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技術にプライドを持つ企業家・大学教員による
異業種交流会「はむらイブニングサロン」スタート

2018年7月19日、羽村市主催・首都圏産業活性化協会企画運営による異業種
交流会「はむらイブニングサロン」が初めて開催されました。
「イブニングサロン」は、技術にプライドを持つ企業家・大学教員がプレゼンを行い、プレ
ゼンを聴いた意欲的な企業家達とのマッチングを目指した異業種交流会で、埼玉県
や山形県など各地で開催されている交流会で、東京では初めての開催です。
第1回はむらイブニングサロンには、多くの方が集まり交流が図られました。
（詳細は3ページ）
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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新役員の紹介
平成30年6月7日に開催した平成30年度通常総会にて役員の改選が行われ、新役員が就任されました。
新役員から、第5代会長に野長瀬裕二氏、副会長に稲場純氏・高橋一彰氏が着任されました。

会長挨拶

野長瀬 裕二

当協会は、産業クラスター形成の推進組織として平成10年に設立され、
以来20年を超える歴史を刻んで参りました。
協会創設に加わられた諸先輩、それを支えてくださった皆様。
そのご尽力に改めて御礼申し上げます。
わが国では、高度成長期の1960年代に太平洋ベルト地帯の
京浜工業地帯、1970年代に筑波学園都市の整備が進みました。
本協会の活動エリアには、工業再配置政策により移転してきた企業・大学、1970年代に急成長が見ら
れたエレクトロニクス産業、さらには元々地域に立地していた企業やその後の新規創業企業が集積してい
ます。
開発機能を有する大企業のマザー工場も多く、わが国において特殊な産業基盤を有する地域の一つです。
当協会は、このように産学の高度な集積を有する埼玉県～東京都～神奈川県に基盤を有しており、地
域イノベーション創出の成果を幅広い国民に還元するエンジンとなるべく今後も邁進していきたき所存です。
地域内外のイノベーターの皆様が、「ここに来ればなんとかなる」というネットワークを構築するため、広域産
官学民の会員の皆様と共に力を合わせていきたいと考えております。

「楽しく、明るく、プロフェッショナルに」をモットーとする運営を心がけて参りますので、ご提案やご相談がありま
すれば事務局にお立ち寄り下さい。
イノベーション創出とその増幅に挑む会員の皆様が主役の協会です。
力を合わせて未来志向のイノベーションエンジンを創っていきましょう。

新役員のご紹介
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会 長

野長瀬 裕二（特定非営利活動法人新都心イノベーションパートナーズ 代表理事、
摂南大学経済学部 教授）

副会長

稲場 純（株式会社リガルジョイント ）

高橋 一彰（株式会社industria）

理 事

石渡
井上
加川
河野
杉岡
高岡
田村
廣瀬
村松

市川 敦士（株式会社イチカワ）
岩本 晃（相模原市）
窪井 要（有限会社久保井塗装工業所）
昆 凡子（DATAビジネス株式会社）
仙波 秀志（東京農工大学）
田辺 隆一郎（八王子商工会議所）
並木 心（羽村市）
保坂 政彦（東京都中小企業振興公社）

監 事

鬼塚 好弘（株式会社鬼塚硝子）
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弘美（株式会社ソーケンメディカル）
毅（株式会社イノウエ）
広志（アイフォーコム株式会社）
良子（第一合成株式会社）
芳樹（相模原商工会議所）
美佳（立教大学）
元紀（電気通信大学）
勉（八王子市）
洋明（株式会社ミラック光学）
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古瀬 智之（株式会社コスモ計器）

Event

Report
羽村市では、技術にプライドを持つ企業家・大学教員がプレゼンを行い、プレゼンを聴いた意欲的な企業家達とのマッチングを目指した異業種
交流会「はむらイブニングサロン」をスタートしました。首都圏産業活性化協会は、「はむらイブニングサロン」の企画運営を行っています。
第1回は、「ものづくり企業のIT現場」をテーマに企業と大学からのプレゼンを行いました。

第1回はむらイブニングサロン 「ものづくり企業のIT現場」
開催日時：2018年7月19日（木）18:30～20:00
開催会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ
主催：羽村市
企画運営：一般社団法人首都圏産業活性化協会
(株)イチカワ（東京都羽村市）

