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首都圏産業活性化協会 ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ

・広げよう会員の輪 新規会員のご紹介

新規ご入会された企業・団体11社、TAMAコーディネーター4名をご紹介

・多摩信用金庫 第18回 多摩ブルー・グリーン賞 選定企業のご紹介

・経済産業省 地域未来牽引企業 選定企業のご紹介

・新春講演会・賀詞交歓会のご案内

令和3年 新春講演会、賀詞交歓会のご案内

❖ ＴＯＰＩＣＳ❖

つなぐWaSession（オンライン）
3月から毎月第4金曜開催※今月16日

2020年首都圏産業活性化協会が主催・参加したイベント

地域未来牽引企業に選定された協会会員企業11社をご紹介（10月13日発表分）

多摩ブルー・グリーン賞に選定された協会会員企業2社をご紹介（11月4日発表分）

・経済産業省 中小企業庁 はばたく中小企業・小規模事業者300社 2020 選定企業のご紹介

はばたく中小企業・小規模事業者に選定された協会会員企業2社をご紹介（11月12日発表分）

2020年もいよいよ師走を迎えました。会員のみなさまにおかれましては、このコロナ禍であっても力強く、
更に社業を発展されておられることと存じます。今年は、新型コロナウイルス（COVID-19）が世界中で
猛威を振るい、かつてないほどの全世界的な危機となり、いまも経済活動において深刻な影響を及ぼし
ております。このような時だからこそ当協会では、関係機関と連携して、つなぐWa(輪・和・話)を実践して
参りました。 いろいろあったこの1年を、写真で振返ってみたいと思います。

新春講演会
賀詞交換会(1月)

京都・大阪視察ツアー(2月)

合同新入社員研修
オンライン研修(5月)

フォローアップ研修(10月)

オンライン居酒屋「ワイガヤ」
6月から毎週金曜19時開店開催

彩の国ビジネスアリーナ(1月)
テクニカルショーヨコハマ(2月)

たま工業交流展(2月)

経営デザインセミナー(8～9月)
所沢、羽村、相模原(オンライン併用)

自治体勉強会
(2月、10月)
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経済産業省では、2017年度から「地域未来牽引企業」を選定しており、関東経
済産業局管内では894者が選定されています。この度、企業データや各地域からの
推薦を踏まえ、新たに297者を、地域未来牽引企業として追加選定しました。
※「地域未来牽引企業」は、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が
大きく、成⾧性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補
である企業を選定。

会社名 株式会社トコウ 代表取締役 斗光 健一

所在地 埼玉県入間市中神991

URL https://toko-toso.com/company

Introduction of Members 〔認定・表彰・選定等〕

2020年10月13日追加選定分の内、首都圏産業活性化協会会員企業では以下の11社が選定されました

会社名 株式会社イチカワ 代表取締役社⾧ 市川 博士

所在地 東京都羽村市神明台4-8-39

URL https://www.ichikawa.co.jp/

会社名 株式会社FAプロダクツ 代表取締役社⾧ 貴田 義和

所在地 東京都港区新橋5丁目35番10号 新橋アネックス2階

URL https://fa-products.jp/

会社名 株式会社エリオニクス 代表取締役社⾧ 七野 実

所在地 東京都八王子市元横山町3-7-6

URL https://www.elionix.co.jp/index.html

会社名 株式会社ソーケンメディカル 代表取締役 石渡 弘美

所在地 東京都豊島区高田１丁目３６番２０号

URL https://sokenmedical.com/

会社名 立川精密工業株式会社 代表取締役 大越 陽

所在地 東京都羽村市神明台４―４―２１

URL http://www.tachikawa-sk.co.jp/

会社名 多摩冶金株式会社 代表取締役 山田 毅

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平2 - 7 7 - 1

URL http://www.tamayakin.co.jp/

会社名 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

URL http://www.ecginc.co.jp/

会社名 株式会社東洋ボデー 代表取締役 中条 充啓

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平２―４２―１

URL http://www.toyobody.co.jp/

会社名 日本分析工業株式会社 代表取締役 大栗 直毅

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８

URL https://www.jai.co.jp/

会社名 アイフォーコム株式会社 代表取締役 加川 広志

所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３―２９―１１

URL https://www.iforcom.jp/recruit_new/company.html

なお、経済産業省では2017年度から全国3,683者の企業や団体を「地域未来牽引企業」として選定しており、
当協会からは、上記11社を含め、39社の企業が選定されております。(以下行政区別、五十音順に記載)

<北海道> (株)常光(東京都文京区) <青森県> (株)サン・コンピュータ (八戸市)
<茨城県> (株)西野精器製作所 (ひたちなか市) <栃木県> (有)本郷精巧 (佐野市)
<群馬県> (株)アドテックス (高崎市)
<埼玉県> (株)industria（入間市） (株)トコウ（入間市） 池上金型工業(株) (加須市)

