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首都圏産業活性化協会 ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ

6月12日（金） 令和２年度通常総会を開催します

令和２年度通常総会を下記の通り開催します。ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

令和２年度通常総会

日 時 2020年6月12日（金）15:00～16:30

開催方法 Web会議システム ZOOM

株式会社協同商事
Forbes JAPAN SMALL GIANTS

2020 GRAND-PRIX 受賞

株式会社 協同商事 朝霧重治 社長
撮影場所：東松山市COEDOクラフトビール醸造所

オリジナルブランド COEDOクラフトビール

醸造所内ロビー

釜（ろ過槽）

醸造所内の配管
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株式会社 協同商事

これまでに培った地域とのつながりやバックグラウンドを大切にしながら新たな挑戦を

続けていく朝霧社長にお話を伺いました。

株式会社協同商事は農業の盛り上がりの手伝いをしたいという信念のもと、その

名のとおり青果の産直事業からスタートいたしました。オーガニックの付加価値の高

い生産物の流通を目指し、事業を行っておりました。そのなかで、同一作物を同じ

圃場で繰り返しつくり続けることによって土壌成分が偏り、生育不良となる連作障

害の問題から麦を緑肥として使用しており、麦を収穫して何かできないかと考えま

した。

１次産業ではなく他の産業と組み合わせることでできることを模索し、ビール事業

へと進みました。ドイツのブラウマイスターを招き、技術を学び品質を高めていきまし

た。後に先駆的事例として農商工連携８８選に表彰されています。当時「地

ビールブーム」が到来し様々な地域でビールづくりが行われておりました。

ただ、「地ビールブーム」も終焉を迎えることとなります。当時どちらかというと観光業

と結びついていた背景もあり「町おこしのツール」的につくられていた地ビールは一般

的には高価であり、低品質であるというイメージが定着してしまいました。

そこでビール事業の見直しを図り、どこでつくられたかを表す地ビールではなく、どの

ように誰が作っているという意味合いの「クラフト」という言葉を用い、ビールの持つ

個性や価値に重きを置きました。

そして地域の個性を活かし地元川越の農産物から生まれたオリジナリティの高い

「COEDOビール」を開発しました。地域とのつながりを大切にし、地域の持つ個性

を重要視するクラフトビールを丁寧にブランディングされています。個性が評価され

る時代が来ることを確信し、少し先の未来をイメージしてチャレンジを続けました。

結果国内のみならず現在２５か国で「COEDOビール」を展開し、さらに海外各

国でのアワード受賞もされ、今回、Forbes JAPAN SMALL GIANTS

AWARD 2020にてグランプリを受賞されました。

interview

協同商事は、「健康の基礎となる食べ物は安全でおいしいものを」「日本の農業を少しでもよくしたい」という創業者の熱い

思いから、1982年に設立されました。

農産物の栽培から、物流、販売、食品加工を含め、農産物がお客さまに消費されるまでの全ての過程を、農業の一環と

考え、有機栽培青果物栽培指導・加工・販売、物流、ビール製造、食品輸入、廃棄物リサイクル技術研究開発など、農

業を出発点とする食のサイクルすべてに関与する、総合食品企業として活動しております。

**************************

**************************

株式会社 協同商事

代表者 代表取締役社長 朝霧 重治 窓口 管理部

所在地 〒350-1150 埼玉県川越市中台南2-20-1

TEL 049-244-6911 (代) mail info@kyodoshoji.co.jp

Forbes JAPAN SMALL GIANTS 2020 GRAND-PRIX 受賞

現在新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、様々な社会情勢の変

化が続くなかでも朝霧社長は立ち止まることなく、これまであえて行ってこなかった

という新しい販売チャネルの開拓に挑戦するとのことです。

貴重なお話を頂き、ありがとうございました。
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■連携プロジェクトの概要
・新型コロナ対策事業：新型コロナ対策事業「クリーン・リフレ（電解無塩型次亜塩素酸水）」への取り組みについて
・協会会員企業：(株)アイピープラットフォーム(https://ipplat.jp/) 、日本エフ・ティー・ビィ(株)（http://www.nihon-ftb.co.jp/)
・連携企業：（一社)マンガジャパン(https://www.manga-japan.net/)、(株)アクト(http://www.act-hokkaido.com/)