専務取締役 市川 敦士氏

「株式会社イチカワにおけるIT環境」
独自の技術で進めている情報システム開発、社内システム・社内インフラの開発事例、IoT導入にむけた技術
開発について担当人材も含めて具体的な取り組みについて紹介いただきました。
(株)アドテックス（群馬県高崎市）

代表取締役 佐藤 弘男氏

「株式会社アドテックスの取り組み」
「自動制御」、「微小信号処理」、「パワーエレクトロニクス」の3つのコア技
術で、半導体関連機器、FA（Factory Automation）機器、 ME
（医療）機器分野で、ニッチトップにこだわった製品の開発事例について
紹介いただきました。
首都大学東京システムデザイン学部 機械システム工学科
システムデザイン研究科 木見田 康治氏
「ITを活用した製造業のサービス化」
IoTの普及に伴い活発化している製造業のサービス化に関する事例、製品+
サービスの提供、製品の利用権の提供など、サービス化の手法（PSS：
Product Service System）について、日本企業の状況をお話しいただき、
サービス化の実現に向けた方法論についてご紹介いただきました。
第2回はむらイブニングサロンは、8月22日（水）に開催予定です。詳細は、5ページをご覧ください。
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広げよう会員の輪

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。

新規会員の紹介

レンジフードのパイオニアとして
環境に優しく快適な住空間の創造を目指します
当社は、レンジフードを柱とした企画・開発設計・生産・販売・アフターサービスまで、
一貫した事業活動を行う住宅設備機器メーカーです。
1941年の創業以来、“ものづくり”にこだわり続け、効率的な換気のみならず、シス
テムキッチンの機能性、デザイン性を追求し、快適な暮らしを
提供して参りました。
国内の大手住宅設備機器メーカー様ほぼすべてにお取引を
いただくなど、国内外で積極的な事業活動を展開しております。
富士工業株式会社
所在地

神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9

TEL

042-753-1001

URL

http://www.fjic.co.jp/

キュレーションズ株式会社

curationsはIoT時代の
サービスビジネス共創会社です

キュレーションズの事業は、新規事業共創パートナー。新しい
事業の種を作り、芽吹かせるために常に結果を探求し続けます。
重要視しているのは、まず最小限で事業を起こし、本当に世
の中（消費者）に求められるものか？早期に売り上げを立て
ることができるか？というところを検証しながらプロジェクトを進め
て参ります。
クライアント様と共に新しい市場を創るパートナーとして、伴走
して参ります。
キュレーションズ株式会社
所在地

東京都渋谷区神宮前4-32-12 ニューウェイブ原宿6F

TEL

03-6447-5985

株式会社東京ウエルズ

URL

http://curations.jp/

限りないエレクトロニクスの発展を影で支える
世界の人と技術の融合を追求するメカトロニクス企業です
テーピング機、外観検査機等の電子部品製造機器の 企画、設計、
製造、販売を行っています。
主力製品であるテーピング機においては処理速度世界最速レベルを
誇り世界各国に導入を行い電子部品業界では欠かすことの出来ない
製品の製造の一端を担っています。
また本年は、既存商品の製造・性能向上に加えて 新たな技術力・
製品の開発を目指して新商品企画開発部を新設しました。
株式会社東京ウエルズ
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所在地

東京都大田区北馬込2-28-1

TEL

03-3775-4331

URL

https://www.tokyoweld.com/

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。

[日

時] 2018年8月1日（水）17:30－19:30
（終了後懇親会開催予定）
[会 場] 狭山市市民交流センター
（狭山市入間川1-3-1）
[参加費] 500円（懇親会費 5,000円）

第2回つなぐWaSession
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10045

関東経済産業局の地域と地域中小企業支援、
中小企業から見る経済産業省の支援と自社の成長」
内 容：

経済産業省関東経済産業局を囲んで、TAMA地域の中小企業の成長発展や地域中小企業施策について、
中小企業からは、国の支援を受けることによりどのように自社の成長につなげていったか、また国の支援を受けるきっか
けなどについて語っていただき、プレゼンテーター・参加者によるフリーディスカッションを行います。
プレゼンテーター：経済産業省 関東経済産業局地域経済部 次長 青木 宏 氏
株式会社industria 代表取締役 高橋 一彰 氏
申込み・問合せ： HPにて受付中。 事務局 平田
Email:info@tamaweb.or.jp

