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年頭のごあいさつ

神奈川がんばる企業・神奈川がんばる企業エース

特集　テクニカルショウヨコハマ２０１８来場者募集

かながわビジネスオーディション２０１８来場者募集

設備貸与／平成29年10－12月期中小企業景気動向調査

県内企業の海外展開をサポート ～タイ

神奈川県優良小売店舗表彰

県中小企業制度融資[設備導入融資]／
セレクト神奈川100[企業誘致促進融資]

神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間／
働き方・休み方改善ポータルサイト

神奈川県ものづくり技術交流会

2月の巡回あっせん相談／KIPイベント情報1月～2月

みなさまの事業を全力でサポート
KIPスタッフ一同
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　謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　皆さまには、健やかに新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

県内中小企業・小規模企業の活性化の推進
　さて、我が国の景気は緩やかで息の長い回復を続けているものの、少子高齢化
の進展や海外との競争の激化など、社会・経済環境の変化は、中小企業・小規模
企業の経営に大きな影響を与えています。
　県では、平成28年1月にスタートした「神奈川県中小企業・小規模企業活性化
推進計画」に基づき、今後の成長が見込まれる未病産業、ロボット産業、エネル
ギー産業、観光産業などの創出・育成・振興を図るとともに、中小企業・小規模企業の活性化に向け、各種
の支援策を展開しています。
　県内には、様々な分野で活躍され、好業績をあげている中小企業・小規模企業が多数存在することから、
こうした皆さまの励みとなる仕組みができないかと考え、平成29年度から新たに「がんばる中小企業発信
事業」を開始しました。本事業では、県が、中小企業等の社会的認知度や従業員のモチベーション向上のた
め、独自の工夫により成長している中小企業等を認定し、積極的に情報発信を行います。

（公財）神奈川産業振興センターとの連携
　こうした施策を着実に推進するには、県の中小企業支援施策を担う中核機関である（公財）神奈川産業振
興センター（KIP）の役割が大変重要です。
　県の呼びかけのもと、KIPが中心となり、昨年7月に市町村、地域の商工会・商工会議所、金融機関、士
業等の各支援機関との連携を強化し、事業承継の切れ目ない支援を実施するため、「神奈川県事業承継ネッ
トワーク」を立ち上げました。
　また、10月には、KIP、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所、株式会社日本政策金融公庫、神奈川県
信用保証協会の４者で業務協力協定を締結し、中小企業の創業やイノベーションを総合的に支援する連携体
制が整えられました。今後は、県としても、4者による事業推進を後押ししてまいります。
　そして、このような取り組みが着実に成果を上げられるよう、県としても、KIPと緊密に連携し、中小企
業・小規模企業が抱える様々な経営課題に向き合っていきます。
　皆さまには、引き続き地域経済のエンジンを回す担い手として、より一層の御理解と御協力をお願い申し
上げます。

　結びに、皆さまのますますの御発展と、KIPのますますの御活躍を心から祈念して、新年のごあいさつと
いたします。

新年あけまして
おめでとうござい

ます

2 中小企業サポートかながわ　2018-1



　新年明けましておめでとうございます。
　「中小企業サポートかながわ」の読者の皆さまにおかれましては、ご家族とともに、希望に満ちた新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。

「連携」により支援を強化
　さて、景気は回復基調で推移していますが、少子高齢化の進展など中小企業を巡る環境が変わる中で、市場の変化
や経営者の高齢化、人材不足など、課題が顕在化しています。多岐にわたり専門化する課題の解決に向けては、地域
の支援機関の連携した取り組みが重要になっています。
　このため昨年は、連携支援を進めるための新たな体制をつくりました。まず、KISTEC、日本公庫、県保証協会と業務
協力協定を締結し、新商品の開発やIoT等の活用、革新的なものづくりなど、神奈川の将来を担う「イノベーションの創
出」に向け、４者連携のもと、経営、技術、金融面から総合的に支援することとしました。また喫緊の課題である「事業承
継」を促進するため、行政や地域の支援機関など112機関・「オール神奈川」で、「神奈川県事業承継ネットワーク」を立
ち上げ、事業承継診断などを進めました。（注：KISTEC・・・地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所）
　今年は、こうした連携の取り組みを一層強化し、効果的、総合的な支援を進めていきます。　

テクニカルショウヨコハマの魅力アップ
　また市場・販路の拡大に向け、引き続き「受・発注商談会」を県内各地で開催しますが、本年２月７日から９日まで
は、県や横浜市などとの連携のもと、首都圏屈指の工業技術・製品に関する総合見本市である「テクニカルショウヨコ
ハマ2018」を開催します。会場面積を昨年の1.3倍（13,300㎡）を確保し、新たに「ロボット」や「IoT」などの特設ゾーン
を設けるほか、「AI」に関するセミナーを開催するなど、神奈川のものづくりの「今」を発信する、先進で魅力ある展示会
となっています。　皆さま、ぜひお越しください。

県内中小企業・小規模事業者の活性化の推進
　昨年末、政府が閣議決定した新しい経済政策パッケージの中では、新たな設備投資を強力に後押しするための措
置や事業承継の集中支援など、中小企業・小規模事業者等の生産性革命に係る政策が打ち出されています。
　KIPは、県や地域の支援機関と緊密に連携し、皆さまの経営力の強化や生産性の向上、イノベーションの創出に向
け、職員一同全力で取り組んでまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

