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特
集
ものづくりの“販路開拓”
KIPが御社の営業をお手伝いします

誰もやったこと
がないなら、
我が社がやる!



特集　販路開拓

相談申込カード
御社を新規取引先とつなぐ

□取引先紹介サービス希望　□商談会参加希望　□展示会出展希望　□その他 

 取引振興課へ FAX 045（633）5068
http://www.kipc.or.jp/wp/pdf/soudan_card.pdf

フリガナ

社　名

業　種

代表者

所在地

セールス
ポイント

主要製品
又は

加工部品名

設備能力や加工内容は、KIPのアドバイザーが現場訪問し「目利き」します！

ご相談事項をご自由にお書きください！

その他

氏名担当者 所属役職

〒 TEL FAX

強みの
洗い出しを

KIPと

 御社の
技術は売り
方次第！？
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特集　販路開拓

ものづくりの“販路開拓”
KIPが御社の営業をお手伝いします。

●取引振興課　TEL 045(633)5067　E-mail:torihiki@kipc.or.jp

展示会出展
３万5千人に魅力発信

（P.6）

こんなことも
サポート

（P.7）

営業のプロと開拓

15分で勝負

（P.5）

受・発注
商談会

取引先紹介
サービス

取引先紹介
サービス

取引先紹介
サービス

（P.4）

KIPにルートあり

左ページの
カードを送って
さぁ 始めよう
〈相談申込完了〉
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金型製作

2件
機械加工・組立

119件

板金・製缶・
溶接加工

25件

設計・製作・
開発・試作

20件

プレス・
成形加工

7件

鋳造・
鍛造加工

3件

表面処理加工

11件

その他

8件

特集　販路開拓

取引先紹介
サービス
を利用しよう

“個別対応” のKIPと拓く、
新たな売り先!

KIPでは、現場の「目利き」であるアドバイザーが、独自に開拓
した発注情報と照らし合わせ、マッチングしています！

 Ｐ.2の相談
申込カードを
ＫＩＰヘ

アドバイザーが
御社に連絡

発注元
約3,000社
の情報から
マッチング

ＫＩＰの保有情報
●年間７００社訪問

発注情報、状況、購買方針、新規生産計画など、情報収集
●県内を中心に近隣都県の製造業
●企業規模は１名の開発会社から数千人規模の大企業ま

で様々
●ＫＩＰのネットワークを活用し、成長産業、工場再編・進出

企業に新規訪問している

●データベースにある受注希望の中から条件の合う企業を
ピックアップし、ＫＩＰが仲介する形で発注企業と交渉する

●セールスポイントをいっしょに考え、受注につなげる

昨年度の成約内容と件数195件

県内9カ所での
 「巡回あっせん相談」もぜひご利用を（P16上段参照）

マッチング方法
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特集　販路開拓

受・発注
商談会

に出てみよう

“商談成立”“市場調査”
主に製造業の受注企業・発注企業が事前マッチング制で一堂
に会します。発注企業は中小から大企業まで様 ！々1日で3、4社
の資材購買部、開発担当者らとの商談が可能で、どのような協
力会社が求められているのか分かります。

４会場で３，０００件以上の商談!
（昨年度実績）

商談を勝ち取るノウハウ満載!
無料「営業力強化セミナー」

チャンスは年４回!
●横須賀会場
●川崎ものづくり商談会
　受付開始
　[発注]6月5日(火)[受注]7月17日(火)
●相模原商談会
　受付開始
　[発注]8月上旬　 [受注]9月中旬
●横浜会場
　受付開始
　[発注]10月中旬  [受注]11月中旬

７月５日(木)
９月２０日(木)

１１月２１日(水)

2019年2月6日(水)

自社へのニーズが見えてくる
新技術を探して参加している発注企業が約半数。そして発注企業は、「受注企業には、他社と比べて何が
得意なのかハッキリ打ち出してほしい」と言っています。つまり、ハッキリ打ち出せば受注が見えてくる!

