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首都圏産業活性化協会 ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ

株式会社菊池製作所
東京ショールーム

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 www.tamaweb.or.jp/archives/3461

令和2年新春講演会・賀詞交歓会

2020年の世界と日本を俯瞰する

愛知淑徳大学ビジネス学部・研究科 真田 幸光 教授 31
(Fri)

1
令和2年

新春講演

新年ご挨拶

令和2年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

さて、当協会では新しい時代に対応するため、「楽しく、明るく、プロフェッショナルに」を
運営方針とし、「地域の企業を最もよく知る」×「地域の自治体を最もよく知る」×「地域の大学
を最もよく知る」を“Our Core”と定め、活動しておりますが、今年も、地域に根差した産学官連
携のプロフェッショナル集団としての自覚を忘れず、国連が提唱するSDGsの開発目標も見据え、
「グローバル」の視座を持ち、事業に取り組んで参ります。

当協会では、具体的な事業を通じて、
目標5.ジェンダー平等を実現しよう(海外留学生や女性研究者の活躍支援)
目標8.働きがいも経済成長も(DX、IoT、AI活用による生産性向上と新事業の創出)
目標9.産業と技術革新の基盤をつくろう(イノベーション創出・技術革新)
目標17.パートナーシップで目標を達成しよう(産学官金ネットワーク)に力を注いで参ります。

また、当協会では、企業の将来ビジョンを描くツールとして、内閣府が提唱する「経営デザイン
シート」の作成支援を行っております。セミナーやワークショップの開催、個別支援のご用命は、
お気軽にご相談ください。

また昨年は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方独立行政法人神奈川県立産業技術研究セン
ター、コニカミノルタ株式会社と連携協定を締結し、ものづくりマッチングサイト「ジェグテッ
ク」内に協会専用ページの新設、各地での技術連携交流会開催など、バーチャルとリアルの両面か
ら、ビジネスマッチングの機会創出に向けた取り組みを開始しました。こちらも、引き続き実施し
て参ります。

会員の皆様には、今後とも、協会の活動に対する一層のご理解とご支援をお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

2020年1月
一般社団法人首都圏産業活性化協会

会長 野長瀬 裕二 事務局長 芳賀 啓一ｂ

写真：高尾山山頂
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2020年新しい年を迎えて

昨年4月に就任以来、「楽しく、明るく、プロフェッショナル」をモットーに、首都圏地域の企業、大学、研究機関、自治体、
金融機関、支援機関のネットワークを活かした、リアルとバーチャルの両面からビジネスマッチング機会の場をご提供させてい
ただいております。まだまだ途半ばではございますが、本年も引き続き強化して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

また、昨年10月には会員企業アンケートにご協力を賜り、ありがとうございました。

その中でも関心の高かった「人材採用・人材育成」については、今後当協会として注力して参ります。具体的には、昨年
より実施している「技術経営大学」を、今年は重点的に実施して参ります。

「技術経営大学」は、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です。会員ネットワークを生かした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。

新入社員を対象としましては、「仲間意識」「連携」「相互信頼」をテーマに3日間の集合研修を4月に実施いたします。

また、中堅幹部を対象としましては、昨年実施しました「生産管理講座」、「経営課題解決のためのデータ活用講座」を
はじめとして、「実践で学ぶ！ものづくり企業のための業務改善」など、課題に応じたテーマにより開催して参ります。

さらに今年は若手経営者や経営幹部・候補者を対象に、トップリーダーとしての資質を得るためヒントや知識の取得、
ネットワーク形成を目的とした新事業を立ち上げる計画です。乞うご期待くださいませ。

ビジネスを取り巻く情勢が激しく変化する中にあって、経営の舵取りが難しい時代ではございますが、地域に根差した産
学官連携のプロフェッショナル集団としての自覚を忘れず、会員企業のみなさまの経営にお役に立てるよう、邁進する所存
です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

首都圏産業活性化協会 事務局長 芳賀 啓一

技術を経営資源とする企業の人材育成プログラム

技術経営大学は、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です。
会員ネットワークを生かした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。

組織で活き活きと働くための合同新入社員研修（3日間コース）
https://www.tamaweb.or.jp/archives/4086

「仲間意識」「連携」「相互信頼」をテーマにした集合研修。社会人、プロフェッショナル人材への第一歩とし
て必要なマナーやコミュニケーション、ものづくりの基礎についても学びます。
本研修会では、秋以降にフォローアップとして企業訪問等による事後研修も行います。