あけまして
おめでとうござい

ます

理事長
北村 明

専務理事
大橋 嘉夫

常務理事
鈴木 信之
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県からのご案内

　県は、独自の工夫により成長している中小企業を「神奈川がんばる企業」「神
奈川がんばる企業エース」として認定し、積極的に情報発信をする「がんばる
中小企業発信事業」を創設しました。中小企業の社会的認知度や従業員のモ
チベーションの向上を図るとともに、認定企業のモデル事例を他の企業が参
考にして、新たに独自の工夫等を生み出し、業績アップや黒字化につないでい
くことを目的としています。 ●県中小企業支援課　TEL 045（210）5556

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536236/

「神奈川がんばる企業」
「神奈川がんばる企業エース」を認定

株式会社 ツジマキ

神奈川がんばる企業エース（上から、所在地/主な事業/認定理由）

■横浜市南区
■印刷・同関連業
シルクスクリーン印刷技術を転用し、立体・
凹凸面形状への多色印刷技術を確立。古い
技術を新しい分野に活用して販路を拡大。

株式会社 若翔
■相模原市中央区
■食品・雑貨・衣料品の輸入・販売
機能性食品のチアシードの活用方法につい
て企画から生産までストーリーのある商品づ
くりを行い、「チアシード蒟蒻ゼリー」を開発。

株式会社 スリーハイ
■横浜市都筑区
■産業用電気ヒーターの製造・販売
様々な地域のニーズに対応した、ニッチな分
野だが受けの良い少量多品種の製造業へ転
換。またＣＳＲにも力を入れている。

株式会社 不二ＷＰＣ
■相模原市南区
■WPC処理、DLCコーティング、超短パ

ルスレーザ加工装置での金属表面処理
の受託

異物混入(脱フッ素樹脂)対策を目的とした、
WPC処理による食品付着防止用の表面形
状(微細凹凸)形成技術の開発。

アップコン 株式会社
■川崎市高津区
■土木工事及び建設工事業
寿命を迎えつつある農業用水路に特化して、
ウレタン樹脂を使用した補修工法、ＦＲＴ工法
を開発。ストックマネジメントに貢献。

大協技研工業 株式会社
■相模原市南区
■工業用粘着テープおよび関連製品
脱加工業を目指し、ユニークな自社製品開発
により販路開拓。次世代型防虫テープ「キヒ
巻くん」と透明捕虫テープ「影丸くん」を開発。

■川崎市高津区
■セラミック半導体（PTC）の研究、応用
製品の製造・販売

「特定特殊自動車排ガス規制」に対応するた
め、「ブローバイガス」を還元する装置用ヒー
ターを開発し差別化を実現。

株式会社 マキシマム・テクノロジー 株式会社 コイワイ
■小田原市
■自動車部品の試作・量産鋳物部品の製

造。３Ｄ金属粉末工法での医療用インプ
ラント品、航空宇宙エンジン部品の製造

市場が縮小する日本の鋳造業界において、
国内初の３Ｄ積層砂型工法、３Ｄ金属粉末積
層工法を導入しサービスビューローを開設。

■川崎市麻生区
■3M製グラフィクスとフィルム類・関連

商品、デザイン企画と製作、施工
装飾が不可能であったエスカレーターの凹
凸面に綺麗なデザインや、事故対策として注
意を呼びかける表示を施すことを実現。

株式会社 アサイマーキングシステム 株式会社 一の湯
■足柄下郡箱根町
■旅館・ホテル
老舗旅館ながらインバウンドに一早く対応
するとともに、様々な独自の取組によりサー
ビス品質と生産性を向上しつつ労働環境を
整備。

立体への多色印刷の例 チアシード蒟蒻ゼリー

小学校での出前授業の様子
WPC処理を施した
製品と記念撮影

FRT工法による工事の様子
次世代型防虫テープ
「キヒ巻くん」

ブローバイガス還元装置用
ヒーター外観

3D積層砂型工法による
製品例

エスカレーターの
注意喚起の例

地域資源活用事業
寄木細工体験宿泊プラン

「神奈川がんばる企業」のなかでも特にビジネ
スモデルの独創性や地域貢献度などが顕著な
企業です。
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県からのご案内