商談会での持ち時間は15~20分。
「セールスポイントをいかに売り込
むか」に重点を置いたセミナーを開
催しています（無料）。商談会が初
めての方も、商談会をフル活用した
い方も、ぜひ！

御社の強みを
私たちと洗い
出しましょう！

神奈川県よろず支援拠点　コーディネーター

商談会の約2週間前に開催
※相模原は開催せず

２２３社
（発注企業数）

776社
（受注企業数）

3,104件
（商談数）

商
談
会
本
番

事務局発注
企業

発注
企業

受注
企業 事務局

①応募 ②発注企業案
件を公開し、
受注企業を
募集

③商談したい
　発注企業を
　指定し、申込み

④商談したい
　受注企業
　を指定

⑤双方の商談希望
により商談スケ
ジュールを決定
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特集　販路開拓

展示会に
出展

してみよう

“テクヨコデビュー”
第４０回工業技術見本市
テクニカルショウヨコハマ2019
出展企業募集！

2018来場者

３万5千人突破!
展示会は絶好のPRの場

営業力アップに！

人材育成・組織力向上にも！！

地元神奈川の展示会からスタート

昨年度出展者の声

会　　期 2019年２月６日（水）～８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（１３，３００㎡）（横浜市西区みなとみらい1-1-1）
開催規模
(前回実績） 出展者数８００社・団体／出展小間数６２１小間

主　　催 （公財）神奈川産業振興センター、（一社）横浜市工業会連合会、神奈川県、横浜市（順不同）
申込期限 ９月20日（木）※ 満小間に達し次第、締切

同規模の展示
会と比較し来場
者が多く、費用
対効果が高い

具体的な課題
を持った、開発・
技術部門担当
の来場が多い

大企業など多く
の反響をいただ
き、マーケットを
よりよく知る機
会になった

様々な分野の来
場者に会えたの
で、専門展示会
よりも幅広い客
層にＰＲできた

●テクニカルショウヨコハマ事務局　TEL 045（633）5170
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特集　販路開拓

出展効果を最大限にする！ ＫＩＰ活用術

事
　
前 事前準備、会期後のアフターフォ

ロー等にお役立てください。
（11月ごろ開催予定）

公式ＨＰにおいて各出展者へ事前
に訪問の予約ができる「事前商談
予約システム」をご用意。出展者
同士でもご利用いただけますの
で、ぜひ有効にご活用ください。

各出展者が関係者等にテクヨコ
の出展を周知、案内するための招
待状を提供します。

（12月上旬ごろ）

当
　
日 展示ホール内にプレゼン用のセ

ミナー会場を設置。出展ブースで
の対応だけでなく、自社の強みな
どをプレゼンすることにより、セミ
ナー後の各ブースへの来訪者増
も期待できます。

小規模企業が展示会デビューし
やすいよう、出展料を低額にした

「小規模企業コーナー」をご用
意。テクヨコ出展企業との商談を
サポートします。

会期初日に出展者が一堂に会す
る交流会を開催。同業・異業種、県
外・県内企業さまとの出展者間の
ＰＲや情報交換により新規取引の
機会を発見してください。

こんなことも
サポート

“新規開拓” 御社の強み、
見つけます

□ 自社ホームページから受注獲得したい
□ 引き合いにつながる会社パンフ、資料を作りたい
□ 営業活動したいが、何から手を付けていいか分からない
□ 自社技術（製品）を新聞・雑誌に取り上げてもらいたい

専門家がチームを組んで御社をバックアップします。
☞大手・中小企業営業、資材購買、広告代理店、マスコミ、
　 Ｗｅｂコンサルなどの経験者たち

ＫＩＰへお持ち込みください！！

海外の展示会もKIP！（P16、EVENT情報参照）

出展者
セミナー

出展効果拡
大

セミナー

出展者
交流会

事前商談予
約

システム

県内小規模
企業

マッチング
サポート

ＤＭの提供

［無料］

［無料］

［無料］ ［無料］

［無料］

●経営総合相談課　TEL 045(633)5201
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KIPからのご案内

