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令和２年７月 株式会社トコウ 新社屋完成

株式会社トコウは、2020年７月、埼玉県入間市の技術センター隣接地に事務所棟、工場棟を新築。現在飯能市にて操業をしている本
社機能及び製造ラインを新事業施設に集約。工業製品・各種金属の焼付塗装、粉体塗装、プラスチック・樹脂製品・建築資材・木工塗
装など様々な塗装を手掛けている。
株式会社 トコウ

https://toko-toso.com/

代表取締役 斗光 健一

所在地

〒358-0035 埼玉県入間市中神991

従業員

40名

業務内容

各種金属の焼付・粉体塗装、特殊塗装、木工塗装・建築塗装、抗菌塗装、制作事業

設立

平成20年1月

新本社落成日

2020年7月

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。

❖ ＴＯＰＩＣＳ ❖
・会員企業 株式会社トコウ 新社屋紹介
令和2年7月16日 埼玉県入間市に新社屋が完成し本社移転

・首都圏産業活性化協会 令和2年度通常総会 開催報告
コロナウイルス感染拡大防止の観点よりWeb会議システムを活用し総会を開催

・イベントのご案内
経営デザインセミナー＆ワークショップ、はむらイブニングサロン、次世代トップリーダー育成講座、つなぐWaSession

・経済産業省 2020年版 グローバルニッチトップ企業100選 会員企業のご紹介
「経済産業省 グローバルニッチトップ企業100選」に入選された会員企業6社をご紹介

・新規会員企業のご紹介
新規ご入会された5社をご紹介
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interview
株式会社トコウ

代表取締役 斗光 健一

株式会社トコウは、平成２０年に設立した塗装業を営む企業です。焼付塗装をはじめ粉体塗装、木工塗装、特殊
塗装等非常に多くの塗装メニューを持ち、工業製品や金属のみならずプラスチック、樹脂製品、建築資材等様々な素材
へ塗装についても対応可能です。この度埼玉県入間市に新社屋を建設いたしました。
今回は代表取締役の斗光健一様にお話をお伺いしました。

◆社員がより良い環境で働くための新社屋設計◆
新社屋建設にあたり、法規制等の厳しい制約がある中で最大限
有効にスペースを活用することに加えて、社員がモチベーションを高
め、より良い環境で仕事ができることを意識して設計を行いました。
例えばコミュニケーションをとりながら過ごせる食堂スペースの設置や、
職人の方含め社員全員が自分の机を持つことができるように執務
室を設計するなどの工夫を行いました。工場棟については、塗装ラ
イン・大型塗装のための固定炉を設置し設備も新設しました。
塗装はとても大変で厳しい仕事ですが、魅力的で入社したいと思っ
てもらえる会社を作っていくことを目指しているので、第１歩として新
工場建築ができてよかったです。

◆これまでの歩み◆
我々も会社設立以降、様々な困難に直面してきました。業界全体では高齢化が進み、後継者不足により廃業する企業も
多い現状です。過去には量産製品が海外へ移ってしまい、残ったものを同業他社で奪い合うような時代もありました。そのよう
な状況化で、当社はそれまで工業製品一辺倒だった事業を見直し、樹脂、プラスチック、木工等様々な素材へのチャレンジを
始めました。なかでも木工塗装は専門家を１年間派遣してもらい基礎から学び、現在では国内ではほとんど無い金属塗装と
木工塗装の両方を施工できる会社へと成長することができました。様々な素材への塗装、多数の塗装メニューのノウハウを取
得したことで、様々なお問い合わせを頂き、対応ができています。
また、営業部署を設け丁寧なお客様対応ができる体制をつくることで信頼を得ることができているとともに、Webシステムの整備
にも力を入れ、結果としてインターネット経由での受注もかなり高い確率となっています。業界内ではこれらの取組整備が遅れ
ている会社が多い現状のなか、しっかりと取り組むことで他社にはない強みとして評価をしていただいております。
また、社内のコミュニケーションをとても重要視しています。若手社員が数多く在籍していることもあり、月に１度社内イベントを
実施し交流を深める取り組みを実施することや、積極的に会議を開催し社員の意見を共有する場を設けることで、より良い職
場つくりを実践しています。経営計画や将来のビジョンについても幹部社員と共に検討し作成をしています。これらの取り組みに
よって、社員が積極的に楽しく業務を行うことができる土壌をしっかりと作ることを意識しています。