企業連携の輪 事例紹介 –コロナ禍でできること-

会員企業同士や会員企業が他社や団体などと連携して実施したプロジェクト事例などをご紹介します。

㈱アイピープラットフォーム社は、本年3月より新型コロナの支援事業として協会会員である日本エフ・
ティ・ビー社とコロナ対策の活動として共同プロジェクトを始動しました。
さらに本事業コンセプトに賛同された「一般社団法人マンガジャパン」と「クリーン・リフレ（電解無塩型
次亜塩素酸水）㈱アクト社」との協力を図り、4社連携のプロジェクトとして実施されました。
次亜塩素酸水が除菌・消臭に効果があるとの基礎情報から、その真意性と効果を検証しつつ複数
社にわたり訪問の上、巡り合われたのが北海道は帯広にある㈱アクト社で、クリーン・リフレが新型コロナ
ウイルスの不活性化への効果のエビデンスも提供されました。
また、世界に広がる感染者を一人でも防ぐためにマンガジャパン（里中満智子・代表理事）にも本
企画趣旨をご理解いただき、沢山の漫画家の先生方の協力を得ることができ、本コンセプトの目的を
理解いただけた結果となった。 今回制作しました電解無塩

型次亜塩素酸水スプレー「ク
リーン・リフレ」を首都圏産業
活性化協会事務局へ400本
提供させて頂きました。 協会
事務局様を通し、消毒液の
入手にお困りの企業様や店
舗、団体様などへご提供頂け
ればと思います。

今後事業活動を徐々に復活させるなか「安心を持ち歩く」と「無償配布（必要とするひとへの供給
）」をスローガンに協力社（者）の皆様を募り、賛同いただいた方々と活動していきたいとのことです。
【連携先企業募集中】※詳しくは協会事務局までお問合せ下さい！。

①ボトル・スプレー容器の供給協力メーカー・企業様
・50ml 100ml 500ml のボトル＆スプレーの供給協力
②販売協力企業様（自社店舗での販売、チェーン店舗様）
・店頭での実質販売のご協力

■連携プロジェクトの概要
・新型コロナ関連事業：「医療従事者への感謝を」のメッセージを「リボンマグネット」で送る
・協会会員企業：(株)FAB https://www.ribbonmagnet.jp/company/
・連携企業：ニチレイマグネット(株)：http://www.nichilaymagnet.co.jp/
・リボンドネーション公式サイト：https://www.ribbonmagnet.jp/

（株）FAB社では、この度の新型コロナウイルスの感染拡大で、医療関係従事者の方に大変な
負担が掛かり、感染リスクを抱えながらも患者様の回復のためにコロナウイルスと闘い続けていらっしゃ
る方々に「当社で何かできることはないか」と考え、事業の一つである「リボンマグネットで感謝のメッセー
ジを送る」と言う企画を行い、ニチレイマグネット社に提案し連携いたしました。
※リボンマグネット：自動車の後部等に磁石で貼るもので、団体名や各種活動、メッセージをデザ
インし、社会貢献活動等に繋げると言うものです。

今回の企画内容は、「リボンドネーション公式オンラインストア」内のNPO支援モデルのリボンマグネッ
トをご購入頂いた方に、FAB社でデザイン・制作した「医療従事者へ感謝を」のリボンマグネットを無償
で提供される（数量限定）というものです。
NPO支援の各モデルのご購入で販売金額より寄付がなされ、FAB社から提供されたモデルからは
「医療関係者への感謝のメッセージ」を贈れるという取組みとなります。
一緒にプロジェクトを進めて頂ける企業様がいらっしゃればご連絡下さい。
【連携先企業募集】 ※詳しくは協会事務局までお問合せ下さい！。

