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特集1　KIPのビジネスオーディション
特集2　神奈川県プロ人材活用センター
タイビジネス勉強会／
わたしたちＫＩＰです〈Vol.３〉国際課
経営アドバイザー派遣
CASE STUDY 情熱社長に聞く（川崎信用金庫ご紹介企業）
～バーグ有限会社  石井社長
設備貸与制度／メルマガ登録大募集
９月の巡回あっせん相談／KIP会新規会員募集
ベトナムフェスタin神奈川2017
県制度融資／「神奈川なでしこブランド」募集
創造的新技術研究開発計画認定事業／スキルアップセミナー／
太陽光発電設備等の保守点検
IoTテストベッドによる企業のものづくり支援
KIPインキュベート施設入居募集／KIPイベント情報8月～9月

ネット販売の
プロ、第二創業へ
ダッシュ！

[事業内容]インターネットでの雑貨販売、
　オリジナル商品開発及び販売サイトの運営
[本社所在地]川崎市中原区宮内

表紙の人

バーグ 有限会社

代表取締役 石井 昌広 氏（中）
(p.8-9「情熱社長に聞く」)
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特集1　かながわビジネスオーディション

 ＫＩＰの
ビジネスオーディション

創業の登竜門。先輩に続け！！

　ＫＩＰでは1996年から、起業や新たな事業分野にチャレンジするベンチャーの発掘と育
成を目的に、「かながわビジネスオーディション」を開催しています。今回ご登場いただく
関根 弘一 氏（66）は、2016年にテーマ「新規監視カメラシステム及び新規監視カメラ
用センサの開発」で、かながわビジネスオーディション 日本技術士会神奈川県支部賞を
受賞。定年退職後に特許を取得し起業した、技術屋魂ますます熱いイノベーターです！

関根 弘一
株式会社SEtech
代表取締役

「経験を生かして世の役に立ちたい！」
　ある領域（例えば立ち入り禁止区域）で動きがあった時だ
け作動するセンサ「動き検知カメラ（SEカメラ）」の開発で受
賞しました。24時間モニターを監視する現場では、画面を
見続けることがストレスです。そこで、モニターする側の労力
を軽減し、省エネも実現するこのアイデアが浮かびました。
　東芝で35年間イメージセンサの開発に携わっていた

ので、定年後も「経験を生かして新規センサで世の中の

役に立ちたい！」という思いがありました。特許を取得し、

2015年に中小企業庁の「創業・第二創業促進補助金」を

活用して起業しました。

受賞を足がかりにStep Up！
　その結果、NEDO(※)の「平成27年度研究開発型ベン
チャー起業家候補（Start Up Innovator）」支援補助金（倍
率8倍）に、大学発ベンチャーが多い中、シニア起業家で唯
一採択されました。補助金の他に、国内の大きな展示会に
無料で出展でき、事業化に向けて弾みがつきました。
　また今年2月には、神奈川県が主催する「第1回かながわ
シニア起業家ビジネスグランプリ」で、神奈川県知事賞を受
賞し、その後複数のテレビニュースや新聞、週刊誌に、シニ
ア起業家として紹介掲載され、知名度UPを果たしました。
　ビジネスオーディションでは、ハードルをひとつひとつ超
えていくことで、後々役立つような経験が積めると実感して
います。皆さんもぜひ挑戦してみてください。

追い風の中、新たな事業構想も
　この技術でのビジネス化を図るべく、補助金での試作品
をより改善し、大手電子部品メーカーやシステム開発メー
カーとの協業をすべく活動を進めています。この発展系とし
て、医療分野での応用を目指し、同じ補助金での試作品を
用い国立大学附属病院で基礎データを取得予定です。
　また、この技術を用いた専用センサの開発を来年の補
助金で目指し、これに採用する超小型カメラモジュール化
技術の開発も平行して進めています。これらの応用分野と
して、Human-Machine-Interfaceがあり、PC周辺機器、
ゲーム等に拡がっていくと期待しています。　
　近い将来には、発想力豊かなシニアを採用し、ともに切磋
琢磨しながら、新事業で社会貢献を図っていき、成果をビジ
ネスオーディションで再び発表したいと思います。

全てはオーディションから始まった
　「かながわビジネスオーディション」に応募したのは、知名
度アップが狙いでした。専門家からのアドバイスを受け半年
間かけ事業計画をブラッシュアップした結果、日本技術士
会神奈川県支部賞の受賞に繋がりました。
　私の場合は技術者であるが故に、専門用語を並べ、内容
を盛り込み過ぎていましたが、アドバイスを受ける過程で内
容がシンプルになり、プレゼンも洗練されてきました。この
経験は、その後の補助金や、外部協力者、ベンチャーキャピ
タルの方などに説明、講演会でプレゼンする機会に非常に
役に立っています。

