報・通信・コンピューター関連 8.5

工業用材料・工具等 7.3

精密機器 7.3

輸送機器・関連製品 5.0

建築用機器・資材 4.5

計測・分析・制御・監視機器 3.4

ソフトウエア 3.0

環境・公害・防災関連 2.5

光学機器 2.2

エネルギー資源・関連機器 2.0

異業種交流 1.9

福祉関連機器・製品 0.9

農林・水産・鉱業関連機器 0.7

その他 14.8

一定の成果があった
94.4％

成果が
なかった
1.9％

分からない
3.7％
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特集　テクニカルショウヨコハマ２０１８出展者募集

開催概要

出展スペースの種類と出展料

募集締切：2017年９月８日(金)
※1 申込み受付後、展示内容および展示構成等を考慮のうえ、申込ゾーン・小間数を変

更させていただく場合がございます
※2 出展申込期限前でも満小間に達した場合、出展をお断りする場合がございます

名　称 テクニカルショウヨコハマ2018（第39回工業技術見本市）

会　期 2018年２月７日（水）～９日（金）３日間　10：00～17：00

会　場 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C（横浜市西区みなとみらい１－１－１)

開催規模 会場面積　１３，３００㎡　出展者数　800社・団体（予定）　出展小間数　600小間（予定）

主　催 公益財団法人神奈川産業振興センター、一般社団法人横浜市工業会連合会、神奈川県、横浜市　（順不同）

後　援
（予定）

経済産業省関東経済産業局、川崎市、相模原市、平塚市、藤沢市、秦野市、厚木市、大和市、一般社団法人日本経営協会、一般社
団法人ビジネス機械・情報システム産業協会、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター、一般社団法人
日本ロボット工業会、一般社団法人神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、地方独
立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、一般社団法人神奈川県経営者協会、一般社団法人神奈川県情報サービス産業協
会、公益財団法人横浜企業経営支援財団、公益社団法人横浜貿易協会、横浜商工会議所、公益財団法人川崎市産業振興財団、
パシフィコ横浜、横浜銀行、横浜信用金庫、日本経済新聞社横浜支局、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ（FujiSankei 
Business i.）、神奈川新聞社、NHK横浜放送局、tvk（テレビ神奈川）　（順不同）

入場料 無料（登録制）

コ マ 概 要 出展料

リーズナブルで手間がかからない
スタンダードブース

（基礎小間設備付き）

小間の規格：間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ２.７ｍ
以下の基礎小間設備がつきます。
バックパネル、サイドパネル、パラペット、社名板 、カーペット、照明（パラペッ
トの裏に設置）
※ システムパネルへの釘の打ち付け等の加工不可

神 奈 川 県 内 に事
業所を有する企業
１４０，４００円
その他の企業 
１６２，０００円

貴社の豊かな個性を演出できる
スペース渡し

（スペースのみ）

小間の規格：間口３ｍ×奥行３ｍ(９㎡)のスペース
スペース渡しにはスタンダードブースのような基礎小間設備がつきません。
※ 小間装飾については、出展者の責任と経費負担で行ってください。
※ 各出展者のバックパネル、間仕切り（サイドパネル）は、原則、主催者事務局
で設置します。
※ 島小間の場合、バックパネルはつきません。また隣接小間が無い場合、間
仕切りはつきません。

神 奈 川 県 内 に事
業所を有する企業
１０８，０００円
その他の企業 
１２９，６００円

従業員20名以下の小規模企業者
（商業、サービス業は5名以下）対象

小規模企業コーナー
（限定２８社）

小間の規格：間口1.0m×奥行0.7m×高さ2.4m
以下の設備がつきます。
システムパネル、展示台、社名板、カーペット（共有）、照明
※ システムパネルへの釘の打ち付け等の加工不可

神 奈 川 県 内 に事
業所を有する企業
５４，０００円 

※ 詳細は公式ホームページに掲載の出展規定をご覧ください
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KIPからのご案内

KIP専門家をあなたのコンシェルジュに

創業・新分野進出はKIPで！

Chance1

Chance2

かながわビジネスオーディション2018ビジネスプラン募集

KIPインキュベート施設で創業！

ビジネスプランをブラッシュアップしてアピール
　「かながわビジネスオーディション」は、創業者、ベンチャー
や新たな事業分野に挑戦するイノベーターを表彰し、ビジネ
スパートナーなどとの出会いの場を提供するものです。1996年

