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　ＫＩＰでは神奈川県が定める「神奈川県中小企業・小規模企業活性
化推進計画」で取り上げている「ベンチャーなどの創出・育成」を踏
まえ、「開業率の向上」や「イノベーションの推進」に取り組み、新た
な挑戦者たちを応援しています。

　今年から神奈川県知事賞の賞金増額、「革新性」や「社会に変化をもたらす可能
性」などに重きをおいた「イノベーション大賞」の創設により応募者数は昨年比2.8
倍、創業者の応募は昨年比3.2倍また当オーディションに初めて応募された方は
3.2倍と神奈川での事業展開などに強い意欲やニーズがあることをあらためて実感
しました。 
　さらにKIPでは県内4機関（地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究
所、神奈川県信用保証協会、日本政策金融公庫横浜支店）と「経営・技術・金融によ
る総合支援」を行う仕組みを整えており、今回受賞したビジネスプランの確実な事
業化を支援していきます。

　またKIPでは、創業後あるいは新事業進出後5年以内のベンチャー企業等の経
営基盤の確立を支援するために、低廉な価格で事業スペースを提供しています。
入居者はインキュベートマネージャーによる経営面でのコンサルティングやKIPの
様々な支援メニューを活用することができます。

「インキュベート」とは孵化の意味。入居3年でさらに飛躍し、海外の製薬会社と連
携した企業を紹介します（p6-7）。

「かながわビジネスオーディション2019」

「インキュベート施設」

新しいビジネスに挑む猛者、
ぜひKIPへ！
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特集 かながわ発 新たな挑戦者たち

２月６日(水）、最終審査がパシフィコ横浜で開催されました。ビジネス
プラン140件の中から選ばれたファイナリスト10名が、358名の方が
ご来場いただくなか、情熱に満ちたプレゼンテーションを行いました。

ファイナリスト10名が大旋風

～神奈川県下最大級のビジネスコンテスト～

かながわビジネスオーディション2019
最終審査会開催報告

●かながわビジネスオーディション実行委員会事務局（KIP経営支援課内）　TEL 045(633)5203

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）

AssistMotion（株）泉工業（株）

コーワテック（株）

（株）Jiksak Bioengineering

（株）ゼオシステム（株）ティービーエム （株）ファーストアセント

（株）ユニバーサルスペース リカザイ（株）

企業名 ビジネスプラン名
1 AssistMotion（株） 超⾼齢化社会を救う、⼈に優しい“着る”ロボット
2 （株）Jiksak Bioengineering 3次元神経組織“Nerve organoid”の⼤量⽣産・海外展開とALS創薬事業
3 トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 個⼈向け排泄予測デバイス「DFree Personal」
4 （株）ティービーエム 脱炭素化の実現！横浜市フード・グリーン発電事業
5 （株）ファーストアセント 育児ビッグデータを活用した研究およびプロダクト開発事業
6 コーワテック（株） ⼈工筋肉駆動の遠隔操縦ロボットアクティブロボSAMの事業拡⼤
7 （株）ユニバーサルスペース 日本初の介護リフォームのFC本部が業界初のAIアプリで介護業界に革命を！
8 リカザイ（株） 形状記憶・超弾性特性を活かしたTi-Ni合金薄箔の開発と商品化
9 泉工業（株） 再⽣医療への貢献、独自のプラズマ技術で細胞培養の効率化

10 （株）ゼオシステム 排尿障害と⽣活習慣病の予防・診断に役立つ尿流量計の製造販売

3中小企業サポートかながわ　2019-3



特集 かながわ発 新たな挑戦者たち

【ビジネスプランの概要】
　リフォーム業界初の写真を取り寸法を計測することにより見積作成が
できるAIアプリを開発したことにより、介護保険を利用している要介護者
への介護リフォームのサービスを現地調査の段階で図面、見積もり、契約
がその場にて完結ができるAIアプリになります。
　本事業は更なる⾼齢者へ早くサービスを提供し、現場や事務スタッフの
業務改善や働き方改革にもつながることにより今後在宅介護の業界を革
新する事業になります。

【受賞者あいさつ】
　神奈川育ちでこの⼤好きな神奈川から全国に当社の自立支援介護の
サービスを広めていきたいです。副賞は、社員やサポートしていただいた
方 と々のお祝いに使いたいです。