◆これからも変わらない想いと新たなチャレンジ◆
これまでも大事にしてきた部分である、社員の幸せに重きを置くことや経営理念である「後世に
明るい未来を伝える進化する塗装屋を目指します」というポリシーを皆で大事にしていきます。
また、子供たちに「この会社に入りたい」と思ってもらえるような会社をつくっていきます。
多種多様な業務を行っていますが、これからは航空・宇宙という分野に注目をしています。現
在も事業を行っていますが、今後より力を入れていきたいと考えています。

◆斗光社長からのメッセージ◆
塗装について数多くの塗装パターンを持ち、様々な素材に対応可能です。また、最近のコロナ
ウイルスによる影響から抗菌塗装のご対応も増えておりますのでご関心のある方は是非ご相談
ください。塗装のことなら何でもご相談ください！
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首都圏産業活性化協会 令和2年度通常総会開催
Support4による企業支援を展開し、自主事業の強化とネットワーク拡大を図ります
[開催日時] 2020年6月12日（金）15:00－16:20
[開催会場] 首都圏産業活性化協会 八王子事務所
（東京都八王子旭町9-1 八王子スクエアビル１１F）
下記の議案事項はすべて承認可決されました。会員の皆様には、6月に総会終了後に議案資料を郵送にてお送りして
おります。
（1）令和元年度事業報告、収支決算承認について
※事業報告については、「令和元年度事業のあらまし」をご覧ください。
（単位：千円）

科 目

一般会計
予算額

決算額

Ⅰ 収入の部
当期収入合計（A）

101,341

154,682

前期繰越金収支差額

115,341

115,341

収入合計（B）

216,682

270,023

Ⅱ 支出の部
当期支出合計（C)

116,279

160,542

当期収支差額（A)－（C)

-14,937

-5,860

次期繰越収支差額（B)－（C)

100,402

109,481

（2）令和２年度事業計画及び収支予算について
（単位：千円）

科 目

一般会計予算額

Ⅰ 収入の部
当期収入合計（A）

123,517

前期繰越金収支差額

109,481

収入合計（B）

232,998

当期支出合計（C)
次期繰越収支差額（B)－（C)

・地域企業イノベーション支援事業(IoT)
・研究開発支援事業（補助金獲得支援）
・個別企業支援事業
・戦略的基盤技術高度化支援(ｻﾎﾟｲﾝ)事業管理

Ⅱ 支出の部
当期収支差額（A)－（C)

ものづくり現場の寄り添い支援

133,542
-10,024
99,457

・狭山市：中小企業経営支援相談
・羽村市：連携構築・強化支援

付加価値向上支援

・科学技術振興機構(JST）：新技術説明会の運営

・知的財産活動支援事業
人材育成

・IoT導入支援
・経営課題解決支援事業
イノベーション創出支援

・新入社員研修
・技術経営大学
・シニア個別マッチング事業

・NEO TCS事業(技術連携交流会、リアルタイム交流会)
・地域企業イノベーション支援事業(SQOL)
・各種研究会(地域ｲﾉﾍﾞ重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ綿貫WG、鎌倉WG、久保田WG）
（3）役員の選任に関する承認の件
前任者の任期満了および人事異動により、下記の新役員が選任されました。
理事 樫﨑 博（八王子商工会議所 会頭）、若林 和彦（相模原市 環境経済局 経済部 部長）
監事 池野 成雄（株式会社バンガードシステムズ 代表取締役）
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▶ お問合せ Tel：042-631-1140 Mail：info@tamaweb.or.jp