（平成8年）以来、2,400件を超える応募があり、専門家(マネー
ジャー)が事業化の実現をサポートしてきました。
　神奈川、日本を支える、次なるベンチャー、イノベーターとし
て挑戦するみなさまのご応募をお待ちしています。

第2インキュベートルーム、次のビジネスの起点へ
　KIPでは、創業者、スタートアップ企業/ベンチャー企業等を
対象に、インキュベート(※)施設を提供し、マネージャーを中心
に一貫した事業化支援を行っています。4月より第２インキュ
ベートルーム7室を拡充し、県内の創業者への支援を強化しま
した。現在、入居者募集中！　　　　　　　　　　
　詳細は、KIPホームページをご覧ください。
　http://www.kipc.or.jp/incubate_room/

■募 集 期 間　8月1日（火）～31日（木）
■表　　　彰　神奈川県知事賞等

応募書類作成のためのセミナー、個別相談会を開催（無料/事前予約制）

7月13日（木）・21日（金）・22日（土）、8月5日（土）・10日（木）・22日（火）
※ 上記以外の日時も随時受け付けています
※ 詳細はホームページをご覧ください

http://www.kipc.or.jp/ba2018/

専門家による充実したサポート体制（相談無料）
　入居企業の方が抱える経営課題について、実務経験豊富な
専門家やスタッフが日常的に相談に応じます。これまで多くの
入居企業の方が、経営改善計画の作成、助成金申請、新分野進
出、チラシのデザイン制作等について支援を受けています。

※ インキュベート＝孵
ふ

化
か

、育成

第2インキュベートルーム概要

●経営支援課 TEL 045（633）5203　　E-mail：management@kipc.or.jp

所 在 地 神奈川中小企業センタービル地下1階
（横浜市中区尾上町５-80）

室　　数 7室（個室/16.5～22.8㎡）　

入居期間 原則３年間

賃　　料 月額85,000円～（消費税別）

利用時間 ７：30～22：00

ルセット・ナイン株式会社 大塚早希子代表によるビジネスプラン『革新
的な冷却技術が変える！新しい食の現場づくり』のプレゼンテーション。

「かながわビジネスオーディション2017」神奈川県知事賞を受賞

第2インキュベートルーム
エントランス

〔B107〕個室イメージ 
※入居の際、机、椅子等の備品はご用

意ください
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KIPからのご案内

わたしたち
KIPです
〈Vol.2〉

経営支援課

TEL 045(633)5203　E-mail：management@kipc.or.jp

　創業者やベンチャー企業、イノベーション企業などを中小企業診断士等のマネージャーが支
援しています。「かながわビジネスオーディション」や「新事業成功講座」の開催、「インキュベート
施設」の提供などにより、創業者やベンチャー企業をご支援。またイノベーション企業に対して
は、マネージャーによる伴走型支援、専門家による販路拡大支援、テクニカルショウヨコハマの
KIPブースへの出展支援、プロフェッショナル人材の採用支援などを行っています。

創業・ベンチャー／
新事業活動・イノベーション支援です

シードステー
ジから世界を

変えようとす
る起業家の方

、

ぜひお問合せ
ください

新たな取引先をご紹介します！
8月の巡回あっせん相談
　KIPでは、県内中小企業者等の皆さまの安定的な取引の確保・拡大を図るた
め、各地区で受・発注取引のあっせん相談を行っています。あっせん相談は、
県内7地区の商工会議所等とKIPの川崎・相模原両駐在事務所でも実施して
います。新たな販路開拓をお考えの皆さま、お近くの会場をご利用ください。

開 催 場 所 日　時
藤沢商工会議所 1日（火） 13:00 ～ 16:00
小田原箱根商工会議所 9日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター

10日（木）
13:00 ～ 16:00秦野商工会議所

大和商工会議所 15日（火）
平塚商工会議所 16日（水） 13:30 ～ 16:00
茅ヶ崎商工会議所 21日（月） 13:00 ～ 16:00
川崎駐在事務所 ※ 1 毎週木曜日