◆研修のねらい・目的
・新入社員に必要なビジネスマナー・姿勢・コミュニケーションを学ぶ。
・単に教えを受けるだけでは無く、自分やチームで考えて答えを引き出す。
・目標設定（計画）⇒実践⇒振り返り⇒次への行動 (PDCAサイクル)までを研修の中でも実践する。
・ワークやディスカッションで視野を広げ、組織で共に働くメンバーシップを「機微力」を通じて身に付ける。
・次の日からの仕事に、今回の研修をつなげていく。

内容
・社会人の心得・プロフェツショナル人材への第一歩 企業・組織のルール
・ビジネスマナー 挨拶・電話対応・名刺交換・SNS他コンプライアンス・報告
・期待や要望をされる人材になるためのコミュニケーション
・組織・チームで活かすメンバーシップ：KIBI理論
・ものづくり基礎研修

対象：新入社員、社会人3年目までの方

講師：株式会社KIBI 上級研究員 見附誠子氏

申込み・問合せ：事務局 芳賀・笠井 www.tamaweb.or.jp/archives/4086

[日 時] 1日目：2020年4月2日（木）、2日目：4月3日（金）、3日目：4月6日（月）
10:00～17:00

[会 場] 1日目：八王子市学園都市センター、2・3日目：八王子市生涯学習センター
[定 員] 60人（先着順）
[受講料] 会員 38,500円／人、非会員 66,000円／人（税込み）

4月
開催
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[日 時] 1日目：2020年2月25日（火）10:30～17:40
2日目：3月11日（水）10:40～17:40
3日目：3月12日（木）9:00～16:10

[会 場] 1日目：八王子市新産業開発・交流センター（八王子市旭町１−１ セレオ八王子北館 9Ｆ）
2・3日目：八王子市学園都市センター（八王子市旭町9-1 東急スクエア12階）

[定 員] 15人 [受講料] 29,000円（税込み）

実践で学ぶ！ものづくり企業のための業務改善
～製品・人材が多様化する時代の改善策～
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3972

3

顧客ニーズの多様化に対応できる生産現場の構築は、企業経営上、最大の課題であるといえます。
また、構造的な人口減少と人手不足等の経営環境変化へ対応するためには、製造現場において常に改善を実行し
生産性を向上していくことが求められます。

本研修では、生産現場における５Sや３ム（ムリ・ムダ・ムラ）をはじめとした現場改善、Ｑ(品質）Ｃ(コスト）Ｄ(納
期）の具体的な進め方や手法について、講義やグループ討議や製造現場/自職場での実践を通して学びます。 学
んだことをインターバル期間中に自社で実行し、それに対する具体的な評価、振り返りを通して、より実践的な「生産性
向上を実現する業務改善力」を身に着けることを目指します。

内容：
・生産現場/自職場における問題解決の流れと改善
・生産活動の基本と生産性向上のための業務改善
・ゼミナール（１） 自社の改善活動 自社の生産性向上のために解決すべき課題を見つけ、改善テーマ決定、

改善計画を作成。
・活動成果の発表、講師講評
”ゼミナール（２） 自社の改善活動のブラッシュアップ“ 継続的な改善活動のための計画を策定

・今回の改善活動の振り返りと今後の課題
・自社に定着させるための方策/部下の改善活動を促すための方策
・横展開して全社的に取り組むための方策

※2日目までの期間中（約2週間）に、自社の業務改善活動を実践します。

講師：鈴木規男氏 有限会社コンサルティング べル オフィス 代表取締役

申込み：中小企業大学校東京校
https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2019/favgos0000007lgc.html

問合せ：事務局 平田 www.tamaweb.or.jp/archives/3972

中小企業大学校東京校
サテライト・ゼミ共催

課題解決のためのデータ活用講座
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3104

「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、課題解決のための講座です。

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

申込み・問合せ：事務局 鈴木 www.tamaweb.or.jp/archives/3104

[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）
[定 員] 60人 [受講料] 会員 5,000円／人、非会員7,000円／人（税込み）

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。

▶ お問合せ Tel：042-631-1140 Mail：info@tmaweb.or.jp
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「モノからコトへ」ビジネスモデルの変革が進む今、まさに変容を遂げ、今また新たな展開を進めている企業の
見学ツアーです。関西地域への販路開拓やBCPに向けた連携パートナー探索を目的としたマッチングも行います。