イノベーション大賞
株式会社Jiksak Bioengineering　最高執行責任者　徳永 慎治 氏

「3次元神経組織“Nerve organoid”の大量生産・海外展開とALS創薬事業」

【ビジネスプランの概要】
　筋萎縮性側索硬化症（ALS）をはじめとする神経・筋疾患、疼
痛、老化といった領域で製薬企業に向けた創薬スクリーニング技
術の提供を行う。また、ALS創薬事業も展開している。主幹技術
は⽣体内の神経軸索（神経細胞の情報伝達を担う構造でJiksak
の由来）に極めて類似した、“Nerve organoid”と呼ぶiPS細胞
を用いた3次元神経組織の作製技術である。従来の創薬プロセス
で課題となってきた、細胞と組織の違いや動物種の違いによって
⽣じる問題をこの製品によって解決できる。現在、協業企業と共
に、サンプル製品の提供及び⼤量⽣産体制の確立を進めており、
並行して海外展開を計画している。

【受賞者あいさつ】
　弊社は、筋萎縮性側索硬化症（ALS）を治したいという気
持ちでこれからも事業に取り組んで参りますので、ご支援宜
しくお願いいたします。

神奈川県知事賞＆来場者賞
株式会社ユニバーサルスペース　代表取締役　遠藤 哉 氏

「日本初の介護リフォームのFC本部が業界初のAIアプリで介護業界に革命を！」

4 中小企業サポートかながわ　2019-3



特集 かながわ発 新たな挑戦者たち

超高齢社会の進展により、培った知識やノウハウを活かし、起業に挑戦するシニア層の方々が増えてきています。県では
平成28年度から、シニア起業家やこれから起業する方々を応援するため、『かながわシニア起業家ビジネスグランプリ』
を開催しています。２月６日（水）、パシフィコ横浜において、受賞者によるプレゼンテーションと表彰式を開催しました。
69件の応募の中から、各賞を受賞された方々は次のとおりです。

●県産業振興課 新産業振興グループ TEL 045（210）5639

『かながわシニア起業家
ビジネスグランプリ2019

（神奈川県主催）』も同時開催

賞名 プラン名 企業名・役職・氏名

神奈川県知事賞 ４歳から始める「水」で書く書道
教室の多教室展開

（株）筆友会 代表取締役
前原洋子 氏

優 秀 賞 手書き代筆ロボット
「PENDOROID」の製造・販売

HERO Consulting 代表
佐藤博 氏

奨 励 賞 AIによるレンズ収差補正技術
「Optical Learning」の開発

リアロップ（株）代表取締役
奥村明弘 氏

賞名 プラン名 氏名
ベ ス ト
ア イ デ ア 賞

EMS（筋肉電気刺激）装置用防
水電極ケースの開発 深江公俊 氏

優 秀 賞 世界規模でのニッチな排ガス浄
化システムの開発 野原徹雄 氏

奨 励 賞 家庭型ペットの為の樹木葬用植
木鉢「UEKIBOCHI」の製造・販売 小松和徳 氏

【ベンチャー部門】
概ね５５歳以上で、起業から１０年未満かつ県内を拠点に活動している方

【実行委員会構成団体】

【専門機関】

【入賞】

●実行委員会構成団体及び専門機関による団体賞／入賞一覧

【アイデア部門】
概ね５５歳以上で、県内で１年以内の起業を予定している方など

表彰名 ビジネスプラン名 企業名
KISTEC賞

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 超⾼齢化社会を救う、⼈に優しい“着る”ロボット AssistMotion（株）

KCG賞
神奈川県信用保証協会 再⽣医療への貢献、独自のプラズマ技術で細胞培養の効率化 泉工業（株）

KIP賞
（公財）神奈川産業振興センター 形状記憶・超弾性特性を活かしたTi-Ni合金薄箔の開発と商品化 リカザイ（株）

KNBC賞
（一社）神奈川ニュービジネス協議会 形状記憶・超弾性特性を活かしたTi-Ni合金薄箔の開発と商品化 リカザイ（株）

KSP賞
（株）ケイエスピー 育児ビッグデータを活用した研究およびプロダクト開発事業 （株）ファーストアセント

JEA賞
（一財）日本起業家協会 ⼈工筋肉駆動の遠隔操縦ロボットアクティブロボSAMの事業拡⼤ コーワテック（株）

表彰名 ビジネスプラン名 企業名
神奈川県情報サービス産業協会賞
（一社）神奈川県情報サービス産業協会 育児ビッグデータを活用した研究およびプロダクト開発事業 （株）ファーストアセント

神奈川県中小企業診断協会賞
（一社）神奈川県中小企業診断協会 超⾼齢化社会を救う、⼈に優しい“着る”ロボット AssistMotion（株）

日本技術士会神奈川県支部賞
（公社）日本技術士会神奈川県支部 超⾼齢化社会を救う、⼈に優しい“着る”ロボット AssistMotion（株）

MINERVA賞
特定非営利活動法人ベンチャー支援機構MINERVA 育児ビッグデータを活用した研究およびプロダクト開発事業 （株）ファーストアセント

表彰名 ビジネスプラン名 企業名

入　　賞
排尿障害と⽣活習慣病の予防・診断に役立つ尿流量計の製造販売 （株）ゼオシステム

脱炭素化の実現！横浜市フード・グリーン発電事業 （株）ティービーエム
個⼈向け排泄予測デバイス「DFree Personal」 トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
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起業のきっかけを教えてください。
　前職ではユニクスの商品の特徴的な原

