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株式会社環境経営総合研究所は、製紙工場や紙加工工場、印刷工場等から排出される損紙、廃棄紙を原料とした紙パウダーと合成樹脂等
を混成させた材料・製品の製造を行う企業です。今年度、2020 年版「グローバルニッチトップ企業100 選」に選定されております。
株式会社環境経営総合研究所

代表取締役 松下 敬通

所在地

〒150-0036

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

従業員

203名

ホームページ

https://ecobioplastics.jp/

設立

平成8年12月2日

❖ ＴＯＰＩＣＳ ❖
・会員企業 株式会社環境経営総合研究所紹介 ーーーーーーーーーー Ｐ1～Ｐ2
環境分野で目覚ましい成長を続ける（株）環境経営総合研究所様を取材

・イベント開催報告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ Ｐ3
協会が主催したイベントについて実施報告

・今後のイベント・セミナーのお知らせ －－－－－－－－－－－－－－ Ｐ4～Ｐ6
協会が主催、または参加するイベント・セミナーについてお知らせ

・参加企業・大学・団体を募集 －－－－－－－－－－－－－－－－－ Ｐ7
動画チャンネルの名称やコンテンツのカテゴリーなどについて募集
つなぐWa新春特別号を利活用した企業間、大学との連携などについて募集

・新規会員企業のご紹介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ Ｐ8
新規ご入会された企業・団体・個人会員（コーディネーター）をご紹介
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interview
株式会社環境経営総合研究所
代表取締役 松下 敬通
株式会社環境経営総合研究所は、平成8年に設立された紙パウダーと合成樹脂混成材料・製品の製造を行う
企業です。主な製品として、包装資材・建築資材・食品容器などの多種多様な製品を取り扱っております。今年度、
経済産業省より2020 年版「グローバルニッチトップ企業100 選」に選定されたほか、これまでも様々な表彰を受賞
されており、なお目覚ましい成長を遂げております。今回は代表取締役の松下敬通様にお話をお伺いしました。

◆予想外の幕開け◆
創業前は金融業界におり、会社設立当初はベンチャー育成のコンサ
ルティング会社でした。しかし、1社目のクライアントが突如行方不明に
なってしまうトラブルが発生し、会社事業についても特許を所有していま
したが残念ながら参考にできるものはありませんでした。そこから自らビジ
ネスを行うことを決意し、様々な検討を行いましたが、思い通りにはなりま
せんでした。半分あきらめかけていた時にある知り合いからヒントをもらい、
急速に成功への道筋が見えてきました。

◆世界でただ一つの新素材「MAPKA」の誕生◆
紙パウダーを主原料にポリオレフィン系樹脂をバインダーとして、従来のプラスチック材料と同様に成形できる素材として開
発された「MAPKA」は、ある産業廃棄物処理業者から紙くずを紹介されたことが始まりでした。それは製本業者から搬出
されたもので、実際に確認すると紙が細かく粉状になっており、「これなら使えるかもしれない！」と思いましたね。そこから試
行錯誤の結果、形になるものができましたが、製本する際にヤスリで削る工程があって、中に不純物が含まれていることか
ら、もっと紙を細かく粉砕しなければならず、全国の粉砕機メーカーへ相談してまわりましたが、なかなか満足できる結果は
得られませんでした。そんな時、電動の石臼からヒントを得て、「すりつぶす技術を開発すれば良い」と考え開発を行い、原
料の確保・技術の改良を経た結果、現在のような大量生産できる体制を実現しました。
「MAPKA」は紙パウダーを含有したエコ素材で石化資源を製品として半分以下に削減できるだけではなく、廃棄時は
「燃えるゴミ」として処理が可能なので燃焼カロリーもプラスチックの約60%です。(自治体単位のルールあり)
さらに温室効果ガスの排出量も削減可能であり、LCA(ライフサイクルアセスメント)値で圧倒的な環境性能を誇ります。
MAPKAの主原料はあくまで「紙」。
世界でも類を見ない、MADE IN
JAPANの新素材として“ポストプラスチック
原料”と呼ばれるほどに注目。

MAPKAシート
紙パウダーを主原料にポリオレフィン系樹脂をバイ
ンダーとして、ペレット化した「MAPKA」シート成形
グレード。食品用トレー等として活用可能。

◆経営において大切にしていること◆
パートナーとの連携が事業の成功率を上げる秘訣だと考えます。お客様・関係会社・自治体・金融機関及び支
援機関のキーマンに対してどれだけしっかりと議論できるかが重要です。また、中長期の事業計画をどれだけイメージで
きるかも極めて重要で、自社の現場や人材、お客様をしっかり把握し確定させてから作成することで信憑性が高まりま
す。私自身もこの事業計画をしっかりと作成したことが大きな
Earth republic
紙パウダーおよび工業用澱粉を主原料に、
ターニングポイントになり、現在も真剣に自社の将来を考え数
ポリオレフィン系樹脂をバインダーとして水蒸
字化・ドラフト化することを習慣づけて取り組んでいます。