「神奈川がんばる企業」
「神奈川がんばる企業エース」を認定

法 人 名 所 在 地 主 な 事 業

株式会社 二十一設計 横浜市西区 一級建築士事務所

株式会社 ESC 横浜市中区 省エネ、企業コンサル、電気

産後ヘルパー 株式会社 横浜市中区 自宅訪問型の母子産後ケア
サービス

株式会社 キクシマ 横浜市港南区 総合建設業・鋼構造物製作

エイシン産業 株式会社 横浜市保土ヶ谷区 サービス業、リフレッシュチェア
（マッサージ機能付チェア）

横浜エコハウス株式会社 横浜市保土ヶ谷区 不動産業・建設業

株式会社 南武 横浜市金沢区 製造業（油圧シリンダ、ロータリ
ジョイント）

株式会社キョーワハーツ 横浜市港北区 電気機械器具、文具、医療用部
品製造

AKA 株式会社 横浜市都筑区 ポスティング

株式会社 オウミ 横浜市都筑区 機械器具製造業
（自動車部品製造業）

有限会社 ヒューコン 横浜市栄区 スチールベルト製造

フジクス 株式会社 川崎市川崎区 建設業（管工事業）

株式会社 SKジャパン 川崎市中原区 電子機器の開発・設計・製造・
販売

株式会社 ガイアフィールド 川崎市高津区
スチールハウスの設計・施工・コ
ンサルタント、スチールハウス住
宅分譲事業他

来邦工業 株式会社 川崎市高津区 電池および電池関連商品・応用
商品の販売

株式会社 ネクサスエアー 川崎市多摩区 梱包、包装に関わる資材、機械
レンタル販売、卸

QLデンタルメーカー
株式会社 川崎市多摩区 歯科技工所

株式会社 オギノパン 相模原市緑区 パン製造小売業

神奈川がんばる企業
法 人 名 所 在 地 主 な 事 業

有限会社 今井製作所 相模原市中央区 金属部品加工業

株式会社 エナメディカル 相模原市中央区 医療機関支援事業・在宅介護
事業

株式会社 ジャパン・
アドバンスト・ケミカルズ 相模原市中央区 製造業（半導体用他化学薬品、

ステンレス製容器、受託成膜）

株式会社 関東小池 相模原市南区 消防服・防災用品全般

株式会社 ソーアップ 相模原市南区 製造業・自動車部品

ドルフィンスルー 株式会社 藤沢市
映像コンテンツの企画制作、
Youtubeチャンネルの開局と
運営、映像に関する事業

アタカプランニング
株式会社 小田原市 広告の企画、制作など

志村屋米穀店 小田原市 米に関する事業

有限会社
コンバックコーポレーション 逗子市 高級オーディオ機器、整振商品

株式会社 セルタン 厚木市 ソファー製造販売

株式会社
ベストライフジャパン 大和市 福祉事業（老人介護、障害福祉

事業、児童福祉事業）

大同工業 株式会社 大和市 自動車用部品の製造販売

株式会社 共栄ファスナー 海老名市 製造業
（ねじ及びコネクターピン）

サイエンスパーク 株式会社 座間市 情報通信業

富士ウッドワークス
株式会社 座間市 家具・装備品製造業

（特注家具）

株式会社 ワイ・ケー電子 綾瀬市 製造業（電子回路基板製造）

松村鋼機 株式会社 綾瀬市 製造業（止め輪、ばね）

株式会社 ミヤギ 中郡二宮町 金属製品製造業

企業独自の工夫等を実施して付加価値額や
経常利益を増加させた企業からの申請で認
定された企業です。
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特集　テクニカルショウヨコハマ2018

第39回工業技術見本市

２.７（水）-９（金）10：00-17：00

テクニカルショウヨコハマ２０１8
会場：パシフィコ横浜展示場ホールA・B・C

今年もいよいよ！

２月７日（水）から３日間、パシフィコ横浜展示ホールにおいて、

第３９回工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ２０１８」を

開催します。今回は、会場面積を増床し、出展者数も７７5社・

団体、小間数６20と過去最大規模です。会場内では、新たに

ロボット・IoTの特設ゾーン、特設イベント会場を設置し、最新

の技術・製品の展示やセミナー等を開催します。また、時流に

沿ったセミナー、出展者によるPRセミナーなど、多彩なイベン

トも用意しました。テクニカルショウヨコハマ２０１８に多くの

皆さまのご来場をお待ちしています。

IoT

入場無料

●取引振興課　テクニカルショウヨコハマ事務局

TEL 045（633）5170  FAX 045（633）5068

E-mail：info@tech-yokohama.jp
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テクヨコ２０１８、かつてないスケールでお届けします

特集　テクニカルショウヨコハマ2018

お目当ての出展者宛に来訪のアポイントを申し込め
る「事前商談予約機能」が、公式ホームページに加
わりました！ テクニカルショウご来場予定の方は、出
展各社との交流のきっかけとして、本機能をぜひご
利用ください。
事前商談予約の申込方法
公式サイト

《http://www.tech-yokohama.jp/》
の「出展者情報」ページよりお申込ください。
※ 商談日時等の確定については、出展者からのご連絡をお待ち
ください
※ 日時等については、都合により変更することがありますので、
予めご了承ください

パシフィコ横浜展示ホールＡ・Ｂ・Ｃの13,300㎡を
使用し、展示スペースを大幅に拡張(これまではＣ・
Ｄの10,000㎡でした）。新設する特設ゾーンやイベ
ント会場で、最先端の技術を目にしてください。
特設ゾーン
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
小規模企業コーナー
神奈川県の小規模企業が、優れた技術・製品・シス
テム・研究開発等、分野を問わず、幅広くPRします。
特設イベント会場
ロボットに関する特別展示、3Dプリンターに関する
セミナーなど、日替わりで時流に沿った内容の催し
をお届けします。

「品目別カテゴリー」「産業別カテゴリー」を新設し、
出展者情報の検索機能を追加しました。 品目別で
は、「加工技術」「機器・装置・製品」といった分類はも
ちろん、「切削・研削」「製缶・板金」「省力化装置」等
の細かい条件検索で、多岐にわたる出展製品からお
目当ての技術・製品を見つけてください。スマホ片手
に会場マップ上での検索も可能とし、広い会場内で、
目的とする出展ブースを効率的に訪問してください！

パートナー企業探しにフル活用して!