※ 国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構

  〈会社概要〉 株式会社SEtech

SEカメラは一辺3cmのキューブ型で、
監視カメラとしての圧迫感がない

藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館3階
湘南藤沢インキュベーションセンター内 No.10
TEL 080(4473)8163　http://setech.co.jp/
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特集1　かながわビジネスオーディション

表　　彰
神奈川県知事賞：副賞50万円　優秀賞：副賞10万円　その他団体賞など多数

参加メリット
〇ビジネスプランのブラッシュアップが図れ、創業や新規事業の実現可能性が高まります
〇各種コラボレーションの可能性が生まれます　〇幅広い人脈が形成できます　〇宣伝広告効果が期待できます
〇資金調達の可能性が高まります　〇開催後も継続したサポート・フォローアップを受けることができます

■ お申し込み
ホームページから1次審査用書類をダウンロードし、
必要事項を記入の上、E-mailにてご応募ください
詳細は公式サイトをご覧ください

http://www.kipc.or.jp/ba2018
E-mail：b-audition@kipc.or.jp

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中 ８月３１日（木）まで

　かながわビジネスオーディションでは、ファイナリストとして入賞した方に、大勢のオーディエンスを前に事業をア
ピールする機会と、ビジネスパートナーとの出会いの場を提供します。次なるベンチャー、イノベーターとして活躍す
る皆さまのご応募をお待ちしています！ ●経営支援課 TEL 045（633）5203

■ 応募の要件
（１）次のすべてにあてはまること
〇創造的・革新的なビジネスプランを持ち、事業ステージが事業開始段階＊

までである
　＊売上、利益が少なく事業を継続的に実施できていない状態
〇神奈川県内に主たる事業活動の拠点がある、または３年以内に神奈川
県内へ進出予定である
〇応募プランについて、過去のかながわビジネスオーディション、国や地方
公共団体及び中小企業支援機関による表彰事業で最上位の賞を受けてい
ない

（２）次のいずれかに該当すること
〇応募申込後概ね6カ月以内に法人設立（個人開業）を予定している
〇法人設立（個人開業）後10年以内である
〇新分野進出・事業転換を行う場合は新規事業を開始して５年以内である

■ スケジュール

1次審査

最終プレゼンテーションと表彰 2018年2月7日（水）
～パシフィコ横浜～

ブラッシュアップセミナー

2次審査とプレゼン会

エントリー

応募書類作成のためセミナー＆個別相談会
（事前予約制）8月5日（土）・10日（木）・22日（火）

この日程以外も個別相談を受け付けています

　今回22回目の開催となる「かながわビジネスオーディション」では、創造的で革新的
な製品の開発や、新たなサービスの企画に挑戦するビジネスプランを募集しています。
　このビジネスオーディションが、応募いただいた皆さまのビジネスプランを磨き上げる
きっかけとなること、そしてプランが実現し、神奈川の産業を力強くリードしていくことを
心から期待しています。

8月1日(火)～31日(木)

9月

11月

2018年1月
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特集2　神奈川県プロ人材活用センター

「攻めの経営」を実践できる
 専門的人材の採用は、我々にご相談ください

神奈川県プロ人材活用センター

～ Profile ～
1975年　上智大学卒、横浜銀行入行
2003年　同行取締役
2004年　同行代表取締役
2007年　浜銀総合研究所代表取締役社長
　　　　  横浜商工会議所副会頭
2012年　産業貿易センター代表取締役社長
2017年　朋栄取締役会長(現職)
◇専門領域・強み◇　
長年の地域金融機関での経験とシンクタンク・
経済団体での活動を通じた知見とネットワーク

戦略マネージャー  太 田 嘉 雄

人。
「人」という重要な経営資源で、お困りのことはございませんか。

我 「々神奈川県プロ人材活用センター」は、中小企業の皆さまと、会社が目指す3年先、5年先のビジョンに

ついて対話を重ねています。そして、潜在的な「稼ぐ力」を開花させるには経営戦略を牽引する専門的人

材が必要だ、ということになれば、知見とやる気を併せ持つ「プロフェッショナル人材」の採用を橋渡し

いたします。「攻めの経営」を実現するための人的支援です。

ご紹介するプロフェッショナルは、マーケティングや海外事業展開、現場改善、商品開発、といった各

ジャンルのスペシャリスト。これまで主に大手企業の第一線で活躍してきた人材です。

パラダイムシフト、産業構造の高度化、働き方改革の推進など経営環境が変化する中、企業が成長戦略を

描くためには、経営者の覚悟と強いマインドが必要です。

わたくしは、神奈川の産業が引き続き日本の中心であるべきだと考えています。

中小企業の皆さまには神奈川プライドで、産業を牽引していただきたい。

当センターは昨年度、企業さまより300件近くの相談を承り、29件の成約に至りました。44社の民間人材ビ

ジネス事業者と提携し、皆さまのニーズに沿った人材を取り次いでいます。また、本年度からは神奈川県

内の地域金融機関との連携をいっそう強化し、より多岐にわたる企業さまからのニーズにお応えできる布

陣です。

さらなるチャレンジへ、そのための次の一歩について、みなさまの思いを伺わせてください。
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特集2　神奈川県プロ人材活用センター

