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新協電子株式会社

コミュニケーションを高める会社づくりで
幅広い開発力につなげる
2018年5月、東京都八王子市。

新協電子株式会社

2018年5月、東京都日野市から八王子市へ本社事務所を移転。1964年の創業
以来、事業拡大に合わせて事務所を移転し、5つ目の本社地です。
外塀の表札と、建物入口の上に掲げる会社名看板は、これまでの建物で使用してい
たもの。
創業時のマインドと創業メンバーの想いを引き継ぎ、新しい展開へ向かいます。

新協電子株式会社

代表取締役

中西 英樹

所在地

東京都八王子市台町1丁目22-19

従業員

28名

業務内容

社会インフラ向け通信機械、器具及び部分品の製造販売

創業

1964年

新本社落成日 2018年5月7日
会報「つなぐWa」では、今後も会員の新工場・新事務所等のご紹介を行っていきます。
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interview
新協電子株式会社

代表取締役 中西 英樹

新協電子の新社屋は3階建て。ほとんどの社員が設計・開発者である当社は、基本的に2階のオフィスフロア
で各人が設計・開発を行っています。一部の組み立てや試験を1階で行い、3階は社員のコミュニケーションルー
ム兼食堂です。
創業当時は、設計・開発からの組み立てがメインの事業でしたが、中小企業を取り巻く社会経済の厳しさが
増す中、2代目を継いだ中西社長は「設計・開発」にパワーを集中させ、ものづくりの部分の多くを協力メーカー
に依頼するビジネスモデルに大きく舵を切りました。一時は縮小傾向にあった事業や人材も、集中と選択が功を
奏し、現在は事業・社員も拡大。本社事務所も大きく拡大し、人材力を高める会社づくりをしています。

開発人材こそコミュニケーションを
新社屋では、2階のオフィスフロア、1階の作業フロアとも壁や仕切り
がないオープンなフロアとしています。
設計・開発者は、一人でPCに向かう作業が多く、柔軟なアイデア
や発想の転換に気付かず没頭してしまうこともしばしば。新協電子で
は、設計・開発者同士のコミュニケーションが、仕事のヒントやアドバイ
スにつながると考え、職場空間をつくりました。
フロアの社員の様子や雰囲気がすぐに分かるため、悩んでいる社員に周りが声をかけたり、互いに協力する雰囲
気につながっています。
社員のコミュニケーションを図る工夫は、業務フロアだけでなく、
食堂・休憩スペースにも表れています。
3階の食堂・休憩スペースもオープンな間取りであるのはもちろ
んですが、以前の社屋で使っていた四角いテーブルから、丸テー
ブルに一新。
四角いテーブルでは自然と「固定席」が生まれ、休憩中に会
話するのも特定の社員という状況でした。しかし丸テーブルにす
ることで、その都度自由な席に座り、その都度違う社員が近くに
座り、自ずと様々な社員間での会話が生まれるようになりました。
近隣では少し小高い場所にあるため、3階からは富士山が一
望でき、夏の時期は地元八王子市の花火大会が特等席で見
ることができます。
「いずれは、食堂・休憩スペースに社員の家族を招待し懇親・
交流の場としたい。」家族に自慢できる会社であることがモチ
ベーションにもつながると期待されます。

現在と将来
開発者は常に新しい分野・新しい研究、未完成の技術の、まだ小さ
な動向や情報を掴むことが重要と考える中西社長。その情報収集力
は国内に留まらず、最先端研究が行われている海外に高いアンテナを
張っています。
そのためのネットワークづくりと、開発者自らが営業を行うため、中小企
業という枠に留まらないリーダーシップとマネジメント力向上のための人
材育成には惜しみない力を注いでいます。
人材を大事にするからこそ、創業時からの社会インフラ向け通信開発
をぶれない軸とし、他分野・他業種への事業展開に取り組もうとしてい
ます。
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Kanto METI