約７８０社がズラリ!新設コーナーも

お目当ての技術・製品をスマホで一発検索！

［事前商談予約機能］新登場

［過去最大の会場面積］

特設イベント会場の他、展示ホール各会場で約60
のセミナーを開催します。

■主催者セミナー テーマは「人工知能」！
日時：2月8日（木）　13：30～16：30
会場：特設イベント会場
定員：100名（先着順）※ 公式HPより事前申込が必要です

■関係機関によるセミナー
各関係機関によるセミナーをアネックスホール及び
パシフィコ横浜展示ホール会議室で実施します。
※ 公式HPより事前申込が必要です

■出展者によるセミナー
出展各者によるセミナーを展示ホール内セミナー会
場１～４にて実施します。
※ 当日受付。直接セミナー会場にお越しください

併催行事の内容については、都合により変更となること
がございますので、テクニカルショウヨコハマ公式ＨＰよ
り最新の情報をご確認ください。

第一線で活躍するキーパーソンが続々
［AI、ロボットなどのセミナー］

［公式ホームページ］
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特集　テクニカルショウヨコハマ2018

横浜市西区みなとみらい1-1-1

生活支援ロボットの特別展示や体験コーナー
を設置します。

（内容が変更となる可能性もございます）
主催 : さがみロボット産業特区協議会

（事務局）重点プロジェクト支援委員会事務局
（株式会社さがみはら産業創造センター内）
神奈川県産業労働局産業部産業振興課

「さがみロボット産業特区」
ロボット展特別コーナー

10：00～17：00

新登場！ 展示ホール内 特設イベント会場
２月７日（水） ２月8日（木） ２月9日（金）

イベント

【講師】国立研究開発法人 産業技術総合研究所
イノベーションコーディネーター　山内　真 氏
３Dプリンターの様々な造形方法について紹介
します。また、全国の公設試等による３Dプリン
ターの活用事例や海外での３Dプリンターの
利用についての動向も紹介します。
主催 : 横浜市工業技術支援センター

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

セミナー

セミナー 事前申込

金沢臨海部産業団地は、中小企業を中心に多
くの産業が集まる、市内随一の産業集積地で
す。今回、この地域をより多くの皆さまに知って
いただくために地域で決定した新名称によるプ
ロモーションのスタートイベントを開催します！
主催 :（一社） 横浜金沢産業連絡協議会、横浜
市金沢団地 （協）、 横浜市経済局、金沢区

県は、独自の工夫等により成長を実現した県内
中小企業の認定制度を創設しました。認定企
業の中からビジネスモデルの独創性等に優れ
た企業を「神奈川がんばる企業エース」に認定
しましたので、その取組を発表します。
主催 : 神奈川県産業労働局中小企業部中小

企業支援課

定員：100名

定員：100名

定員：100名

定員：50名

「金沢臨海部産業団地」の
新名称スタートアップイベント

神奈川がんばる企業を紹介します！

11：00～12：00

13：00～17：00

イベント

事例発表

聴講無料

みなとみらい線「みなとみらい駅」下車 徒歩約3分
JR・市営地下鉄「桜木町駅」下車 徒歩約12分

〈第一部〉「AIの現状と生産現場における今後の
イノベーション」

講師：横浜国立大学 大学院環境情報研究院
　　  教授 長尾 智晴 氏
内容:人工知能（AI）の現状、AI導入のコツ、深
層学習（ディープラーニング）の長所・短所・利
用方法、次世代のAIに求められる要件、進化的
機械学習、浸透学習などの最新技術とそれら
の産業応用を取り上げます。

〈第二部〉
講師：ロボットメーカー開発担当者（予定）

3Dプリンターを使った
デジタルものづくりの紹介

主催者セミナー[AI、ロボット]

10：45～12：00

13：30～16：30

同封
リーフレットに
詳しく！
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KIPからのご案内

FINAL
PRESENTATION
2018.2.7 12:00-18:00

18:10-交流会

かながわ
ビジネスオーディション2018
ビジネスプランの発表と表彰

来場者募集
入場無料 交流会参加の場合は2,000円

■テクニカルショウヨコハマ2018［２月７日（水）～９日（金）］会期中
■主催:かながわビジネスオーディション実行委員会

会場/パシフィコ横浜2Ｆ アネックスホール
（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

　かながわビジネスオーディションは、ベンチャー企業などの優秀なビジ
ネスプランを表彰し、ビジネスパートナーとの出会いの場を提供すること
を目的に１９９６年より開催しています。２月７日（水）には、審査により選ばれ
た12名の起業家が、新しい技術の開発やサービスの提供に関するビジネ
スプランを発表し多くの方々に事業をアピールします。その中から将来性
が期待されるものとして神奈川県知事賞をはじめとした賞を決定！ ぜひ、
応援してくださる皆さまのご来場をお待ちしています。

