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株式会社コバヤシ精密工業は、神奈川県相模原市にて航空機部品や無人航空機向けエンジン、産業用ロボット部品、半導体装置部品等の
製造を行う企業です。地域未来牽引企業、はばたく中小企業・小規模事業者３００社等多数の表彰を受賞されており、昨年には創業40周
年を迎えました。

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

・会員企業 株式会社コバヤシ精密工業紹介 －－ー－－－－－－－－

・補助金関連情報 －ーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－

・今後のイベント・セミナーのお知らせ －－－－－－－－－－－－－－
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

・新規会員企業のご紹介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－

事業再構築補助金、ものづくり・商業・サービス補助金に関するお知らせ

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

創業40周年を迎えられた（株）コバヤシ精密工業様を取材

株式会社コバヤシ精密工業 代表取締役社長 小林 昌純

所在地 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-1-54

従業員 24名 設立 昭和55年4月

ホームページ http://kobasei.com
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・協会からのお知らせ －ーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－

令和3年度通常総会、TAMA協会アイディアコンテストに関するお知らせ

Ｐ6

・広告・PR －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本誌発行にあたりご協賛頂いた企業や団体からのお知らせ
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interview

株式会社コバヤシ精密工業
代表取締役社長 小林 昌純

株式会社コバヤシ精密工業は、昭和55年に創立され昨年創業40周年を迎えられた企業です。現在は
航空機部品や無人航空機向けエンジン、産業用ロボット部品、半導体装置部品等の製造を行い、航空機、
ロボット、医療等の様々な市場で製品を提供しております。また、「地域未来牽引企業」、「はばたく中小企
業・小規模事業者３００社」、「神奈川県優良工場」等非常に多くの表彰を受賞されています。今回は代
表取締役社長の小林昌純様にお話をお伺いしました。

◆創業から拡大期の歩み◆

◆思いもよらない転機◆
順調に事業を伸ばしていた最中に大きな出来事が起こりました。世界経済に大きなダメージを与えたリーマン

ショックです。当時は新工場が完成したばかりでしたが、売上が低下し年間を通じて苦しい操業が続きました。その
ような状況において私が代表取締役に就任し、大きな改革を実施します。これまで売り上げの大部分を占めてい
たのは半導体関連でしたが、リーマンショックを機に量産メーカーが試作業界に流れ込んできた影響により価格破
壊が起きてしまい、このままでの事業継続は難しいと判断しました。そして、当時の政権が掲げていた「航空宇宙・
医療・ロボット」の分野へ大きく舵切を行いました。当時、相模原市青年工業経営研究会での活動において関東
経済産業局と定期的に意見交換をする場を持っており、国が考えている政策や方向性を常にウォッチできたので、
そこからヒントを得て事業の転換、構築を進めていくことができました。上手く最新情報を得ながら展開できたことが
非常に大きかったと思います。

1980年に先代の小林一正により創業された当初は下加工や単品加工
を中心として業績を伸ばしていました。また、当時の中小企業では先進的な
鉄骨ALC構造で全館空調を導入した自社ビルを建築し更なる飛躍へ向け
て事業へ取り組んでいました。その後1992年に株式会社に組織変更し、
現在の株式会社コバヤシ精密工業となってからもバブル崩壊にて一時的な
落ち込みはありながらも、ＩＴ景気の時代のもと半導体へと事業をシフトし
ながら事業規模を拡大していきました。また、事業の拡大に伴い次々と新工
場を建築し好況を維持しておりました。

◆新規事業でのリスタート、再成長◆

新規事業へ大きく舵を切り、2012年にはロボット産業へ、
2014年には航空機の品質認証を取得し参入を実現し、多品種
小ロットに特化し、高品質の製品を徹底的な自動化や量産シス
テムにより短納期で提供しています。また、2015年には無人航空
機用エンジンの事業譲渡を受け、UAVのエンジン製造・販売事業
も実施しております。さらに医療分野において動物用インプラントの
製品化も行いました。