13:00 ～ 16:00
相模原駐在事務所 ※ 2 9日、23日（水）

※1 川崎市産業振興会館 6F
　　「（公財）川崎市産業振興財団」内
※2 相模原商工会議所商工会館 3F
　　「相模原商工会議所」内

●取引振興課 TEL 045（633）5067

取引相談会
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に期 待できる商
談があったとのコ
メントがありまし
た。
　本年11月には
KIP会のミッショ
ン団がバンコクに
派遣される予定
です。その際には

現地企業とのビジネスミーティングが予定されています。
KIPは、引き続き、県内中小企業の皆さまの海外展開をサ
ポートしていきます。

KIPからのご案内

　

アセアン最大のサブコントラクト[下請]国際展示会
SUBCON THAILAND 2017出展レポート
　ＫＩＰは、タイ、アセアンへの販路開拓や市場調査、また、ビジネスパートナーの発掘の場と
して、タイの展示会「SUBCON THAILAND 2017」に出展しました。８年間連続の出展で、
共同出展ブースを設けて、県内中小企業２社の海外展開をサポートしました。

●国際課　TEL 045（633）5126 

　(株)サイマコーポレーション（藤沢市）様は、いたずら
防止の特殊ネジや、ドローン向け・ロボット向けの軽量ネ
ジなど、小ロットから多品種のネジを製造販売していま
す。神奈川県から世界中へ販売しており、タイ、アセアン
での販路促進等を目的に参加しました。もう1社は、イン
フィグ（平塚市）様と大実製作所（綾瀬市）様のタイ合弁
会社のThree Piece 
Thailand Co.,Ltd.様
で、自動車部品や2輪
の金属プレス部品をタ
イで製造販売していま
す。タイでも金型設計
から製造を実施し、金
属部品を量産して販
売しており、販路拡大を目的に参加しました。
　SUBCON THAILAND 2017は、昨年より来場者が
多く、KIPブースでも活発な商談があり、2社ともに、今後

〈神奈川県企業会セミナー開催報告〉
　大連事務所では、大
連（中国）に既に進出し
ている県内企業等に対
し、中国ビジネスにお
いて関心が高い事項な
どをテーマに定期的に

「神奈川県企業会セミナー」を開催しています。今回は5
月10日に、県内企業によるリレー講義と題し、常州コアス
コーポレーションの総経理をお招きし、ねじの緩みのメ
カニズムについての講義のほか、大連企業によるＩＴ活用
等の講義を行いました。参加県内企業からは「異業種の
方の取り組みについて興味があるが、なかなか聞く機会
が無い。今回はとても参考になった」とコメントをいただ

神奈川県の企業を支援して２７年
大連・神奈川経済貿易事務所
　大連・神奈川経済貿易事務所は、中国東北地方にある遼寧省・大連市に１９９０年に開設
しました。以降、神奈川県から中国に進出している企業のサポートのほか、友好提携先で
ある中国遼寧省との交流促進など、最近では、外国企業の神奈川県内への誘致活動など
も積極的に行っています。今回は、先日開催した神奈川県企業会セミナーと今後の展示会

（商談会）出展支援についてご紹介します。 ●国際課　TEL 045（633）5126

中国市場

海外展開支援

Three Piece Thailand Co.,Ltd.商談風景

『SUBCON THAILAND 2017 とは･･･』
アセアン最大級のサブコントラクト（下請け部品産業）の
国際展示会。 今回で11回目となる展示会です。
会　期：5月17日（水）～20日（土）
来場者：29,611人（前年は来場者23,091人）

きました。今後も引き続き、テーマなどを工夫しながら開
催していきたいと考えています。

〈展示会・商談会出展支援〉
　中国国内の展示会に参加される県内企業に対して、出
展支援を行うともに、大連事務所でも、中国国内で開催さ
れている展示会等に出展し、県内企業のカタログ出展を行
うなど展示会来場者に対し積極的にPRを行っています。

※ 詳細はお問い合わせください
出展予定

日程 都市 イベント名
9月1日～5日

瀋陽
第16回中国国際装備製造業博覧会出展

9月13日 遼寧省中日商談会参加
9月15日～17日 大連 2017第9回大連日本商品展覧会出展
9月21日～23日

上海
FBC上海2017 ものづくり商談会参加

11月29日～12月2日 アウトメカニカ上海2017出展

（株）サイマコーポレーション商談風景
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KIPからのご案内

