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株式会社⻄野精器製作所は、精密試作部品の製造を⾏う企業です。⾼い技術⼒や短納期納品を強みとしており、医療機器・半導体装置・
⾃動⾞部品など多種多様な部品を取り扱っております。また、地域未来牽引企業、⽇本塑性加⼯学会会⻑賞、中央職業能⼒開発協会会⻑
賞など多くの表彰を受けており、昨年には新⼯場を建設されました。
株式会社⻄野精器製作所
所在地

〒312-0005

従業員

77名

代表取締役社⻑ ⻄野 信弘
茨城県ひたちなか市新光町552-84
設⽴

昭和43年10⽉

ホームページ http://www.nisinoseiki.com/

❖ ＴＯＰＩＣＳ ❖
・会員企業

株式会社西野精器製作所紹介 －－－－－－－－－－ Ｐ1〜Ｐ2

創業以来⻑期経営を実現されている（株）⻄野精器製作所様を取材

・イベント開催報告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ Ｐ3〜Ｐ7
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・時補助金のお知らせ －－－－－－－－－ Ｐ8〜P９
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

・ビジネスマッチングサイトのご紹介 －－－－－－－－－－－－－－ Ｐ10
ビジネスマッチングサイト、J –GoodTech、TechMesseについてご紹介

・新規会員企業のご紹介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－ Ｐ11〜P12
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
株式会社⻄野精器製作所
代表取締役社⻑ ⻄野 信弘

株式会社⻄野精器製作所は、昭和43年に設⽴された精密試作部品の製造を⾏う企業です。マシニングセンターやプ
レス、旋盤により⾼精度な部品を製造し、医療・半導体・⾃動⾞等の様々な分野へ製品を提供しております。また、昭
和43年の創業以来⻑期にわたる経営を実現しており、様々な表彰も受賞されています。今回は代表取締役社⻑の
⻄野信弘様にお話をお伺いしました。

◆これまでの歩み◆
⽗が家内⼯業のような形で事業を開始したことから始まりました。その後⼯
場を構え、ビデオテープレコーダーの試作部品の製造から始まり、徐々に拡販
していきました。その後私が社員として働くようになってからも交通インフラの整
備が進んでいく中で当時では周囲よりもいち早くレーザー加⼯機等の最新設
備を導⼊し、事業を拡⼤していきました。現在ではお取引先の業種も医療・
半導体・⾃動⾞等多岐に渡り、東京や⼤阪といった広範囲の企業様とも
お取り引きさせて頂いております。

◆⾼い技術⼒と短納期の実現◆
様々な設備を保有しており、板⾦・プレス加⼯にも、旋盤やマシニ
ングなどの機械加⼯にも様々なオーダーに対応できる体制を整えて
おります。サイズはゴマ粒⼤からバスケットボール⼤までで特に⼩型の
ものを得意としており、材質も⼀般材から難削材まで幅広く対応す
ることができます。また、短納期対応総合試作⼯場をモットーにして
おり、ソフト・ハード⾯共に常に迅速な対応ができるように検討し
具現化していくことを⼼掛けています。

◆常に新しい取り組みへ挑戦◆
お客様のネットワークについては、IT企業と社員にて定期的に情報交換や検討を⾏い、HPを通じた情報発信に⼒を⼊れ
ています。これに展⽰会への出展を織り交ぜることで、相乗効果を発揮し広いネットワークの活動としています。また、毎年新卒
の採⽤を実施している中でSNSを活⽤した取り組みも積極的に取り組んでおります。新しいサービスが次々に出てくるため、こ
のようなサービスを活⽤して常に新しい募集⼿段を模索する必要があると考えています。さらに販売に関しては「薄板板⾦
加⼯.com」というECサイトも設⽴し、短納期をアピールポイントとした営業戦略も実施しています。

◆経営理念「企業使命感 4H」◆
経営理念として「4H」を掲げています。4Hは、HEART(お客様に対する誠意と仕事にとりくむ真⼼)、HI-SPEED(⼿際よく、
⼿早く)、HAND-MADE(⼿作り感覚を培っての⾼精度加⼯)、HI-TECH(時代の要求する先端技術)を表しています。社員
には「4Hでチャレンジ」することで、個⼈の成⻑と⽣活の豊かさをgetしてほしいと思っております。また毎年新卒を採⽤しているこ
とで社員も若く、会社全体で勉強会、研修会に取組んでいます。