また、個人的に「脱下請け」についてずっと考えており、自社製品の
製造・販売にも取り組んでいます。代表的なものとしては「あおりの
鉄人」という商品があり、これは平ボディ用トラック足場で、落下事
故を未然に防ぐことができる商品として物流センター等で多く活用
されています。過去のチラシからの問い合わせも続いており、コツコ
ツと受注を伸ばしています。

◆これからの時代に求められること◆

代表取締役社長 小林 昌純 様

これからの時代は会社組織ではあるものの、それぞれの個人が
しっかりと力を持っていかないと難しいと考えています。その点で弊
社の従業員は非常に能力が高く、とても信頼できることが強みに
なっています。これからは一人一人が自律し、相互に作用をしてい
くような組織を目指すべきであると考えています。

また、コロナ禍においてＳＮＳ、メルマガ配信等の新しい取り組み
にも力を入れておりますが、他の企業様からも非常に好評を頂い
ています。是非ご覧になってみてください！

Twitter
QRコード

Facebook
QRコード

無人航空機向け
BT-８６エンジン

あおりの鉄人1号
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Event Report

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。

■つなぐWa Session

[開催日時] 2021年4月23日（金）16:00～17:30
[実施方法] オンライン会議システムZoom
[参加者数] 25名
[内 容] 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 代表取締役社長 中野 尚範 様
３．リアムス株式会社 代表取締役 片貝 和人 様

新型コロナウイルスの影響によりこれまでのやり方を変えざるを得ない状況や、シフトチェンジを求められている
ケース、新しいやり方を見出し実施する等様々な変化が生まれています。急速なデジタル化の普及やリモート
ワーク、非対面型の商談等、コロナウイルス感染拡大防止の観点からビジネスの場でも多くの変化が生まれてお
り、これを機に見直しを図る企業や新たな取り組みへチャレンジする企業も多くいらっしゃると思います。
今回は、IT技術の活用についての事例やご注意点など、今後の企業活動においてご参考となるお話しをお伺

いした。

■第18回テーマ：「ITを活用した経営戦略」

[開催日時] 2021年5月21日（金）16:00～17:30
[実施方法] オンライン会議システムZoom
[参加者数] 30名
[内 容] １．株式会社小沢製作所 代表取締役 小沢 昌治 様

２．株式会社鬼塚硝子 代表取締役社長 鬼塚 睦子 様
３．関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 様

2020年の社長の平均年齢は60.1歳（前年比+0.2歳）と、調査を開始した1990年以降初めて60歳
を超え、過去最高を更新した(2021年2月5日現在帝国データバンクより）
70歳以上で現役の社長も珍しくない時代。その一方、全国的に後継者不在問題は大きな課題でもあり、

企業の将来性を担保する観点からも、早めの後継者選定および育成に取り組むことの重要性が増している。
今後も社長の平均年齢は上昇傾向が続くものとみられるが、これまでに培ってきたノウハウや歴史を絶やさない
ためにも、円滑な事業承継に向けた準備が急務となっている。
今回は、実際に事業承継を経験された経営者の方々にご苦労話やスムーズに事業承継するためのコツなど、

また、関東経済産業局様からは事業承継に関連する幅広い観点からの支援策などお話をお伺いした。

■第19回テーマ：「日本経済を支える中小企業と事業承継」

「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。

■第22回はむらイブニングサロン

[開催日時] 2021年5月13日（木）16:00～17:30
[実施方法] オンライン会議システムZoom
[参加者数] 30名
[内 容] 1.株式会社MEMOテクノス 代表取締役 渡邉 将文 氏

新製品：UV空気除菌装置「Viruless Air」
https://www.memotechnos.co.jp/products/custom

2.株式会社コスモテック 代表取締役社長 高見澤 友伸 氏
新製品：抗ウイルス・抗菌フィルム「VBガード」
http://www.cosmotec.ne.jp/wp/wp-content/themes/cosmotec/html/vbg/