●かながわビジネスオーディション実行委員会事務局（経営支援課内）
TEL045（633）5203

展示スペースでは、入賞者の商品やサービスを実際
にご覧いただけます

イチバンライフ（株）
開発途上国での高付加価値な有用植物栽培
を通したビジネスモデルの構築

スタイル・ジャパン・アソシエイツ（同）
横浜発、生産者と消費者がつながる「都市型
ワイナリー」事業

わしょクック（株）
「外国人向け和食料理教室」を世界に展開す
るスクール＆FCグローバルビジネス

田谷 圭司
勉強したくなるシャープペンシル「いくせい

（育成）ペン」

（株）エンジョイワークス
空き家・遊休不動産再生プラットフォーム「ハ
ロー！RENOVATION」

CareMeets
遠距離介護を乗り切ろう！息子娘をアシスト
して介護離職ゼロへ！

（株）エムアイストーリー
ストレス減少・未病対策「ハンモックピロー®」
と体操の提供

（株）Sensor&Network
待望の『Ｗｉ-ＳＵＮセンサーネットワーク開
発』をもっと手軽に！

ホルドナマーケット
日本初！通学を守る～レインコート収納ポー
チ「かっぱっぱ」

（株）ロコっち
格安広告で集客UPも実現する地元のための
Webメディア「ロコっち」

南信産業（株）
柿渋・銀イオンによる抗菌繊維、抗菌サンゴの
新素材の開発

（株）リサ・サーナ
がんに直面する女性のための ピアサポート・
コミュニティ『Peer Ring（ピア リング）』

ビジネスプラン発表（予定）PROGRAM

主な表彰

12：00

12：20

18：10

17：00

開会式

ビジネスプラン発表

交流会
～入賞者と来場者との懇親会

表彰式

※ビジネスプランの詳細は、公式ホームページからご覧いた
だけます（1月中旬公開予定）
※来場申込方法：ホームページより事前登録を受付けています

（当日受付も可）http://www.kipc.or.jp/ba2018/

神奈川県知事賞　 　優秀賞　 　審査委員長賞　 　団体賞（実行委員会構成団体またはその他の団体による賞） 　　来場者賞（ご来場者の投票により決定します！）

最終審査により優秀
なビジネスプランに
ついて表彰
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KIPからのご案内

調査結果

平成29年10-12月期 中小企業景気動向調査
業況DIは2.9ポイントの上昇

次の成長のエンジンを創る「設備貸与」

　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３四半期(29年
11月調査)の調査結果について、お伝えします。

　ＫＩＰでは、県内の小規模事業者や創業者の方々の設備投資を、低利の設備貸与制度[割
賦販売・リース]で積極的にサポートしています。事業の活性化に設備投資をご検討の方は、
ぜひお気軽にご相談ください。

●経営総合相談課 TEL 045（633）5201

●資金支援課 TEL 045（633）5066

■調査概要
・調査期間(時期)平成29年10-12月期(同年11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)1,051社(52.6％)
・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2.9ポイント上昇の
▲17.4となりました。
　業種別では、製造業は同12.7ポイント上昇の
5.8、建設業は、同3.8ポイント上昇の3.8、商業・
サービス業は同4.1ポイント低下の▲37.9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▲19.9を見込み、半年後は
同4.4ポイント低下の▲21.8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。）

■メッキ処理業：蛍光X線方式膜厚測定器
　膜厚測定器が老朽化。最新機種の導入で、これまで測定できな
かった素材分析ができ、精度の高い膜厚測定が可能となる。取引
先からは品質レベルの数値化に対する要望が年々強まっており、
より安心感のある製品提供で他社との差別化を図る計画。KIPの

「経営アドバイザー派遣」による経営改善と共に進めていく。

■小売業：パンケーキ向けクッカー、大型冷蔵庫等
　新たにオープンする大型店舗フードコート内への店舗出店が決
まったことによる新規設備投資。

■圧送業：コンクリート圧送車
　耐震基準厳格化によりコンクリート材の高粘度化が進み、作業
スピード維持向上が技術面だけでは困難。最新車両の導入で作業
時間短縮を図る目的。また、取引先からの車両指定（性能・型式年
式）も増しており、失注リスクの軽減と新規案件の獲得につなげて
いく。

設備貸与制度　こんな時に利用されています！～29年度の利用実績より

業績DIの推移

設備投資

割賦販売 リース
利率/月額
リース料率
（信用リス
クに応じて

決定）

年1.15％
年1.6％
年1.9％

（リース期間10年～３年）
0.971％～2.925％
0.991％～2.948％
1.005％～2.963％

返済期間 設備の法定耐用年数以内（３年～10年）

保証金・
元金据置
期間

①保証金なし・据置期間なし＊
②保証金5％・据置期間6ヵ月
③保証金10％・据置期間1年

（税込設備価格の5％・10％）
不　要

対象企業
・従業員数20名以下の製造業・建設業・運輸業の会社・個人
・従業員数5名以下の小売業・卸売業・サービス業の会社・個人
※サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業については20人以下の会社・個人