料である人工コラーゲンの開発・実用化

するプロジェクトのリーダーとして勤務して

いました。人工コラーゲンは通常ウシやブ

タなどの動物から作られるコラーゲンを化

学合成により製造したもので、安全性や臭

いといった問題点が解決され、さらに耐熱

性やアレルギー反応を引き起こすこともな

い安定性が特徴です。

　その人工コラーゲンを応用した製品開

発、販売を行いたかったのですが、会社の

方針と異なったため、自分自身で会社を立

ち上げて製品を作ることにしました。

起業して大変だったことは？
　一番大変だったことは資金調達です。

KIPのインキュベート施設に入居したこと

でファンドと面会する機会ができました。

初めての経験だったので、初めはファンド

が求める情報が分からず、いかに自社の技

術をわかりやすく伝えるかを考えていまし

たが、技術資料はまったく役に立ちません

でした。ファンドは技術ではなく、「事業の

将来性、社会への貢献度、会社の発展性」

を重視しているということが初めてわかり

ました。つまり、俗にいうビジネスモデルで

すね。過去３期分の決算書が必要という

のも1人で起業したベンチャーには厳しい

もので、融資には至りませんでしたが、技

術に興味を持ってくれた台湾のファンドが

話を聞いてくれました。韓国や中国のファ

ンドは日本のファンドと異なり、技術に興

味を持ってくれるということも経験からわ

かり、今回の韓国の製薬会社との契約に

もつながりました。

　資金不足のため、人材採用ができな
かったという竹林社長。その苦境をバネ
に自分でやるしかない！と自分自身を奮い
立たせ頑張りながら、前職の様々な知識
や経験でもカバーできない部分をKIPに
頼ったといいます。

インキュベート施設に
入居してよかったことは？
　一番よかったのは、情報が入ってきた

ことですね。起業後、苦労していた資金調

インキュベート施設から、
目指せ! 世界
ユニクス　株式会社　［横浜市］

KIPインキュベート施設活用企業紹介

KIPインキュベート施設に約3年間入居され、従業員の増加に伴い、2月に卒業されました
ユニクス 株式会社 竹林 貴史 社長にお話を伺いました。  

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

［会社概要］
設　　立　2012年5月1日
資 本 金　660万円
従業員数　4名
事業内容　コスメ事業、ペット医療事業、
　　　　　メディカル事業
所 在 地　横浜市中区不老町1-2-1
　　　　　中央第6関内ビル６階 601
　　　　　TEL 045（228）9370
　　　　　http://www.uniqs.co.jp

販売している商品。興味のある方は下記へお
問い合わせください
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達についてもうまくは行きませんでしたが、