企業連携や産学連携の事例等がございましたら是非情報をお寄せください。
ご連絡先：Tel：042-631-1140 E-Mail：info@tamaweb.or.jp事例募集！
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協会会員のネットワークを生かして、新型コロナウイルス感染症に関連する世界経済・現地情報について会員と共有し自社
の活動の参考とすることを目的に「つなぐWaSession オンラインミーティング」を開催しました。

つなぐWaSession オンラインミーティング

合同新人研修（オンライン研修）開催内容

■第7回 開催内容
開催日時 令和2年4月24日（金）16:00～17:30
実施方法 オンライン会議Zoom
参加者 ２９名(ゲストスピーカー含む)
内容 ①カナダとの連携について

Landing Pad Tokyo（略称 LPT) 加藤 聖隆 様
愛知産業株式会社 代表取締役社長 井上 博貴 様 (LPT会長)

②会員企業との情報共有
③国内の緊急経済対策の最新情報

Topic ・カナダ企業の強みはAIを含めソフトウェアであり、ハードウェアを強みとする日本の企業と連携する期待値はかなり高い。
・コロナウイルスの影響に関して、中国の経済活動について一部落ち込みはあるものの、大方回復してきている。
・国内の経済対策については実質無利子融資や給付金等の施策が発表されている。

「仲間意識」「連携」「相互信頼」をテーマにしたオンラインでの新入社員研修を開催いたしました。今回はコロナウイルス
の影響を鑑み、Web会議システムを活用しオンラインでの開催となりました。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、ものづくり企業で働くための基礎を学びました。

開 催 日： 令和2年5月13日～5月22日

実施方法： オンライン形式（Zoom）

対 象 ： 入社3年目までの新人・若手社員

参加者数： 7社 13人

Event Report

受講者の声開催概要

自分にはどういう特性があるかを知った
上で意識する事で、苦手な事は何かを
はっきりと理解できた事が体感できた。

現場の役割の大切さや、会
社の利益は現場が生み出
しているということを学ぶこと
ができた。

初めてのオンラインセミナーということ
で始めは緊張したが、何度もワークを
一緒に取り組むうちにもっといろんな
意見を聞いてみたいと感じた。

研修を受ける前より、伝えたい事を
端的に伝えられるようになった。

自分の欠点・弱点が分かり、
課題が明確になった。

■第8回 開催内容
開催日時 令和2年5月29日（金）16:00～17:30
実施方法 オンライン会議Zoom
内容 「ポストコロナを考える」 世界の経済動向とトピックス

～パリ協定、RE100、ダボス会議、国連グローバルコンパクト、ESG投資、 そしてSDGs～
「ポストコロナを考える」をテーマに、世界の経済動向を踏まえ、「環境経営」と言う観点より、現在のコロナ危機が終
わった”ポストコロナ”では、どのような地殻変動が生じるのか、その対策をどのようにしたら良いかを検討。

講師 株式会社KAZコンサルティング 代表取締役社長 鈴木 和男 様

※オンライン研修の風景（画像を一部加工しております。ご了承下さいませ）

今後の予定はこちら！
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Event
Seminar

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

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。

令和2年度 通常総会

今年度は、現下の新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して、従来の集合型の総会ではなく、オンライン会議(ビデオ
会議ツール Zoom)併用による開催とし、規模を縮小（表彰式、懇親会は中止）して開催し、議案審議のみ行う予定
です。

[日 時] 2020年6月12日（金）15:00～16:30
[開催方法] オンライン会議システム ZOOM

[内 容] 関東経済産業局長 角野然生様よりご挨拶
・第1号議案：令和元年度事業報告及び収支決算（案）について承認を求める件

・第2号議案：令和 2 年度事業計画（案）および収支予算（案）について承認を求める件

・第3号議案：役員の選任について承認を求める件

※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。

つなぐWaSession オンラインミーティング

[今後の開催予定]

・令和2年6月26日(金) 16:00～17:30

・令和2年7月31日(金) 16:00～17:30

・令和2年8月28日(金) 16:00～17:30

[参加方法]

当協会よりメールマガジンにて詳細、URLなどをお知らせいたします。

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」を今年度も
実施していきます。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。
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。