「創業者、中小企業者のた
めの支援施策活用ガイド」
貴社の強みを見つけて、
パワーアップしませんか

調査結果

平成29年4-6月期 中小企業景気動向調査
業況DIは4.1ポイントの上昇
　KIPでは、県内中小企業の景気動向等を把握し、これを効率的な中小企業支援の実施に
活用するとともに、県内中小企業者等の皆さまに経営判断の参考としていただくために、四
半期に１度、中小企業景気動向調査を実施しています。今回は、平成29年度第１四半期(29
年５月調査)の調査結果について、お伝えします。●経営総合相談課 TEL 045（633）5201

■調査概要
・調査期間(時期)平成29年4-6月期(同年5月)
・調査対象 県内中小企業2,000社
  (製造業550社、建設業250社、商業・サービス業1,200社)

・回答数(率)1,020社(51.0％)
・分析方法 DI(Diffusion Index)※による分析
※業況等について、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と

回答した企業の割合を引いた数値

■調査結果
　総合の業況DIは、前期比4.1ポイント上昇の
▲22.4となりました。
　業種別では、製造業は同3.1ポイント上昇の
▲8.3、建設業は、同9.5ポイント低下の▲13.0、
商業・サービス業は同9.2ポイント上昇の▲34.0
となりました。
　今後の総合の業況DIでは、3ヵ月後は現在比
2.5ポイント低下の▲24.9を見込み、半年後は
同1.2ポイント低下の▲23.6を見込んでいます。

（調査結果の詳細はKIPホームページに掲載しています。）

業績DIの推移

●県中小企業支援課 中小企業支援グループ 　TEL 045(210)5558
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3660/

県 や市町村、国、支援機関等の支援施策をとりまとめた、平成29年度版「創業
者、中小企業者のための支援施策活用ガイド」を7月中旬から無料で配布し

ます（県ホームページにも掲載）。ぜひ皆さまにあった支援施策の活用をご検討い
ただき、企業力の向上にご活用ください。

「支援施策活用ガイド」の特徴
さまざまな支援施策・窓口を紹介

◎県・市町村・国・支援機関等が実施する1,300を超える支援施策を掲載
◎県、支援機関、商工会、商工会議所などの相談窓口を幅広く掲載

必要な支援施策を見つけやすく、わかりやすく表示
◎補助・助成、セミナー・交流会など、7つのキーワードで支援施策を見つけやす

く表示 
◎「ご利用の手引き」により、本ガイドの見方をわかりやすく解説

冊子入手場所(詳細は県ホームページ参照)
県政情報センター(県庁新庁舎2階)／地域県政情報コーナー(各地域県政総合
センター内)／各商工会・商工会議所／(公財)神奈川産業振興センター(KIP)等

県からのご案内
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県からのご案内

「さがみロボット産業特区」
プレ実証フィールド
屋外（ネット内）でドローンの実験が可能に
なりました

●県産業振興課 海老名駐在事務所（さがみロボット産業特区推進センター）
　TEL 046(236)1577

ドローン飛び出し防止用の防護ネット

生活支援ロボットの実証実験施設と
して設備が充実してきました

さ がみロボット産業特区では、利用者のニーズに合った、使い勝手のよい優れ
た生活支援ロボットの実用化を促進するため、実証実験を積極的に支援して

います。
　特区内にある実証実験施設「さがみロボット産業特区プレ実証フィールド」は、校
舎や体育館、グラウンドといった広大な敷地をお使いいただき、ロボットの試作完
成直後の段階においても、将来の本格的な実証実験に備えた「プレ実証（実験）」の
場としてご利用いただくことができます。
　平成29年3月に、実際の利用現場に近い屋外環境を想定し、小型飛行ロボット

（ドローン等）の実験が可能な設備を整備しましたので、ぜひご活用ください。

1　施設の概要
名　　称：さがみロボット産業特区プレ実証フィールド
所 在 地：相模原市南区新戸2607-2（元県立新磯高等学校）
利用時間：原則として平日９：00～17：00（12月29日～1月3日を除く）
利 用 料：無料
主な設備：グラウンド、校舎の教室・廊下・階段、敷地内の舗装路、仮設プール、インター

ネット接続環境、小型飛行ロボット（ドローン等）の実験用のネット環境
交　　通：JR相模線「相武台下」駅から徒歩約15分
　　　　  圏央道 圏央厚木ICから車で約10分