人。
事業スキーム
　KIPは神奈川県からの委託により、プロフェッショナル人材戦略拠点としての「神奈川県プロ人材活用センター」を設置して
います。プロフェッショナル人材戦略マネージャーを含めた5名の拠点スタッフは、地域企業の「攻めの経営」実現に向けた人材
ニーズを民間人材ビジネス事業者へ取り次ぎます。採用後は、企業の経営課題の解決や、成長戦略の実現に向けフォローアップ
を行っています。

数字で見る昨年度の相談・成約

成約企業の特徴
　平成28年度は291件の相談があり、成約は29件となりました。採用した企業の業種では、製造業が最も多く45％で、工業系に
集中しています。売上規模では20億円以下の企業が中心で、また、採用された人材の年収は401万円から500万円以下が最も多
い9件でした。これらから、人材採用が急務である一方、人件費に多くを割けない比較的規模の小さい企業が多かったことが窺え
ます。

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お問い合わせ

お待ちしています

区　分 28年度

相談実施件数 291

人材事業者への
取次件数 149

人材事業者での
成約件数 29
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KIPからのご案内

海外展開支援

わたしたち
KIPです
〈Vol.3〉

国際課

TEL 045(633)5126　E-mail：kokusai@kipc.or.jp

　海外ビジネス検討段階の皆さまを対象に、アジア各国別に企画した「国別ビジネス勉強会」を
始めとする各種セミナー、専門家と共に輸出入に関わる貿易相談や海外進出計画（フィジビリ
ティスタディ（FS））作成支援を行っています。その他、海外での商談会や展示会への出展支援、
進出ニーズの高い国については現地市場環境視察ミッションを実施しています。

貿易相談、海外への販路開拓、
海外進出に向けた相談窓口です！

海外ビジネス
について

何でもご相談
ください

タイビジネス勉強会、
受講生募集 9月8日（金）のテーマ

[現地法人の設立、資金調達、法務]
　KIPでは、タイでのビジネスを検討されている皆さま向けの勉強会（セミ
ナー）を全３回シリーズで開催しています。5月の1回目は「専門家によるタイビ
ジネスの現状について」、7月の2回目は「EPAを活用したタイへの進出、物流事
情」がテーマになりました。それぞれ国際ビジネスに精通した専門家からの情報
や、現地進出している企業経営者の生の声は、タイでのビジネスを検討してい
る企業にとって重要なもので、両日とも会場はタイや周辺国への進出を検討し
ている経営者で満席となりました。
　9月開催の3回目は「現地法人の設立、資金調達、主な法務」をテーマに開催し
ます。参加をご希望の方は、メールまたはTELでお早めにお申し込みください。

●国際課 TEL 045（633）5126

■開催日　9月8日（金）13:30～16:30（予定）
■会　場　神奈川中小企業センタービル13F（予定）
■参加費　無料
■対象者　タイへの進出を考えている企業経営者または担当者２０名程度
■申込先　E-mail：kokusai@kipc.or.jp
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KIPからのご案内

経営に関するお悩み・お困りごと
アドバイザーが解決します！
　中小企業の皆さまの経営課題について、専門家を派遣して解決する、「経営アドバイ
ザー派遣」。これまで多くの企業でご利用、ご満足をいただいています。経営力の向上に
取り組む県内中小企業の皆さま、経営アドバイザーをぜひご利用ください。