　

海外ビジネス展開に向けた勉強会 受講生募集
ベトナム・タイ・フィリピン・インドネシア
　KIPでは、進出ニーズの高いASEAN諸国４カ国を対象に、現地の状況に精通した専門
家からの情報提供と、実際に進出している企業からの事例発表を組み合わせた、少人数
規模の参加型勉強会を開催しています。海外展開にご興味のある企業の皆さまのご参加
お待ちしています。●国際課 TEL 045(633)5126  Ｅ-mail： kokusai@kipc.or.jp

調査結果

平成30年4-6月期 中小企業景気動向調査
業況DIは3.2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30年度第１四半期(30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30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)1,047社(52.4％)
・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3.2ポイント上昇の
▲15.9となりました。
　業種別では、製造業は同1.1ポイント上昇の
3.0、建設業は同0.7ポイント低下の0.0、商業・
サービス業は同4.8ポイント上昇の▲32.7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
3.2ポイント低下の▲19.1を見込み、半年後は
同1.9ポイント低下の▲17.8を見込んでいます。

（調査結果の詳細はホームページに掲載しています）

開催場所：神奈川中小企業センタービル 6階大研修室
　　　　  （横浜市中区尾上町5-80）
参 加 費：無料
対 象 者：該当各国への進出を考えている県内中小企業20名程度
お 申 込：各ホームページよりお申込みください

https://www.kipc.or.jp/seminar_event/31128/
○講演：「現地税制の活用および留意ポイント」　
○進出企業事例発表：株式会社 DAO.CC

〈今後の開催予定〉9月26日（水）・11月28日（水）・2019年2月27日（水）

https://www.kipc.or.jp/seminar_event/31549
○講演：「タイ最新経済概況と進出日系企業動向について」
○進出日系企業事例紹介：株式会社ミズキ

〈今後の開催予定〉10月3日（水）・12月6日（木）

業況DIの推移

海外展開

ベトナム
7月11日（水）
13：30～16：30

タイ
7月26日（木）
14：00～16：30

＊次の国の勉強会も順次開催します
フィリピン
10月30日（火）・2019年1月29日（火）
インドネシア
8月28日（火）・12月18日（火）
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起業講座

資金調達

県からのご案内

●県金融相談窓口　TEL 045（210）5695

これから開業する方、
開業後5年未満の方へ
～神奈川県中小企業制度融資・
　創業支援融資をご活用ください～

　県内で事業を営む中小企業者を対象に、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、金融機関が低利な融資を行います。今回は、「創業支援
融資」をご紹介します。

融資対象者
①現在、事業を行っていない開業前の個人で、1か月以内に個人事業を開業予定
　もしくは2か月以内に法人事業を開業予定の方
②事業を行っていない個人が事業を開始し、開始後5年を経過していない中小企業者

資金使途　　運転/設備
融資限度額　3,500万円
融資期間　　1年超10年以内
融資利率　　年2.0%以内（固定金利）
保証料率　　0.8%（県信用保証協会の保証が必要）
※ 創業支援機関（KIP等）の経営指導を受けた方、国の認定した市町村の特定創業支援事業を利用した方を対象に融資利率・保証料の優遇あり

お申込み　　取扱金融機関の窓口へ直接お申込みください。 検索 神奈川県　制度融資

●県中小企業支援課　 TEL 045（210）5558

「かながわシニア起業スクール」
を開講します！
生涯現役で輝き続けるために

　県では、「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た

「シニア起業スクール」を県内2カ所で開催します。（全5日間） 
　講義や演習を通じ、ビジネスプランの作成に必要な知識や
ノウハウを実践的に学ぶほか、個別相談も行います。最終日は
交流会もあります［主催／神奈川県］。