2　小型飛行ロボット（ドローン等）の実験設備
校舎棟と体育館棟の間の空間を利用し、飛び出し防止用の防護ネットを設置（長さ
約33ｍ、幅約12ｍ、高さ約13～16ｍ）
航空法の規制を受けることなく、安全に長期間実験することができます。
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県からのご案内

平 成28年度から開始された県の企業誘致施策を知っていただくため、旧制度
(産業集積支援融資)をご利用いただき成長されている企業をご紹介します。

Ｑ 御社の事業概要を教えてください。
　病院の手術で使用される医療用縫合針、針付縫合糸の開発製造をしています。当
社は以前は旧津久井郡にあり、そこは今でも工芸品として「組みひも」が有名なとこ
ろです。そこから創業者がアイデアを得るとともに、取引先からの要望等を通じて縫
合糸を開発し、そして現在の主力製品である縫合針へと事業を展開してきました。

Ｑ 御社の製品の特長を教えてください。
　当社の製品は、針は角針という刺通性能と強度を両立する独自の形状です。糸付
けは四角いカシメ形状をしており、丸型のものに比べて糸切れしにくいという特長
があります。これは創業者の代から医師の要望に応え、試行錯誤しながら製品改良
して生まれた他社にはなかなか真似できない高度な製法技術です。

Ｑ 産業集積支援融資制度を利用しようと考えた理由と、移転後の新本社工場の特
徴について教えてください。
　医療用縫合針の国内市場は小さく、ほぼ飽和状態にあります。今後は、海外へと
事業展開をしない限り売上を伸ばすことは難しい状況です。また、英米で特許を取
得した世界に引けをとらない当社の技術力を世界に広めていきたいと思います。そ
こで、低金利で金融機関から融資を受けられる本制度を利用しようと考えました。
移転後は製造環境が大きく変わり、温度差に影響を受けやすい製造機械の調子が
以前よりも良くなりました。また、医療機器メーカーとしてのイメージの向上を図る
ため、生産過程を見えるようにするなど、外部の目を意識した作りになっています。
その結果、生産効率の向上に加え、新規取引先との信頼が高まり、売上も毎年約
10％伸びています。

Ｑ 最後に、御社の今後の事業展開・展望について教えてください。
　今後もヨーロッパ等、海外での事業展開をさらに進めていきたいと思います。海
外からの様々なニーズに対応した付加価値を製品に付けることでより良い品質、
サービスの提供をしたいと考えています。また、そのなかで、当社の技術力もさらに
上がっていきます。 “医療用縫合針といえば医研工業”と言ってもらえることを目指
し、取引先からの信頼を獲得し、取引先にとってなくてはならない存在になりたいと
思っています。

飽くなき挑戦と
成長を続ける
～グローバルにニッチ市場を切り拓く～　
株式会社 医研工業

[企業インタビュー]

本社工場入口

作業風景

本社工場外観

中山代表取締役社長

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681
　　　　　　　　　　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5779/
　　　　　　　　　　　　　　(現制度、企業誘致促進融資の案内です)

株式会社 医研工業　所在地：相模原市中央区田名2287-1
　　　　　　　　　 TEL042(785)2145     FAX 042(785)2147
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県からのご案内

○融資対象者
①現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者

・1カ月以内に新たに個人事業を開業予定の方
・2カ月以内に新たに法人事業（NPO法人を除く）を開業予定の方

②開業してから5年未満の中小企業者（NPO法人を除く）
○資金使途　運転資金・設備資金 　　○融資限度額　2,500万円
○融資期間　1年超10年以内　　　　○融資利率　年2.0％以内（固定金利）

※ 商工会等の経営指導又は市町村の創業セミナー等を受けた場合は年1.6％以内（固定金利）

○信用保証　神奈川県信用保証協会の保証が必要（要保証料,信用保証料率は年0.8％）

○お申込み　取扱金融機関の窓口へ直接お申込みください。

県 内で事業を営んでいる中小企業者や創業者を対象に、事業に必要な資金の
借入れを支援する中小企業制度融資を実施しています。県が貸付原資の一

部を負担し、神奈川県信用保証協会が公的な保証人となることで、銀行や信用金庫
などの金融機関が低利な融資を行います。今回はその中から、創業者の皆さま等に
ご利用いただける「創業支援融資」をご紹介します。