[開催方法] オンライン会議システム ZOOM（予定）
※集合型での開催が可能となった場合は懇親会など実施予定

新都心イブニングサロン ＆ 技術連携交流会
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」です。

[日 時] 2020年7月3日（金）14:30～16:30
[開催方法] YouTube
[参加申込] http://www.innovationpartners.jp/nonagase/CONTENTS/Letter60.htm 
[インターネット特設会場] https://www.tamaweb.or.jp/archives/5239

[内容（予定）]
・みちのく奥州イブニングサロンからの企業紹介」

・プレゼン１：株式会社メトラン 新田 一福 様 「当社の人工呼吸器事業の新展開」

(15分)・・ディスカッション形式

・プレゼン2：株式会社朝日ラバー 渡邉 陽一郎 様 「当社の技術開発とオープンイノベーション」

(15分)・・ディスカッション形式

・プレゼン3：有限会社野火止製作所 川上 博史 様 「当社の飛沫感染防止用アクリルパーテーション事業」

(10分)・・・動画プレゼン形式

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）
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現在、コロナウイルス感染症対策にのためのテレワークが推奨されて

おりますので今回の特集ページは「テレワーク」を取り上げました。

ー テレワーク導入準備、ソリューション、事例紹介 ー

TELEWORK

特
集

■経済産業省 新型コロナウイルス感染症対策に対応するテレワーク関連施策情報を発信

各省のテレワーク関連施策の情報や、情報通信関連企業が実施しているテレワークの導入促進に向けた

支援活動に係る情報を集約し情報提供。

■厚生労働省 テレワークに総合ポータルサイト

テレワークの導入方法や他社導入事例、セミナー、イベント、ツール導入、政府の取組みなどに関する

様々な情報を掲載。

■厚生労働省 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

テレワークにおける労働条件や休憩時間などの時間制度、安全衛生関係に関するガイドライン。

導入準備・情報収集

テレワークソリューション紹介（参考）

Web会議システム サービス名 提供企業 概要

ZOOMミーティング
Zoomビデオコミュニケーション
ズ（アメリカ）

遠隔地のパソコン同士で
資料や互いの映像をリア
ルタムで共有できる情報
システム。
同時参加人数や各種機
能の有無により無料～機
能別に価格設定されてい
る。

Cisco Webex Meetings
Cisco Webex（アメリカ）
（シスコシステムズ）

Skype for Business マイクロソフト(アメリカ）

チャット サービス名 提供企業 概要

Slack
Slack Technologies, Inc.
（アメリカ）

複数名のグループで資料
やテキストのやり取りがリア
ルタイムでできるシステム。
ビジネス用途別の各種機
能によって価格設定され
ている。

Chatwork Chatwork株式会社(日本)

Microsoft Teams マイクロソフト(アメリカ）

オンラインストレージ サービス名 提供企業 概要

Dropbox Dropbox, Inc（アメリカ）
クラウドストレージとも呼ば
れインターネット上でファイ
ルを共有するサービス。
容量やアカウント数などで
価格設定されている。

Googleドライブ Google（アメリカ）

首都圏産業活性化協会のテレワークの取組み

■首都圏産業活性化協会では緊急事態宣言の発表を受け2020年4月8日より交代制で在宅勤務を開始しました。

テレワークを開始するにあたり上記表内のツールを利活用しています。

研修、セッション、会員企業様打合せ、理事会、事務局会議などオンライン会議開催用に導入。

ZOOMを利用したことのない方や企業向けに「ZOOMインストールマニュアル」を独自作成し配布。

事務局員内部用の業務管理、コミュニケーションツールとして導入。毎日、9:00（本日の業務予定）、
13:00（業務中間報告）、18:00（業務進捗・問題、課題報告）の定例報告と、プロジェクト毎にメンバー
を分け、やり取りをチャットで実現。

オンラインストレージの利用で事務局員全員がファイル共有を行うために使用（コロナ前より導入済み）

テレワークでも最新のファイルにアクセス可能となり共同作業などが可能。
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株式会社ベストパートナーズ

所在地 東京都中央区八丁堀3-7-1 宝ビル本館8階

TEL 03-5244-9998 URL https://www.best-partners.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。