・特定の条件を満たす従業員数50名以下の会社・個人　

＊据置期間とは、元金返済の据置期間をいいます

-50 28.2 28.5 28.8 29.228.11 29.11
調査

30.2
見込

29.5 29.8 30.5
見込

-40

-30

-20

-10

0

10
建設業

製造業

総合

商業・サービス業
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県からのご案内

産 業集積が進んでいるタイには、現在5,400社を超える日系企業が進出してい
ます（2017年、ジェトロ・バンコク事務所調べ）。今回は、県内企業が海外展開

をするにあたり、活用できる支援情報等をご案内します。 
横浜銀行バンコク駐在員事務所

仁谷 浩之（神奈川県庁からの派遣）

タイの投資奨励制度
　タイ政府は産業の高度化を促進するため、ロボットや次世代自動車など10分野
の重点産業に投資奨励制度を設けて、外資系企業の投資拡大を図っています。
　投資奨励制度の主なメリットは、①法人税、輸入税の減税、②外国企業による土
地所有許可、③外国資本（日本親会社）による100％出資が可能、④VISA/就労許
可証取得優遇などがあります。
　タイに新規進出する場合や新たに製造会社や販売会社等を設立する場合は、投
資奨励制度の活用をご検討ください（業種や進出形態によって得られる優遇は異な
ります。詳細は当事務所までご照会ください）。

タイ企業との商談会の開催
　タイ進出済みの県内企業の中では、日系企業とのビジネスマッチングを望むニー
ズが多い一方で、新たなビジネスチャンスを獲得するため、タイ現地企業との新規
取引を希望するニーズも増加しています。
　横浜銀行と県は、タイの経済団体でタイ中小企業等3,000社が会員となっている
泰日経済技術振興協会と連携し、2017年2月と6月に「県内企業とタイ企業との商
談会」を開催しました。商談会は、県内企業が自社製品の特徴や技術をプレゼンし
た後、個別にタイ企業と商談を行うもので、2月の商談会では、県内企業1社とタイ
企業2社との契約が成立し、販路拡大に繋がりました。また、11月には、神奈川産業
振興センター（KIP）とも連携して商談会を開催し、当日は、県内企業4社とタイ企業
延べ17社が商談を行いました。
　今後も商談会を開催しますので、タイ企業に対して、販路拡大、生産委託、ジョイ
ントベンチャー等を希望される方は、商談会への参加をご検討ください。

タイでのビジネス展開にあたって
　当事務所では、上記の支援に加え、県内企業がタイへの新規進出や事業拡大を行
う際に発生する外資規制や輸入規制などの各種課題・お悩みに対して、ジェトロ・バ
ンコク事務所や現地コンサルティング会社、現地関係機関等と連携し、ハンズオン
できめ細かな課題解決のサポートを行っています。
　タイでのビジネス展開をお考えの際には、お気軽にご相談ください。

県内企業の海外展開を
サポートします！ 〜タイ
～現地の情報提供、
現地企業との商談会など～

●県企業誘致・国際ビジネス課  TEL 045(210)5565

県内企業3社に対し、タイ企業12社参加

プレゼンテーション

プレゼンテーション

〈タイ企業とのビジネス商談会
2017年2月〉
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県からのご案内

毎 年、県内で中小小売業及び飲食店を営む店舗の中から、真心尽くしたサービ
スと味や技が自慢の店舗を優良小売店舗として表彰しています。1976年か

ら、一般社団法人神奈川県商工会議所連合会及び神奈川県商工会連合会との共催
により実施しているもので、今回で42回目になります。
　2017年11月24日（金）、神奈川県庁大会議場で表彰式が開催され、選ばれた34
店舗の代表者の方へ、主催者を代表して、中島副知事から表彰状が手渡されまし
た。

　お一人お一人に中島副知事から表彰状が手渡されるとともに、記念品として県章
入りのプレートが贈呈されました。過去に表彰されたお店の中には、店内にプレー
トを飾ってくださるお店もあり、大変喜ばれているようです。
　今回の表彰店舗の中に、皆さんの知っているお店はありますか？地元のお店や、
行ったことのあるお店が受賞されると嬉しいものです。まだ行ったことのないお店
もこの機会にぜひ訪ねて、お気に入りのお店を探してみてください。
　3月頃には、今回の表彰店舗を紹介する冊子が、県内各地で配布されますので、そ
ちらもご期待ください。
　受賞されたお店の皆さん、誠におめでとうございます。