気で発泡させ押出成形した発泡体製品。
断熱材・保冷材・緩衝材等として活用可能。

◆今後の展望◆
現在は、包装資材・建築資材・食品容器などの多種多様な市場で事業を行っておりますが、今後に向けて、新エネ
ルギー生産技術を開発し、再生可能エネルギー分野にも挑戦する予定です。これからも新しい知恵を編み出して他が
できないことをやることで「MADE IN JAPAN」が光ると思います。
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Event Report
羽村市受託事業
※市外の方のご参加も大歓迎です。

■はむらイブニングサロン

「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。今回は、新しい時代に成長変化していくためのヒントを得る「企業支援の取り組み
事例」に焦点を当て開催しました。
[開催日時] 2021年1月14日（木）16:00～17:30
[実施方法] オンライン会議システムZoom
[参加費数] 34名
[内 容 ] 1.「中小企業・小規模事業者支援の取組～事例とともに～」
関東経済産業局 産業部 部長 勝本 光久 様
経済産業省が行なっている企業支援策のご紹介と活用ポイントのご紹介。施策の活用方法等、事例を基に
豊富な経験談をお話頂きました。
2.「事例紹介と活用ポイント」
株式会社ハイメックス 代表取締役 中島 俊英 様
株式会社エーディーシー 取締役 開発部長 田中 功 様
研究開発・試作品開発を促進するための経産省“戦略的基盤技術高度化支援事業(通称：サポイン
事業）”の採択を受けた2社より補助金を活用するメリット・デメリットなどについてお話しを伺いました。

■技術連携交流会（＠KISTEC＆KIP、＠八王子）
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」。今年度から、スピーディーにニーズ・シー
ズに対応していくために、年間を通じて開催します。
■技術連携交流会 ＠KISTEC＆KIP
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、公益財団法人神奈川産業振興センター
(KIP)と連携し技術連携交流会を開催しました。
[開催日時] 2021年1月18日（月）～1月27日（水）
[実施方法] オンライン会議システムZoom・Webex
[参加企業] ニーズ提供企業：日本精工・アズワン・鹿島建設(2月面談含む)、シーズ提案企業：6社
■技術連携交流会 ＠八王子（2021年会員交流会と同時開催）
[開催日時] 2021年1月29日（金）13:30～16:30
[実施方法] オンライン会議システムZoom
[参加企業] ニーズ提供企業：コニカミノルタ他 計2社、シーズ提供企業：6社
[内容(共通)] 大手企業より提示されたニーズに対し、シーズ提供企業が自社の持つ技術、製品、サービス内容を提案
し、技術連携、ビジネスマッチングの可能性を検討。各社の二次面談に向けて現在フォローアップ中。

■2021年会員交流会・新春講演会
毎年、1月に開催している新春講演会・賀詞交歓会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、今年はオンライン
会議システム（Zoom）を使用し、リモートでの開催とさせて頂きました。ご参加頂きました皆様ありがとうございました。
[開催日時]
[実施方法]
[参加者数]
[プログラム]

2021年1月29日（金）13:30～18:30
オンライン会議システムZoom
延べ約140名（瞬間最大視聴者数98名）
・主催挨拶 ：一般社団法人 首都圏産業活性化協会 会長 野長瀬 裕二
・ご来賓挨拶： 経済産業省 関東経済産業局 局長 濱野 幸一 様
八王子市長 石森 孝志 様
羽村市長 並木 心 様
相模原市長 本村 賢太郎 様
・新規入会会員のご紹介：2020年新規ご入会会員38（社・者）をご紹介
・つなぐWaSession新春特別編：テーマ「外部資源の活用による経営力向上」
NPO法人 産業技術活用センター 理事長 北山 忠善 様
一般社団法人 アジア経営戦略研究所 代表理事 池島 政広 様
一般社団法人NAP 代表理事 田口 芳弘 様
・新春講演会：テーマ「Withコロナ・2021年の世界と日本を俯瞰する」
愛知淑徳大学 教授 真田 幸光 様
・参加者への御礼挨拶 ：一般社団法人首都圏産業活性化協会 事務局長 芳賀 啓一
・閉会の挨拶
：一般社団法人首都圏産業活性化協会 副会長 高橋 一彰
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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。