受講料：3,000円（税込／全5回分・テキスト代、交流会費込）

問合せ先（受託会社）：銀座セカンドライフ株式会社
TEL 045（316）1366　FAX 03（3545）1764

横浜会場
（横浜アントレサロン）

横浜駅西口徒歩４分 

藤沢会場
（藤沢商工会館ミナパーク）

藤沢駅北口徒歩５分

8月18日 8月25日
8月25日 9月8日
9月8日 9月22日
9月29日 10月13日
10月13日 10月20日

いずれも（土）
13：30～16：30

いずれも（土）
10：00～13：00

※ ９月２２日（土）のみ13：30～16：30検索 かながわシニア起業スクール

申込方法：ホームページまたはFAX
　　　　 （詳細は下記でご確認ください）
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県からのご案内

働き方改革

働き方改革トップセミナー＆
企業担当者交流会を開催します!

　生産年齢人口の減少、子育てや介護による離職など、企業
における働き方改革は急務となっています。県では、企業にお
ける「働き方改革」を推進するため、ワーク・ライフ・バランスに
関する講座を開催しています。

働き方改革トップセミナー
　今多くの企業が働き方改革を推進していますが、単なる早帰り運動に終始
している例も少なくありません。本来の働き方改革の目的は多様です。全体像
を整理してそれぞれの目的の背景やポイントを探ります。
日　時　7月31日(火)14：30～16：30
会　場　TKPガーデンシティ横浜　ホールB
テーマ　「働き方改革　その多様な視点」
講　師　慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特任教授
　　　　高橋 俊介 氏
対　象　県内事業所に勤務する経営者等
参加費　無料

働き方改革トップセミナー
講師　高橋 俊介 氏

働き方改革企業担当者交流会①
講師　菊地 加奈子 氏

働き方改革企業担当者交流会②
講師　佐伯 克志 氏

●県労政福祉課　TEL 045（210）5746 検索 神奈川　企業担当者交流会

働き方改革企業担当者交流会①
　さまざまなライフイベントと向き合いながら柔軟に働き方を変化させられ
る女性の視点は企業成長のカギになります。女性自身がリーダーシップを身
につけるために企業は何をすればよいのか、そして女性リーダーを輩出する
ことの効果とは？グループワークを通じて具体策を考えます。
日　時　９月10日(月)10:00～12:00
会　場　かながわ県民センター　1501会議室
テーマ　女性リーダー育成で企業を変える
　　　　～女性活躍推進とダイバーシティーマネジメント～
講　師　社会保険労務士法人ワーク・イノベーション代表　菊地 加奈子 氏
対　象　県内事業所に勤務する人事労務担当者等
参加費　無料

働き方改革企業担当者交流会②
　企業のビジョン、背景、課題、強みや弱みにより「働き方改革」の目的や実践方法は異なります。本セミナーで
は、働き方改革の目的を問い直すとともに、各企業における実践的な取組み方法について解説します。
日　時　10月２日(火)10:00～12:00
会　場　かながわ県民センター　304会議室
テーマ　「働き方改革」の留意点と実践　～なぜ取組むのか、どう取り組むのか～
講　師　株式会社浜銀総合研究所経営コンサルティング部主幹　佐伯 克志 氏
対　象　県内事業所に勤務する管理職等
参加費　無料　　　
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県からのご案内

見てくれ、神奈川の企業力!
— 神奈川がんばる企業エース —　［ Vol.5 ］

県は、独自の工夫により付加価値額や経常利益を増加させた中小企業からの申請により46社を「神奈
川がんばる企業」として認定し、その中でもビジネスモデルの独創性や地域貢献度などが特に優れた
10社を「神奈川がんばる企業エース」に認定しました。エース企業に、その原動力をインタビュー!