今後のイベント・セミナー

Event

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。

Seminar

経営デザインセミナー&ワークショップ

ーわが社の“これまで”と“これから”と“すべきこと”が見えてくる－

〔経済産業省 令和2年度中小企業知財活動支援補助事業〕
https://www.tamaweb.or.jp/archives/5994
経営デザインとは、「将来に向けて自社が持続的に成長するために、将来の経営の基幹となる価値創造メカニズムをデザイン
すること」です。
経営デザインシートは、内閣府知的財産戦略推進事務局が推奨する思考補助・デザインツールとして、環境変化に耐え抜
き持続的成長をするために、自社や事業の存在意義を明確に意識した上で、「これまで」を把握し、長期的な視点で「これか
ら」の在りたい姿を構想し、それに向けて今から何をすべきか戦略を策定するための、思考補助・デザインツールです。
セミナー＆ワークショップを下記３カ所での開催いたします。
対 象 ：企業の経営者、経営幹部、リーダークラス
定 員 ：会議室のご入場は40名を上限とさせていただきます。オンライン(zoom)でのご参加も可能です。
参加費：無料
所沢会場
日 時：2020年8月４日（火）15：30－17：30
会 場：所沢市役所 8階大会議室（埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1）
※西武新宿線「航空公園」駅より徒歩約3分。専用駐車場の使用が可能ですが、出庫は18:00までとなります。
内 容：●経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
講師 EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部 財務会計アドバイザリー 公認会計士 関 大地 様
●県内企業の事例紹介
講師 株式会社バンガードシステムズ ME事業部

事業部長 高木 英一 様

●ワークショップ 「経営デザインシート」を書いてみよう
羽村会場
日 時：2020年8月27日（木）15:30－17:30
会 場：羽村市産業福祉センター2階 Iホール（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1)
JR青梅線 羽村駅より徒歩約12分
内 容：●経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
講師 EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部 財務会計アドバイザリー 公認会計士 関 大地 様
●都内企業の事例紹介
講師 株式会社池田製作所 代表取締役社長 池田 和弘 様
株式会社電子制御国際 代表取締役 中村 謙二 様
●ワークショップ 「経営デザインシート」を書いてみよう
相模原会場
日 時：2020年9月開催予定

◆自社の「経営デザイン」を専門家がハンズオン支援でサポート！（サポート希望企業募集中）
自社のこれまでの発展・成長を紐解き、将来の価値に向かって内部・外部のリソースを活用して何をすべきか
を、専門家がハンズオン支援でサポートします。
申込み・問合せ：事務局 下田・八木・芳賀
TEL:042-631-1140
E-mail:info@tamaweb.or.jp
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FAX: 042-631-1124

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

第17回はむらイブニングサロン

「こんな時に活用したい支援サービス」

https://www.tamaweb.or.jp/archives/5933
「はむらイブニングサロン」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企業家
達とのマッチングを目指した異業種交流会です。
新型コロナウイルスの感染拡大によって生じたニューノーマルへの変革の中で、企業各社にも急速な変革が求められていま
す。今回はそんな中で中小企業様が活用しやすい支援サービスや動向をご紹介します。
こんな時だからこそ支援制度・サービスをフルに活用して頂き、より有利にニューノーマルへの適応を進めて頂ければと思い
ます。
日 時：令和2年8月6日（木）16:00～17:30
方 法：ZOOMを使用したオンライン形式
※聴講をご希望の方でZOOMの使用が困難な場合は、お申込の上、事務局（首都圏産業活性化協会）
までご連絡下さい。
参加費：無料
内 容 ：●関東経済産業局「経済産業省の支援策について」
●東京都中小企業振興公社「東京都のコロナ対応支援サービス」
●アクサ生命保険株式会社「健康経営優良法人認定サポート事業（経産省受託事業）」
●東京都環境局「中小企業への省エネ支援モデル事業」
申込み・問合せ：事務局 笠井 下田 TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124
https://www.tamaweb.or.jp/archives/5933 E-mail:info@tamaweb.or.jp