つなぐWaSession オンラインミーティング
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。どなたでもご参加頂けますので是非ご参加下さい。
[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
[今後の開催予定]
・2021年2月26日(金)

16:00～ 事例に学ぶ医工連携

・2021年3月19日(金)

16:00～ 企業の持続力（予定）

[参加方法]2月26日開催お申込み https://www.tamaweb.or.jp/archives/8212

技術経営大学 生産技術研修講座（オンデマンド動画配信） 後編3回
本研修では「生産技術者」に必要な基礎知識を学んで頂き、各自が日常業務の中で自社生産技術部門の業務を見
つめ直し、生産技術力強化に繋げることを目的とした全6回のパッケージ講座です。
各講座内容は独立しているため個別のご参加も可能です。またオンデマンドでの配信のためご都合に合わせて受講頂け
ます。また講座を受講して頂いた方への特典として、講座講師への無料相談をご用意しております。相談内容は研修テー
マに限らず何でも結構ですので、この機会に是非ご活用ください。
[日時・内容]
第4回 1月18日(月)～2月15日(月)：現場改善（IE手法）の実践
IE手法を用いてムダを発掘、停滞を無くすことで設備稼働率向上
第5回 2月15日(月)～3月15日(月)：設備設計、自動化・IoT・ロボット導入
既存設備の課題を解決するD/Rシート活用法、自動化して良いもの・ムリなもの
第6回 3月15日(月)～4月19日(月)：工程レイアウト設計手法
ムダを発生させない工程レイアウト
[開催方法] オンデマンド動画配信
[参加申込] https://www.tamaweb.or.jp/archives/6729

羽村市受託事業
※市外の方のご参加も大歓迎です。

Jacky柴田のマーケティング道場
ー 「アフターコロナ （特にデジタル化）」と「企業のマーケティングの変化」 ー

羽村市では、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会経済の変革の中での事業継続を支援するため、マーケティン
グセミナーを開催します。流行性の視点よりも 「長期的視点・汎用的視点」 を重視し、「時代に対応しながらも目先の動
きに惑わされない」経営戦略を立てられるように、事例を交えてお話しします。
[日 時] 第1回 2021年 2月 3日（水） 17:00 ～ 19:00
第2回 2021年 2月 24日（水） 17:00 ～ 19:00
第3回 2021年 3月 11日（木） 17:00 ～ 19:00
[実施方法] オンライン会議システムZoom
原則、オンラインでの開催ですが、第2回・第3回については、希望者は羽村市産業福祉センターiホール
（羽村市緑ヶ丘2-11-1）でも聴講可能とする予定です。
[定 員] オンライン参加 100名（先着順） 現地会場への参加 35名（先着順）
[お申込み] https://www.tamaweb.or.jp/archives/7736
[費 用] 無料
[講 師] Jacky 柴田 正幸 様
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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。

新都心イブニングサロン ＆ 技術連携交流会（オンデマンド配信）
ー 技術開発で元気を出そう、Japan-tech Pride！－
新都心イブニングサロンは、一般的な「講演会」ではありません。技術にプライドを持つ企業家・大学教員にプレゼンを
行っていただき、そのプレゼンを聴いた意欲的企業家達との「商談」をマッチングすることを目指しています。プレゼンする
人も聴く側も“Japan-tech Pride”を理解し、参加者が力を合わせて場の価値を高めていくことをコンセプトとしていま
す。前回に引き続き、第62回となる今回もオンデマンド配信で開催いたします。
[日
時] 2021年2月5日（金）17:30～配信開始
[開催方法] YouTube動画にて配信
[参加申込] http://www.innovationpartners.jp/nonagase/CONTENTS/Letter62.htm
[インターネット特設会場] https://www.tamaweb.or.jp/archives/5239
[内
容]
◇イブニングサロン・ネットワーク
こまちイブニングサロンからの企業紹介（代表世話人 田中 克巳 様）
株式会社稲庭うどん小川
有限会社高石機械工業
◇プレゼン１（ディスカッション形式）
（一財）光科学イノベーションセンター・東北大学 高田 昌樹 様
「ナノを見るツール、次世代放射光施設の応用分野」
◇プレゼン２（ディスカッション形式）
東京農工大学先端産学連携研究推進センター 中川 正樹 様
「東京農工大学の挑戦とオープンイノベーション」
◇プレゼン３（ディスカッション形式）
株式会社バンガードシステムズ 池野 成雄 様
「当社のトルクコントロール技術とオープンイノベーション」