◆PRポイント◆
最新設備の活⽤に加えて、我々は試作品を扱ってい
るので様々なノウハウがあります。⼀般的には懸念材料
が2〜3つほどあると案件として⽌まってしまうことが多いと
思います。その中で我々は多くの経験や知識を基に「で
きないものをできるように」していきたいと考えています。ま
た、それができるようになれば設計段階から違う図⾯を
作ることもできるようになります。是⾮お気軽にご相談
ください︕
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Event Report
■つなぐWa Session

つなぐWa Session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することを⽬的とし、原則毎⽉１回開催。

■第16回テーマ︓医⼯連携”の事例や参⼊のポイント」「医⼯連携の事例」
[開催⽇時]
[実施⽅法]
[参加者数]
[内
容]

2021年2⽉26⽇（⾦）16:00〜17:30
オンライン会議システムZoom
25名
１．国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 「産総研における医⼯連携」
イノベーション推進本部 地域連携部 部⻑ 美濃輪 智朗 様
イノベーション推進本部 地域連携部 関東地域室 連携主幹 花井 修次 様
２．株式会社アイ・メデックス 「取組事例のご紹介」
代表取締役社⻑ 市⽥ 誠 様
３．⼊江⼯研株式会社 「取組事例のご紹介」
取締役 技師⻑ 加藤 良浩 様
新型コロナの煽りを受け、リスク分散のために新事業開拓、新製品開発、異業種連携に着⼿する企業も多く
あり、今回は「医⼯連携」をテーマとして「医⼯連携参⼊のポイント」、「医⼯連携の事例」についてお話し頂きま
した。

■第17回テーマ︓「企業経営の持続⼒ －⻑寿企業から学ぶニューノーマルへの対応－」
[開催⽇時]
[実施⽅法]
[参加者数]
[内
容]

2021年3⽉19⽇（⾦）16:00〜17:30
オンライン会議システムZoom
30名
１．株式会社ダイワ・エム・ティ
代表取締役社⻑ 和久⽥ 惠⼦ 様
２．株式会社セラテック エンジニアリング
代表取締役 岡本 正昭 様
３．有限会社野⽕⽌製作所
代表取締役社⻑ 川上博史 様
新型コロナウイルスの影響は飲⾷、建設、アパレル、製造業など国内のあらゆる産業や経済に⼤きな影響
をもたらし、⻑期的に社会的な問題となっている。
過去を振り返るとオイルショック、リーマンショック、震災、消費税増税など、企業にとって様々な外部要因に
より厳しい経営状況があった中でも経営環境変化への対応、事業承継、BCP等の対応で危機を乗り越え、
50年、100年と経営を持続されている企業が存在する。
⻑寿企業の事業継続に関する秘訣や経営⽅針などのお話しをお伺いした。

■経営技術⼤学 ⽣産技術研修講座 後編3回（動画配信 全6回）
本講座では「⽣産技術者」に必要な基礎知識の習得と、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回のパッケージとして開催。各講座内容は独⽴しているため、個別参加も可能
で、全回講師への無料相談＋オンデマンド受講形式で開催しました。
[開催⽇時・内容] １．第4回︓2021年1⽉18⽇（⽉）〜2⽉15⽇（⽉）
現場改善（IE⼿法）の実践＋講師への無料相談
ー 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 ー
２．第5回︓2021年2⽉15⽇（⽉）〜3⽉15⽇（⽉）
設備設計、⾃動化・IoT・ロボット導⼊＋講師への無料相談
ー 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 ー
３．第6回︓ 3⽉15⽇(⽉)〜4⽉19⽇(⽉)（予定）
⼯程レイアウト設計⼿法（実践レベル）＋講師への無料相談
ー ムダを発⽣させない⼯程レイアウト ー
［講
師］ 株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ マネジメントコンサルタント 清⽔ 英男 様
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Event Report
■第22回はむらイブニングサロン

２

⽻村市受託事業

「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、新しい時代に成⻑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]
[実施⽅法]
[参加者数]
[内
容]