ファンドの紹介をしてもらえました。イン

キュベート施設の入居者は同じ境遇の方

も多いので業種は異なりますが、情報交

換もできます。

　もう一つはインキュベート施設が入って

いる神奈川中小企業センタービルには、中

小企業支援を行う団体が多くあり、相談に

いきやすい環境であることです。私は商標

登録の際に神奈川県発明協会を利用し、

商標登録の調査、申請の仕方を教えてい

ただき、自分でできるようになりました。仕

組みがわかれば何でも自分でできるんだ！

と思うきっかけにもなりました。

製品開発はどのようにして
いますか？
　初めの3年間はこんなものがあったらい

いなというコンセプトと自分のもっている

技術を組み合わせてシーズを約10個つく

りました。助成金や補助金を使って1つず

つ製品化していきました。製品化の過程で

も資金不足になり、製品をつくる前に先に

お客様を見つけて前受金を製造費に充て

たこともあります。そういった工夫1つ1つ

が製品化に結びついた要因と考えていま

す。

　そのような苦労と工夫を重ねて製品と

なったものの1つに「エイチ・ツー・キュー

レ」があります。この商品は乾燥肌の方を

ターゲットとした商品でお肌にうるおいを

与え、お肌の乾燥を防ぎます。

　既に当初考えていた10個のシーズのう

ち８～９割は製品になっています。この高

い製品化率は前職の経験で人工コラー

ゲンの機能を熟知していたことやニッチな

部分を狙って絞り込んだ製品開発を行っ

たこと、以前勤務していた企業に全面的な

協力をしてもらえたことが大きいと思って

います。

　現在は新たに15シーズ程度考えている

ので、順次製品化していく予定です。

今後について
　2018年10月に韓国の製薬会社とライ

センス契約を締結、2019年6月を目途に

同社の工場で人工コラーゲンの生産を開

始予定です。今後、韓国の工場で生産さ

れた人工コラーゲンを原料として製品を

製造するとともに、韓国や中国への販路拡

大も計画中で、いずれは医薬品へステップ

アップすることも視野に入れています。その

ために人材確保を進めることが急務と考

えています。

　竹林社長は起業後、お忙しいながらも
趣味（ヨット、ソロキャンプ、ボランティアな
ど）を楽しまれる非常にアクティブな方で
す。その趣味から繋がる人脈が現在の事
業にも関係しており、人とのつながりは非
常に大事とおっしゃっておられる姿が印
象的でした。
　KIPのインキュベート施設に入居して
大きく羽ばたかれる企業の代表として今
後、ますます発展、成長していくことをお
祈りしています。

KIPのインキュベート施設は神奈川中小企業センタービル内にあり、事業ステージや利用
者のニーズに応じて3タイプのオフィススペースを用意しております。
・インキュベートルーム：2～6名程度でご利用いただける個室。
・シェアードルーム：インキュベートルーム内の1画を最大7名で共有。
・ドリカムスペース：事業可能性または事業手法の検討段階の企業向けスペースで最大4

名で共有。
インキュベート施設入居者はマネージャーのアドバイスやKIPの様々な支援メニューを活
用することができます。ご興味のある方はお問合せください。

KIPのインキュベート施設

SUMMARY

韓国製薬会社とのライセンス契約に関する調印式
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KIPからのご案内

　神奈川県内最大級・首都圏有数の工業技術・製品の総合見本市「テクニカルショウヨコハマ」は、今回の出展
者数が800を超えました。IOT/M2Mや自動化機器など生産性向上の課題解決の展示から、絞り、研磨加工
など、製品づくりの最終工程の匠（職人）の技の出展もあり、多彩な工業技術・製品が一堂に会しました。来場
者だけではなく、出展者間の取引も活発で、協創（パートナー）探しにも絶好の場となっており、出展者からは

「ビッグサイト、幕張メッセなどで開催している大規模展示会に見劣りしない規模感と来場者のクオリティの
高さに感心した」との声も多く頂きました。県内中小企業・小規模企業製造業の皆さんが出展しやすい環境で、
気軽に製品・技術などをPRできる展示会です。販路開拓、取引促進、貴社PRため、ぜひとも「テクニカルショウ
ヨコハマ」をご活用ください。
　県内中小企業・小規模企業製造業の皆さん「テクニカルショウヨコハマ」で販路開拓をしましょう。

最新技術

開会式

セミナー

２月６日９時３０分より、見本市会場正面入口にお
いて、来賓及び多数の出展者・来場者が参列す
るなか、オープニングセレモニーを開催しまし
た。開会式では、浅羽副知事、渡辺副市長からの
ご挨拶、各関係者によるテープカットが行われ、
華々しく開幕しました。

今回新設した、実演・体験コーナーでは、モビリ
ティ生活支援ロボット、配送ロボット、IoT／ICT
化プレス加工装置、フィットネスの可視化など、
最新技術が披露され、多くの来場者が足を止
め、興味深く見学していました。

ＡＩ・ロボット等の最新テーマによるセミナーが開
催され、多くの人で賑わいました。また、未来の
クルマや、宇宙ビジネスに関するセッションも行
われ、自動運転など進化を続ける自動車や、将来
的に飛躍的な市場の拡大が見込まれる宇宙ビジ
ネスについて、熱く語っていただきました。

●取引振興課 テクニカルショウヨコハマ事務局  TEL 045（633）5170

第４０回工業技術見本市　2月6日〜8日
大盛況のうちに閉幕！

入場者数
35,354名！

次回開催のご案内
第41回工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2020」
会期：2020年2月5日（水）～7日（金）
場所：パシフィコ横浜展示ホールA・B・C

第41回目となる「テクニカルショウヨコハマ2020」は、
さらに内容を充実させて実施します。ぜひご出展ください！！
テクニカルショウ公式サイト　http://www.tech-yokohama.jp/
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事業承継

県からのご案内

KIPからのご案内

　商工会・商工会議所、金融機関、士業団体など全117機関で構成される神奈川県事業
承継ネットワークでは、事業承継に関する課題解決に対して適切な専門家（公認会計士、
税理士、中小企業診断士等）を個別に無料派遣する支援に取組んでいます。この機会に
専門家に相談してみませんか？最寄りの構成機関にお気軽にお問い合わせください。