一般社団法人アジア経営戦略研究所
AIBSビジネススクール
2021年開講のご案内
一般社団法人 アジア経営戦略研究所の
AIBSビジネススクール（2019年5月に開校）
「アジアビジネスに特化した
実践的カリキュラムによる人材育成」
期 間 ： 前期 5月～7月、後期 9月～11月
※各19科目 平日夕方と土曜
受講方法： 科目により教室形式(吉祥寺、市ヶ谷）
又は Zoom オンライン
科目・講師： https：//aibs.or.jp
詳細日程： 3月末に決定

回 数： 全9回（オンライン講座）
期 間： 1月～３月まで開講 無料
時 間： 18:30～20:00
アジア経済やビジネスに関わるAIBSビジネススクールの専門家が
担当し、三鷹ネットワーク大学が運営するオンライン講座。
詳細・申込は三鷹ネットワーク大学のホームページまで
https://www.mitaka-univ.org/kouza/
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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。

2021年合同新人研修【4月5日(月)・6日(火)・7日(水)開催】
2021年4月入社(予定)の新入社員から社会人3年目までの方を対象に、「周囲との連携」「相互信頼」をテーマに合同
新人研修を開催します。
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
す。新型コロナウイルスも落ち着く気配が見えない中での企画となりますので、今後の国内感染状況、ならびにお申込み各
社様のルールに沿って集合型／オンライン型、若しくはハイブリット型にて開催させて頂く予定です。
本研修後、年間を通じたフォローアップも実施します。
<開催概要>
[対 象] 2021年度 新入社員～社会人3年目までの方
[開催方法]オンライン研修ではWeb会議システム「ZOOM」を使用します。
[受講料] 会員 27,000円(税込)/1名
一般 37,000円(税込)/1名
※全3回研修＋フォローアップ含む
※テキスト、検定試験（機微力検定試験6,050円）を含む
[お申込み] https://www.tamaweb.or.jp/archives/7946
[講 師] 株式会社KIBI 上級研究員 見附 誠子 氏

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ております。産学連携コーディネート、企業間マッチ
ング、また企業支援ご希望のご相談をお聞きします。

21th Business FAIR Online

オンライン彩の国ビジネスアリーナ

[イベント期間] 11月6日（金）～3月31日（水）

[イベント期間] 1月8日(金)～2月8日(月)15:00迄

[URL] https://www.seibubusinessfair.com/

[URL] https://bizmatch.saitama-j.or.jp/

[主催] 西武信用金庫
本ビジネスフェアは地域を越えた中小企業の皆さまの
ビジネスチャンス拡大を目的とする多業種企業による企
業展示・マッチング会。

[主催]埼玉県/(公財)埼玉県産業振興公社/(公社)
埼玉県情報サービス産業協会/(株)埼玉りそ
な銀行/(株)武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/
飯能信用金庫/川口信用金庫/青木信用金庫
中小企業の皆様の販路開拓や情報収集のための ビジネ
スマッチングイベント。

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
○大学等との連携支援 –産学マッチング
○公的補助金等獲得支援
○人材確保支援事業への参画
【お問い合わせ先】（一社）首都圏産業活性化協会
TEL:042(631)1140
E-Mail：info@tamaweb.or.jp
担当：鈴木・笠井

6

つなぐWa

2021. February No20

参加者・応募者募集！（企業・大学・団体・支援機関等）
■協会動画チャンネルの名称および動画コンテンツの募集
動画チャンネル開設！ 「ワザ自慢動画版」配信します！
首都圏産業活性化協会では、動画サイトの運営や各種コンテンツのご提供など、協会事業の一つとして今後展開していきま
す。そこで今回、皆様から動画チャンネルの名称、ロゴやコンテンツのカテゴリーに関するアイデアなど募集（下記①～③）しま
す。皆様からのご応募をお待ちしております。
①動画チャンネルの名称・ロゴ
「META-TECH network TV（仮称）」としてチャンネルを作成しましたが、皆さま方で名称やロゴの候補などありました
らご応募をお願い致します。
名称例：HighTechNet、首都圏活性チャンネルなど。
ご応募〆切：2月19日（金）
②動画コンテンツのカテゴリー・内容
より有益で楽しい動画コンテンツをご提供させてきたく思っておりますが、カテゴリーやその内容についてアイデアがあるようでし
たらご連絡をお願い致します。
対象例 教育講座：生産性向上、中堅社員研修、プレゼン力向上などの講座に関する動画など。
企業ＰＲ：「製品・技術PRレポート」の動画版、新製品・新技術に関するPRコーナーなど。
地域情報：会社の近くのグルメ情報、地域ニュースなど
③動画提供のお願い
現在、ネットに公開しても問題のない企業や団体、機関のＰＲ動画等お持ちで、ご提供頂けるようでしたらご連絡下さい。
協会が冊子、Ｗｅｂで公開している「技術・製品ＰＲレポート（ワザ自慢）」 の 動画版として公開させて頂きます。
ご応募・はこちら ▶ https://www.tamaweb.or.jp/archives/8232
お問合せはこちら ▶（一社）首都圏産業活性化協会 担当：鈴木・笠井
TEL:042(631)1140 E-Mail：info@tamaweb.or.jp