関東経済産業局から

自動車の次世代化を見据えた
関東経済産業局の取組

― 自動車産業の変革
自動車関連産業は、日本をけん引する産業であり、広域関東圏においても、地域の経済や雇用を大きく支えて
います。
現在の自動車の動力は内燃機関が主流であり、今後も世界的に見れば内燃機関は一定のシェアを占めるとみ
られていますが、各国の環境規制等を背景に自動車の電動化が進展しています。自動車の電動化は部品構成の
変更や部品点数の減少などをもたらし、地域の企業へ大きな影響を及ぼす可能性が指摘されています。
関東経済産業局ではこれまでも、ものづくり企業の技術力を医療機器や航空機などの成長産業へ展開する地
域企業への支援や、大企業と地域企業とのオープンイノベーション促進活動をしてきましたが、自動車の次世代化
に係る分野においてもどのような支援策を講じるべきか検討しています。
― 自動車の電動化を見据えた支援策検討
関東経済産業局では昨年度、自動車の電動
化を見据えた地域企業の参入支援に関する調
査を行いました。
有識者や自動車メーカーなど大手川下企業へ
のヒアリングを行い、大手のニーズを整理したうえ
で、地域でソリューションを有する企業とのマッチン
グを実施しました。
自動車を取り巻く環境変化は、電動化に限ら
ず、自動運転やシェアリングなど“コトづくり”にも広
がり、これらの新たな事業領域においては企業間
連携の可能性があることが分かりました。
調査の内容は、関東経済産業局のwebサイトで公開しています。

「自動車の電動化を見据えた産業構造の変化への対応と
広域関東圏における地域企業参入可能性」調査報告書
調査では、国内の地域企業が、電気機械産業や半導体産業等の
他の産業で培った技術を活用し、車載用二次電池若しくはモーター
に関連する開発又は製造に進出した事例調査や、車載用二次
電池・モーター関連の大手企業の技術ニーズに関する調査等を
実施し、当該各種調査の実施を通じ、ニーズ企業と地域企業との
マッチング／コーディネート手法のあり方をまとめています。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shiene/20180518_2jidenchi_motor_houkokusho.html

調査に関する問合せ：関東経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課
地域エネルギー振興室 TEL: 048-600-0355

―自動車産業室の設置
当局は今年4月に部署の再編を行い、地域経済部に「先端産業支援課」を設置しました。併せ
て先端産業支援課に「自動車産業室」を設置し、自動車の次世代化を見据えた支援を行ってい
きます。
問合せ 関東経済産業局 地域経済部 先端産業支援課 自動車産業室

TEL: 048-600-0283
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Event

Report
様々なテーマでトークセッションとワークショップ・ディスカッションを行う異業種交流会「つなぐWa Session」をスタートしました。
会報と同名の「つなぐWa」には、「輪」「和」、そして「話」の意味を込めています。
プレゼンテーションや事例発表、トークセッションとディスカッションを行う交流会「つなぐWa Session」、今後も各地で開催していきます。
第1回は、「SDGs」をテーマに、多摩地域でビジネス勉強会主宰している「タマベン」、多摩信用金庫との共催で開催しました。

第1回つなぐWa Session × 第68回タマベン
「SDGs」 は実践できます！
開催日時：2018年5月18日（金）18:30～20:45
開催会場：たましんwinセンター
主催：一般社団法人首都圏産業活性化協会
共催：タマベン（多摩の手づくり勉強会）、多摩信用金庫
■ SDGsとは
インプットトークとして、改めて「SDGs」とはなにか、どういった経緯でつくられたものかを学びました。
「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2001年に策定さ
れたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミットで採択された国際目標です。
「貧困をなくす」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」など17のゴールが設定されています。
しかし、日本ではまだ一般的ではありません。
つなぐWa Sessionでは、参加者それぞれが「SDGs」をどう捉えて
いるか、身近であるかどうかについてグループで話しました。
■SDGsの実践事例
「SDGs」は創業の理念に立ち返ると身近であることが分かります。
つなぐWa Sessionでは、いくつかの会社が実践している例を
聞きました。
その例は、いずれも本業徹底して向き合うことで「SDGs」を実践
している会社。社会貢献としてではなく、会社の事業であり、それが
社会貢献につながるものであるため、持続的な活動になっていると
いう例を知ることができました。
■SDGsは自己実現
グループトークでは、参加者が関心があるSDGsのテーマに分かれてディスカッションを行いました。
会社や個人が日々行っていることの中に、SDGsのゴールにつながることがあります。SDGsを意識し、そしてそれを国
際的な活動の一環であることをPRしていくことこそ、SDGsの実践です。