これから開業する方、
開業後５年未満の方へ
～創業支援融資をご活用ください～

●県金融課　金融相談窓口（借入のご相談） TEL 045（210）5695
　　　　　　融資グループ（制度の内容）     TEL 045（210）5677
　　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p848390.html

検索 神奈川県　制度融資

ワーク・ライフ・バランス
企業担当者交流会を開催！
残業規制や労働力人口の減少等、
企業の働き方改革は急務です！

小曽根 由実 氏

西岡 由美 氏

●県労政福祉課 両立支援グループ　TEL 045（210）5746

企 業における「働き方改革」を推進するため、ワーク・ライフ・バランス企業担当
者交流会を開催します。(講義とグループディスカッション／参加費無料）

①テーマ「仕事と介護の両立をどう支援するか～「働き方改革」実現の一環として～」
日　時　8月28日(月)14：00～16：00
講　師　みずほ情報総研株式会社　シニアコンサルタント　小曽根 由実 氏
対　象　企業の人事労務担当者等

年間10万人を超える介護離職者の多くは40代後半以降で、企業の中核的人材です。
労働力人口が減少していく中、介護離職を防ぐための方策をご講演いただきます。
②テーマ「働き方改革に向けた職場マネジメント」
日　時　9月29日(金)10：00～12：00
講　師　立正大学経営学部　准教授　西岡 由美 氏
対　象　企業の管理職等

労働時間の削減や、年休取得率向上のために、企業の管理職はどのようなことに気
をつけるべきか、ご講演いただきます。

※ 会場はいずれも、かながわ県民センター 1501会議室（横浜駅より徒歩５分）
県のホームページからお申込みください。 検索 神奈川　企業担当者
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県からのご案内

シ ニア層による起業を支援するため、県内6ヵ所でセミナーを開催します。シニ
アの起業に役立つノウハウ、ヒントが多く得られるセミナーです。ぜひお申し

込みください。

「かながわシニア起業
セミナー」を開催します！
シニア層の起業の最新情報を
おはなしします

●県産業振興課　TEL 045（210）5639

7月から8月に県内６カ所でシニア向け
起業セミナーを開催します！

人 生100歳時代の到来を見据えて、神奈川県内を拠点とした起業を考えている
概ね45歳以上の方を対象として、シニア起業スクールを開講します。

〈対　象〉　神奈川県を拠点とした起業を考えている概ね55歳以上の方
　　　　　（55歳未満も応募可）

〈講　師〉　銀座セカンドライフ株式会社　代表取締役　片桐 実央 氏
〈内　容〉

・最近の起業の動向・特徴や、起業アイデアの発掘方法、アイデアをビジネスプラン
に組み立てる方法について事例を交えながら紹介

・アイデア発掘のための「自分の棚卸し」や「やりがい発見」のワークを実施（具体的
な起業アイデアがある方は「事業計画書」を作成）

・実際に地域で活躍する定年前後で起業した方の講演
・セミナー終了後に個別相談も可能

〈参加費〉　無料
〈申込み方法〉　下記のホームページにて必要事項をご入力いただくか、銀座セカン
ドライフ株式会社（本件受託者）に直接お電話かFAXにてお申込みください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535044/
TEL 045(316)1366（平日9：00～21：00 土曜9：00～18：00）
FAX 03(3545)1764

〈講　師〉　銀座セカンドライフ株式会社　代表取締役　片桐 実央 氏
〈受講料〉　3,000円（税込）
〈申込み方法〉　下記のホームページにて必要事項をご入力いただくか、銀座セカン
ドライフ株式会社（本件受託者）に直接お電話かFAXにてお申込みください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535042/
TEL 045(316)1366（平日9：00～21：00 土曜9：00～18：00）
FAX 03(3545)1764

「かながわシニア起業ス
クール」を開講します！
全5回で事業計画書を作成できる
ようにします

●県中小企業支援課　TEL 045（210）5556

横浜市　 横浜アントレサロン
（横浜駅徒歩４分）

藤沢市   藤沢商工会館ミナパーク
（藤沢駅徒歩５分）

① 8月5日

いずれも土曜日
14：00～16：00

8月19日

いずれも土曜日
10：00～12：00

② 8月19日 9月9日
③ 9月9日 9月30日
④ 9月30日 10月21日
⑤ 10月21日 11月11日

県内2ヵ所でシニア向け起業スクールを
開催します！

開　催　日　時 開　催　場　所
7月8日（土）

いずれも
10：00～12：00

ビジョンセンター横浜	301
7月15日（土） 小田原お堀端コンベンションホール	ホールＢ

7月22日（土） 相模原市立市民・大学交流センター	ユニコムプラザ
さがみはらセミナールーム２

7月29日（土） 横須賀市産業交流プラザ第１研修室
8月5日（土） 藤沢商工会館ミナパーク303会議室

8月11日（金・祝） 川崎商工会議所会議室３、4
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県からのご案内