●神奈川県事業承継ネットワーク事務局　TEL 045（633）5107

後継者も決まって事業承継を進めたいが、自社の株
式を贈与する際の税負担が厳しい。良い手立てはな
いか？

「事業承継税制の特例（特例措置）」について教えてほ
しい。

事業承継計画の策定を支援してほしい。

自分が事業を引き継ぐが、現代表者が事業承継につ
いて、あまり考えていない。事業承継を意識させたい。

事業承継を考えたが、親族に後継者がいない。第三
者へ事業譲渡を検討したい為手順を教えてほしい。

●県中小企業支援課
　海老名駐在事務所
　TEL 046(235)5620

株式の贈与税・相続税を
“ゼロ”に！［事業承継税制］

わかりやすく解説した県版
マニュアルを作成しました

　税制改正により、昨年4月に、一定の要件を満たすと株式の
贈与税・相続税の納税が猶予される事業承継税制の特例が拡
充されました。
　「事業承継税制を使いたいが制度が難しくよくわからない」
という経営者の声にお応えし、県は2種類のマニュアルを作成
しました。

検索 神奈川県　事業承継税制

◆事業者向け
「自分は制度の利用が可能なのか」の大体の判断ができるようにやさしく解
説し、金融支援制度の利用も案内しています。
◆支援機関向け
中小企業をサポートする税理士等の皆さまを対象に事業承継税制の基本事
項や金融支援制度を解説し、常に携帯しご活用いただけるようにしました。
　入手ご希望の方は県中小企業支援課のホームページからダウンロードで
きます。また、冊子をご希望の方は右記までお問合せください。

事業承継税制などでお困りではありませんか？
神奈川県事業承継ネットワークがお手伝いします！

無料専門家派遣事業のご案内

【 こんな相談がありました 】 専門家派遣スキーム

中小事業者

構成機関
（117機関）

ネットワーク
事務局

専門家
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士等

相
談 依

頼

連携

派遣・助言

専門家派遣

事業者向け 支援機関向け
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認定商品

職業能力開発

県からのご案内

平成31年度前期
技能検定のご案内

　技能検定とは、働く人々の持っている技能を一定の基準に
よって検定し、これを公に証明する職業能力開発促進法に基
づく検定制度です。
申請受付期間
4月3日（水）～16日（火）（土、日曜日を除く）の
9時～16時（ただし、4月10日（水）は19時30分まで）
申請受付場所
神奈川県職業能力開発協会（横浜市中区寿町1-4）

　県では、女性の活躍を応援するため、女性が開発に貢献した、優れた商品を認定する「神奈川なでしこブラン
ド」、商品に関する優れたアイデアを認定する「なでしこの芽」「なでしこの種」の事業を実施しています。
　この度、「神奈川なでしこブランド2019」を12件、「なでしこの芽・種」を3件認定しました。
　2月3日（日）に、マークイズみなとみらいで認定式を開催し、認定証を贈呈しました。また、同日、神奈川なでし
こブランド事業の紹介と併せて、「神奈川なでしこブランド2019」認定商品と、これまで認定された商品の一部
を展示・販売しました。

「神奈川なでしこブランド2019」
認定商品等を決定！

●神奈川県職業能力開発協会　TEL 045(633)5419
●県産業人材課　　　　　　　TEL 045(210)5720

●県労政福祉課　TEL 045（210）5744

検索 神奈川県職能協

検索 神奈川なでしこブランド

商品名 事業所名
1 横濱みらい「西洋ミルクまんじゅう」 株式会社ウイッシュボン
2 横浜野菜使用パキスタン風　スパイスカレー マサラモア
3 安心安全な低糖質グルテンフリーの焼き菓子 低糖質の焼き菓子工房･あんな

アイデア名 アイデアの概要

鎌倉海藻飼料の開発と活用

鎌倉の海岸に漂着する年平均3,100トンの海藻を、
県内で飼育されている家畜に飼料として提供するプ
ロジェクト。市内障害者施設の利用者が、海藻の回
収、飼料化を担い、収入とする。当事業はSDGsの理
念に基づく。

商品名 事業所名
4 湯河原温泉源泉100％ミスト 湯河原美人湯の会
5 mati mati（マチマチ） 株式会社ゼンリン
6 低出生体重児用肌着「orinas（オリナス）」 Baby Storia（ベビー ストリア）

1 食料品・飲料（3件） なでしこの芽（1件）

アイデア名 アイデアの概要

常温で長期保存可能の
災害時用低糖質保存食

糖尿病や糖質の代謝異常等により糖質制限が必要
な方に向けた保存食。小麦粉不使用で、食べても血
糖値の変動が少なく、インスリンの必要量を減らせ
る、常温での長期保存が可能な、災害時用の低糖質
保存食の缶詰。

「介護×ちがさき牛」牛スイーツ異色の
コラボ！

介護サービス事業に従事する中で、健康維持と長寿
のために肉の摂取の必要性を強く痛感して開発した
アイデア。かながわブランド「ちがさき牛」とコラボす
る、肉が摂取できるおいしいスイーツ。

