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株式会社菊池製作所
東京ショールーム
2019年10月、八王子駅近くにサービスロボット分野の東京ショールームをオープン。オープンイノベーションの場としての展開をご紹介します。
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interview
株式会社菊池製作所
大学との産学連携により生まれたアイデア・ビジネスをベンチャーとして立ち上げ育成し、グループを拡大している
株式会社菊池製作所。2019年10月、八王子駅近くにサービスサポートロボットの展示・体験ができる東京ショー
ルームをオープンした。
メーカ、大学、サプライヤー、製造企業、ユーザ等の有機的な連携を促進するためのオープンイノベーションとし
て、web上のプラットフォーム「WORLD ROBOTEC」、そしてリアルな場「東京ショールーム」により、さらなる新しいも
のを創り出し、新規ビジネスチャンスを広げる取り組みを進めている。

サービスサポ―トロボットで成長ものづくりに展開
― 約50種類のロボットを終結した東京ショールームのコンセプトは。
2018年度当初に、サービスサポートロボットに関するシーズ・企画・開発力を持
つ大学・研究機関・スタートアップ、試作・製造のものづくり企業・メーカー、実証の
ユーザー、保守・販売の企業、資金調達のVCなど、包括的に連携ができるプラッ
トフォーム「WORLD ROBOTEC」を立ち上げました。
「WORLD ROBOTEC」の活動を進める中で、やはり実際のロボットを見て体
験できる場がつくりたいと、この東京ショールームをオープンしました。
ものづくりは1社ではできず、特に今の時代はコラボレーションが重要です。これか
らの成長分野であるサービスサポートロボットの連携を促進し市場を拡大するため
のオープンイノベーションの場です。
当社ではサービスサポートロボットを、「ヒトの生活や産業を支え、ヒトと協働す
る」道具としてて位置付けています。東京ショールームには、産業用ロボットも非産
業用のいわゆる生活支援ロボットもあります。
同じ機能・同じモノでも、中のアプリにより生産現場、介護現場、生活など様々
な場面で利用ができ、ユーザーの目的も効率化・負担軽減・便利さ向上など多
岐にわたります。これまでとは異なる業種横断的な展開が考えられます。

試作によるものづくり支援をコアに成長を続ける
― 産学連携の実績が豊富で、ベンチャー企業の立ち上げやスタートアップへの
支援など展開を広げていますが、今後の展開は。
元々は町工場としてスタートし、様々な試作を行う中で力を付けてきた。しかし
モノは作れるがアイデアがない、ということから産学連携を始めた。当時の産学連
携は、大学の研究・アイデアを大手企業が買っていく、というものであったが、幸い
に八王子には大学が多く立地し、サイバーシルクロードや首都圏産業活性化協
会など産学連携を地域で後押しする文化があり、少しづつ突破することができた。
アイデアはあるがモノはつくれない大学には、当社の試作対応力・スピードは非常に喜んでいただくことができ、これにより産学連
携の幅が広がり、当社の「ものづくり支援」の元となっている。
当社の産学連携は、ベンチャー企業の立ち上げと育成により事業化を進めている。これは「ものづくり支援」をコアとする当社の
ビジネスモデルであり、現在は大学発を中心に15社のスタートアップにも出資をしている。今はモノをつくれば売れる時代ではない。
サービスを付けてつけていくことでビジネスの可能性がある。当社の試作技術職を土台に、新しいコラボレーションとビジネスモデル
の転換も進めながら、未来を切り開いていきたいと考えています。
ものづくり連携を図りたい企業様、常設展示を希望さ
れるメーカー様など、お気軽にご相談ください。
東京ショールームの見学を希望する方は、
事前にお電話またはメールにてご連絡ください。
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株式会社菊池製作所 東京ショールーム
代表者

代表取締役

菊池 功

窓口

所在地

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル5F

TEL

042-649-1131

mail

取締役 乙川 直隆
info@world-robotec.com

会報「つなぐWa」では、会員の製品・技術・サービスをご紹介します。情報をお寄せください。

会員の

会員企業紹介

加熱観察承ります
あなたの見たいをクリアに魅せます
高温観察装置 SMT Scopeはリフロー炉内を可視化するシミュレーション装置として実装業界の開発
スピードアップに長年貢献してまいりました。
微細化が進む次世代エレクトロニクス、性能向上著しいパワー半導体には、新たな接合材料の開発、
および実装プロセスの検討が求められています。
試料の温度による変化をリアルタイムに観察
◇精密かつ再現性のある温度制御
◇揺らぎのない高倍率観察
◇酸素濃度･真空度を調整
◇画像解析/動画編集機能
◇多彩な雰囲気加熱(ギ酸･水素･高真空)
◇JIS規格試験に対応