神奈川県
優良小売店舗表彰
－2017「あなたのまちの、
いいお店。」－

●県商業流通課 商業まちづくりグループ  TEL 045(210)5612

東屋豆腐店　　　　　　　　　　　（横浜市都筑区） 湘南菊華大飯店　　　　　　　　　　　　（藤沢市）

酒学工房 川松屋　　　　　　　　　　（横浜市南区） 小田原まると　　　　　　　　　　　　（小田原市）

T-Berry豊田屋　　　　　　　　　（横浜市戸塚区） ランチ＆ドリンク ぱんのみみ　　　　 　　（箱根町）

堀江千里堂　　　　　　　　　　　（横浜市鶴見区） シャンパン☆ベーカリー　　　　　　　　（平塚市）

松坂屋カバン店　　　　　　　　（横浜市神奈川区） こばり　　　　　　　　　　　　　　　　（平塚市）

ひさまつ花店　　　　　　　　　　（川崎市川崎区） 三河屋　　　　　　　　　　　　　　　　（厚木市）

栄友堂　　　　　　　　　　　　　（川崎市宮前区） 北鎌倉茶寮 幻董庵　　　　　　　　　　　（鎌倉市）

ニコラス洋菓子店　　　　　　　　（川崎市麻生区） BOTCHY BOTCHY　　　　　　　　　（茅ヶ崎市）

肉のハッピー　　　　　　　　　（相模原市中央区） 創作和菓子 北原堂製菓　　　　　　　　　（秦野市）

志美津屋　　　　　　　　　　　　（相模原市緑区） 庄和丸　　　　　　　　　　　　　　　　（三浦市）

横須賀シフォン　　　　　　　　　　　（横須賀市） ブティック すずき　　　　　　　　　　　（大和市）

NOON FLOS　　　　　　　　　　　（横須賀市） ウィンドミル　　　　 　　　　　　　　（海老名市）

比古ノ家　　　　　　　　　　　　　　　（逗子市） 有限会社 吉野石油 深谷給油所　　　　　（綾瀬市）

良辨　　　　　　　　　　　　　　　　（伊勢原市） レストラン・ラピュタ　　　　　　　　　　（愛川町）

田中屋　　　　　　　　　　　　　　　　（二宮町） 秋月堂　　　　　　　　　　　　　　　　（山北町）

メガネの三洋　　　　　　　　　　　　（湯河原町） 寿嘉　　　　　　　　　　　　　　（相模原市緑区）

中国料理 胡同　　　　　　　　　　　　　（座間市） 有限会社 スアラシ石油　　　　　　（相模原市緑区）

神奈川県知事・一般社団法人神奈川県商工会議所連合会会頭表彰(24店舗)

神奈川県知事・神奈川県商工会連合会会長表彰(10店舗) 
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県からのご案内

融資対象者：従業員数30人（卸売業・小売業・サービス業の場合は10人）以下の
中小企業者

資 金 使 途：設備資金（設備の設置に必要な経費に限り、運転資金も利用可。設
備資金の1/2が限度）

融資限度額：4,000万円
期 間・利 率：1年超5年以内：年1.9％以内／5年超7年以内：年2.1％以内

7年超10年以内：年2.4％以内
信 用 保 証：神奈川県信用保証協会の保証が必要

（保証料率は年0.45％～1.52％)※ 県補助後の料率
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。今回はその中から、小規模
な事業を営む方が対象の「設備導入融資」をご紹介します。

設備の新設・更新を行う　
中小企業者の皆さまへ

●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/p864772.html

検索 神奈川県　制度融資

設備導入融資をご活用ください

（固定金利）

超長期·低利による企業立
地支援~企業誘致促進融資

「セレクト神奈川100」の支援メニュー
の１つについてお知らせします

セレクト神奈川100ロゴマーク

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681

県 内に事業所等を新設・増設する中小企業・中堅企業の皆さまを対象に、土地
購入や建物整備等に必要な資金を取扱金融機関が県の定めた条件で融資し

ます。
対象業種

＊製造業　＊電気業（発電所に限る）　＊情報通信業　＊卸売業（ファブレス企
業に限る）　＊小売業（デューティーフリーショップに限る）　＊学術研究・専門・
技術サービス業　＊宿泊業（ホテルに限る）　＊娯楽業（テーマパークに限る）

対象産業
＊未病（食品その他の心身の状態の改善に資するものに関する事業）
＊ロボット　＊エネルギー　＊観光　＊先端素材　＊先端医療
＊IT/エレクトロニクス　＊輸送用機械器具

投資要件　＊最低投資額：5,000万円以上　＊雇用要件：常用雇用10人以上
融資期間　15年以内（据置き2年以内を含む）
融資限度額　最大10億円で事業費の80％以内
融資利率（固定金利）　年0.9％以内～1.5％以内

※ 詳しくはお問合せください　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5779/
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県からのご案内

「働き方・休み方改善
 ポータルサイト」
働き方改革取組事例が
300件以上！！

期　間：2月1日（木）～28日（水）
会　場：県内各地域
※イベント等の日程は各実施団体で配布するパンフレットや県のホームページに掲載し

ます。なお、各イベント等の詳細については、実施団体に直接ご確認ください。
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5747/

神 奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例に基づき、県では毎年2月を神
奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間と定めています。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あるテクニカルショウヨコハマや、各
種イベント＆セミナー、各商工会・商工会議所で開催される確定申告相談会等、中
小企業・小規模企業の経営者・従業員、創業希望者の方に役立つ企画が満載です。
ぜひ「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間」期間中に各団体が実施する
イベント等をご活用ください。

神奈川県中小企業・小規模
企業活性化推進月間
２月は神奈川県中小企業・小規模
企業活性化推進月間です

（事業全体について）
●県中小企業支援課 団体指導グループ　TEL 045（210）5553

●日本コンピュータシステム株式会社（厚生労働省委託事業者）
　 E-ｍail:work-holiday@ncsx.co.jp

働 き方改革を進める上で、他社の取組を参考にしたい、とお考えの企業の皆さ
ま、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」には、