次世代トップリーダー育成講座

ーサステナビリティ経営スクールー

今後、首都圏地域で中核を担っていく若手経営者や経営幹部・経営者候補を対象にサステナブルな経営を考え、
トップリーダーとして必要な資質を得るためヒントや知識の習得、ネットワーク形成を目的としたスクールを開講します。
※コロナウイルス感染状況等により開催日・時間を変更する場合があります。
日 時 ：令和2年9月～ 2ヶ月に1回定例会を開催（計年6回／17:00～21:00）予定
内 容 ：・先輩経営者等による講演、参加企業プレゼン、交流会
・視察（年1回予定）※このほか、知識習得のための勉強会等も開催。
対 象 ：若手経営者、経営幹部・経営者候補
定 員 ：15人
参加費：年会費30,000円＋交流会費・視察費は別途徴収
世話人：首都圏産業活性化協会 副会長 高橋一彰（株式会社industria代表取締役）
申込み・問合せ：事務局 鈴木 TEL:042-631-1140
E-mail:info@tamaweb.or.jp

第11回 つなぐWaSession

FAX: 042-631-1124

ーグローバルニッチトップ企業100選 企業のチカラー

つなぐWaSessionは、ものづくり”とは異なる分野・業界との異業種交流会を開催し、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ております。
9月のテーマは、経済産業省 グローバルニッチトップ企業100選に選ばれた会員企業の中から「企業のチカラ」についてお
話し頂きたます。
日 時 ：令和2年8月28日（金）16:00～17:30
実施方法：オンライン形式（Zoom)
参加費 ：無料
申込み・問合せ：事務局 鈴木 TEL:042-631-1140
E-mail:info@tamaweb.or.jp

FAX: 042-631-1124
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Introduction of Members 〔認定・表彰・選定等〕
経済産業省は、世界市場のニッチ分野で勝ち抜いている企業や、国際
情勢の変化の中でサプライチェーン上の重要性を増している部素材等の事
業を有する優良な企業など113社を、2020年版「グローバルニッチトップ企
業100選」として選定。その内、首都圏産業活性化協会の会員企業から
6社が選定されました。
経済産業省発表 2020年版「グローバルニッチトップ企業100選」 選定企業一覧順