(株)協同商事（川越市） (株)金子製作所（さいたま市）
<東京都> スタック電子(株)（昭島市）(株)吉増製作所（あきる野市）(株)サーテック（青梅市）武州工業(株)（青梅市）
(株)三ツ矢（品川区） (株)コスモテック（立川市） 京西テクノス(株)（多摩市） (株)井口一世（千代田区）
(株)ソーケンメディカル（豊島区）東成エレクトロビーム(株)（西多摩郡瑞穂町） 日本分析工業(株) (西多摩郡瑞穂町)
(株)エリオニクス （八王子市）(株)菊池製作所（八王子市）(株)ミラック光学（八王子市）
(株)イチカワ（羽村市） 立川精密工業(株)（羽村市） 電子制御国際（羽村市）(株)NISSYO（羽村市）
(株)FAプロダクツ（港区） 多摩冶金(株)（武蔵村山市） (株)東洋ボデー（武蔵村山市）

<神奈川県> (株)ミズキ（綾瀬市） (株)コバヤシ精密工業（相模原市） (株)昭和真空（相模原市）
(株)リガルジョイント（相模原市） アイフォーコム株式会社（横浜市） コダマコーポレーション(株)（横浜市）

<山梨県> 山陽精工(株)（大月市） <大阪府> 日光化成(株) (大阪市)
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多摩信用金庫 「多摩ブルー・グリーン賞」は、地域で活躍する中小企業の
方々の優れた技術や経営手腕を評価し、表彰することで、地域企業による技
術開発や経営戦略創造の活力を生み出し、地域経済がより活性化されること
を願い実施するものです。最優秀賞は12月14日に発表されます。

会社名 株式会社ユニテックス 代表取締役 土田 義徳

所在地 東京都町田市中町二丁目2番4号 ユニテックスビル

URL https://www.unitex.co.jp/index.shtml

高速USB LTOデータ保存システム LT80H USB LT08

Introduction of Members 〔認定・表彰・選定等〕

会社名 超音波工業株式会社 代表取締役社⾧ 唐澤 秀治

所在地 東京都立川市柏町1-6-1

URL https://www.cho-onpa.co.jp/

２周波ボンディングヘッド

会社名 株式会社イチカワ 代表取締役社⾧ 市川 博士

所在地 東京都羽村市神明台4-8-39

URL https://www.ichikawa.co.jp/

会社名 株式会社サーテック 代表取締役社⾧ 柳内 剛

所在地 〒 198-0004 東京都青梅市根ケ布1-380

URL https://www.stc-m.co.jp/

2020年11月4日に発表された受賞企業の内、首都圏産業活性化協会会員企業では以下の2社が選定されました

経済産業省 中小企業庁は、
・ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上・積極的な海
外展開やインバウンド需要の取り込み

・多様な人材活用や円滑な事業承継
など、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者を『はばたく中小
企業・小規模事業者300社』として選定し、取りまとめを行いました。

2020年11月12日発表分の内、首都圏産業活性化協会会員企業では以下の2社が選定されました

会報「つなぐWa」は、隔月で発行し、全会員へ配布し
ています。

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。

申込み

・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。

「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

掲載枠 広告サイズ 料金／回（税別）

①中 1/6 縦9cm×横9㎝ 15,000円

②中 1/3 縦9cm×横19㎝ 25,000円

②中 1/2 縦14cm×横19cm 40,000円

④折り込み広告（A4サイズ:1枚）
A4サイズ以上の場合は、40,000円（A4サイズに折って封入） 25,000円

発行部数 約500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。
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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。

ART&TECH株式会社

所在地 東京都港区南青山6-1-32 南青ハイツ702

TEL 03-6427-4825 URL http://www.at-tech.co.jp/

ART&TECH株式会社は樹脂製品の表層に本物素材を射出成
形時に同時加飾出来る技術 「SOLIDUX」をご希望の製品に具
現化する開発会社です。

SOLIDUX 7Faces
⑴Wood ⑵Textile ⑶Leather ⑷Film ⑸Metal ⑹Stone
⑺Carbon Faces

『独創的工法で社会に貢献』

油圧の技術を活用し、地中の既設下水管に
対し地面を掘り返すこと無く、枝管を取り付け
ることができる工法を主としたベビーモール工法
とその為の掘削削進機械の開発により、全国
のベビーモール協会員が日々下水道環境の
改善に寄与すべく施工を行っています。