2021年3⽉4⽇（⽊）16:00〜17:30
オンライン会議システムZoom
30名
1.株式会社KIBI 上級研究員 ⾒附 誠⼦ 様
「新卒採⽤の変化とミレニアル世代〜Z世代を考える」
2.株式会社イノウエ 代表取締役社⻑ 井上 毅 様
「業務効率化を⽬指した社員教育」
今回「経営戦略を実現させるための⼈材戦略」をテーマとし新型コロナウイルス感染拡⼤の影響から、
急速に取組が変化している「新卒採⽤」の状況や、今後の動向、若者の特徴から考察する育成について
プレゼンして頂きました。

■第62回新都⼼イブニングサロン
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。通常会場を使⽤して対⾯で開催
いていますが、新型コロナ感染拡⼤防⽌の観点よりオンデマンド配信にて実施いたしました。
[開催⽇時] 2021年2⽉5⽇（⾦）17:30〜配信開始
[実施⽅法] オンデマンド配信
[参加者数] 125名（閲覧）
[ファシリテーター] （⼀社）⾸都圏産業活性化協会 野⻑瀬 裕⼆
[内
容] 1.こまちイブニングサロン 代表世話⼈ ⽥中 克⺒ 様
「こまちイブニングサロンからの企業紹介」
株式会社稲庭うどん⼩川、有限会社⾼⽯機械⼯業のご紹介
2．⼀般財団法⼈ 光科学イノベーションセンター 理事⻑ 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」（ディスカッション形式）
3．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」（ディスカッション形式）
4．株式会社バンガードシステムズ 池野 成雄 様
「トルクコントロール技術とオープンイノベーション」（ディスカッション形式）

■Jacky柴田のマーケティング道場【全３回シリーズ】

⽻村市受託事業

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
した。流⾏性の視点よりも 「⻑期的視点・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3回シリーズで開催いたしました。
[開催⽇時]
[実施⽅法]
[参加者数]
[内
容]
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2021年2⽉3⽇（⽔）・2⽉24⽇（⽔）・3⽉11⽇（⽔）:各会17:00〜19:00
オンライン会議システムZoom（第3回⽬は⽻村市産業福祉センターiホールよりハイブリッド開催）
各回約35名
１．Company／デジタル化の中での⾃社固有価値構築の注意点
―ロングテールとメガヒットの狭間／⼆極化する市場の中での⽴ち位置 －
２．Competitor／競争環境の枠組みを捉え直した強者と弱者の戦略
― 鶏⼝となるか⽜後となるか／次々に登場する新市場 －
３．Customer／顧客が主導権を持つ市場でのベネフィット探索
― 企業発信型と顧客発信型の情報共有／主体化と帰属化の併存 ―」
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■第７回⾃治体地域産業政策勉強会・令和2年度第２回産業振興セミナー
⾏政・⽀援機関の⽀援施策・⽀援事例の学びと共有を⾏い、また⽇々変化する社会経済・技術動向の学び、地域中⼩
企業の現状と課題の共有等を通して、⾃治体職員の企業⽀援に関する理解⼒を⾼めることを⽬指し開催しております。
今年度は、より広域なネットワーク形成の実現を⽬指し、関東経済産業局・特別区⻑会との共催により開催いたしました。
[開催⽇時]
[実施⽅法]
[共
催]
[参加費数]
[内
容]

2021年2⽉22⽇（⽉） 13:00-15:00
オンライン会議システムZoom
関東経済産業局・特別区⻑会
53名 (関係者10名を含む)
経済産業省予算概要説明
関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 係⻑ 近藤 裕貴 様
デジタル・IoT等の先進取り組み事例講演
「製造業のためのクラウド⾒積ソフトTerminalQ」 株式会社TERMINAL Q 代表取締役 名取 磨⼀ 様
「産業課題を解決するビジネスコミュニティ」
株式会社テイラーワークス 代表取締役社⻑ 難波 弘匡 様

■経済産業省 令和2年度 中⼩企業知的財産⽀援事業成果報告会
本事業では、経営デザインシートを活⽤した企業の事業戦略⽴案の⽀援を⾏いました。 経営デザ
インシートは、将来に向けて⾃社が持続的に成⻑するために、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ための思考補助ツールです。