■つなぐWa 2021新春特別号を活用した連携について
企業間、大学との連携（産産・産学連携）、コーディネーターの依頼などにご活用ください！
2021年1月8日迄に会員の皆さまには「つなぐWa2021新春特別号」をお届けさせて頂きました。本紙は首都圏産業活性化協
会の会員総合カタログとなっております。コロナ禍で会員交流も希薄となりつつある中、少しでもお役立て頂ければと思い発刊させて
頂きました。
①カタログ内に掲載されている企業や団体、各機関との連携や、詳細を聞きたいなどご希望が
ございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。
※お問合せ内容や問合せ先のご都合でお取り次ぎできない場合がありますので予めご了承
下さい。
②「製品・技術PRレポート」をまだ作成されていらっしゃらない企業や団体で、作成をご希望される
場合は、下記お問合せ先までご連絡を頂ければと思います。
首都圏産業活性化協会のホームページ、次年度発刊予定号への掲載、
企業間連携の情報とさせて頂きます。
③「つなぐWa2021新春特別号」の内容について
内容や構成、表現など、何かお気づきの点やご要望などございましたら、下記お問合せ先まで
ご連絡ください。次号発刊時の参考にさせて頂き、皆さまへより有益な情報とさせて頂ければ
と思います。
本紙発刊にあたり、皆様から多大なご協力、ご協賛を頂戴いたしました。
この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
＜ご協賛者様＞（お申込順）
アイフォーコム株式会社、株式会社エリオニクス、株式会社コスモ計器、株式会社さがみはら産業創造センター、
株式会社リガルジョイント、株式会社ローザ特殊化粧料、株式会社井口一世、株式会社菊池製作所、京西テクノス株式会社
有限会社山内エンジニアリング、株式会社商工組合中央金庫 八王子支店、
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、西武信用金庫、青梅信用金庫、税理士法人りんく、多摩信用金庫、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構、東京中小企業投資育成株式会社、公益財団法人 東京都中小企業振興公社、
日光化成株式会社、日本分析工業株式会社、飯能信用金庫、武州工業株式会社、株式会社industria、
株式会社イチカワ、DATAビジネス株式会社
※つなぐWa2021新春特別号 P185に記載
お問合せはこちら ▶ （一社）首都圏産業活性化協会 担当：笠井・鈴木
TEL:042(631)1140 E-Mail：info@tamaweb.or.jp
2021. February No20

つなぐWa
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広げよう会員の輪

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。

新規会員の紹介

社会変化に柔軟に対応する
IT環境を利用しませんか？
IT技術は日進月歩で進化し利用者の業務生産性は加速度
的に向上しています。一方で不適切なITの利用を原因とした
セキュリティ事故、ソフトウェア不正利用に対する損害賠償請
求、無駄なIT資産の存在などが大きな問題となっています、当
社ではIT資産管理の世界標準であるISO/IEC19770 シ
リーズを規準としたIT資産管理業務をサービスで提供します。
ITに精通したメンバーがお客様のIT環境を社会環境の変化に
合わせて柔軟に維持管理致します。適切に管理されたIT環
境を利用してビジネスを推進しませんか？
リアムス株式会社
所在地

神奈川県相模原市南区上鶴間2-6-17

TEL

090-1838-9414

URL

https://www.riams.co.jp

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。
・岸 学 (2011年狭山市役所入職後、水道関係、保険年金関係課を経て、2020年4月より産業振興課付で
経済産業省関東経済産業局へ出向中。地域未来牽引企業を中心とする企業支援に従事。）
・宮野 公輔 (大手小売グループにて18年の経験。人事部にて教育・採用・働き 方改革の部門で実績がある。現
在は官公庁の専門家や大学の講師として、人材・組織の支援活動を行っている。）

「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、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。
事務局へお申し込みください。

発行部数 約500部
発行時期 原則として偶数月の月初
※発行後、協会公式サイトにpdfとして掲載。
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）
A4サイズ以上の場合は、40,000円（A4サイズに折って封入）

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。

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

■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
つなぐWa

URL：https://www.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
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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