タマベン…
独立起業した方などが中心となり開催している勉強会。
社会の課題・社会貢献、一般的な教養、ビジネス・マーケ
ティングなどのテーマをベースとし、八王子市などで開催して
いる。
出席者全員が自分で考え、話し合いに参加するワークショッ
プ形式で実施し、これまでに67回開催している。
今後のつなぐWa Session
海外のビジネス動向、業界最前線などのテーマで計画中です。
協会webサイト、メールマガジンをチェックしていてください、
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Introduction of Members

会員企業の活躍をご紹介します。

「大企業」の「大」は、売り上げ、利益、従業員数という規模の「大」。しかし、規模
は小さくても影響力や地域貢献の大きさが「大」の会社もあるはず。

日本が誇る小さな大企業

ForbesJapanでは、そのような企業を「スモール・ジャイアンツ」と名付け、消費者の
心を鷲掴みにしたアイデア、価値観、仕組み、技術。そんな価値ある企業を探して
表彰するアワードを新設しました。
「スモール・ジャイアンツアワード」は、創業10年以上、売上高100億円未満の価
値ある企業をアドバイザリーボード12組の協力のもと、全国から250社を選出。
「カッティング・エッジ」「ローカル・ヒーロー」「グローバル」「セカンド・ローンチ」「ベスト・エ
ンゲージメント」の5つのカテゴリーごとに表彰企業を決定。
「グローバル」部門に（株）ビー・アンド・プラス（埼玉県小川町）が選ばれました。
このほか「注目の小さな大企業
11選」の「ベスト・エンゲージメント」
として武州工業(株)、(株)エリオニクスが
選定されました。

中小企業庁は、ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性
向上、積極的な海外展開やインバウンド需要の取込み、多様な人材活用
や円滑な事業承継など、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事
業者を「はばたく中小企業・小規模事業者300社」として選定しました。
協会会員は下記企業が選定されています。
○生産性向上 ものづくり
(有)久保井塗装（埼玉県狭山市）

(株)第五電子工業（神奈川県相模原市）

○需要獲得 ものづくり
カネパッケージ(株)（埼玉県入間市）

(株)リガルジョイント（神奈川県相模原市）

○担い手確保 ものづくり
(株)井口一世（東京都千代田区）

The Driving Company
For the regional future

経済産業省は、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への
影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心
的な担い手、および担い手候補である企業2,148社を「地域未来牽引企業」とし
て選定しました。
協会会員は下記企業が選定されています。

(株)コーア（青森県弘前市）
(株)金子製作所（埼玉県さいたま市）
(株)協同商事（埼玉県川越市）
(株)井口一世（東京都千代田区）
京西テクノス(株)（東京都多摩市）
(株)TOK（東京都板橋区）
武州工業(株)（東京都青梅市）
アイフォーコム(株)（神奈川県相模原市）
(株)ミズキ（神奈川県綾瀬市）

(株)industria（埼玉県入間市）
カネパッケージ(株)（埼玉県入間市）
(株)テラダイ（埼玉県入間市）
(株)菊池製作所（東京都八王子市）
スタック電子(株)（東京都昭島市）
東成エレクトロビーム(株)（東京都西多摩郡瑞穂町）
(株)ミラック光学（東京都八王子市）
(株)コバヤシ精密工業（神奈川県相模原市）
山陽精工(株)（山梨県大月市）
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Event

Seminar

今後のイベント・セミナー
今後も、皆さまの「知りたい」「聞きたい」「話したい」によるセミナー・研修・交流会を開催します。
ニーズ・テーマのご希望は事務局へご連絡ください。また皆さまの事例・講師紹介もお待ちしています。