経産省補助事業

■事業名 :⾸都圏⻄部地域における経営デザインシート等の知的財産活動強化の展開と拡充
[開催⽇時]
[実施⽅法]
[参加者数]
[実施機関]
[内

2021年3⽉12⽇（⾦）15:30〜17:45
⾸都圏産業活性化協会 会議室及びオンラインにて開催
30名（関係者のみを対象に実施）
⼀般社団法⼈⾸都圏産業活性化協会
連携機関︓⼀般社団法⼈東京都中⼩企業診断⼠協会 三多摩⽀部
所沢市、⼋王⼦市、⽻村市、相模原市
容] 令和2年度事業の総括、代表企業5社による取組事例報告

経営デザインシート作成⽀援企業
•
•

株式会社狭⼭⾦型製作所（埼⽟県⼊間市）
有限会社野⽕⽌製作所（埼⽟県新座市）

•
•

株式会社モノファクトリー（東京都昭島市）
株式会社オータマ（東京都稲城市）

•
•

株式会社イー・オータマ（東京都稲城市）
株式会社やましたグリーン（東京都⼋王⼦市）

•

磯沼ミルクファーム（東京都⼋王⼦市）

•
•

三鎮⼯業株式会社（東京都⽻村市）
株式会社ローザ特殊化粧料（東京都東久留⽶市）

•
•

株式会社⽶⼭製作所（東京都⻄多摩郡瑞穂町）
ペンニットー株式会社（神奈川県相模原市）

•
•

リアムス株式会社（神奈川県相模原市）
株式会社リガルジョイント（神奈川県相模原市）

•
•

菓⼦処植松（⼭梨県上野原市）
有限会社相模鉄⼯所（⼭梨県上野原市）

■2021年 合同新⼈研修
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
染状況を鑑み、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。
[開催⽇時] 2021年4⽉5⽇(⽉)・6⽇(⽕)・7⽇(⽔) 10:00〜17:00
※本研修後、フォローアップ研修を開催予定
[開催場所] ⼋王⼦市新産業開発・交流センター 及びオンラインにて開催
[受 講 料] 会員 27,000 円（税込）／1名
⼀般 37,000 円（税込）／1名
※全3回＋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
[講
師］株式会社KIBI 上級研究員 ⾒附 誠⼦ 様
※本講座の受付は終了しております。

写真は昨年開催の模様
2021. April No21
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Event Report
■東京農⼯⼤・国際共同研究交流会 第5回ダイバーシティセミナー

4
共催イベント

本事業では、平成28年度⽂部科学省科学技術⼈材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引
型)」の採択を受けた東京農⼯⼤学、東京外国語⼤学、国際農林⽔産業研究センター、⾸都圏産業活性化協会が連携
して、⼥性研究者の研究環境整備や研究⼒向上、⼥性研究者の上位職への積極登⽤に向けた取組等を実施しています。

■テーマ : DX時代を迎えて加速するダイバーシティ&インクルージョン

[開催⽇時] 2021 年 2⽉ 8⽇（⽉） 14:00〜16:10
[共
催］東京農⼯⼤学、東京外国語⼤学、国際農林⽔産業研究センター、⾸都圏産業活性化協会
[実施⽅法] オンライン会議システムZoom
[内
容] ダイバーシティ・セミナー
「DX時代を迎えて加速するダイバーシティ＆インクルージョン 〜仕事とライフイベントの両⽴〜」
講師 特定社会保険労務⼠ 阿部 真⼸ ⽒
国際共同研究交流会
東京外国語⼤学 アジア・アフリカ⾔語⽂化研究所 准教授 椎野 若菜 ⽒
「乳幼児とともに国際シンポジウムを開く」
国際農林⽔産業研究センター 研究戦略室 主任研究員 ⽩⿃ 佐紀⼦ ⽒
「サブサハラアフリカの農村地域における農業・⾷糧・栄養供給」
東京農⼯⼤学 ⼯学部 ⽣命⼯学科 准教授 櫻井 ⾹⾥ ⽒
「抗癌活性天然物を⽤いた細胞死誘導機構の解明」

■東京都⽴⼤学 CcS オンラインセミナー、シンポジウム 2021-03

協賛イベント

本シンポジウムでは、東京都⽴⼤学 コミュニティ・セントリック・システム リサーチコアの2020年度の取り組みについて報告する
とともに、コミュニティ・セントリック・システムに関する学内外の研究者によるセミナーを交えて、今後の研究開発に関する⽅向性
について議論を⾏ないました。