株式会社池田製作所

所在地 東京都青梅市長淵8丁目178-2

TEL 0428-24-8816 URL https://ikedaseisakusho.jp

様々な形で企業様のお手伝いをさせて頂いております。『経営ソリューショ
ン』と『人材ソリューション』が二つの事業ドメインです。少数精鋭のメン
バーにより、ご依頼頂いた課題には丁寧かつ全力で取り組んでおります。
業種を問わず、財務支援、戦略立案、組織再編、事業承継、M&Aア
ドバイザリーなどのサービスを提供致しております。

また国内のみならず中国・アジア向けのM&A、国際税務、事業再生の
アドバイザリーサービスも展開しております。更に、人材関連では即戦力と
なる40歳以上のプロ人材のご紹介でもご定評を頂いております。お気軽
にお声がけください。

株式会社イアス

所在地 東京都立川市錦町3-6-6 中村LKビル4階

TEL 042-548-0765 URL http://iasinc.jp

ー プラスチックを通じて信頼され愛される企業へ －

株式会社池田製作所はプラスチック射出成形を行っており、特に微細なインサートを用いた「イ
ンサート成形」を得意としています。耐熱性・耐薬性に優れたスーパーエンプラの一種でもある
「PEEK」を用いたインサート成形技術や塗装いらずで塗装と同等の発色を実現した「塗装レス
技術」を強みとしています。

2019年に竣工したクリーンルーム環境を伴った新工場で、医療機器など高い清潔度・品質が
求められるニーズにもお応えいたします。

－ 極微量金属不純物分析のスペシャリスト ー

半導体製造工程における極微量金属不純物管理として用いられるオンライン
ICP-MS分析装置を製造販売しています。海外販売比率が5割以上のグローバ
ル企業です。

主な製品は、以下の通りです。
Expert：全自動気相分解（VPD）装置
CSI ：オンラインモニタリングシステム
ASAS ：全自動標準液添加装置
GED ：気体試料導入装置
MSAG ：金属標準エアロゾル発生ユニット

－ 企業と人を元気にする －
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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 E-mail：info@tamaweb.or.jp URL：https://www.tamaweb.or.jp/https

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

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。

株式会社シグマ工業

所在地 神奈川県愛甲郡愛川町中津6790-2

TEL 046-286-3611 URL https://www.shiguma.jp

弊社は、省力化装置、リーク・流量試験機、リフロー炉、各種試験機(荷重・
トルク・耐久)等の開発設計・製造・販売を行っています。

業務案内は、下記となります。
・治工具及び各種省力化機械装置の設計製造販売(オーダーメイド）
・各種試験装置の設計製造販売（トルク、荷重、衝撃、リーク、流量）
・電気制御盤製作、シーケンス制御
※どんなものにもトライの気持ちで対応致します。
是非お気軽にお問合せ下さい！！

ー 事務局よりお知らせ ー
会員企業様の皆様に協会支援サービスをよりご活用頂きたく一覧にまとめさせて頂きましたので別紙「企業支援サービス」

を同封させて頂きます。
是非ご活用頂きます様お願い申し上げます。

当社フィルムインサート成形は、フォーミング金型の内製、プレフォーミング加工、トリミン
グ、フィルムインサート射出成形の工程を社内で一貫して行い、相互に作用する各工
程を総合的に調整し、製品作りをしています。

また、凸型凹型を使用した熱プレスで加工する当社プレフォーミング品は真空成形加
工品と比べ、高い位置精度で印刷柄に対する３次元形状の付与が可能です。

株式会社ヨシオカ

所在地 東京都台東区三筋1-11-5

TEL 03-3861-6618 URL https://www.yoshioka.ne.jp/

ほぼ『ワンストップ』でできる『フィルムインサート成形』

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の得意分野をご紹介します。

・青木 宏 (元経済産業技官 、中小企業政策全般に係る紹介・助言）

お客様の想いをしっかりとヒアリングさせていただき、操
縦性、耐久性、メンテナンス性を高めたオーダーメイドマ
シンをご提案します！