お客様の問題解決すべて承ります
基板、はんだ、表面処理、部品、温度プロファイル･･･実装不良は構成する要素1つずつを検証する必要が
あります。不良を再現し、原因の特定、解決へとお手伝いします。

商品・サービス
〇高温観察装置の開発、製造、販売
〇受託サービス ・高温観察(RT～800℃) はんだ･狭ピッチ接合、ガラス･金属ペースト焼結
・JIS試験(JIS Z 3284-4変位検出ぬれ試験、JIS Z 3285高温観察試験)
・はんだ付け、実装でのお困りごと相談
山陽精工株式会社 SMT事業

http://www.sanyoseiko.co.jp/smt

代表者

代表取締役 白川 太

窓口

所在地

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル3F

TEL

042-660-1670

mail

SMT事業 上條 敬行
t-eigyo@sanyoseiko.co.jp

※山陽精工株式会社 SMT事業は、2ページ「interview 株式会社菊池製作所
東京ショールーム」と同ビルに所在しています。

展示会 首都圏産業活性化協会では、下記イベントに出展し、出張相談を行います。産学連携コーディネート、
出展 企業間マッチング、また企業支援のご相談をお聞きします。ぜひブースへお越しください。

[日 時]
2020年1月29日（水）・30日（木）
10:00～1800（30日は17:00まで）
[会 場]
さいたまスーパーアリーナ
（さいたま市中央区新都心8)

[日 時]
2020年2月5日（水）～7日（金）
10:00～17:00
[会 場]
パシフィコ横浜展示ホールA・B・C
（横浜市西区みなとみらい1-1-1)

[日 時]
2020年2月21日（木）・22日（金）
10:00～16:00
[会 場]
東京都立多摩職業能力開発センター
（昭島市東町3-6-33）

「さがみロボット産業特区ロボット展」エリアに
出展します。お立ち寄りください。
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▶ お問合せ Tel：042-631-1140 Mail：info@tamaweb.or.jp

Event

Seminar

今後のイベント・セミナー
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。

課題解決のためのデータ活用講座（神奈川・埼玉）
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3104
◆神奈川
[日 時] 2019年12月11日（水）13:30～16:30
[会 場] サン・エールさがみはら
（神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-20）

◆埼玉
[日 時] 2020年2月19日（水）13:30～16:30
[会 場] 狭山商工会議所
（埼玉県狭山市入間川3-22-8）

「データを制したものがビジネスを制す」
データ分析とその利活用が企業価値を高める上で必要不可欠になってきています。
本講座ではデータ分析の必要性、具体例、分析と利活用の進め方等について
解説し、課題解決のためのデータ活用講座を行います。
内 容：～ビジネスマンに必要不可欠なデータ活用の最新情報～
・何故データ活用が重要なのか ・データ活用を進めないと何が問題なのか
・データサイエンティストとは
・自社でデータを活用するためにはどうしたら良いか
参加費：会員 5,000円／人、非会員7,000円／人（いずれも消費税込み）
申込み・問合せ：事務局 鈴木
11月20日に開催した
八王子会場参加者の声

www.tamaweb.or.jp/archives/3104
データサイエンティストがどのようなものなのか分かった。
経営管理、経営企画に活かせる。

基礎編なので、初級者の方も
安心して学ぶことができます。
部署・部門に関わらずどなたでも
受講いただける内容です。

参加全員が

「実務に活かせる」
と回答！

生産管理講座
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3062
[日
[会

時] 1日目：2019年12月13日（金） 9:30～16:30
2日目：12月19日（木）13:00～17:00（終了後、懇親会）
場] 1日目：八王子市学園都市センター（東京都八王子市旭町9-1）
2日目：武州工業（東京都青梅市末広町1-2-3）