■テーマ︓次世代モビリティとロボット技術
[開催⽇時] 2021 年 3 ⽉ 17 ⽇（⽔）13︓00〜15︓00
[共
催］︓東京都⽴⼤学 国際研究環 計算論的システムケアに関する学際的国際研究
コミュニティ・セントリック・システム リサーチコア
[協
賛] ︓（⼀社）⾸都圏産業活性化協会
[実施⽅法] オンライン会議システムZoom
[内
容] （司会︓下川原 英理・東京都⽴⼤学）︓
1. 「⼼拍リズムと同調する LFD 内蔵チェアの開発」
講師︓⼤保 武慶（東京⼯芸⼤学）
2. 「圧⼒分布を⽤いた⽣活動作計測に関する取り組み」 講師︓武⽥ 隆宏（第⼀⼯業⼤学）
3. 「観光経路推薦のための確率モデル構築について」
講師︓柴⽥ 祐樹（東京都⽴⼤学）
4. 「2020 年度コミュニティ・セントリック・システムに関する活動報告」
久保⽥ 直⾏・WeiHong Chin（東京都⽴⼤学)

■CcS-serBOTinQ オンラインセミナー

[開催⽇時] 2021 年 3 ⽉ 29 ⽇（⽉）10︓00-17︓00
[共
催］︓東京都⽴⼤学 国際研究環 計算論的システムケアに関する学際的国際研究
コミュニティ・セントリック・システム リサーチコア、サービスロボットインキュベーションHub
[協
賛] ︓（⼀社）⾸都圏産業活性化協会
[実施⽅法] オンライン会議システムZoom
[内
容] セッション1︓ インクルーシブソサイエティと技術
「マルチモーダル多⽬的最適化アルゴリズムの開発」
講師︓ 能島 裕介（⼤阪府⽴⼤学）
「⼈間⽀援システムに関する研究及びその応⽤」
講師︓ 何 宜欣（拓殖⼤学）
「⼈と共存するためのロボット開発」
講師︓ 増⽥ 寛之（富⼭県⽴⼤学）
「Future Convenience Store Contest」
講師︓ 和⽥ ⼀義（東京都⽴⼤学）
「社会実装を⽬指したロボットパートナーシステムの開発」 講師︓ 禹 珍碩（東京⼯科⼤学）
セッション2︓ 知覚と制御
「適応共鳴理論によるクラスタリングとその応⽤」
講師︓ 増⼭ 直輝（⼤阪府⽴⼤学）
「未知環境における⾃律ロボットのための知覚システム」
講師︓ ⼾⽥ 雄⼀郎（岡⼭⼤学）
「ロボットのモーション⽣成とその OpenRCF による実装」 講師︓ 関⼝ 叡範（東京都⽴⼤学）
「Locomotion of Artificial Creatures Contest Online – LACOO 2021 Spring」
講師︓ WeiHong Chin（東京都⽴⼤学）
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Event Report
■芝浦⼯業⼤学主催 シンポジウム・フォーラム

後援イベント

■「アーバン・エコ・モビリティ研究拠点の形成」〜私⽴⼤学研究ブランディング事業シンポジウム〜
[開催⽇時] 2021年3⽉2⽇(⽕)、13︓00〜 17︓00
[実施⽅法] オンライン会議システムZoom
[内
容] 開会挨拶
村上 雅⼈⽒（芝浦⼯業⼤学 学⻑）
アーバン・エコ・モビリティ研究センター紹介 武⽥ 貞⽣⽒（アーバン・エコ・モビリティ研究センター⻑）
基調講演 「AI技術で⽀える社会とモビリティ」 中島 秀之⽒（札幌市⽴⼤学 学⻑）
ワークショップ
１．パワーエレクトロニクス領域 研究リーダー︓松本 聡（⼯学部電気⼯学科 教授）
２．⾼機能性材料領域 研究リーダー︓⽯﨑 貴裕（⼯学部材料⼯学科 教授）
３．⾃動⾛⾏領域 （『2021春のADAM発表会』との共同開催となります）
研究リーダー︓伊東 敏夫（システム理⼯学部機械制御システム学科 教授）
４．ロボット・ネットワーク領域 研究リーダー︓松⽇楽 信⼈（⼯学部機械機能⼯学科 教授 ）