貴社独自の工夫とは
弊社では航空機、鉄道、バス、トラック、看
板、ビル壁面、シャッターなどへの装飾用
グラフィックスフィルム「ラッピング」の
製作から施工までを一貫体制で行ってい
ます。新しい分野では、特許技術によりエ
スカレーターの凹凸があるステップ部分
へのフィルム貼付けに成功しました。

エスカレーターのラッピングを思いつい
たきっかけは
信頼性の高いフィルムと30年かけて
培った施工技術で社会に貢献できるオ
ンリーワンビジネスを生み出したいと考
えていました。それまでエスカレーター
の手すりや踊り場へのマーキングは手掛
けていましたが、「ステップ部分に広告が
あったら絶対に見るはず」とチャレンジし

ました。大学やフィルムメーカーと連携
し、高い安全性と耐久性を持ったフィル
ムを開発。エスカレーター全体をラッピ
ングし、より効果的な広告効果を実現し
ました。駅や空港ではエスカレーターで
の事故が非常に多く、「安全喚起」という
想定外の用途でも、わが社の技術が活躍
しています。

他社に負けない！という部分は
あらゆる物へのラッピングを日本で先駆
けて行ってきたことにより、施工の技術や
ノウハウを成功も失敗も含めて蓄積して
きました。その施工技術力により日本全

国の多くの航空会社、鉄道会社さんに選
んでいただけたと思います。アメリカやド
バイ、インドなど海外からの引き合いも
相次いでいます。

目指す企業像を教えてください
フィルムグラフィックスにおける、高い知
見とノウハウ、また独自技術により、顧客
の求める、または顧客が想定し得ない満
足を日々着実に提供したいと考えていま
す。今後も社会に貢献できる弊社ならで
はのビジネスを積極的に展開し、社員が
会社に誇りを持てる企業でありたいと思
います。

特許技術でエスカレーターを包み
利用者の視線をくぎ付け！

「エスカレーターに乗っている時間は約30秒。ステップは否が応
でも目にする。ここに広告を貼ることができたら、確実にメッセー
ジが届くはず!」―――飛行機や鉄道車両、自動車へのラッピン
グ広告を30年に渡り手掛けてきた浅井 大輔 社長が熱視線を注
いだ先には、凹凸の激しいエスカレーターの階段部分があった。

●県中小企業支援課 TEL 045（210）5556

株式会社アサイマーキングシステム
ラッピング広告のスペシャリスト

エースの楯を手にする社員の皆さん

エスカレーターラッピング

株式会社アサイマーキングシステム
創立：1984年
事業内容：3M製グラフィックスとフィルム類・関連商品、デザイン

企画と製作、施工
所在地：川崎市麻生区栗木2-3-13　TEL 044（980）1600

既存のお客さ
まからもよく話

題にし

ていただいて
おりますし、認

定を機

会に大型の商
業施設、警察

署、駅

構内でのお仕
事もさせてい

ただき

ました。また、
就職活動中の

学生さ

んが神奈川県
の広報を見て

会社

の見学に来ら
れました！ エース企業に

選ばれて

車両フルラッピング作業風景
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支援事例

県からのご案内

●制度問合せ先　県金融課 資金貸付グループ
TEL 045（210）5681
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/
m6c/cnt/f5779/