■スケジュール（詳細時間は、参加者の方へ別途ご案内いたします。）

●2020年2月13日（木） 昼 京都駅集合
PM 京都リサーチパーク（https://www.krp.co.jp/）
PM 京都ビジネス交流フェア（https://www.ki21.jp/bp2020/）
夜 懇親会 ※京の町屋で舞妓さんと宴会を楽しみます。

●2020年2月14日（金）
AM HILLTOP株式会社（http://hilltop21.co.jp/）
PM ダイキン工業株式会社テクノロジーイノベーションセンター

（https://www.daikin.co.jp/tic/）
夕方 新大阪駅解散

定員：30人（先着順） 対象：企業経営者・経営幹部の方

参加費：33,000円／人（宿泊費、食事代、貸切バス代等・税込み）
※往復の移動は各自ご手配ください。

申込み・問合せ：事務局 平田
www.tamaweb.or.jp/archives/3840

企業視察ツアー モノからコトへ、変革する企業見学
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3840

[日 程] 2020年2月13日（木）～14日（金）

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。

Event
Seminar

▶ お問合せ Tel：042-631-1140 Mail：info@tmaweb.or.jp

ものづくりのデジタル化技術やノウハウの普及・実証・高機能化を推進し、デジタル変革を牽引する企業内人財を育成する
とともに、新たなビジネス機会を創出する活動を目指し、ノンプログラミングIoTワークショップの開催、ノンプログラミングIoTを
活用したハンズオントライアルを推進してきました。

今回は、IoT活用の先進企業の講演、ハンズオンセミナー・トライアルの実施報告とDIYトライアルの意義と重要性、今後
の動向について総括報告を行います。

座長挨拶（武州工業株式会社） 代表取締役 林 英夫）

第1部 IoT／デジタル変革 招待講演 「IoTとGK（業務改善）」
株式会社フュージョン 代表取締役 國武 裕子 氏

第2部 IoTハンズオントライアルレポート
「中小製造業におけるIoT環境の進化とDIYの重要性
－ノンプログラミングツールによるセミナー・トライアルから－（仮題）」
IAF（産業オートメーションフォーラム）

株式会社ケー・ティー・システム 開発部 担当課長 小原 亮一氏
ハンズオントライアル事例報告 トライアル実施企業

全体総括

申込み・問合せ：事務局 佐井・山本 www.tamaweb.or.jp/archives/4053

中小製造業へのIoT・デジタル化導入実践レポート
第4回スマホでIoTネットワーク会議（最終報告会）
ーIoTワークショップ・ハンズオントライアル事例からー

https://www.tamaweb.or.jp/archives/4053

[日 時] 2020年2月26日（水） 14:30～17:00
[会 場] 西武信用金庫八王子支店（東京都八王子市八日町1-11）

・京都ビジネス交流フェア

京都府の産業展。販路開拓、BCPに
向けた連携パートナー探索などのニーズから、
マッチング相手を提案します。

・HILLTOP株式会社

職人技の加工技術を完全にデータ化し、
5軸加工機を24時間無人稼働するシステム
を構築し、アメリカ展開も進めている。
ForbesJapanスモールジャイアンツアワード
2019グランプリ受賞。

・ダイキン工業テクニカルイノベーションセンター

空調世界トップメーカーという「モノづくり」の企
業から、空調の利用データをAIで新たな価値
に変え「コトづくり」の企業に変革。
AI時代の企業変革の事例を見学。
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実質的に通年採用の状況となっている今、学生が就職活動の中で企業情報を収集する方法は
インターネットを中心にますます多様化し、企業の採用活動も変化が求められています。国内唯一の就活サービス口コミ
サイトを運営する（株）モザイクワークより今時の新卒就活実態について、また東京工業高等専門学校から高専学生の
活動についてお聞きします。

プレゼン：1）（株）モザイクワーク 代表取締役社長、採用学研究所 コンサルティングフェロー 杉浦 二郎氏
2） 国立東京工業高等専門学校 東京工業高等専門学校 副校長 鈴木 雅人氏

申込み・問合せ：事務局 平田 www.tamaweb.or.jp/archives/3943

第14回はむらイブニングサロン 「今時の学生の就職活動を知る」
https://www.tamaweb.or.jp/archives/3943

[日 時] 2020年2月6日（木）16:00～19:00
[会 場] 羽村市産業福祉センター（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