■知と地の創造拠点フォーラム 〜先端研究ブランディングと地域連携活動〜
[開催⽇時] 2021年3⽉16⽇（⽕）13:00〜17:00（ポスター展⽰ 3/31まで）
[実施⽅法] オンライン開催（動画配信）
[内
容] 芝浦⼯業⼤学代表者挨拶︓ 学⻑ 村上雅⼈⽒
第⼀部 学内研究ブランディング事業成果発表会(下記) 第⼆部 学⽣によるプレゼンテーション（15プロジェクト）
１）BIW研究 (Bio-Intelligence for well-being)
研究代表︓⽣命科学科 越阪部 奈緒美 教授
２）ソフトマシンの学理構築
研究代表︓機械機能⼯学科 細⽮ 直基 教授
３）新規複合化ゼオライトによる分離・センサ素材の開発
研究代表︓応⽤化学科 野村 幹弘 教授
４）先端的 ⽉・惑星探査システム
研究代表︓機械制御システム学科 飯塚 浩⼆郎 教授
５）量⼦・情報・ナノMicro⼯学で拓く極限⽣命フロンティア 研究代表︓電⼦⼯学科 ⼩池 義和 教授

■(公財)埼⽟県産業振興公社 第２回知財経営⼒向上セミナー２０２０
■テーマ : 「未来を予測し⾃社の経営⼒に」（コロナの先の価値デザイン 続編）

後援イベント

[開催⽇時] 2021年2⽉15⽇（⽉）13︓30〜16︓15 Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
[内
容] 第１部 「新たな価値社会と経営戦略」
埼⽟県産業振興公社 産学連携ネットワークマネージャー 兼
知財経営コーディネーター ⻄村 孝司 ⽒
第２部 「未来予測」
＜前半＞クラウドロニクス ＜後半＞ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
株式会社アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプロデューサー ⽥中 栄 ⽒

■東京しごとセンター多摩 「しごたま就活フェア２０２２」（合同企業説明会）
[開催⽇時] 2021年3⽉16⽇（⽕）12︓30〜16︓00
後援イベント
[開催場所] ホテルエミシア東京⽴川 4階カルログランデ 東京都⽴川市曙町2-14-16 ※完全予約制
[対
象] 2022年3⽉に⼤学院、⼤学、短⼤、⾼専、専修学校を卒業予定の学⽣及び既卒3年以内の⽅
[主
催]（公財）東京しごと財団 東京しごとセンター多摩
[共
催] ⽴川市
[後
援]（公財）東京都中⼩企業振興公社、（公社）学術・⽂化・産業ネットワーク多摩
（⼀社）⾸都圏産業活性化協会
[内
容] １ 合同企業説明会
2 これでばっちり︕映える着こなし講座
3 履歴書写真の無料撮影会
4 オンライン⾯接 ちょこっと体験コーナー
5 就活ナンデモ相談コーナー

緊急企画 ■各種補助⾦・助成⾦説明会 ※随時ホームページ・メルマガにてご案内
2021年3⽉1⽇(⽉) 緊急企画 経産省 地域産業デジタル化⽀援事業 公募説明会
補助⾦
2021年3⽉24⽇(⽔) 緊急企画 経産省サポイン事業、申請における留意点
説明会
集合セミナー+個別相談会 ※終了

※終了

2021年3⽉26⽇(⾦)より公募開始
緊急企画 経産省事業再構築補助⾦
申請における留意点説明会・個別相談会 ※予約制
※ホームページ・メルマガにてご案内予定
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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
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。

■第18回つなぐ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。
[開催⽇時] 2021年4⽉23⽇(⾦) 16:00〜
[開催⽅法] オンライン会議システム ZOOM＋会場（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
[内
容] テーマ︓ ITを活⽤した経営戦略
[スピーカー] １．株式会社星製作所 代表取締役 星 肇 様
2．株式会社アドヴァンテージ 代表取締役社⻑ 中野 尚範 様
３．リアムス株式会社 代表取締役 ⽚⾙ 和⼈ 様
[オンライン居酒屋で打上げ・交流会]
・19:00〜 オンライン飲み会「ワイガヤ」
参加申込み︓https://www.tamaweb.or.jp/archives/5535
■つなぐWa Session開催予定
[開催⽇時] 2021年5⽉28⽇(⾦) 16:00〜
2021年6⽉18⽇(⾦) 16:00〜
2021年7⽉23⽇(⾦) 16:00〜
[内