生産性を向上させるには生産ラインの設計、適切な人材配置、情報システムの利活用、受注予測から精度の高い生産
計画など多岐に渡る視点から生産管理をしていかなければなりません。
これらの生産管理に関することを体系的に習得し、社内の仕組みとして展開できる知識と経験をもった人材を育成するため
の講座を行います。
内 容：
１日目（講義）：講師 野長瀬 裕二（一般社団法人首都圏産業活性化協会 会長／摂南大学 経済学部 教授）
・生産管理のフレームワーク ・生産管理と生産方式 ・代表的な生産管理システム ・生産情報システム
２日目（工場視察）：講師 林 英夫（武州工業株式会社 代表取締役）
・現場視察のポイント確認 ・事例企業における現場視察 ・ディスカッション
定 員：10社（1社2名まで参加可）
参加費：会員 5,000円／人、非会員7,000円／人（いずれも消費税込み）
申込み・問合せ：事務局 鈴木

www.tamaweb.or.jp/archives/3062

技術を経営資源とする企業の人材育成プログラム
技術を経営資源として戦略的・効率的に活用するために、テクノロジーとマネジメントに
精通した人材の育成を行う講座を開設しました。
会員ネットワークを生かし、技術・経営・生産管理などの講座や階層別社員研修など
様々なコンテンツで、ものづくり人材の育成プログラムを展開します。
今後のコンテンツは、メーリングリスト・ホームページでご確認ください。
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異業種交流会・大忘年会 つなぐWaSession × ASOBISYSTEM
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3004
[日
[会

時] 2019年12月5日（木）19:00～21:00
場] KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU
（東京都渋谷区神宮前4-31-10 YMスクエア4F）

つなぐWaSessionでは、”ものづくり”とは全く異なる分野・業界との交流会による、他業界を知り、新たなビジネスチャン
ス・イノベーションの種を見つける機会を創出します。
今回は、きゃりーぱみゅぱみゅや中田ヤスタカなどのアーティスト・タレントのマネジメントや、ファッション・ライフスタイル業界で
文化・コンテンツをつくり出し世界に発信しているエンターテイメント企業「アソビシステム株式会社」との異業種交流会です。
アソビシステムは、飲食店・ヘアサロン・ネイルサロンなどの店舗も経営し、数万人のフォロワーがいるスタッフも所属している
若者に向けたインフルエンサーの存在です。
ものづくりととエンターテインメントで、若者文化に向けた新しいアイデア・チャンスが生まれるかもしれません。
定 員：50人（先着順）
参加費：15,000円/人
申込み・問合せ：事務局 平田

www.tamaweb.or.jp/archives/3004

参加予定の第一合成株式会社様から期待の声お聞きしました
―協会として初めての取り組みになりますが、アソビシステムとのコラボ企画についてどう思われましたか？
第一合成：最初はどう繋がるのかなと…（笑）
―なかなかイメージがつきにくいですか？（笑）
第一合成： ええ(笑)。最初はそう感じましたが、でも確かにエンターテインメントとものづくり企業とのコラボって、
今まで聞いたことがなかったので案外面白いかもと思ってます。
―良かったです(笑)。何かイメージされていることはありますか？
第一合成：何となくですが…アソビシステムさんはエンターテインメントを提供されている会社なので、我々のような
特にものづくり企業と繋がるって、なかなか想像つかないと思うんです。
例えば、商品のコラボを限定的に考えると難しい気がします。
でも私は、仕事は楽しくできたらいいなと常々思っているので、どんな商品を提供するにしても、
その仕事自体がエンターテインメント性を持っていてもいいのかなと思っていたりしまして(笑)。
アソビシステムさんに期待しているところは、僕達のような仕事の固定概念に刺激を与えて欲しいなと
いうことですね。
―なるほど、なるほど。その期待は裏切らないと思いますよ！(笑)
第一合成：楽しみにしています！私もあまり思いこみ過ぎず、楽しんで参加させて頂きます！
―ありがとうございました。

「つなぐWa」有料広告掲載企業の募集
会員企業の製品・サービスのPRにご活用ください
会報「つなぐWa」は、奇数月に発行し、全会員へ配
布しています。

発行部数 約470部
発行時期 原則として奇数月の月末
※発行後、協会公式サイトにpdfとして掲載。
料金／回（税
別）

事業紹介や商品、サービス、取組内容などのPRに有
料広告をご活用ください。

掲載枠

広告サイズ

①中 1/6

縦9cm×横9㎝

15,000円

申込み

②中 1/3

縦9cm×横19㎝

25,000円

②中 1/2

縦14cm×横19cm

40,000円

・発行月の5日までに掲載サイズを指定して、事務局へ
お申し込みください。
・原稿の提出は、発行月の15日までにデータ（jpg、
PDF）でご提供ください。

④折り込み広告（A4サイズ）
A4サイズ以上の場合は、40,000円（A4サイズに折って封入）
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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。