TEL:042-631-1140

(＊)

第2回 はむらイブニングサロン
10回 スマートものづくりを考える会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/9859
ものづくり現場におけるAI実践ワークショップ
内 容：

FAX:042-631-1124

[日 時] 2018年8月22日（水）16:00－18:30
（終了後懇親会開催予定）
[会 場] 羽村市生涯学習センターゆとろぎ
（羽村市緑ヶ丘1-11-5）
[参加費] 無料（懇親会費 2,000円）
[主 催］羽村市

(＊) 本事業は、羽村市から（一社）首都圏産業活性化が

委託を受け、企画運営を行っています。

■イノベーションの歴史から紐解くAI活用の道しるべ
・第4次産業革命においてAIが果たす役割は？
・ 画像処理・IoT活用を推し進めるポイント
・最適化（スケジューリング、リソース配分）におけるAI活用
■ものづくりにおけるAI活用ワークショップ
・グループ別ディスカッション→発表（画像処理／IoT／スケジューリング）
講 師：株式会社メディンプル 代表取締役社長／博士（情報学） 清田 陽司氏
申込み・問合せ：HPにて受付中。 事務局（羽村サテライト） 平田・森
Email:tcs@tamaweb.or.jp TEL:042-570-3481

第33回 医療イノベーションフォーラム
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10049

内 容：

FAX:042-570-3482

[日 時] 2018年9月25日（火）16:30－
[会 場] 八王子先端技術センター 開発・交流プラザ
（八王子市旭町10-2）
[参加費 無料

中小企業の医療機器業界への新規参入事例の紹介
講 師：ケー・アンド・ケージャパン株式会社 代表取締役
株式会社アイ・メデックス 代表取締役社長
申込み・問合せ：事務局 松本
Email:matsumoto@tamaweb.or.jp

久保田 博南氏
市田 誠氏
TEL:042-631-1140

FAX :042-631-1124

8月24日（金）開催予定の「コニカミノルタ・オープンイノベーション」は、ご好評につきお申込が定員を達したため、
受付を終了いたしました。ご検討いただいた皆様には大変恐縮ですが、ご了承ください。
問合せ：事務局 越智
2018. July. No05
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技術連携交流会と同日開催
ダイバーシティ・知財マネジメント・技術セミナーから
イノベーションのヒントを得る！
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中野
サンプラザ

ダイバーシティ
ダイバーシティ・セミナー

[時

間] 14:00－ 14:30

[会 場] 13階 スカイルーム

『従業員18人の会社が世界のトップアスリートを振り向かせた～その働き方と産学連携のメリット～ 』
株式会社ソーケンメディカル 代表取締役 石渡 弘美氏

女性研究者によるシーズ発表

[時

間] 14:30－16:30

[会 場] 13階 スカイルーム

様々な大学・研究機関の女性研究者が企業の方々にむけて研究成果を発表いたします。
テーマ① QOL向上のための新技術
テーマ② 海外でのビジネス機会 （中国、西アフリカを予定）

研究内容ポスター展示

[時 間] 14:00－18:00

[会 場] 13階 スカイルーム

ご自由にご覧いただけます。

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
[時

間] 14:00－16:00

知財

[会 場] 6階 バードルーム

6月に開催し、好評をいただいたマネージメントセミナーの第2弾。中小企業60社のリアルな失敗事例から取りまとめ
たケーススタディをもとに、取引方法・管理方法・契約・秘密保持・特許・ブランド・デザインなどの知的財産権の取扱
いについて、参加者同士のディスカッション（互学互修）を通じて、ビジネス戦略の立て方を習得していきます。

技術

東京都産業技術研究センター 技術プレゼン
[時 間] 16:30－18:00

[会 場] 6階 バードルーム

東京都立産業技術研究センターの研究者による技術シーズ紹介を行います。研究者との個別面談も可能です。

会場：中野サンプラザ（中野区中野4-1-1）
13階 コスモルーム
12:00

展示会（12:00～18:30）

13:00

開会式・特別講演
（13:00～13:50）

14:00

15階全体

個別面談
（14:00～15:30）

15:00
16:00

個別面談
（16:00～17:30）

17:00
18:00
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13階 スカイルーム

6階バードルーム

ダイバーシティ・セミナ
女性研究者による
シーズ発表会・研究内
容ポスター展示
(14:00～18:00)