東京油機工業株式会社

ベビーモール鋼管削進法

東京油機工業株式会社

所在地 神奈川県相模原市緑区三ケ木1610-1

TEL 042-780-0181

URL http://www.tokyoyuki.co.jp/

『CMF Designの具現化』

関東との物流ネットワークを確立。
青森と関東の距離を感じさせないお付き合いを目指しています。
弊社近隣の提携会社と協力し合い毎週、火曜日・金曜日に取引
先工場に直接製品をお届けしています。

Webシステムにより、随時連絡を取り合えることから 品 質向 上 ・
スキルアップを常に心がけ日々生産活動に取り組み実施しています。
取引先に不具合が発生しない提案をさせて頂きます。

株式会社 M-PAL（エムパル）

所在地 青森県北津軽郡中泊町大字八幡字八幡30-1

TEL 0173-57-9062 E-mail a-nagao@mpal.co.jp

M-PAL
mecha＆parts assembly line

『コイル・トランス・ユニット組立製造』
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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。

株式会社 株式会社NACAMURA

所在地 東京都墨田区東駒形4-6-3

TEL 03-3622-8832 URL http://www.nacamura.co.jp/

当社は、スカイツリーの お膝元にある折り紙断裁をルーツとする
製本会社です。

断ち・折り・抜き・中綴じ の加工機を設備し、カタログ・パンフレッ
トなど商業印刷物全般の最終工程を担っています。

印刷会社からの下請けがメインですが、企画の段階から実現可
能な形状や効率的な面付、 加工方法まで製本設計のお問い
合わせにも対応し、こだわりを貫いた加工をしております。

樹脂の配合技術で
革新的な新素材開発に取り組む

基礎となる電気絶縁材の技術を応用し、高付加価値の材料を
開発する素材メーカーです。

独自の「配合技術」で、高絶縁・低誘電特性・耐熱・放熱性など
今までになかった「複合化材料」を創り出しています。加工、成形、
デザイン、部品化まで一貫して行い、自動車、航空、半導体など
様々な業界ニーズに応えています。樹脂成形技術を駆使したディ
スポ医療製品の製造も行い、医療分野にも貢献しています。

日光化成株式会社

所在地 (本社) 大阪市北区大淀北1-6-41
(神奈川テクニカルセンター) 神奈川県厚木市岡田3209

TEL (本社) 06-6458-5511 (神奈川) 046-220-1131

URL URL:http://www.nikkokasei.co.jp/

『お客様のこだわりを実現する製本会社』

(↑特殊加工サンプルパンフレット、 ↓さまざまな折加工)

株式会社 トネパーツ

所在地 東京都町田市野津田町1435-38

TEL 042-734-0701 URL http://www.toneparts.co.jp/

『特注品トランスは一台から受注致します』

弊社はトランスの専門メーカーとして1984年に創業し、
低周波用および高周波用トランスまたはコイルなど、
多品種にわたり製造してきました。

一個からの多品種少量品をタイムリーに、より良い商
品を提供できるよう研鑽努力しています。永年の蓄積
した技術は、みなさまのご要望に必ずお応えできるもの
と確信しております。

PNシリーズBHタイプ PTタイプ

株式会社 トネパーツ
特注トランス(例)

タブ端子への接続がワンタッチ!
入力電圧を簡単に変更できます。

TAB TYPEトランス
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有限会社モリヤ

所在地 山梨県上野原市上野原2092-1

TEL 0554-62-3403 URL https://moriya-d.jp/

6

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。

『金属製品をお預かりして、脱脂洗浄する会社です』

金属プレス加工製品、特に精密電子部品の脱脂洗浄、検査・梱包
を得意とする洗浄委託業者です。山梨県上野原市に位置し、創業
より脱脂洗浄と検査・梱包で43年の実績があります。

特注の自動横型4槽式洗浄機と環境対応型の有機溶剤（AGC社
製 AMOLEA AT-2使用）で脱脂洗浄を行い、20年以上の業務
経験者による検査・梱包でお客様のご要望にお応えいたします。

・自社製品・技術の販路開拓をしたい。
・展示会出展を行っていたが、中止・延期が相次ぎ
困っている。
・リード獲得のために、自社サイトの整備/改善や
Webマーケティングを行いたい。
ご登録いただくと、閲覧者にて貴社技術・製品の確
認、お問合せができるようになります。

常設Web展示会『TechMesse（テックメッセ）』

リンカーズ株式会社

所在地 東京都文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル

TEL 03-6822-9580 URL https://corp.linkers.net

リンカーズが運営する『TechMesse』は、技術シーズを集めた製造
業向けのプラットフォームです。
このような課題をお持ちの方は、ぜひTechMesseにご登録ください。

「多摩から世界へ」 「Made in TOKYO」

社名の「モノファクトリー」は、モノ＝物＝Goods、英文で
MoNoは“唯一”や“一つ”の意味から、世界で一つのオリジ
ナルグッズを制作するファクトリー（新しいものを創造し発信
する場所）との意味を込め名付けました。