コネクテッド・インダストリーズを世界へ
当社は、「コネクテッド・インダストリーズを世界へ」をビジョンに掲げ、製造業のスマートファク
トリー化やスマートエネルギー化を総合的に支援しています。
また、スマートファクトリー化を推進するコンソーシアム「Team Cross FA」の幹事企業とし
て活動しており、「全体最適を考慮したグランドデザイン構築」「デジタルファクトリー構築」
「各種シミュレーション分析・費用対効果の検証」「実際の生産ライン設計・構築」「立上げ
後のメンテナンス」などを一気通貫でサポートしています。
■スマートファクトリー・ソリューション
・生産シミュレータ 「プラントシミュレーション」 ・稼働監視パッケージ ・予知保全パッケージ
・振動予知保全システム 「Siluro（シルーロ）」 ・IoTサーバー / ゲートウェイ
■スマートエネルギー・ソリューション
・太陽光発電システム機器販売 ・太陽光発電 投資物件の提案・販売
株式会社FAプロダクツ
所在地

東京都港区新橋5-35-10 新橋アネックス2F

TEL

03-6453-6761

URL

https://fa-products.jp/

当社は「企業Webサイト、ECサイトのデザイン・制作事業」と「社会貢献アイテ
ム事業」の2つの事業を行っています。
アメリカ発祥の社会貢献アイテム「リボンマグネット」は、オリジナル制作が可能で、
企業のCSR活動やPR企画、団体の活動資金調達に活用いただけます。
オリジナル制作でのリボンマグネット、ステッカー、ピンバッジの活用企画のご相談
をお待ちしています。
株式会社FAB（ファブ） リボンドネーション
所在地

東京都墨田区文花3-4-8

TEL

03-6260-8200

URL

https://www.ribbonmagnet.jp

（厚生労働大臣指定試験機関）
当財団は、厚生労働大臣指定試験機関として国家試験である「知的財産管理技能検定試験」を
実施するとともに、知的財産アナリスト認定講座等の知的財産に関する人材育成事業や調査研究事業を
行っています。知的財産教育協会は知的財産人材育成事業を担当する部門です。
「知的財産管理技能検定」は中小企業の知財経営に必要となる知的財産の知識と技能を認定します。
政府からも受検を推奨していただくなど、多くの中小企業の皆様にも活用いただいています。
一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
所在地

東京都千代田区1-23-3 千代田一番町ビル４階

TEL

03-5275-1233

URL

http://ip-edu.org/

新規登録 TAMAコーディネーター
TAMAコーディネーターとして新規登録された方々の保有資格、得意分野をご紹介します。
・福島 裕（和英翻訳、研究・開発・技術・生産・品質管理、環境、エネルギー、ISO資料等の翻訳支援)
・北山基樹（マネジメント・アドバイザ／電子計測器・医療用電子機器・化学分析機・工業用画像処理装置業
界の営業管理プロセス分析、受注予測プロセス分析、機器サービス、成長阻害問題発見、営業戦略、
英語でのビジネスなど）
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産学連携
教育機関紹介

東京工業高等専門学校
社会課題解決のプロセスを学ぶ 「社会実装プロジェクト」をカリキュラム化
東京工業高等専門学校では、常に変化し複雑化
する社会のニーズに対応する実践的技術者を育成す
るため、今年度から実習科目として社会実装プロジェク
トを開講しました。
当該プロジェクトでは5学科全ての学生が4年～5年
前期末までの1年半、企業や地方自治体、公共団体
等と連携し、社会的課題を当事者や関係者とのコミュ
ニケーションを通して浮き上がらせ、課題解決に繋がる
試作品やアイディアをたたき台として当事者からのフィー
ドバックを得ながら改善していくことで、世の中にとって本
当に必要なものづくりを体験します。
情報工学科のあるチームは、市内の農家から「規格
外野菜のロスを減らしたい」との要望を受け、農家を訪
問して実情をヒアリングしながらIT・AI技術を活用して
生産者・消費者双方が恩恵を得られる売買・物流シ
ステムの開発に取り掛かっています。食品ロスは国連で
も取り上げられる世界的問題であり、地域の課題解決
が世界の課題解決への足掛かりへと発展することも期
待できます。