第31回 医療イノベーションフォーラム
http://www.tamaweb.or.jp/archives/9846

[日 時] 2018年6月1日（木）16:30－19:00
[会 場] 八王子先端技術センター 開発・交流プラザ
5階会議室（八王子市旭町10-2）
[参加費 無料

内 容：
●『疑似細胞空間・疑似組織を基盤とするバイオ分析』
東洋大学理工学部 応用化学科 准教授 佐々木 直樹氏
●『車いす利用者のための支援システム～身体動作インターフェースと段差乗越え補助キャスタ～』
東洋大学理工学部 機械工学科 准教授 横田 祥氏
申込み・問合せ：事務局 松本
Email:matsumoto@tamaweb.or.jp

第9回 スマートものづくりを考える会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/9859

生産性向上：全体最適化を目指す現場革新への取り組み

TEL:042-631-1140

FAX :042-631-1124

[日 時] 2018年6月6日（水）16:00－18:00
[会 場] 八王子先端技術センター 開発・交流プラザ
5階会議室（八王子市旭町10-2）
[参加費] 無料

内 容：
●『諏訪圏ものづくり推進機構、信州ものづくり革新スクールの紹介』
信州ものづくり革新スクール 校長 森 安夫氏
●『産性向上のための改善手法について』
信州ものづくり革新スクール 講師 横山 勝治氏
申込み・問合せ：事務局（羽村サテライト） 森
Email:tcs@tamaweb.or.jp

TEL:042-570-3481

自社技術を“守る”・自社技術で“攻める”
マネージメントセミナー
http://www.tamaweb.or.jp/archives/9906

FAX:042-570-3482

[日
[会

時] 2018年6月25日（月）18:00－20:00
場] 八王子先市生涯学習センタークリエイトホール
5階ホール（八王子市東町５−６ ）
[参加費] 無料

内 容：
ビジネス戦略を、講師・受講者とのディスカッションから習得していくセミナーです。
中小企業60社にヒアリング調査を実施し取り纏めたケーススタディ集を使用して、取引方法、管理方法、契約、秘
密保持、特許、ブランド、デザインといった知的財産権を踏まえて、グループに分かれ、ディスカッションしながらさまざま
な視点から、各企業での解決策を探していきます。
講師：新井・橋本・保坂国際特許事務所 代表弁理士 新井 信昭 氏
ファシリテーター：ディスプロ（株）代表取締役社長 桑原 良弘氏
S-factory&co.工場長兼ビジネスクリエーター 尾﨑 典明氏
申込み・問合せ：事務局（八王子） 小倉、平田
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140

6

つなぐWa

2018. May. No04
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会員限定

秘書番頭の会

― お客様へのおもてなし、
モチベーションアップ・コミュニケーションとしての社内イベント ―

[日
[会

時] 2018年6月29日（金）16:00－20:30
場] カネパッケージ株式会社
（入間市南峯1095-15）
[参加費］無料（懇親会は会費制）

http://www.tamaweb.or.jp/archives/9894
秘書番頭の会では、「秘書」「番頭」としての業務の好事例・失敗例、経験者だからこそ感じる仕事のやりがい・むずかし
さを共有し、互いの業務に生かしそれぞれがスキルアップしていくことを目指します。
協会会員限定で、会員の秘書的な役割を担う方、社長の右腕・番頭的役割を担うご担当者様が対象です。
今回は、会員企業のカネパッケージ様にて、お客様向け・社員向けイベントの事例・工夫について意見交換し、新社屋
でビヤガーデンの体験懇親会付きの開催です！
対象：協会会員の「秘書」「番頭」的役割を担うご担当者様（役職・年代は問いません）
申込み：webサイトからお願いします。
問合せ：事務局 平田