なでしこの種（2件）

神奈川なでしこブランド2019　認定商品等一覧

2 生活・文化用品（3件）

商品名 事業所名
7 外国人向け和食料理教室の世界FCビジネス わしょクック 株式会社
8 プレコンセプションケア 葉山ハートセンター
9 女性専用コワーキング「ブルーコンパス」 株式会社 ブルーコンパス
10「ハマなでしこドライバー」タクシーサービス アサヒタクシー 株式会社
11 植物公園における子どもリピーター獲得企画 小田原フラワーガーデンパートナーズ

商品名 事業所名

12 住民さま目線の
「なでしこ」現場環境パトロール 株式会社 富士防

4 住宅（1件）

3 サービス（5件）

神奈川なでしこブランド2019認定式

※ その他詳細は、下記「神奈川県職業能力開発協会」へお問合せください。
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県からのご案内

見てくれ、神奈川の企業力！

エース企業に認定された貴社の独自の取組を教えてください
　収容力の高い専用安置施設と、数人の参列者でも広すぎない超小型の
家族葬ホール「ダビアスリビング」を運営。従来の式場よりプライベートを
重視した葬儀空間を提供し、小規模ながらも高品質な施設として利用者か
ら高い評価を頂いています。

取り組んだきっかけは？
　高齢化に伴う死亡者数の増加を背景とする安置
施設及び火葬場の不足による遺族の負担の軽減、ま
た、従来と比べて、不況などの社会情勢や核家族化
などによる小規模な家族葬や直葬のニーズが高まっ
ていることが背景にありました。そのことから、たと
え費用を抑えたシンプルな葬儀であっても、故人の
尊厳を守り、なおかつ家族のプライベートを重視し
た葬儀空間を提供したいと考えました。

認定された感想、反響はいかがですか
　多方面から認定の反響があり、特に従業員にとっての自信となり、モチベー
ションの向上につながりました。また、求人に対するエントリー数の増加があり、
企業の認知度が増したことは非常に喜ばしいことです。当社が目指す、従業員が
生き生きと働く事の出来る「プライド&ジョイ（自信と喜び）」に満ちた職場環境
が実現できたと感じています。

株式会社 神奈川こすもす

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41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」に認定しています。

神奈川がんばる企業エースに認定されると…
①知事から認定証および楯が交付されます！
②新聞や就職情報誌等のマスメディアを活用して、

県が積極的に情報発信します！
※ 平成30年度の場合

●県中小企業支援課　TEL 045（210）5556［Vol.3］

神奈川がんばる企業2018エース

代表取締役：清水 宏明    創業：2001年　
事業内容：葬儀サービス
所在地：川崎市川崎区田島町12-9   TEL：044（366）0502

100通りの人生には100通りのお葬式を！

不明な部分はいつでも先輩
スタッフがサポートします

ご自宅のようにくつろげるリビング（控室）

広すぎない家族葬専用式場

誠心誠意、お葬儀のサポートを
させて頂きます

お客さまが考えている以上に、
お客さまの事を考えます

部活動等で、スタッフ同士の
交流を深めています
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海外駐在員

県からのご案内

ASEAN有数の成長国、
フィリピンに注目

神奈川県シンガポール駐在員　戸ヶ里 庸介

　近隣諸国が好調な経済成長を続ける中、長く低迷していた
フィリピンは、いまやASEANの中でもトップクラスの成長率
を誇ります。人口は1億人を超え、生産年齢人口比率（15～64
歳）は2062年まで増え続けると予測されているなど、将来にわ
たり豊富な労働力や内需の拡大に伴う経済成長が確実視され
ています。
　今回は、急成長を続ける注目国、フィリピンに進出した県内
企業を紹介します。
 
初の海外生産拠点を設立　― 株式会社 西山製作所
　主に自動車向け鋼管の精密引抜加工を手掛ける株式
会社西山製作所（小田原市）は、2015年8月に現地法人

「PHILIPPINE NISHIYAMA PIPE MFG.INC.」を設立。
2017年10月より、マニラ郊外の工場で量産を開始しました。
　現地法人副社長の西山 高広 氏は、進出の経緯について、

「日系自動車メーカーの現地調達需要に対応するため、日本
貿易振興機構（JETRO）の新輸出大国コンソーシアム事業の
支援を活用し、進出を決めた」　また、今後の展開については、

「国内に競合が少なく、自社の優位性が確保できると考えて
いる。自動車関連にとどまらず、幅広く販路を拡大していきた
い」と話してくれました。
 
チャイナ・プラスワンとして着目　― 株式会社 長津製作所
　プラスチック用精密金型の設計・製造メーカーである
株式会社長津製作所（川崎市）は、2016年6月に現地法人