TEL 045（633）5201

アドバイザー派遣

会社の実情や考えを社
員に話し、社内の雰囲
気が明るくなった。製
品の流れが良くなり、
納期が改善されました

経営について多くの
経験からのアドバイス
や、社員に向けた講習
等をしていただき、モ
チベーションの上昇が
見受けられました

事業の概要
　派遣回数：1回3時間、上限8回（1日2回まで）
　費　　用：新規利用　10,800円／回
　　　　　 継続利用　16,200円／回

■利用企業の声

■利用企業の満足度

※ 専門家は申込者の希望によりご指定いただくこともできま
す。ご指定のない場合は、KIPが課題解決に適したアドバイ
ザーをご紹介します

※ 満足度は専門家の支援内容に、「大いに満足
している」「かなり満足している」「概ね満足してい
る」と回答した合計

長年赤字続きで“負けぐ
せ”がついていた工場で
したが、少しずつ意識
が変わってきました

若手管理者のレベルアップと同
時に改善を進めていくことを行っ
ていますが、対象の管理者のレ
ベルが上がり始め、改善提案が
出るようになってきています

専門家が会社に来て、
自社の機器やシステ
ムで指導してくれたの
で、大変助かりました

満　足
96.6％

　昨年度の経営アドバイザー派遣は95社の利用があり、売上・利益の改善やIT利用の促進、新規顧客の開拓等
の成果があり、多くの企業で満足を得られました。事業の概要とともに、利用企業の声を一部ご紹介します。

まずは経営総合相談課にお電話を！
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CASE STUDY 情熱社長に聞く

ECサイト興隆期に参入。
OEM生産品に活路
Q　これまでのインターネットショッ
プ事業についてお聞かせください
Ａ　2001年、楽天市場に出店したの
が始まりです。以降、大手ショッピング

インターネット出店を知り尽くした
社長が打ち出す第二創業

職人工房との共同商品開発で海外進出に挑戦

　独自の目線と価値観で国内外の雑貨等を選び抜き、インターネットでの販売を行うバーグ有限会社。ここ5
年間はAmazonマーケットプレイスを主戦場に、Amazonの拡大と共に売り上げを安定させている。設立16
年目を迎えた今、国内の職人たちと手を組んだ、新規事業に踏み出した。職人の発想にはないユーザー目線
での製品企画と販路開拓を手掛ける石井社長に聞いた。（インタビュアー：川崎信用金庫 経営サポートセンター 山田 拓 氏）

Ａ　自社のホームページへリンクが張
れないことや、発行ポイントが自店以
外でも使えるなど制約が多いのがネッ
クです。また、最安値販売、最短配送、
ポイント還元、さらにクーポン発行と
いった消費者にとっては極上のサービ
スが、小売店にとっては苦痛を伴う状

培ったノウハウと経験値、
ネットワーク、そして
ものづくり職人との出会い
Q　モール出店にデメリットはありますか

モール4店舗に出店してきました。創業
から7～8年は単にメーカーや商社か
ら仕入れて販売することの繰り返し。
鉱山から掘り当てたと思った商品も、
販売の独占契約を結ばない限りすぐ
他店が同じ商品を扱い安く販売する。
会社を維持するのがやっとでした。そ
こで、リスクのあるOEM(※)商品の生
産を増やしました。マーケットを独占す
ることで価格の維持や利益の確保が
でき、会社の業績は伸長しました。
※ 企業が委託者のブランドで販売するという
条件で製品を受託生産すること

Q　社長の目利き力を示す商品は？
Ａ　ヒット率は7割以上ですが、特に
アメリカンブランド、マーキュリーの郵
便ポストは11年連続オンライン販売
数第1位、当社だけでも1万台の販売
を超えるベストセラー商品に育てまし
た。当時は「郵便ポストなんて誰が買う
の」と周囲から言われましたが、なぜか
僕には確信めいたものがありました。
なぜなら、ポストは赤いというイメー
ジを払拭したカラフルなカラー展開や
ちょっと大きめな洋館に似合うデザイ
ン、工務店が新築の際に取り付けるポ
ストに比べおしゃれで安価だったから
です。
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CASE STUDY 情熱社長に聞く

●お問い合わせ　川崎信用金庫 経営サポートセンター　TEL 044（220）2456

代表取締役　石井 昌広　川崎市中原区宮内 2-2-20
https://www.berg-kawasaki.com/バーグ有限会社

地域支援機関／川崎信用金庫ご紹介企業

インターネット出店を知り尽くした
社長が打ち出す第二創業

職人工房との共同商品開発で海外進出に挑戦

今こそMade in Japanを
海外へ
Q　石井社長がこの業界にかける情熱
と夢を語ってください
Ａ　コンセプトは「ニッチ＆ノーア
ザー」。職人の技に新たな感性を吹き
込んで、ニッチで他にないものを生み
出す。まだ出せていない技、新

しん

技
わざ

を引き
出すつもりです。日本人に和の商品を
提案するのもひとつですが、日本人以
上に日本の伝統や文化に興味を持って

いる海外の方に向けて、今こそMade 
in Japanを丁寧に伝えていきたいで
す。今回新たにホームページを制作し、
職人工房の写真や制作工程なども詳
細に説明しています。あくまでも主人
公は職人で、彼らの素晴らしい技術と
その背景にある物語に価値を感じてほ
しいです。
　組みたいのは、有名な工房というよ
り、むしろ黒