知財マネジメントセミナー
（14:00～16:00）

都産技研センター
技術プレゼン
（16:30～18:00）

地域イノベ・技術連携交流会
参加企業募集（展示会出展）
技術連携交流会は、地域の大学、研究機関等と連携しながら、モノづくりの大手企業と中小企業の連携を
促進し、これまで創ることのできなかった“新しい価値の創出”や、難しかった“課題の解決”を目指すマッチング
の場です。
本年は展示エリアを大幅に拡大し、展示企業様のマッチングを促進します。
大手企業・中小企業・大学が集まる機会ですので、ぜひご活用ください。
日 時 2018年10月5日（金）12:00ー18:30
会 場 中野サンプラザ（中野区中野4-1-1）
【展示会ブース様式】
・パネル： 幅90cm 高さ200cm ・展示机： 幅90cm 奥行90cm
※電気製品を展示する場合は延長コー ド（2m程度）をご用意ください。
【展示費用】 5,000円
※製品・技術PRレポートを展示にご利用される企業様は、当協会でA1サイズの
ポスターをご用意いたします。（ポスター印刷費として別途5,000円頂戴いたします）
【エントリー方法】 下記いずれかでエントリーください。
①メールエントリー
(1)企業名(2)部署・役職(3)お名前(4)電話番号(5)住所
をご明記の上、tcs@tamaweb.or.jpまでお送り下さい。
②WEBエントリー

http://www.tamaweb.or.jp/gijutsu2018

地域イノベ・技術連携交流会
優れた技術を持つ中小企業、大学研究者、大手企業が全国各地から
集まり、単なる受発注にとどまらない技術連携を目指したマッチングを行
う交流会です。
大手企業40社・中小企業150社以上、大学・研究機関等8機関以
上が参加し、個別面談とともに、中小企業の展示を行います。
対象企業：約1,700社の「製品・技術ＰＲレポート」作成企業
参加要件：
①大手企業及び大学等が面談を希望した企業
②企業及び大学等のニーズ情報に対し、解決策、対応策等をエン
トリー頂いた企業・大学
③製品・技術を展示公開し、マッチングを希望する中小企業（募集
は上記の通り）

問合せ：事務局（羽村サテライト） 八木・森・堺・山本・笠井
Email:tcs@tamaweb.or.jp TEL:042-570-3481 FAX :042-570-3482
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新規会員募集中！会員の皆様からのご紹介をお願いいたします
首都圏産業活性化協会では、ネットワークの拡大・強化を図り、会員
間のビジネス交流をさらに進めるため、新規会員の募集を行っています。
産学官金連携機関として、多くの企業・大学・行政・金融機関、そして
専門家の皆様の協会活動へのご参画をお待ちしています。
会員の皆様からのご紹介をお待ちしております。
ご入会は、HPからお申込みいただけます。
「入会のご案内」をクリック➡

「つなぐWa」は会員相互の交流の場です

協会へのご期待・ご要望お寄せください

会員の皆様のPRを募集しています

新中期計画（３ヶ年計画）に沿って本格的な
活動を開始しております。

会報「つなぐWa」は、奇数月に発行しています。
会員の他、協会とネットワークがある関係機関など
約500の団体・個人に配布しています。

各種交流会や講座、会員企業の現場力アップ
に役立つ寄り添い支援など、現在、たくさんの企画
を進めております。

会報「つなぐWa」 は会員相互の交流の場です。
今後の「つなぐWa」では、会員の皆様のご紹介を
掲載してまいります。

会員の皆さまのこれからの協会活動に対するご期
待やご要望を事務局までご連絡ください。

事業紹介や商品、サービス、取組内容などのPR、
リサイクル可能な備品等の情報など、事務局へお
寄せください。

 期待する支援事業

また大学・行政・金融機関からのPR、 商工会
TAMAコーディネーターからの
商工会議所
お役立ち情報なども
中小団体
掲載してまいります。

 セミナー・研究会のテーマ

官

 協会へのご意見 など

産

金

コーディ
ネータ

発行元・問合せ

 講演講師の推薦

学

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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＜羽村サテライト＞

産業福祉センター
八王子スクエアビル