豊富な技術と信頼！！
田中水力株式会社
～企業誘致促進融資～
超長期・固定・低利の企業立地支援

　平成29年度に、県の企業誘致施策である企業誘致促進融
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。
　小水力発電に利用する水車を、顧客の要望等に合わせてカ
スタムに設計しており、製作・据付けまで行っています。20～
30年前までは水車のメンテナンスをメインビジネスとしてい
たため、現在でもアフターサービス・フォローが強みです。小
水力発電は環境への負荷が非常に小さいクリーンなエネル
ギーであり、その普及促進を目指しています。
Ｑ　御社の製品とその特長について教えてください。
　ベースとなる技術は他のメーカーと大きな違いはありませ
ん。しかし、設置スペース削減の需要に応えるインライン式フ
ランシス水車など、その技術をベースにさまざまな需要に応え
る水車の開発を行っています。軽負荷特性やコスト、保守性に
優位性を備えているターゴ水車という機種は、当社が日本で
唯一のメーカーになります。
Ｑ　企業誘致促進融資を利用したきっかけと、新工場につい
て、旧工場との違いやその特長を教えてください。
　4年ほど前に新しい工場を探し始めた際、商工会議所から
の紹介もあり、市や県の制度を調べていく中で低金利で金融
機関から借りられる本制度を利用したいと考えました。
　旧工場では、1000kW以下の水車の製作に専念していまし
たが、新工場では、1000～5000kWとより大きな水車の製作
にも対応するため、組立てのための天井クレーンの容量を増
やしました。また、組立てスペースや工作機械を入れるスペー
スも増えました。生産効率を上げ、大きな水車の製作もできる
ようになれば、より競争力のあるコストでお客さまに提供でき
ると考えています。
Ｑ　御社の今後の事業展開・展望について教えてください。
　国内の小水力プラントの建設需要は大きく、民間の事業者
の方や自治体等からの案件も増えており、それに応えていきた
いと考えています。当社は、自治体を中心に水道関係への納入
実績が50件前後と国内で最も多いことから、その経験や技術
を活かして、製品やサービスを提供していきたいと思います。
また、今後は、今までよりも大きな水車の製作に挑戦していき
たいと考えているため、さらなる技術力の向上を図っていきた
いと思います。
Ｑ　最後に、神奈川県の産業労働行政へ要望するところがあ
ればお願いします。
　一口に中小企業と言っても、業種や規模はさまざまであり、
行政へのニーズにも幅があると思います。そのようなニーズ
に、よりきめ細かく対応してもらえればと思います。

検索 企業誘致促進融資

田中水力 株式会社
厚木市上古沢御子ヶ谷255-4
TEL 046（281）9801 FAX 046（248）9802

新工場外観

田中代表取締役社長

工場内部

水車の羽根部分
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フォーラム子ども向け

ガイドブック技能大会

県からのご案内

●県雇用対策課 障害者雇用促進グループ
TEL 045（210）5871

●県中小企業支援課 中小企業支援グループ
TEL 045（210）5558

障害のある方々が日ごろ職場等で培った職業技能を
互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図
るとともに、企業や社会一般の方々が障害者雇用に
対する理解と認識を深め、その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。ぜひ奮ってご応募ください。
開催日：10月25日（木）・27日（土）
会場：神奈川障害者職業能力開発校
　　 （相模原市南区桜台13-1）
競技種目：DTP、ビルクリーニング、縫製など12種目
※機械CAD職種のみ25日（木）に実施します。
申込期間：7月2日（月）～31日（火）
詳細・申込：http://www.jeed.or.jp/location/
shibu/kanagawa/14_ks.html

県では、企業等の皆さま方が障がい者雇用に取り組
む際の参考となるよう、基調講演や障がい者雇用に
積極的に取り組む企業の雇用事例の発表などを行う
フォーラムを開催します。
日時：9月5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、福祉施設・就労支援

機関関係者など
定員：450名
参加費：無料
詳細・申込み：
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/hz2/cnt/
f532889/

県内の中小企業者や、県内で新たに事業を始めよう
としている皆さまのさまざまな支援ニーズに対応する
ため、県や市町村、国、支援機関等の支援施策をとり
まとめ、平成30年度版の「創業者、中小企業者のため
の支援施策活用ガイド」を作成します。県ホームペー
ジに掲載するとともに、冊子は7月下旬から県政情報
センター等で配布予定です。
　ぜひ皆さまにあった支援施策をご検討いただき、企
業力の向上にご活用ください。

障がい者雇用促進に向けた
フォーラムを開催します

「創業者、中小企業者のた
めの支援施策活用ガイド」

進めよう障がい者雇用!精神障がい者
の雇用と職場定着に向けて

貴社の強みを見つけて、
パワーアップしませんか

第16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２０１８に
出場してみませんか？

主に小中学生を対象に、職人が持つ高い技能や技術
を体験できる「参加・体験型イベント」を開催します。
入場無料ですので、皆さまのご来場をお待ちしており
ます。
日時：7月24日（火）、25日（水）　10：00～16：00
会場：パシフィコ横浜　展示ホールD
入場無料
主な内容：ものづくり体験／技能五輪紹介／技能展
など
http://www.kanagawa-ginou.com/

●神奈川県職業能力開発協会
　かながわ技能振興コーナー　TEL 045(633)5403

かながわ しごと・技能体験
フェスタ２０１８
あつまれ小中学生!みらいの
プロフェッショナル!