機械工学科のあるチームでは、近年の異常気象に
伴う自然災害を社会課題と捉え、「土砂災害から住
民を守るためのセンシングシステム」の開発に取り組ん
でいます。東京都ハザードマップによれば、東京高専内
の裏山が急傾斜地の土砂災害危険区域に指定され
ており、土砂崩壊を未然に検知することが、安心・安
全な学校運営につながると考え開発を進めています。
IoT技術と機械の力学、さらには防災科研の研究者
も巻き込み、土木工学の知見をも取り入れ開発に取
り組んでいます。

コラボレーションセンター
本校では共同研究や社会実装教育など、地域・企業
との技術交流・技術支援を積極的に行うため、『コラボ
レーションセンター』という包括的組織を設置しております。
ここには、技術的な相談解決のための分析・試作施設
である「産業技術センター」と、社会実装のための作業ス
ペースとインキュベーションスペースを兼ね備えた施設「コラ す。学生や社会人が交流しやすいようあえて個室として
ボレーション・コモンズ」が属しています。コラボレーション・コ いない点が特徴です。併設の簡易工作スペース「はざま
モンズは2019年1月に竣工したばかりの新しい施設です。 る工房」でも大人と全校学生が共にものづくりする姿が見
社会実装や共同研究チームが利用する50m2 前後の られます。本校の教職員・学生との共同研究を実施する
ブースが複数あり、すでに製品開発などに利用されていま ための場所として、ご活用いただいております。

就職状況、インターンシップについて
高専は、中学卒業後の5年間一貫教育を通して、実
詳しい進路状況等を掲載した学校案内や、インターン
践的・創造的技術者を養成する高等教育機関です。本 シップ・求人の手続き方法等については下記をご覧くださ
校には、機械・電気・電子・情報・物質の5学科と卒業後 い。
2年間の専攻科課程が設置されており、約1070名の学
本校Webサイトトップページからのアクセス方法
生が在籍しています。
本校では4年生約200名と専攻科1年生約25名が夏 〇学校案内 「学校概要」→「広報誌」を参照
休みに企業等に出向き、2週間(専攻科生は4週間)のイ 〇インターンシップ 「企業の方へ」→「インターンシップ」を参照
ンターンシップを必修科目として実施しています。また本校 〇求人の手続き 「就職・進学」→「学生への求人」を参照
では、卒業生の約半数に相当する5年生約100名(専攻
担当窓口：学生課教務係
科は約10名)が毎年就職しています。
独立行政法人 国立高等専門学校機構 東京工業高等専門学校
所在地

東京都八王子市椚田町1220-2

窓口

TEL: 042-668-5111

Webサイト

https://www.tokyo-ct.ac.jp
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一般社団法人首都圏産業活性化協会

令和2年新春講演会・賀詞交歓会
講演

愛知淑徳大学ビジネス学部・研究科

真田 幸光 教授
新春を迎えるに当たり､下記の通り講演会を開催いたします。

令和2年

1

31

(Fri)

韓国・台湾・中国・モンゴル・ベトナム・北朝鮮を中心とする東アジア地域経済と国際金融を専門とし、
東アジア地域と日本の経済発展を同時に具現化する為のシステム構築に関わる研究を続けている
真田氏より、現在の世界情勢について、今後のビジネスの展開についてお話いただきます。
日 時 2020年1月31日（金）18:20～21:00（開場18:00）
新春講演会 18:20～19:30
新規会員紹介 19:30～19:45
賀詞交歓会20:00～21:00）
会 場 新春講演会 八王子市生涯学習センタークリエイトホール 5階ホール
（東京都八王子市東町5-6）
賀詞交歓会 レストラン・クレア
（東京都八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11階）
参加費 無料（賀詞交歓会参加費 会員 6,000円、非会員 7,000円）
申込み・問合せ：事務局 平田・小野寺
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3461

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。

発行元・問合せ

一般社団法人首都圏産業活性化協会
Email：info@tamaweb.or.jp
■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：042-631-1140
FAX：042-631-1124
■羽村サテライト （月曜日休館）
〒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：042-570-3481
FAX：042-570-3482
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＜八王子事務所＞

＜羽村サテライト＞

産業福祉センター
八王子スクエアビル