今回は、製造業2社より「既存技術を利用した感染症対応の新製品開発事例」というテーマで事例を発表
頂きました、新型コロナウイルスが世界に蔓延してから約1年が経ち、今なお感染拡大の一途を辿っております。
そのような中、既存技術を上手く生かし、感染症対策に対応した製品を新たに作り、Withコロナ時代への転
換に貢献をしている企業から“開発プロセス～今後の展望”をお話お伺いした。

羽村市受託事業
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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。

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。

■第62回新都心イブニングサロン

[開催日時] 2021年7月16日（金）17:30～配信開始
[実施方法] オンデマンド配信
[ファシリテーター] （一社）首都圏産業活性化協会 野長瀬 裕二
[内 容] 1.はむらイブニングサロン 羽村市役所様

「はむらイブニングサロンからの企業紹介」
羽村市の企業２社ご紹介予定

2．株式会社ジー・キューブ 西村 賢治 様
「半導体製造設備産業を基盤に新事業領域へ展開」

3．株式会社産学連携研究所 隅田 剣生 様
「産学連携ビジネスの新展開 ～関西イブニングサロン発足に向けて～」

4．株式会社山本金属製作所 山本 憲吾 様
「機械加工現場のイノベーションに挑戦！」

「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。

■第22回はむらイブニングサロン

[開催予定日・テーマ]
・第22回開催概要

・2021年7月8日（木） 16:00-17:30 
・テーマ：SDGs、ESG関連

・第23回開催概要
・2021年9月9日（木） 16:00-17:30
・テーマ：働き方改革（予定）

[実施方法] オンライン会議システムZoom 緊急事態宣言中はオンライン（ZOOM）のみの開催。
＊詳細は別途ホームページにてご確認下さい。

[定 員］： 100名
[参 加 費］ ： 無料

羽村市受託事業

[開催予定日・テーマ]
・第20回開催概要

・2021年6月25日（金）16:30ｰ18:00 
・テーマ：新入会員紹介、正副会長と事務局による対談

・第21回開催概要
・2021年7月16日（金）16:00-17:30
・テーマ：検討中

[実施方法]  ： オンライン会議システムZoom(緊急事態宣言中はオンライン（ZOOM）のみの開催)。
＊詳細は別途ホームページにてご確認下さい。

[定 員］： 100名
[参 加 費］ ： 無料
[打ち上げ］ ： 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、打ち上げのみのご参加でも結構です！是非ご参加下さい。
参加申込みURL：https://www.tamaweb.or.jp/archives/5535

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20回・第21回 つなぐWa Session
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【公募期間】
2021年5月26日～2021年7月2日

【事業概要】
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、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することで、日
本経済の構造転換を促すことを目的とします。
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・大企業等に成長することや、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長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します。

・補助金額 [通常枠] 中小企業者等 ：100万円 ～ 6,000万円
中堅企業等 ：100万円 ～ 8,000万円

[卒業枠] 中小企業者等 ：6,000万円超 ～ １億円
[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 ：8,000万円超 ～ １億円

[緊急事態宣言特別枠（※１）] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数５人以下】 100 万円 ～ 500 万円
【従業員数６~20 人】100 万円 ～ 1000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ～ 1500万円

・補 助 率 [通常枠] 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

[卒業枠] 中小企業者等 2/3

[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 1/2
[緊急事態宣言特別枠（※１）] 中小企業者等 3/4

中堅企業等 2/3
・補助対象要件など詳細については、下記ホームページ参照
URL：https://jigyou-saikouchiku.jp/

■事業再構築補助金(2次公募)

■補助金関連情報

■ものづくり・商業・サービス補助金

【公募期間】
〔一般型・グローバル展開型〕 公募開始：2021年5月13日、申請期間：2021年6月3日～2021年8月17日
【事業概要】

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次い
で直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備
投資等を支援するものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネ
スモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常
枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに
設け、優先的に支援します。
・補助上限 [一般型] １，０００万円