くろ

衣
こ

になってくれる方。オリ
ジナルの生地で製品を作りたいので、
生地の職人やメーカー、防火や防虫な
ど機能性生地の情報などもお待ちして
います。まだ夢の途中ですが、海外進
出に向けて一緒にチャレンジしません
か！！

バーグ有限会社

況に置かれているのも事実です。
Q　第二創業に取り掛かり、ますます
お忙しそうですね
Ａ　モノを見つけてきて世に出すので
はなく、本当の意味でのオリジナルブラ
ンドや製品を自分で作り、直接販売し

たらどうだろうとイメージした。そした
ら、俄然、やる気が湧いてきたんです！
私は会社員時代から、商品を選び、仕
入れ、売り切るという過酷な世界を生
き抜き、「ユーザーのニーズを捉える
力」を磨いてきました。一方、日夜もの
づくりに励む熟練の職人は、「商品を生
み出す力」をそれこそ何十年も積み上
げてきています。しかし、当然ですが販
売のプロではない。そこで職人さんの
技術とユーザーのニーズの間に私が入
ることで、新しい価値を世の中に提供
できると考えました。
Q　熟練職人と消費者の架け橋、ですね
Ａ　工房をいくつも巡る中で、職人さ
んたちの技術を世に出したい、という
思いがどんどん強まりました。そして
2015年秋、自社工房を開設。場所代、
道具代のコストをかけられないため、
プロの縫製職人で大正や昭和の着物
や帯を使ったリメイクを趣味で制作し
ていた叔母に協力をお願いしたところ
快く引き受けてくれました。
Q　共同開発品は、どのようなものが
ありますか
Ａ　これまでに縫製職人と、国産綿や
徳島しじら織、着物などの古布を使っ
た暖

の

簾
れん

や携帯灰皿、竹細工職人と靴
べら、ウォッチスタンドなどを作りまし
た。現在、金属加工の職人と新たなも
のを作ろうと動いています。

石井社長
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KIPからのご案内

メルマガ

無料メルマガの登録方法
下記URLまたは右のQRコードから登録フォームアクセス
https://www.kipc.or.jp/mailmagazine/

無料のセミナーやイベントに参加したい
補助⾦などのお知らせを逃さず知りたい

メールアドレスを⼊⼒し登録ボタンをクリック
本メルマガはいつでも簡単に解除できます。迷惑メールにならないよう配信回数に配慮します。 
ご不明な点はメール soudan@kipc.or.jp にてお問い合わせください。 

メルマガ登録、大募集
　県内中小企業対象の補助金情報や、開催間近のセミナー・イベント告知をまと
めてお届けしています。タイムリーな情報を逃さぬよう、ぜひ登録を！

●経営総合相談課 TEL 045（633）5201

起業・創業
資金調達

新分野進出
経営改善

販路拡大
海外進出

事業承継
事業再生

こん
な方
にぜひ

オススメです

今すぐアクセ
ス

設備投資支援

ご存じですか？「設備貸与制度」
皆さまに代わってKIPが設備を購入し、貸与します

●資金支援課 TEL 045(633)5066

　KIPでは、「創業」や「小規模事業者による経営の革新」に必要な設備をKIPが購入し、貸与（割賦販売
またはリース）する制度を実施しています。割賦料率は、1.15％・1.6％・1.9％の3段階で、信用保証協
会の保証料は不要です。ご利用にあたっては、よろず支援拠点と共に経営面のアドバイスも行います。
　当制度についての詳しい説明やご相談については、資金支援課まで、お気軽にご相談ください。

http://www.kipc.or.jp/funding/capital_investment/
E-mail：shikin@kipc.or.jp
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KIPからのご案内

KＩＰ会
　（公財）神奈川産業振興センター[KIP]では、県内で事業活動を行っている方や事業展開を目指している方を対
象とした会員組織「KIP会」を運営しています。KIP会はKIPと連携し、昨年度から新卒採用を検討しているKIP会員
限定の｢合同企業説明会｣や、今後の海外ビジネスの可能性を探る｢海外視察研修｣など、充実した活動を幅広く
ご提供しています。さまざまな業種との交流や情報交換を通じて、新たなビジネスチャンスを見つけませんか。