「Nagatsu- Sanpla Precision Mold Phil., Inc.」を設立。
2017年12月から量産を開始したフィリピン工場では、デジタ
ルカメラやプロジェクターなど光学分野の成形加工を行って
います。
　同社取締役社長の山野井 清 氏 は、同国へのビジネス展開
について、「すでに中国で生産体制を構築していたが、一極集
中を避けるための投資先を探していた。公用語が英語でありコ
ミュニケーションが取りやすいことや、今後の経済成長が期待
できることを考慮して、進出を決めた」と話してくれました。
　今後は、周辺国への新規取引先開拓にも積極的に取り組ん
でいくとのことです。
 
　県やKIPでは、フィリピンを含むASEANへの進出を検討し
ている県内中小企業の皆さまに向けて、様々な支援策を用意
しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

現地に進出した県内企業を紹介します

●県企業誘致・国際ビジネス課　TEL 045(210)5565

西山製作所フィリピン工場
(PHILIPPINE NISHIYAMA PIPE MFG.INC.)

長津製作所フィリピン工場
(Nagatsu- Sanpla Precision Mold Phil., Inc.)
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資金調達

資金調達

県からのご案内

●県金融課（金融相談窓口）　TEL 045（210）5695

売上や利益の減少でお困り
の中小企業者の方へ
～経営支援特別融資(一般枠)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、「経営支援
特別融資(一般枠)」をご紹介します。

検索 神奈川県　制度融資

融資対象者：最近3か月間又は6か月間の売上高又は
売上総利益額（粗利益）の合計が、直近3年のいずれ
かの年の同期と比較して減少している中小企業者等
資金使途：運転資金・設備資金
融資限度額：8,000万円
融資利率：年2.0％以内（固定金利）
融資期間：１年超10年以内

保証料率：0.45％～1.52％(県信用保証協会の保証
が必要)

お申込み  取扱金融機関の窓口へ直接お申込みくだ
さい。

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681

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

　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/docs/m6c/cnt/f5779/

セレクト神奈川100ロゴマーク
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産技総研からのご案内

●（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
　企画部連携広報課
　TEL 046(236)1500（代表）
　https://www.kanagawa-iri.jp/

５月24日（金）
KISTEC 施設公開デー

場　所
神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部

（海老名市下今泉705-1）

内　容
■ 見学ツアーの開催

（時間は変更する可能性があります）
1回目：13:00～14:30　2回目：15:00～16:30

※ 新規導入装置を紹介するコース等、各回5コース程度を予定しています
※ 見学ツアーは事前予約制で、申込開始は、3月中旬を予定しています。
 　お申込は、KISTECホームページよりお願いします

■ 知財セミナー　10：20～12：00
「下町ロケット」に見る中小企業の知財活用
　～ニッチトップになるための戦略～
講師：鮫島 正洋 氏（弁護士・弁理士）

2槽独立型キセノンウェザーメーター人工気象室

電波暗室
５軸制御

マシニングセンタ

　KISTECをより多くの方に知っていただくために、海老名本部において、施設内の見学ツアーを
5月24日（金）に開催します（昨年までは4月開催）。参加費は無料です。皆さまのお越しをお待ちし
ています。

地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所　一般公開

参加費
無料
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KIPからのご案内

横浜市南部を中心に、不動産仲介で高い認知度を誇る（株）三春情報センター。
2代目の春木 磨碑露 社長は、承継から6年で売上を2倍以上にした。
「社員たちは私よりずっと優秀であり、1人1人が専門家」と言い切り、

総合生活産業へと舵を切る。

病床で痛感した社員の有難み

任せるからこそ実現、
「幸せ」を売る事業

リーマンショックを「リーマンチャンス」に
　まだリーマンショックの余波に覆われていた
2012年、私は35歳で会社を継いだ。それから6
年。売上は34億から73億になった。ライバルが
淘汰されるときこそ、お客さまが求めることをして
きた。折込チラシを大々的にまくのではなく、お
客さま1人1人に誠実に対応する。旬の味覚を
定期的にお届けし
たり、結婚記念日
にお花を贈ったり。
7,000万円の新築
戸建を買いたいというお客さまでも、人生設計
をじっくりお伺いし3,000万の中古マンションを
仲介することもある。現在、弊社の年間取引は
2,500～3,000件だが、その半数がご紹介とリ
ピーターさまだ。

お売りするのは「幸せ」です。
　多角化も進めてきた。現在は13の新規事業
が走っている。不動産仲介だけなら、資格を取
れば誰でもできる。我々はお客さまのライフス
テージに寄り添い、「幸せをお売りしよう」と決め
たのだ。認可保育園や英語環境で預かる学童
保育、デイサービスなど、入社数年の女性社員に
も1から任せている。彼らは環境を作れば育って
くれる。私が説くのは、「自分の人生をどう生きた
いのか？」だけだ。給料は、固定給制。数字のた
めに働いている社員はいない。歩合給にしない
のは、「数字が悪かったから給料下げるね」とい
うのは経営者じゃないと思っているから。