「FILSTAR(エレメントレスフィルター)自動車生産プロセス等に貢献する水の再利用装置システム」
株式会社industria

代表取締役社長 高橋 一彰

所在地

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2700

従業員

40名

業務内容

industriaブランド製品の企画開発製造販売、各種装置の設計・製造

設立

平成3年5月

「分離精製装置（リサイクル分取液体クロマトグラフ）」
日本分析工業株式会社
所在地

代表取締役 大栗 直毅

〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵208

設立

1965年9月

取扱品名

リサイクル分取HPLC、キューリーポイントインジェクター、熱分解装置、 加熱脱着
装置、アウトガス捕集装置、 冷凍粉砕機

「NECRES（高水分の有機性廃棄物と廃プラを混錬・熱分解によりカーボン化）」 連続受賞
株式会社環境経営総合研究所

代表者 松下 敬通

所在地

東京都渋谷区南平台町16番29号グリーン南平台ビル2階

業務内容

紙パウダーと合成樹脂を混練した混成成形ペレットの製造および販売、紙パウダーと
合成樹脂の混成ペレットを成形した各種紙製製品の製造および販売、他

「水晶振動子製造工程用（周波数調整装置）」
株式会社昭和真空

代表取締役 執行役員社長 小俣 邦正

所在地

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10

従業員

192名

業務内容

水晶デバイス用、光学薄膜用、電子デバイス用などの総合的な真空関連装置並
びに真空機器等。真空蒸着装置、スパッタリング装置、イオンプレーティング装置他

創業

1953年9月

設立

1958年8月

「インパルス巻線試験機」
株式会社電子制御国際

代表取締役 中村 謙二

所在地

東京都羽村市神明台3-33-6

従業員

本社工場30名 上海営業所15名

業務内容

各種計測機器・検査装置

設立

昭和43年1月

「グローバルリペアサービス（GRS）」
京西テクノス株式会社
所在地
従業員
業務内容

6

つなぐWa

2020. July No17

代表取締役 臼井 努

〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-25-2
370名

設立 2002年2月

計測器/医療機器/通信機器/環境エネルギー分野における 設計・評価・製造・
修理・校正・ネットワーク設計・構築・運用管理・システム運用管理

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。

「高品質の金型をスピーディーにお届けします」
自社製フルホットランナーを使ったハイサイクル成形用金型の製作を得意と
しており、お客様に満足いただける品質・スピードで対応致します。
また、長年培ったナノレベルの微細加工技術を核とした金型製作・受託加
工にも対応致します。
事業内容
１．プラスチック射出成形用金型設計・製作
２．微細加工受託製作
３．金型標準・特注部品並びに機材の製造販売
４．リバースエンジニアリング
５．ニッケル電鋳製品製作

容器金型サンプル

虹色加工

池上金型工業株式会社
所在地

埼玉県加須市豊野台2-664-8

TEL

0480-44-8686

URL

https://www.ikegami-mold.co.jp/

プリントオンデマンドから展示会出展サポートまで幅広くご対応
迅速、かつ確実をモットーに。数多くの実績が安心の証です。
●プリント・サービス・ソリューション(BtoB)
弊社のオンデマンド印刷(POD)技術で企画～試作～量産まで変化に柔軟に対
応できる製品を提供致します。名刺から会社案内・製品カタログ・ポスターやパッ
ケージ製作まで、多品種・小ロット・高品質を実現。
●販売促進のための展示会企画・運営サポート(BtoB)
出展製品に合わせた展示会の選定、出展手続きの代行業務、ブースデザイン提
案から施工管理・景品の製作・アンケート収集まで一貫してサポート。
当協会の数社様より弊社サービスをご利用頂きご好評を頂いております。

本社プリントセンター

株式会社弘久社
所在地 東京都立川市上砂町5-1-1
TEL

042-536-3511

URL

http://www.kokyusha.com/

CADLUSブース

弊社は、端子盤や粉体搬送用スクリューの製造を中心とした、樹脂成型メーカーです。
お陰様を持ちまして、この半世紀以上の歴史の中で、独自の特許製品を生み出し、また
50年に渡って無事故の鉄道用端子を作り続けた事による信頼も、頂いております。
その信頼を支えるために、弊社内には、汎用樹脂成型機の他、独自開発の成型機、熱
硬化性樹脂の成型機などを備えております。
今後は製造業を超えたチャレンジが私たちの目標です。

日本エフ・ティ・ビー株式会社
所在地

埼玉県川口市本町1-12-11

TEL

048-223-3216

URL

http://www.nihon-ftb.co.jp/
2020. July No17
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製品例：

当社はUSB入力機器、Raspberry Pi周辺製品、赤外線
リモコン応用機器等で多数の実績がございます。
JAXA様、理化学研究所様案件等様々な実績があり、高
品質な設計、製造が可能です。雑誌付録基板なども多数手
がけており、数万枚の基板を低コストで製造する事も可能です。

遠隔操作する業務用車両のコントローラ

回路設計・基板製造・部品実装・組立・
検査・出荷を一貫して行います。
株式会社ビット・トレード・ワン
所在地 神奈川県相模原市中央区上溝5-1-23
TEL

042-785-2142

URL

https://bit-trade-one.co.jp/

手に持って使える４ボタンUSBスイッチ

「文化の違いを楽しみ分かち合える世界」を目指して
人の気持ちの些細な変化を察し適切な行動につなげる「機微力」を
土台とした多様性対応コミュニケーション能力の創発・開発を東京大学
IHSとの協働により行い、異文化理解・多文化共生の社会づくりへの貢
献を目指しています。その具体策の1つとしてビジネス社会における世代や
価値観、慣習、国籍など様々な違いを越えて関係性構築する力を定量
的に測定する「機微力検定」を企業や教育機関での採用、育成、研修、
講座などの場面にてご活用いただいています。

一般社団法人 機微力研究所
所在地 東京都千代田区神田佐久間町4-14 ニューイワサキビル4F
TEL

03-6848-1191

発行元・問合せ

URL

https://kibi-lab.or.jp/home/

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
Email：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：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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＜羽村サテライト＞

産業福祉センター
八王子スクエアビル