印刷され、レーザーでカットされ、商品として生まれ変わるア
クリルグッズ。ひとつひとつを手で加工され生まれる缶バッジ。
企画から開発、商品化迄を一気通貫で行っております。

株式会社モノファクトリー

所在地 東京都昭島市昭和町1-2-14
TEL 042-519-4124
URL http://www.monofactory.co.jp/
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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。

さがみはら情報通信サービス協同組合（SICS）とは?
それぞれに得意分野を持った企業集団です。
情報システムのコンサルティングからソフトウェア開発、通信設備工事、シス
テム構築、運用に至るまでトータルに製品、サービスを提供いたします。

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。

・赤神 大作 日刊工業新聞社 名古屋支社 企画調査グループ 副部⾧
得意分野:後継者や経営者の交流、連携の推進）

・一戸 雅行 税理士
得意分野:新規事業の立ち上げ、資金調達、海外事業展開支援）

・浦野 真理 ユニバーサルリサーチラボ合同会社代表
得意分野:材料工学、製造業向けAI、IoT導入/企業研修の企画運営、ビジネス書・

教養本の解説や読書会事業

・難波 良雄 コーポレートアドバイザー
得意分野:専門／機械、電気電子、新技術、事業企画、産学官連携推進コーディネート、

知的財産権アドバイス／ライセンス等

さがみはら情報通信サービス協同組合

所在地 神奈川県相模原市緑区橋本2-20-22 

TEL 090–8462-5329 URL http://sagamiharaict.biz/

•会員企業と共にデジタルパワーを活用して新しい価値を創造すべく、
自治体様や公共団体様を中心に業務改善を含め取り組んでいます。

•相模原市内小中学校、市議会議員会派、大手製造企業そして
中小不動産会社まできめ細かくお手伝いさせて頂いております。

一般社団法人環境ビジネス交流協会

海外独自の産官民ネットワークと人脈で日本の企業を支援します
中国語と現地事情が分からなくても、低コスト、低リスクで中国市場への進出を支援します。

環境を中心とした日本の優良技術・商品・サービスを国内およびア
ジアに紹介、展開する機会を提供し、国内企業団体のアジア中
心のビジネス市場への参入を支援致します。

また中国を中心としたアジアの研究機関、商工会、産業団体、地
方政府等海外とのネットワークを通じて、海外現地への視察や来
日の交流活動を支援し、日中連携事業を促進します。

海外パートナー:中国国家技術移転東センター、上海容知財事
務所、天津市輸出入協会、蘇州市相城区、蘇州張家港市、ほ
か大連、成都、上海、台北の企業複数。

一般社団法人環境ビジネス交流協会

所在地 茨城県つくば市吾妻4-17-2-303

TEL 029-895-6467 URL https://www.ebca.or.jp
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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 ※新型コロナ感染拡大防止のため

イベント開催日を除き、閉鎖しております。

〒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

一般社団法人首都圏産業活性化協会
Email:info@tamaweb.or.jp URL:https://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 2021年1月29日（金）16:00～19:00（開場15:00）

新春講演会 16:00～17:30

賀詞交歓会 17:30～19:00

技術連携交流会 14:00～15:30

会 場 八王子市 学園都市センター 八王子スクエアビル

（東京都八王子旭町9－1）

その他 リアルとオンラインでの開催を予定しております。

※コロナウイルス感染拡大状況などにより、時間、会場、開催方法

など変更させて頂く場合があります。

詳しくはメール、ホームページにてお知らせいたします。

URL:https://www.tamaweb.or.jp/

一般社団法人首都圏産業活性化協会

令和3年新春講演会・賀詞交歓会

愛知淑徳大学ビジネス学部・研究科

真田 幸光 教授 29
(Fri)

1
令和３年

講 演

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。

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。

❖新規会員募集中！ご紹介ください！

新しいネットワーク・技術・情報を求める企業・大学・行政・金融機関等を募集しています。

■入会メリット

○企業・技術等の探索支援 ＜産産マッチング＞ 会員企業をはじめ特徴的な技術・製品を保有する全国の企業ネットワークから、

連携・課題解決のための企業・技術を探索し、マッチングします。

○大学等との連携支援 ＜産学マッチング＞ 大学研究を活用した事業化促進など、産学連携の実現に向けた支援を行います。

○公的補助金等獲得支援 設備投資や事業化のための公的補助金等の獲得支援を行います。補助制度のご案内、連携機関
のご紹介、申請支援を行います。

○個別企業課題解決支援 各企業の課題についてご相談受付と専門家のご紹介など解決に向けたご支援を行います。