新規会員
募集中！

昨年度の上海視察研修 神奈川県知事などの講演

･大学での合同企業説明会

・新入社員ビシネスマナー研修

●人材採用

●人材育成

･海外視察研修
･経営者のための勉強会

●研修･勉強会

・人事･総務担当者交流会
・女性管理職･中堅社員交流会

・著名人による講演会
・賀詞交歓会等の交流会開催

●講演会･交流会の開催

■年会費　10,000円
★会員特典
神奈川中小企業センタービル内の会議室·多
目的ホールを通常料金の20%OFFでご利用
いただけます。

●KIP会事務局(取引振興課)
TEL 045（633）5149
E-mail：kipmember@kipc.or.jp
http://www.kipc.or.jp/about_kip/kipkai/

新たな取引先をご紹介します！
9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   5日（火） 13:00 ～ 16:00秦野商工会議所   8日（金）
小田原箱根商工会議所 13日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター 14日（木）

13:00 ～ 16:00大和商工会議所 19日（火）
茅ヶ崎商工会議所 　 19日（火）※3
平塚商工会議所 20日（水） 13:30 ～ 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 13日、27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
※3 休日のため翌日開催

●取引振興課 TEL 045（633）5067

取引相談会

KＩＰ会に入会して、
 企業経営に活用しませんか！

湘南工科大学での合同企業説明会

女性管理職･中堅社員交流会での発表新入社員研修

〈主な活動の紹介〉
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県からのご案内

来 年、日本とベトナムは外交関係樹立45周年を迎えます。3回目を迎える「ベト
ナムフェスタin神奈川2017」は、45周年という節目に向かい、神奈川県とベ

トナム両地域のさらなる交流への想いを込め、大きな飛躍・発展を目指し、過去最
大級の規模でベトナムイベントを実施します。
　みなとみらいエリアの会場を追加し、それぞれの会場をつなぐ次世代のエコタ
クシー「シクロポリタン」の運行や、会場いっぱいにアオザイ（民族衣装）やノンラー

（葉笠）があふれる新たな企画など、来場
される皆さまが一緒に参加して「ベトナム」
を身近に感じていただける、盛りだくさん
のプログラムやコンテンツを展開し、地元
に根付き、愛されるイベントを目指します。

Ⅰ経済プログラム　9月15日（金）　　
【会場：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ】

１ベトナム投資環境フォーラム
ベトナムの投資環境や地方政府による投資インセンティブ、ベトナムで事業展
開している県内企業等による事例紹介などの情報をお伝えします。

２ベトナム企業と県内企業のビジネスマッチング
来日するベトナム企業と県内企業との商談会を行います。

３交流会
本場ベトナムの民族音楽などを楽しみながら、ベトナム政府、駐日ベトナム大
使館、ベトナム地方政府、ベトナム企業などと交流を深める“ガラディナー”を
開催します。

Ⅱ文化交流プログラム ～テーマ：Feel Vietnam  9月16日（土）～17日（日）
【会場：日本大通り、神奈川県庁本庁舎、象の鼻パーク、新港中央広場、他】

〈ベトナムを代表する伝統芸能「水上人形劇」〉
昨年大好評だった伝統芸能「水上人形劇」がまた神奈川にやって来ます！

〈アオザイが、会場を埋め尽くす〉
ボランティアスタッフなど、多くのスタッフが会場内でアオザイを着用します。ま
た、試着ブースを設けて、来場者にもアオザイを体験してもらいます。

〈ベトナム料理や産品の販売〉
今年もフォーや揚げ春巻きなど、おいしいベトナム料理を提供します！

ベトナムフェスタin神奈川特設サイト

http://www.vietnamfesta.jp/

FEEL Vietnam

～今年も「ベトナムフェスタin
神奈川2017」を開催～

●ベトナムフェスタin神奈川実行委員会事務局（県国際課内）  TEL 045(285)0761
　県企業誘致・国際ビジネス課　TEL 045(210)5565

アオザイが、会場を埋め尽くす

ベトナムのフォー

水上人形劇

昨年の経済プログラム
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融資対象者　全国的に業況が悪化している業種を営み、最近3カ月間の売上高等
の合計が前年同期と比べ、5％以上減少していることなどについて市
町村長の認定を受けた中小企業者等

資金使途　　運転資金・設備資金

融資期間・融資利率（固定金利）
■1年超2年以内：年1.4％以内　■2年超5年以内：年1.6％以内
■5年超10年以内：年1.8％以内

融資限度額　8,000万円（別枠）
※ 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1.0％（従業員30人以下の場合は県の補助により年0.8％）

お申込み　　市町村長の認定書を取得後、取扱金融機関へ

認定商品の展示等を行うイベントも開催します。ぜひお越しください！
神奈川なでしこブランド展（展示のみ）

日時：８月24日（木）10：00～16：00
会場：新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入口前）

神奈川なでしこブランドフェア（展示、販売）
日時：９月３日（日）10：00～15：30
会場：新横浜プリンスホテル（3階中宴会場ノクターン）

※ 募集の対象・応募資格等はこちらをご覧ください
　 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531754/