容]・テーマ、スピーカーについれは会報誌、Webサイト、メールなどでお知らせ致します。
・各開催⽇の19:00より「打上げ・交流会」をオンライン居酒屋「ワイガヤ」で開催する予定です。
どなたでもご参加いただけますので是⾮ご参加下さい。

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 –産産連携ー
○⼤学等との連携⽀援 –産学連携ー
○公的補助⾦等獲得⽀援
○⼈材確保⽀援事業への参画
◯異業種交流会・講座・セミナー参加
■お問い合わせ
（⼀社）⾸都圏産業活性化協会 担当︓鈴⽊
E-Mail:info@tamaweb.or.jp
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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
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。

■はむらイブニングサロン

⽻村市受託事業

「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。今年度は7回の開催を予定しております。
[会
場] ⽻村市産業福祉センターiホール
[開催⽅法] オンライン会議システム ZOOM＋会場（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
[今後の予定]
・2021年5⽉13⽇(⽊) 16:00-17:30
・2021年7⽉ 8⽇(⽊) 16:00-17:30

補助⾦情報

第⼀回公募期間 2021年3⽉26⽇（⾦）
〜2021年4⽉30⽇ (⾦) 18:00まで

【事業概要】 本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難 い中、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態 転換、事業・業種転換、事業再
編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構 築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡⼤し、中⼩企業者等から中堅・⼤企業等に成⻑するこ とや、中堅企業等が海
外展開を強化し市場の新規開拓を⾏うことで⾼い成⻑率を実現することは 特に重要であることから、本事業ではこれらを
志向する企業をより⼀層強⼒に⽀援。
[URL] https://www.chusho.meti.go.jp/corona/2021/20210326.html
本事業は、今後、さらに4回程度の公募を予定しております。複数回の公募を⾏なうことで、申請事業者
の予⾒可能性を⾼め、⼗分な準備の上、適切なタイミングで申請・補助事業を辞しすることができます。
お問合せはこちら ▶ （⼀社）⾸都圏産業活性化協会
TEL:042(631)1140 E-Mail︓info@tamaweb.or.jp

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）

中小企業の
割引制度あり

今こそアジアで活躍する経営イノベーターを
「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10日～7月31日 後期 9月6日～11月22日 （予定）
時 間 ： 10科目を 平日18:30～20:30（各2時間） 7科目を土曜日10:00～17:10（3コマ各2時間）
※平日開催の10科目について、月曜～木曜 オンライン形式（8科目）、金曜 市ヶ谷教室（2科目）にて開催
※土曜開催の7科目について、3科目をオンライン形式、4科目を市ヶ谷教室にて開催
※科目ごとの講義日程はホームページをご覧ください。

科目・講師の詳細、受講申込 ： https://aibs.or.jp
お問い合わせ ： Mail : aibs@aibs.or.jp までご連絡下さい。
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Business
Matching

⾸都圏産業活性化協会では産学官⾦の連携によるビジネスマッチング、オープインイノベーションを促進しており
下記、ビジネスマッチングサイトと連携しております。

×
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/
会員企業のマッチング機能強化・売上拡⼤・販路拡⼤の⽀援強化を⽬的として、（独）中⼩企業基盤整備機構（中
⼩機構）関東本部と連携協定を締結し、中⼩機構が運営する録制マッチングサイト「J-Good Tech(ジェグテック)」に
「TAMA協会特設サイト」を開設しております。

J-Good Tech 機能・サービス
（1） ニーズの発信、閲覧

（2） トピックスの発信、閲覧

（3） ダイレクトコンタクト機能

（4）英訳ページの作成

会員企業様限定サービス
（1）「ジェグテックマイスター（専⾨アドバイザー）」が精度向上のため、マッチング
コーディネートいたします。
（2）WEB上では閲覧できない⾮公開ニーズもあり、上記ジェグテックマイスターが
マッチする可能性のある企業様へ個別にご連絡します。

ものづくり企業の Web展⽰会プラットフォーム
TechMesseはリンカーズ株式会社が提供・運営する「ものづくり
企業」の見込顧客獲得を 支援する「Web展示会プラットフォー
ム」です。

https://techmesse.com/

Tech Messe 機能・サービス
潜在顧客との接点を作る
掲載した技術情報が、Web上で技術を探索している企業に⾒つけてもらいやすい。
顕在顧客を可視化する
掲載技術の強みや未知の開拓先を認識し、施策に活かすことができる。
⾒込顧客を獲得する
閲覧者から、質問や問い合わせを獲得しやすい内容の技術情報を、簡単に作成
できる。