●県産業人材課　　　　　　　TEL 045（210）5720

●(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
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産技総研からのご案内

平成29年度の講演

● （地独）神奈川県立産業技術総合研究所  人材育成部  品質管理県民大会事務局
　 TEL 046（236）1500（代表）　FAX 046（236）1527
　 E-mail  hinkan@kanagawa-iri.jp    https://www.kanagawa-iri.jp/

主　　催　神奈川県、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
会　　場　（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
募集定員　300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、
　　　　　メール又はFAXによりお申込みください。
申込締切　8月30日（木）
講演内容

記念講演：（一財）日本科学技術連盟 理事長 佐々木 眞一 氏
基調講演： 丸和電子化学（株）取締役社長 辻 富美男 氏

コニカミノルタ（株）常務執行役員 内田 雅文 氏
（一社）日本品質管理学会 元会長 中条 武志 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）の理念と実践について、
産業界の皆さまと一緒に考える場として、4年に1度の「神奈川県品質管理県民大会」を開催します。
　今大会は「品質文化の継承 －神奈川から」をテーマとします。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、ぜひご参加ください。

「第11回神奈川県品質管理県民大会」
9月4日（火）13：10～17：15

平成29年度おもしろ科学体験プログラム （鉄の引っ張り実験）

● （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
参加費 　無料

おもしろ科学体験プログラム（当日先着順）
日ごろ、目にすることのない機械の見学や、簡単な実験への参加を
通して楽しく科学体験ができます。
　[対　象]未就学児～中学生、一般

科学実験教室（事前申込）
実験やものづくりを通じて、科学のおもしろさに触れる！
教室の詳細・申込方法はホームページをご覧ください。
　[対　　象]小学校4～6年生（応募多数の場合は抽選）
　[募集期間]7月10日（火）～8月1日（水）

　「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。ご家族でお楽しみいただけるイベントです。
皆さまのご来場をお持ちしています。

「夏休みおもしろ科学体験」
8月25日（土）9：00～16：00
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KIPからのご案内

車好きのその先に
　1994年。書店で手にした1冊の本が
堤氏の人生を変えた。『近未来EV戦略』

（船瀬俊介著 1993年）。トヨタのプリ
ウスが世に出る3年前のことだ。EVこそ
が広義の地球環境問題を解決する鍵で
あり、ニッケル水素電池やインホイール
モーターの素晴らしい技術が日本にあ
ることを説いていた。
　当時、大手情報システム会社のサラ
リーマンとして3次元CADの営業に携
わっていた堤氏。子どもの頃から車好き
で、趣味が高じて富士スピードウェイで
ツーリングカーレースに出場すること
も。同時に、「いくら楽しいからって、排
ガス出し放題の時代はいつか終わるよ
な」と後ろめたさも感じていた。

EVの普及に人生を捧げて
　そこで訪れたEV車試乗の機会。最初
のコーナーで「一発KOされた」。車の底
部に電池をびっしり敷き詰めた880㌔
の車体は、重心が低くコーナリングは
スムーズで、外観からは想像できない
加速感と操作性にぞくぞくしたという。

「男一匹、この世に生を受けたからに
は世の役に立ちたい。EVの普及に残る
人生を捧げよう」。
　38歳で退職し起業（1回目の！）。 航
続距離が短いEVでも観光用の足として
は十分機能すると見込んで那智勝浦町
での事業を企てるも、3年で資金を使い
切る。しかし、『近未来EV戦略』で紹介
されていた慶應義塾大学EV研究室の
清水教授との縁で研究員の職を得る。