県 内で原則1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者を対象に、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。今回は売上の減少等でお
困りの方にご利用いただける「セーフティネット5号」をご紹介します。

女 性が開発に貢献した商品（モノ・サービス）を募集し、優れたものを「神奈川な
でしこブランド」として認定しています。認定者から、売上アップやメディアで

取り上げられたとの声もあります。
　平成29年度も10月３日（火）まで募集しますので、ぜひご応募ください！

売上の減少等で
お困りの方へ

「神奈川なでしこブランド」
を募集します！

～セーフティネット５号を
ご活用ください～

女性の潜在力を活かした地域
経済の活性化を図ります

●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/p845830.html

●県労政福祉課 両立支援グループ　TEL 045（210）5744

検索 神奈川県　制度融資

県からのご案内
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県からのご案内

スキルアップセミナー
(在職者訓練)
技術を身につけ、業務の充実・
向上にお役立てください！

新 たな研究開発を行う県内中小企業を応援する認定制度を設けています。新た
な研究開発に関する計画を策定し、知事から認定を受けると、県の中小企業

制度融資や（地独）神奈川県立産業技術総合研究所の依頼試験料金の減額等、各
種の支援措置を受けることができます。ぜひご活用ください。

対象：県内に事業所を有し、新たな技術に関する研究開発及びその事業化を行う中
小企業者

申請期限：９月29日（金）
事業詳細・申請様式等　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3459/

平 成29年度より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法」が改正、施行されました。これにより、固定価格買取制度を利用

して、再生可能エネルギー発電事業を行う方は、発電設備を「適切に保守点検及び
維持管理」することが求められます。再生可能エネルギー発電事業計画に記載した
保守点検及び維持管理を適切に実施しない場合、同事業計画の認定が取り消され
る可能性がありますのでご注意ください。詳細は下記資源エネルギー庁のホーム
ページをご覧ください。

資源エネルギー庁　なっとく！再生可能エネルギー
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/
kaitori/index.html

創造的新技術研究開発
計画認定事業

太陽光発電設備等には
保守点検が求められます！

計画を募集中！認定を受けると
支援措置を受けることができます

長期にわたり安定的に発電する
ため、適切な保守点検が必要です

●県産業振興課 技術開発グループ　TEL 045(210)5640

●県エネルギー課 太陽光発電グループ　TEL 045(210)4090

●県産業人材課　TEL 045(210)5715

県 立産業技術短期大学校や職業技術校では、主に中小企業等に在職中の方を対
象に、さまざまな専門分野のセミナーを開催しています。仕事に必要な技術を

身につけるため、スキルアップセミナーをぜひご活用ください。ご希望の多い講座内
容であらかじめ日程を設定して募集する「メニュー型」と、企業や団体の方々のご要望
に応じ開催する「オーダー型」の２種類のセミナーを実施しています。

【セミナー例】
★ものづくり継承塾(現代の名工など熟練技能者の講師による開催)「普通旋盤｣
｢機械組立仕上げ｣｢造園｣等 ★工業技術分野「ティグ溶接」等 ★建築技術分野「竹
垣の施工技術」等 ★社会サービス分野「介護福祉士試験直前対策講座」等 ★管
理・経営・階層別分野「製造業の方を対象とした5Sの実践と定着」等
申込み方法や内容等の詳細は　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370/

※ 認定は、支援措置の利用のための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません

会社を強くするスキル。
　　あなたを強くするスキル。
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産技総研からのご案内

IoTテストベッド
テストベッドとは、実際に運用する状況を模擬した試
験用の環境のことを言い、IoTテストベッドは、多くの
場合、次に示すような目的で運用されています。

•プロトタイプの動作検証
•動作安定性の検証
•通信負荷試験
•実際の通信速度・処理性能の測定
•実用性の検証（フィールド実証）

弊所のIoTテストベッドでは、現状「プロトタイプの動
作検証」、「動作安定性の検証」、「通信負荷試験」が実
施可能であり、その特徴を図１に示します。

【評価用搬送システム】
•制御モジュールを組み合わせて、ニーズに合わせた
システム構築が可能

Industrie4.0の推奨規格とクラウドを用いた利用事例

　IoT (Internet of Things)の利用により、あらゆるモノからデータを取得・蓄積し、蓄積したデータを解析し、解析結果
をモノにフィードバックすることで、サービスの高度化や生産性の向上・コストの削減等が期待されています。しかし、IoT
の導入には、多岐にわたる専門知識が必要です。そこで、産技総研では、IoTテストベッドを構築・運用し、IoTの導入支援
をしています。IoTテストベッドでは、自社で導入したい・開発した等のIoT製品を持ち込み、試行・評価することが可能で
すので、ぜひご利用ください。