掲載プラン

無料プラン

有料プラン

費用

無料

3万円(月額)

掲載可能な技術数

２つまで

無制限

レポート項目

△

◯

お問合せはこちら ▶ （⼀社）⾸都圏産業活性化協会
TEL:042(631)1140 E-Mail︓info@tamaweb.or.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。

『部品製作すぐに対応致します︕』
弊社は、⾃動⾞や宇宙向けの部品製作を主な業務としており、
⾃社に⼯場を持たない「ファブレス」の形態をとっております。
国内外30社の加⼯協⼒先と協業することで部品の製作を⾏い、
下記の3つの強みを軸に営業しています。
※当社の強み
●短納期・低価格
30社の設備を活⽤することで、短納期、低価格を両⽴出来る。
●加⼯対応⼒が豊富
加⼯ネットワークが豊富にあり、様々な案件にワンストップで対応が出来る。
●品質保証
⾃社の検査設備を⽤いて品質保証を⾏っています。
株式会社TOKAI精⼯
所在地

東京都町⽥市⾼ヶ坂7-34-9

TEL

042-794-7351

URL

http://www.tokaiseiko.jp/

⾼瀬総合法律事務所
『製造業・IT企業の知的財産事業戦略を
弁護⼠として全⾯⽀援します』
・顧問企業数１００社以上。特に、製造業、IT（ソフトウェア）企業の中⼩企業の悩みを解消、強みを活かすノウハ
ウの蓄積があります。契約書チェックは年間２００件、これまでの累計2000件以上で豊富な実績・経験があります。
・知的財産権の⼒を使って経営戦略を成功させ企業を発展させることを全⾯的に全⽅位から⽀援します。経営者は成
功への道筋を考えていただき、弁護⼠はリスクヘッジを考えてビジネスの質を⾼めます。知的財産ビジネスを語り合い、と
もに成功に向けて⾛るパートナーのような存在を⽬指します。
・特許権などの知的財産権を事業戦略の中⼼に据えて研究開発等のスタートを切ってから事業が軌道に乗るまで３
年〜５年単位の時間を要します。このような⻑期間にわたって、いつでも相談できる⾝近な存在として複数の弁護⼠に
よるチーム体制を取ることで、タイムリーでスピーディーな対応を継続的に⾏えるようにしています。
⾼瀬総合法律事務所
所在地

神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10 中屋第2ビル2-E

TEL

042-770-8611

URL

https://takase-law.com/

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。
・⽯井希典 製造現場改善および海外進出コンサルタント
得意領域︓ 品質向上、⽣産性改善、働き⽅改⾰、経営改善、海外進出準備 他
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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。

ハイブリッドドローンの研究開発・販売
産業⽤ドローンに不可⽋な⻑時間⾶⾏を可能にする
ハイブリッド化を研究開発しています。ガソリン発
電による3時間⾶⾏可能なドローンや、今後注⽬され
ているクリーンエネルギーである⽔素を利⽤した燃
料電池を搭載したドローンを提供いたします。
株式会社ロボデックス
所在地

241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町2176 B1

TEL

045-294-9590

URL

www.robodex.net

「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、偶数⽉に発⾏し、全会員へ配
布しています。

発⾏部数 約５００部

【料⾦改定のお知らせ】

発⾏時期 原則として偶数⽉の⽉初

2021年4⽉1⽇より

※発⾏後、協会公式サイトにpdfとして掲載。

料⾦改定しました

掲載枠

広告サイズ

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。

①中 1/6

縦9cm×横9㎝

22,000円

②中 1/3

縦9cm×横19㎝

38､500円

申込み

③中 1/2

縦14cm×横19cm

55,000円

・奇数⽉の10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。

④中 1/1

縦27cm×横19cm

110,000円

・原稿の提出は、奇数⽉の15⽇までにデータ（jpg、
PDF）でご提供ください。

発⾏元・問合せ

■⼋王⼦事務所

A4サイズ以上の場合は、49､500円（A4サイズに折って封⼊）

33,000円/枚

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
■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

④折り込み広告（A4サイズ）

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
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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