▶ お問合せ Tel：042-631-1140 Mail：info@tamaweb.or.jp

大学、研究機関等、大手企業と中小企業の連携を促進する「技術連携交流会」。
ニーズ公開型、交流会はクローズドで開催します。同日開催の新都心イブニングサロンと連携して行います。

参加方法：①協会が発信する企業及び大学等のニーズ情報に対し、解決策・ 対応策等を提案した企業・機関
②大手企業及び大学等が面談を指名望した企業・機関

問合せ：事務局 八木・笠井 www.tamaweb.or.jp/archives/4118

技術連携交流会 in さいたま新都心
https://www.tamaweb.or.jp/archives/4118

[日 時] 2020年2月7日（金）14:30～16:30
[会 場] 新都心ビジネス交流プラザ（さいたま市中央区上落合2-3-2）

プレゼン：1）武州工業株式会社 代表取締役 林 英夫氏、
2）三井住友海上火災保険株式会社 営業推進部 法人開発室 山口 優子氏他

申込み・問合せ：事務局 平田 www.tamaweb.or.jp/archives/4024

第15回はむらイブニングサロン 「SDGs」
https://www.tamaweb.or.jp/archives/4024

第14回・第15回いずれも 定員：50人（先着順） 参加費：無料（交流会2,000円）

主催：羽村市 企画運営：首都圏産業活性化協会

[日 時] 2020年2月6日（木）16:00～19:00
[会 場] 羽村市産業福祉センター（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

大手・中堅企業を中心に外部連携意欲の高い企業が、自社のオープンイノベーション戦略や求める
パートナー像、具体的な技術ニーズや共同開発ニーズなどについて情報発信する機会を設け、オープンイノベーション推
進者同士がリアルにネットワーキングすることを通じて、企業間、産学連携の創出を目指します。

プレゼン企業：マレリ（株）、日本特殊陶業（株）、第一三共（株） 、 （株）資生堂、日光化成（株）

対象：原則として大学、公的研究支援機関に所属する研究者・コーディネーター、支援機関及び金融機関

主 催：経済産業省関東経済産業局、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

申込み・問合せ：運営事務局 八木・笠井 www.tamaweb.or.jp/openinnovation-challengepitch-3

第3回 オープンイノベーションチャレンジピッチ2019
https://www.tamaweb.or.jp/openinnovation-challengepitch-3

[日 時] 2020年2月21日（金）13:30－16:00 
[会 場] 科学技術振興機構（JST）東京本部別館（東京都千代田区5-7）

新都心イブニングサロン（17:30～）
プレゼン：
・ NITTOKU （株） 大屋 彰氏 「当社の新事業、機械の耐震化・転倒防止装置」
・（株）ミラック光学 村松 洋明氏 「当社の製造業への提案、位置決めから画像処理まで」
・首都大学東京システムデザイン学科 楊 明氏 「当研究室の先端材料加工技術」

申込み・問合せ：新都心イブニングサロン事務局（埼玉県産業労働部先端産業課）

Email: a3760-01@pref.saitama.lg.jp
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2020年から補助金申請手続きに

電子申請システム「Jグランツ」が導入されます！

Kanto METI
関東経済産業局から

問合せ 「GビズID」ヘルプデスク TEL:06-6225-7877
（平日 午前９時～午後５時）
「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口
Email：jgrants@meti.go.jp

経済産業省2019年度補正、2020年度当初予算で
下記の27補助金が対象となります。

・（※）…既存システムとJグランツとを組み合わせて利用。
今後、Jグランツの機能拡充を通じて、Jグランツに統合予定。

補助金活用に

必読

https://jgrants.go.jp/

対象の補助金

2019年度補正予算

2020年度当初予算

Jグランツの電子申請には

GビズID【gBizプライム】の取得が必要です！

「GビズID」は、1つのアカウントで複数の行政サービスにア
クセスできる認証システムです。

GビズID【gBizプライム】の取得には、申請から2~3週間
かかります。補助金公募開始前に予めご準備ください。

https://gbiz-id.go.jp/

GビズID【gBizプライム】 アカウント取得方法

1．「GビズID」のwebサイト（https://gbiz-id.go.jp）
から「gBizIDプライム作成」ボタンをクリックし、申請
書を作成・ダウンロード。