店長になって、4人が辞めた
　27歳で店長を任された頃は、怒鳴ってばかり
いた。すぐに4人が辞めていった。その後、グルー
プマネージャーになっても、社員を信じることが
できなかった。「営業に行ってきました」と帰って
きても「ほんとかよ！」と。社員たちと距離があり、
疑心暗鬼になっていた。

MAHIRO
HARUKI

PROFILE

春木磨碑露
［はるき・まひろ］

株式会社 三春情報センター 
代表取締役。大原簿記情報
ビジネス専門学校中退。5人
兄弟の長男として、幼少期か
ら創業社長より帝王学を授
けられる。22歳より世界十数
カ国を巡る「2年間の武者修
行」の後、2001年同社へ。
営業、経営企画室等を経て
2012年より現職。好きな言
葉は「1％の可能性を100％
信じる」。鎌倉市在住。41歳

〈三春情報センター〉
http://www.319.jp 写真提供：三春情報センター

高熱に苦しむ中で受けた、父からの電話
　創立30周年を祝って、社員旅行をハワイに決
めた。私は副社長に就任したところだった。旅行
直前、風邪の高熱が何日も続き、脚が動かなく
なった。抗体が脊髄の神経を攻撃していた。そこ
へ、旅行先の先代社長から電話が入った。話は
シンプルだった。「健康にありがとうだよ、病にあ
りがとうだよ、社員にありがとうだよ」。病床で、
社員1人1人の名前を読み上げ、「ありがとう」と
言葉にすると、涙が止まらなかった。来る日も来
る日も繰り
返した。自分
の無力さと、
周りの人の
力を悟った。
無限の力を
持つみんな
に任せた方がいい。――承継の矢先に病に倒れ
たことが腑に落ちた。歩けるようになるまで半年
かかったが、病になったことを感謝できた。

少子高齢化社会？ パイはまだある
　不動産仲介店舗とその他事業を併せ現在40
拠点だが、2030年には粗利益100億、100支
店、経営者100人の「100（ハンドレット）計画」
を実現するつもりだ。少子高齢化で不動産業な
んて、と言われるが、弊社の仲介シェア（売買）
26％の横浜市港南区でさえ、全世帯数に占める
弊社のお客さまは4.6％。私たちには、まだ95％
ものパイがあると考えている。

ターニングポイント

―運命を変えにいく　Vo
l.9
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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
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

経営総合相談課：soudan@kipc.or.jp

▶開催日時：3月13日（水）15：00～17：00
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：日刊工業新聞社 編集局第一産業部   栗下 直也 氏

中小企業のIoT活用“最前線”　［定員30名］
～現場で取材を続ける記者が語る～

  

セ
ミ
ナ
ー

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

  

よ
ろ
ず
の
経
営
塾

▶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。

※ 内容が変更になる場合があります

▶開催日時：3月11日（月）15：30～16：30
▶講　　師：井上 真伯 コーディネーター

これだけは知っておきたい
「やってはいけない！」資金繰り

1名でも開講します（先着10名）

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.jp3月EVENT

神奈川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会会員は
通常料金の2割引きで
ご利用いただけます。

20％off
【お問合せ】KIP会事務局
（公財）神奈川産業振興センター 取引振興課
横浜市中区尾上町 5-80
神奈川中小企業センタービル５階
TEL：045（633）5149
E-mail：kipmember@kipc.or.jp
http://www.kipc.or.jp

★KIPホームページ内の「KIP会」コーナーもご覧ください！

工場見学 施設見学

■年会費
〈KIP会年会費〉
年会費 10,000円

期　間 4月1日～翌年3月31日

※入会金はございません。

トップセミナー
講演会
勉強会

●トップセミナー・講演会
●経営課題解決等の勉強会

●新入社員向け研修
●女性管理職・中堅社員交流会
●人事・総務担当者交流会

●工場・施設見学会の実施

●ＫＩＰ会ひろばの送付
●メールマガジンの配信
●会員企業ホームページ掲載

●部会・研究会活動
●会員総会・懇親会／
　賀詞交歓会等

部会・研究会
会員交流

人材育成
研修

各種
情報提供

工場・施設
見学会

新入社員研修

フォローアップ研修

トップセミナー

神奈川産業振興センターには、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」があります。KIP会では、経営課題解決につなが
る各種勉強会や会員交流会、講演会などを開催しています。様々な業種の会員との交
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てみませんか。

公益財団法人神奈川産業振興センター

KIP会入会案内

工業部会主催 海外視察

会員総会・懇親会

KIP会ひろば

KIP会は企業間交流や経営活動のヒントになります！