Email:hirata@tamaweb.or.jp

Cd限定

TEL:042-631-1140

FAX:042-631-1124

[日

コーディネーター連絡会議
http://www.tamaweb.or.jp/archives/9908

時] 2018年6月19日（火）18:40－21:00
（懇親会 20:00－21:00)
[会 場] 杜のホールはしもと 多目的室
（相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本）
[参加費］無料（懇親会は会費制）

TAMAコーディネーターを対象に、協会の事業説明、コーディネーターの皆様の知見・ノウハウを生かした活動をお願いし
たいプロジェクトの募集を行う連絡会議を開催します。
コーディネーター間・事務局との交流も図ります。ぜひご参加ください。
★今年度、技術連携交流会でのマッチングコーディネーターや協会オリジナル統計データの企画コーディネーターなどの募
集を行う予定です。
対象：TAMAコーディネーター、TAMAコーディネーターとしての活動を希望する方
申込み：webサイトからお願いします。
問合せ：事務局 堺・平田
Email:info@tamaweb.or.jp

TEL:042-631-1140

FAX:042-631-1124

この他にも、第33回医療イノベーションフォーラム（7月●日）、第2回つなぐWa Sessionも企画中です。

平成30年度通常総会
[日 時] 2018年6月7日（木）18:40－20:00 20:30~懇親会
[会 場] 立川市女性総合センター アイムホール（立川市曙町2-36-2）
[議題（案）] ※議題資料は6月1日（金）に協会webサイトに掲載予定です。
（１）平成２９年度事業報告及び収支決算について
（２）平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
（３）定款の変更について
（４）役員の選任について
（５）その他
[懇親会] 20:30～ 会場：ベースボール（立川市曙町2-31-15） 会費：5,000円
※出欠のご連絡、欠席の場合の委任状提出をお願いいたします。
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広げよう会員の輪

新規会員の紹介

新規会員との意見交換・面談を希望する方は、
事務局へご連絡ください。

大川原化工機株式会社
主力装置は『スプレードライヤ』という噴霧乾燥機。
販売・計画・設計・製造・設置・開発を主に活動
しています。
液状のものを弊社装置に通すと、粒子の揃った
粉体へ作り変えることができます。省エネや環境に
応じた設計も請け負っています。また前後装置に関しても知識や経験が
ありますので、お任せいただくことが出来ると思います。
※：製品粉体としてイメージしやすいのは、「印刷機のトナー」や、
「カップラーメンの粉末スープ」です。
前処理装置として『乳化分散装置』の開発・販売を開始しました。農
業関係へも開発・販売を開始しています。
大川原化工機株式会社
所在地

神奈川県横浜市都筑区池辺町3847

TEL

045-932-4111

URL

http://www.oc-sd.co.jp

カンタムエレクトロニクス株式会社

3Dガルバノスキャナー
レーザ加工装置

加工用のレーザとしてファイバーレーザ、CO2レーザ、
極短パルスレーザ等などの最先端レーザ機器の輸入販売を行うとともに、
レーザ加工装置やUV-LED 照射器の開発・設計・製作などを実施する
メーカー活動も行っています。

レーザの他にも、ISO 10218「産業ロボットの安全要件」に準拠した安全柵不要
の人協調ロボットや、施設内の輸送作業に革新をもたらす人協調型自律移動
ロボットの輸入販売とシステム提案を行っています。
安全柵不要人協調ロボット
人協調型自律移動ロボット

カンタムエレクトロニクス株式会社
所在地

神奈川県横浜市都筑区池辺町4666

TEL

045-345-0002

発行元・問合せ

URL

http://www.kantum.co.jp

一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は会員へ配布しているほか、
自治体・商工団体・金融機関へ配布しています。

一般社団法人首都圏産業活性化協会

Emai：info@tamaweb.or.jp
八王子事務所

＜八王子事務所＞

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル11階
TEL／FAX：042-631-1140／042-631-1124
羽村サテライト
[地域イノベーション戦略推進事業担当]
〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1
羽村市産業福祉センター1階
TEL／FAX：042-570-3481／042-570-3482
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URL：http:／／www.tamaweb.or.jp
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＜羽村サテライト＞

産業福祉センター
八王子スクエアビル