　・働き方・休み方改善指標による企業の自己診断
　・企業の働き方・休み方改革取組事例（300件以上）
　・働き方・休み方に関するシンポジウム・セミナー情報
　・行政による働き方・休み方に関する支援施策
等の情報が満載です。
　特に、企業の働き方・休み方改革取組事例については、業種別・規模別・キーワー
ドでの検索ができます。また、厚労省が取材した先進事例、コンサルタントによる働
き方の課題分析から提案、その後の取組状況までを示した事例等、多様な事例を
紹介しています。
　自社の働き方改革の取組の検討の参考に「働き方・休み方改善ポータルサイト」
をぜひご活用ください。［県労政福祉課からの案内です］

検索 働き方・休み方改善　ポータル

14 中小企業サポートかながわ　2018-1 15中小企業サポートかながわ　2018-1



●（地独）神奈川県立産業技術総合研究所　企画情報連携部　連携広報課　TEL 046（236）1500（代表）

産技総研からのご案内

「神奈川県 ものづくり技術交流会」を開催しました！
KISTEC始動 ～拡げよう創造のネットワーク～

　2017年11月8日（水）～10日（金）の3日間、神奈川県立産業技術総合研究所
（KISTEC）において、平成29年度「神奈川県ものづくり技術交流会」を開催しまし
た。この交流会は、技術開発や研究成果の発表、支援事例の紹介など幅広く情報交
換を行い、研究者・技術者等の交流、および技術連携を行う「場」として、海老名本部

（海老名市下今泉）を会場として毎年開催しています。

開催の概要
　本研究所内にて6つの口頭発表会場の他、ポスター発表会場、製品等展示会場を
設けて開催し、企業、大学、および公設試験研究機関等から研究者、技術者、企画・
営業担当者など747名（企業478名、大学109名、その他160名）の方にご来場いた
だきました。
主　催：（地独）神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）
後　援：神奈川R&D推進協議会、（公財）神奈川産業振興センター
参加費：無料

主な内容
■口頭発表会場では、イノベーション創出支援として、橋渡し、国際評価、IoT技術、

3D技術に関するフォーラムや事例紹介（別表1）を、またその他に機械・材料系、電
子系、および化学系という3分野での「ものづくり技術」に関するフォーラムやセッ
ション（別表2）が開催されました。

■更にポスター発表会場では大学院生を中心としたポスター発表が43件、製品等
展示会場では企業からの工業技術・製品等展示が9件ありました。

口頭発表会場

ポスター発表会場

製品等展示会場

分類 セッション名

橋渡し

シンクロトロンの現状と企業の活用事例
クリーンエネルギー材料技術フォーラム
神奈川R&D「ロボット研究会フォーラム」
セラミックス製造を革新する観察技術の紹介
表面硬化部材の力学と物性フォーラム

国際評価 高付加価値食品の開発フォーラム
太陽電池フォーラム

IoT技術
IoTフォーラム
IoTとAIの現状と今後
IoT時代の特許保護

3D技術 機械設計フォーラム
金属材料の積層技術フォーラム

分類 セッション名

機械・材料系
切削加工技術フォーラム
神奈川Ｒ＆Ｄ「航空機産業フォーラム」
トライボロジー技術フォーラム
新規材料開発

電子系
電子実装・磁気・非破壊検査（見学ツアー）
微細加工の応用（見学ツアー）
オシロスコープを使ったＥＭＣノイズ対策セミナー
高周波及び電子応用技術

化学系 分析技術フォーラム（見学ツアー）
化学関連技術（環境安全技術、高分子関連技術等）

（別表1）

（別表2）
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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

KIPからのご案内

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

2月1月

▶開催日時：1月29日（月）16：00～17：00
▶講師：島谷 健太郎 氏

今さら聞けない「知的財産」
～御社にもきっとある知的財産～

▶開催日時：2月5日（月）16：00～17：00
▶講師：天満 正俊 氏

客の声を聞け！
お客様アンケートの作り方

▶開催日時：2月13日（火）16：00～17：00
▶講師：金﨑 努 氏

j-stat mapを活用した
周辺環境調査の実践

▶開催日時：2月19日（月）16：00～17：00
▶講師：元山 茂樹 氏

千客万来キャッチフレーズのつくり方

▶開催日時：2月21日（水）16：00～17：00
▶講師：藤村 典子 氏

販路開拓を進める際のポイント

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

  

よ
ろ
ず
の
学
校

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）

※ 内容が変更になる場合があります

新たな取引先をご紹介します！
2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   6日（火）

13:00 ～ 16:00横須賀三浦地域県政総合センター   8日（木）
秦野商工会議所   9日（金）
小田原箱根商工会議所 14日（水） 13:30 ～ 16:00
茅ヶ崎商工会議所 19日（月） 13:00 ～ 16:00大和商工会議所 20日（火）
平塚商工会議所 21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 14日、28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

▶開催日時：1月15日（月）16：00～17：00
▶講師：森 智亮 氏

売上拡大！
ＨＰ作成を依頼する前に準備すること

▶開催日時：1月11日（木）16：00～17：00
▶講師：狩倉 博之 氏

負債の整理について

▶開催日時：1月18日（木）16：00～17：00
▶講師：章 麗霞 氏

事例から学ぶ中小企業向け中国進出
のポイント

▶開催日時：1月22日（月）16：00～17：00
▶講師：佐藤 かおり 氏

就業規則作成時のポイント