第15回神奈川県障害者
技能競技大会出場選手募集
アビリンピック神奈川2017に
出場してみませんか？

進めよう障がい者雇用！
精神障がい者が活躍できる職場とは

県 内の経済団体、労働団体、高年齢者雇用関係団体とともに「神奈川県生涯現
役促進協議会」を設立し、県内の企業・団体の皆さまの高齢者雇用を支援す

るさまざまな事業を実施しています。
　このたび、「高年齢者雇用促進フォーラム」を開催することとしました。高年齢者
雇用に詳しい専門家の基調講演や先進的に取組む企業の紹介など、高年齢者雇用
に関する情報が満載です。ぜひ、ご参加下さい。

日　時：８月21日（月）13：30～16：00（予定）
場　所：情文ホール（横浜市中区日本大通11　横浜情報文化センター内）
対　象：県内に事業所のある企業の経営者・人事担当者、一般県民 200名程度
詳しくは県ホームページをご覧下さい。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535843/

高年齢者雇用の秘訣満載
のフォーラムを開催します！
神奈川県生涯現役促進協議会

「高年齢者雇用促進フォーラム」

●県雇用対策課 雇用対策グループ　TEL 045(210)5867

障 害のある方々の職業能力の向上および社会の理解と認識を深め、積極的な社
会参加と雇用の促進を図ることを目的として開催される本大会の出場選手を

募集しています。

●（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
　TEL 045(360)6010　FAX 045(360)6011　
　県産業人材課　TEL 045(210)5720　FAX 045(201)6952

●県雇用対策課 障害者雇用促進グループ　TEL 045(210)5871
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532889/

障 がい者雇用に関する「産業人材育成フォーラム」を開催します 。基調講演、雇用
事例の紹介など、障がい者雇用の参考になる内容です。ぜひご参加ください！

日　時：９月６日（水）13：00～16：30（開場12：00）
会　場：はまぎんホール ヴィアマーレ（横浜市西区みなとみらい3-1-1）
対　象：企業経営者・人事担当者等 500名

開 催 日：10月26日（木）・28日(土)
会　　場：神奈川障害者職業能力開発校
競技種目：DTP、機械CADなど12種目　※ 機械CAD職種のみ26日(木)

申込期間：7月3日(月)～28日(金)
詳　　細：申込書・申込先等についてはホームページをご参照ください。
　　　　　  http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/
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産技総研からのご案内

平成28年度のおもしろ科学体験

● （地独）神奈川県立産業技術総合研究所  人材育成部  サイエンスサマー事務局　
　 TEL 046（236）1500（代表）　https://www.kanagawa-iri.jp/

■会　場　（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
　　　　　（海老名市下今泉705-1）
■参加費　無料
■科学実験教室

あそびながら、科学のおもしろさに触れる！
参加には事前申込が必要です。

[対象]小学校4～6年生
[募集期間]7月10日（月）～8月1日（火）※必着

なお、申込方法、教室の詳細は7月上旬に当研究所ホームページ
でご案内します。（応募多数の場合は抽選）

■おもしろ科学体験プログラム　
日頃、目にすることのない機械の見学や、実験への参加を通して
楽しく科学体験ができます。

[対象]未就学児～中学生　※申込不要

　「子ども達に科学のおもしろさ、ものづくりの楽しさを体験してもらいたい！」と願い、神奈川県立産業技術総合研究所
（旧産業技術センター）では、かながわサイエンスサマー「夏休みおもしろ科学体験」を開催します。夏休みの1日、ご家族
でおでかけください。皆さまのお越しをお待ちしています。

夏休みおもしろ科学体験
8月26日（土）9：00～16：00

平成28年度のセミナー

● (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 人材育成部内 神奈川県品質管理セミナー事務局
　TEL 046(236)1500(代表)　FAX 046（236）1527
　E-mail:hinkan@kanagawa-iri.jp　https://www.kanagawa-iri.jp