IoTテストベッドによる企業のものづくり支援
Industrie4.0の推奨規格とクラウドを用いた利用事例

● (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 事業化支援部 システム技術グループ
　 TEL 046(236)1500(代表)

図1　IoTテストベッドの概要

図2　IoTテストベッドの利用事例の構成

【制御装置(Programmable Logic Controller、ボー
ドコンピュータ) 】

•評価用搬送システムの制御
•センサデータや制御情報等をデータベースに転送

【データベース】
•プライベートクラウドや社内サーバ上に構築し、セ
ンサデータや制御情報を蓄積

【通信ネットワーク】
•搬送システム、制御装置とデータベース間通信の
速度・容量・セキュリティ等の評価

IoTテストベッドの利用者は、自社のIoT製品を持ち
込み、実際にクラウド等とデータ通信を行うことで、試
行・評価することが可能です。

IoTテストベッドの利用事例の構成を図2に示します。
ここでは、制御装置としてRaspberry Piを用い、プラ
イベートクラウド上にデータベースを構築し、通信ネッ
トワークにIndustrie 4.0の推奨規格（OPC UA）を
採用しています。PCからクラウドにデータ通信するこ
とで、搬送システムを遠隔地から操作できます。各種
データを定期的にデータベースへ蓄積することで、解
析により例えば搬送したワーク数を数えられます。ま
た、搬送システムの動作状況の見える化が遠隔地から
可能です。
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「中小企業サポートかながわ」はK I Pのホー
ムページにも掲載しています。冊子をご
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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

8月 9月

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

▶開催日時：8月8日（火）15：00〜16：30
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：佐藤 かおり 氏（神奈川県よろず支援拠点）

本気で活かす！29年度助成金
～厚生労働省助成金を有効活用し企業を活性化～

  

セ
ミ
ナ
ー

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

よろず支援拠点：yorozu＠kipc.or.jp

▶開催日時：8月24日（木）15：00〜17:00
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：県立産業技術総合研究所 機械・材料技術部
　　　　材料物性グループ グループリーダー 髙木 眞一 氏
　　　　安藤技術士事務所 所長  安藤 克己 氏

部品・材料の表面処理などで困っていませんか
摩擦、摩耗、潤滑、表面・接触の基礎知識

▶開催日時：8月25日（金）13：20〜16:50
▶場所：藤沢商工会館ミナパーク
▶講師：浦川 拓也 氏（神奈川県よろず支援拠点）
　　　　Nasuno デザインワークス 代表　那須野 雄一郎 氏

問い合わせが増える！売上がＵＰする！
自社ブランドが確立する！
小さな会社のためのＰＲ強化セミナー

  

セ
ミ
ナ
ー

  

セ
ミ
ナ
ー

  
セ
ミ
ナ
ー

経営支援課：management@kipc.or.jp

▶開催日時：8月10日（木）・22日（火）
▶場所：神奈川中小企業センタービル 
▶講師：KIPマネージャー

かながわビジネスオーディション2018
応募書類をパワーアップするためのセミナー

取引振興課：info@tech-yokohama.jp

▶開催日時：2018年2月7日（水）〜2月9日（金）10:00〜17:00
▶場所：パシフィコ横浜 展示ホール
▶申込期限：9月8日（金）※ 満小間に達し次第締め切り

テクニカルショウヨコハマ 2018出展者募集

  

展
示
会

KIPでは、未病、ライフサイエンス、エネルギー・環境関連、ロボット、ITといった分野の創業
者やベンチャー企業に「インキュベート施設」を提供しています。オフィスは3タイプで、「ドリ
カムスペース」「シェアードオフィス」「インキュベートルーム（第1/第2）」をご用意しています。

　 入居のメリット
① 事業立ち上げ時期の賃料負担の軽減
② 良好な都心へのアクセス、充実した設備
③ 専門家（KIPインキュベートマネージャー）によるサポート、充実したサポート体制

詳細はKIPホームページでご確認ください。皆さまのご相談、お問合せをお待ちしています。
http://www.kipc.or.jp/incubate_room/

7階インキュベート施設

地下1階インキュベート施設

アイデアと情熱を躍進させる
KIPインキュベート施設

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

入居募集

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

  

よ
ろ
ず
の
学
校

▶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　　　　　　　　　 　（先着10名）
※内容が変更になる場合があります

▶開催日時：8月23日（水）16：00〜17：00
▶講師：藤村 典子 氏

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 氏

経営者のための商品・サービスの魅力的な伝え方