LTE（Love、Thank、Enjoy）
で駆ける
　「忘れもしない2005年5月11日です」。
大手自動車メーカーの社長が、10年後
にはEVの製造販売でトップ企業になる
と発表したのだ。堤氏、ギアを2速に入
れ転職。そこでEV開発に携わること10
年。ギアを3速に入れ直し、再度の起業と
なったのが、(株)LTEだ。EVのリース、コ
ンサルの他、宅配用電動アシスト三輪自
転車の販売などを行う。世のEVシフトの
うねりの中で、独自のハンドルさばきだ。
　「破天荒なオヤジ、というような紹介
の仕方はやめてくださいよ～」。取材を
申し込んで最初のお言葉がコレだが、
いやいや、EV普及にまっしぐら、西へ東
へ大忙しの韋駄天だ。

株式会社LTE
［所在地］横浜市中区山下町一番地 シルクセンター919
［TEL］090（4301）1217
［事業内容］
電動車両のリース・レンタル・導入コンサル、リチウムイオン電池の販売、等

ハンドルを握る堤氏（写真は今年のERK（電動レーシングカート）Cup第一戦で優勝した時のもの）

http://www.lte-ev.com/
「失敗しない電動車両の
　導入をお手伝いいたします！」
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16 中小企業サポートかながわ　2016-12

「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
希望の方には、毎号お届けします（無料）。
郵便番号／所在地／企業名／担当者名（個
人も可）／部数を、右記にご連絡ください。
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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

編集／発行

http://www.kipc.or.jp

KIPからのご案内

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   7日（火） 13:00 ～ 16:00
小田原箱根商工会議所   8日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター   9日（木） 13:00 ～ 16:00秦野商工会議所 10日（金）
平塚商工会議所 15日（水） 13:30 ～ 16:00
茅ヶ崎商工会議所 20日（月） 13:00 ～ 16:00大和商工会議所 21日（火）
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   8日（水）
22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

KIP

マークのあるイベントの詳細・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
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▶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！「よろずの経営塾」～行動あるのみ。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：7月9日（月）15：30～16：30
▶講師：瀬戸 正人 コーディネーター

ものづくり補助金の仕組と作成ポイント
▶開催日時：7月26日（木）15：30～16：30
▶講師：桐澤 寛興 コーディネーター

最新の事業承継の税務

▶開催日時：7月23日（月）15：30～16：30
▶講師：馬場 美州 コーディネーター

1人社長のための知って得するお金のマネジメント

▶開催日時：7月30日（月）15：30～16：30
▶講師：天満 正俊 コーディネーター

これだけは! 押さえておきたい
数字による経営管理のキホン

▶開催日時：7月26日（木）15：30～16：30
▶講師：元山 茂樹 コーディネーター

キャッチフレーズの作り方講座2 実技編

▶開催日時：7月17日（火）15：30～16：30
▶講師：藤村 典子 コーディネーター

資金繰り管理（実践編）
「転ばぬ先の杖」の役割も果たす資金繰り管理

▶開催日時：8月6日（月）15：30～16：30
▶講師：島谷 健太郎 コーディネーター

J-PlatPatを活用した商標権調査の基本

▶開催日時：7月25日（水）15：30～16：30
▶講師：金﨑 努 コーディネーター

肌感覚で覚える! キャッシュフローってなんだ？
キャッシュフロー計算書の読み方、考え方と、作り方

国際課：kokusai@kipc.or.jp

国際課：kokusai@kipc.or.jp

▶開催日時：9月21日（金）～23日（日）9：00～17：00
▶場　　所：大連世界博覧広場（中国遼寧省大連市）
▶出 展 料：［商品等共同出展］45,000円（ＫＩＰ会会員32,000円）

［カタログ出展］15,000円（ＫＩＰ会会員10,500円）
▶締　　切：7月17日（火）

▶開催日時：10月11日（木）～13日（土）9：00～17：00
▶場　　所：サイゴン・コンベンションセンター（ベトナムホーチミン市）
▶出 展 料：150,000円
▶締　　切：8月2日（木）

2018大連日本商品展覧会 共同出展・カタログ出展

メタレックス ベトナム2018 ＫＩＰブースの出展企業募集
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