2．必要事項を入力して、作成した申請書と印鑑証
明書を「ＧビズID運用センター」に郵送。

３．申請が承認されると、メールが送られます（審査
に２週間程度要します）。

４．メールに記載されたURLをクリックし、パスワードを
設定したら手続き完了！

ものづくり補助金、IT補助金、事業承継補助金、
省エネ投資補助金等の活用を検討している企業は、予めご準備ください！

経済産業省に係る補助金等施策説明会 ～令和元年度補正予算・令和2年度当初予算

[日 時] 2020年2月26日（水）14:00～16:00
[会 場] 八王子商工会議所（東京都八王子市大横町11-1）
[定 員] 80人（先着順）
[申込み] 八王子市商工会議所 webサイトからお申込みください。 https://hachioji.or.jp/archives/3202

https://hachioji.or.jp/archives/3202
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多摩ウッドベル株式会社

所在地 東京都多摩市永山6-30-1

TEL 042-376-1311 URL http://www.twb.co.jp

7

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。

技術とチャレンジ

長期保存用光ドライブと長期保存用光ディスクを扱う「アーカイブ事業」、産業用及び
AV機器用光ドライブを扱う「ストレージソリューション事業」、オーディオ・ビデオ機器等の
規準及び調整用テストディスク等を扱う「インダストリアルソリューション事業」、各種耐火材
や断熱材等を扱う「断熱材事業」、ナノマテリアルの研究開発、製造、販売を主とした
「ナノマテリアル事業」を行っています。

株式会社アルメディオ

所在地 東京都国立市東1-4-12

TEL 042-511-0500 URL https://www.almedio.co.jp

‘Made in Tokyo’ の品質を世界にお届けしています！

スーパー・エンジニアリング・プラスチックスの特性を活かした高精度な樹脂
製品成形を、50年の歴史で培った技術と最新機器との融合により、
設計から量産に至るまでトータルにお客様にプロデュースいたします。

【事業内容】 ・プラスチック金型・成形品の製造販売

【特徴】
・25～100トンクラスの精密射出成形、2材質射出成形
・産業用ロボットを導入し、無人稼働体制により国内生産にてQCDFに対応
・信頼の品質管理で少量ロット生産にも対応

株式会社アイピープラットフォーム

所在地 東京都中央区日本橋浜町２丁目１６−５ 東味ビルディング4F

TEL 03-6661-7693 URL https://ipplat.jp/

「プラットフォーム」による「知的財産」活性化の実現

漫画家、作家、クリエーターが所有する作品コンテンツ（知的財産）を
プラットフォーム上で紹介、仲介、権利許諾、運用管理までを行っていく
企業としてスタートいたしました。
さらに、そこから派生する「イベントの企画・運営」「商品企画・開発」

「出版」「コンサル領域」等の専門領域をカバーできるプレーヤーを巻き込んで
トータルでサポートし、日本の文化である「漫画」「アニメ」の知的財産を活性
化させてまいります。
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■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

一般社団法人首都圏産業活性化協会 Email：info@tamaweb.or.jp URL：http://www.tamaweb.or.jp

発行元・問合せ 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。

＜八王子事務所＞ ＜羽村サテライト＞

八王子スクエアビル
産業福祉センター

[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

[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

[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

展示会
出展

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。

本学は、産業界の期待を担って2001年に開学しました。
来年20周年を迎えます。

ものづくりに直結する実技・実務教育を重視し、時代と社
会からの要請に応えるべく教育・研究を展開しています。

本協会のエリアの企業、研究機関の皆様と実践的な課題
を共有し、その解決に寄与するとともに、本学の保有する施
設設備及び教育プログラムを活用し、生産現場の人材育
成の一端を担うことができれば幸いです。

ものつくり大学

所在地 埼玉県行田市前谷333

TEL 048-564-3200 URL http://www.iot.ac.jp/

進化する技、深化する知

当社は創業以来、集積回路内部のデバイスモデリングとコンサルティングサービスを多くのお
客様に提供し、特にオンウエハでは、大手企業をはじめ数多くの実績を誇り、独創的な発想
に基づくワールドクラスのデバイスモデリングを実現しています。

今年度より自動車および重機機器向けのEMCシミュレーション技術およびモデルベース開
発に関する解析受託・モデリング技術構築業務を開始いたしました。

他、オンデマンド型SPICEモデルライブラリサービス『Model On!』 や、自動数値化ツール
『RODEM』などモデリングソフトウェアの分野でも、多くのお客様にご好評をいただいています。

株式会社モーデック

所在地 東京都八王子市横山町5番15号

TEL 042-656-3360 URL http://www.modech.com

最先端のデバイスモデリングを基軸に
エレクトロニクス設計インフラの変革を目指す

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。