■会　　場　（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
■募集定員　200人
■申込方法　ホームページから所定の様式をダウンロードし、

メールまたはFAXによりお申込みください。
■申込締切　9月1日（金）
■講演内容　（予定）
　特別講演：KYB（株）会長　臼井 政夫 氏
　基調講演：前田建設工業（株）会長　小原 好一  氏
　事例講演：QCサークル関東支部より2サークル

　「品質を通して企業の顧客価値を高め、お客様の満足を得る」というTQM（総合的品質管理）の理念と実践を産業界の
方 と々一緒に考える場として、「品質経営再構築 －神奈川から」をテーマに神奈川県品質管理セミナーを開催します。県内
企業の経営者、管理・監督者、品質管理に携わる関係者の皆さま、この機会にぜひご参加ください。

第30回神奈川県品質管理セミナー
9月7日（木）14：00～17：15
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公益財団法人 神奈川産業振興センター（KIP）

Kanagawa Industrial Promotion Center

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル

TEL 045（633）5201

FAX 045（633）5194

http://www.kipc.or.jp

編集／発行

イベント
 情報KIP

EVENT information

イベントの詳細・お申し込みは

※ 予定情報につき、詳細はこちらでご確認ください
http://www.kipc.or.jp

7月 8月

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

▶場所：神奈川中小企業センタービル　▶講師：神奈川県よろず支援拠点のコーディネーター等

ほぼ毎週開講！「よろずの学校」～学び“会う”場づくり。疑問に思ったことはその場で発言→解決！　1名でも開講します　　　　　　　　（各先着10名）

  

よ
ろ
ず
の
学
校

▶開催日時：8月1日（火）16：00～17：00
▶講師：金﨑 努

飲食店、物販店向け立地選択の肝

▶開催日時：7月10日（月） 16：00～17：00
▶講師：石塚 勝久

他人の商標権を侵害しないように
～J-PlatPatの使い方の基本

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

▶開催日：8月24日（木）
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：神奈川県立産業技術総合研究所 機械・材料技術部　高木  真一 氏 ほか

効率的に新製品開発を進める
～金属加工技術の活用とトラブル対策～（仮称）

  
セ
ミ
ナ
ー

▶開催日時：8月7日（月）16：00～17：00
▶講師：天満 正俊

販促のネタ探しにどうぞ、会社の「魅力」を探してみよう。

▶開催日時：7月18日（火） 16：00～17：00
▶講師：島谷 健太郎

『補助金』
～申請書の作成ポイントから採択後の注意点 ▶開催日時：8月23日（水）16：00～17：00

▶講師：藤村 典子

資金繰り管理の進め方

▶開催日時：8月28日（月）16：00～17：00
▶講師：馬場 美州

経営者のための商品・サービスの魅力的な伝え方

▶開催日時：7月27日（木） 16：00～17：00
▶講師：元山 茂樹

事業構想ワークショップ
～参加者全員で新事業を創造する教室

国際課：kokusai@kipc.or.jp

▶開催日時：7月26日（水） 13:30～16：30
▶場所：神奈川中小企業センタービル

第2回ベトナムビジネス勉強会
～ベトナムの人材マネジメント（採用・育成・実習生）～

  

セ
ミ
ナ
ー

※内容が変更になる場合があります

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

▶開催日時：7月10日（月） 15：00～17：00
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：神奈川県立産業技術総合研究所
　　　　　　　　川崎技術支援部 部長 阿久津 康久 氏
　　　　志澤技術士事務所 代表 志澤 達司 氏

製品破損、変色、剥離などで困ってませんか？
～不良現象分析技術と品質管理の紹介～

  

セ
ミ
ナ
ー

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

▶開催日：8月8日（火）
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：佐藤かおり（神奈川県よろず支援拠点）

雇用関係助成金セミナー

  

セ
ミ
ナ
ー

  

セ
ミ
ナ
ー

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

▶開催日時：7月19日（水） 15：00～17：00
▶場所：神奈川中小企業センタービル 
▶講師：特定非営利活動法人協同労働協会OICHI
　　　　理事長　坂佐井 雅一 氏

地元で自立、地元で起業、地元で働く
～みんなの力で、みんなで起業する方法教えます～