[グローバル展開型] ３，０００万円
・補 助 率 [通常枠] 中小企業 １／２、 小規模企業者・小規模事業者 ２／３

[低感染リスク型ビジネス枠] ２／３
・補助要件 以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行

・付加価値額 ＋３％以上／年
・給与支給総額＋１．５％以上／年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋３０円
※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の

引上げを求めず、目標値の達成年限の１年猶予を可能とします。

・詳細については、下記ホームページ参照
URL：https://portal.monodukuri-hojo.jp/

お問合せ：E-Mail：info@tamaweb.or.jp
TEL：042-631-1140

個別相談会
実施中

平日10:00-17:00
※無料 ※要予約
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■「TAMA協会アイディアコンテスト」応募者募集（総務省異能vation連携企画）

産(企業) 学(学校) 官(行政) 金(金融) 民(個人)からアイディア大募集！
－お持ちのアイディアで地球を！地域を！元気にしませんか？－

・募集期間：2021年6月１日（火）～2021年7月28日（水）
・募集内容：（一社）首都圏産業活性化協会ではコロナ禍において地域を元気に！、人生を豊かに！

することを目的に皆さまからアイディアを募集します！。
・保有している「技術・知識・情報・ノウハウ」を基にした革新的なアイディア
・ふとトイレやお風呂でひらめいた笑えるアイディア
・地球規模でインパクトを与えるような突拍子もないアイディア などなど！。

・応募資格：どなたでもお気軽にご応募ください。また自薦・他薦は問いません。
・応募方法：下記Webサイトからご応募ください。

URL: https://www.tamaweb.or.jp/archives/9744
・選考基準：（一社）首都圏産業活性化協会「アイディアコンテストプロジェクトチーム」による厳正な審査により決定いたします。

（2021年10月予定）
・表 彰：特設ページ内で表彰します。興味深いアイディアは、製品化・サービス化に向けたプロジェクトチームを立上げ、産学官

金連携によるイノベーション創出支援、ビジネス化のための支援、または既存事業のブラッシュアップなどで対応（支援
内容につきましては個別相談の上決定させて頂きます）。

・そ の 他：表彰対象に限らず、応募されたすべての作品は『異能vationプログラム』（*1）へ推薦させて頂きますので、ご了承
ください。
（*1）「異能(inno)vationプログラム」とは、総務省が平成26年より実施している、ICT分野において、

破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスな
ICT技術開発課題に失敗をおそれず挑戦する人を支援するプログラムです。
一般社団法人 首都圏産業活性化協会は「異能vationネットワーク拠点」に参加しています。

協会からのお知らせ

■令和３年度 通常総会のご案内

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。 なお、通常総会終了後、16:30より「第20回つなぐWaセッションオンラインミーティング」を開催します。

[日 時] 2021年6月25日（金）15:00～16:30
[開催方法] 首都圏産業活性化協会会議室＋オンライン会議システム ZOOM
[内 容]

・第1号議案：令和2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3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。

会報「つなぐWa」は、偶数月に発行し協会サイトに掲
載、全会員へメールマガジンで発行の告知します。

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

・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。

・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。

「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(税込）

①中 1/6 縦9cm×横9㎝ 22,000円

②中 1/3 縦9cm×横19㎝ 38､500円

③中 1/2 縦14cm×横19cm 55,000円

④中 1/1 縦27cm×横19cm 110,000円

⑤外 1/1
(A4サイズのみ) 縦27cm×横19cm 5,500円/1枚

発行部数：約５００部
発行時期：原則として偶数月の月初
発行方法：協会公式サイトにpdfとして掲載
＊メールマガジンにて発行告知

【料金改定のお知らせ】

2021年6月1日より

料金改定しました

通常総会終了後、
16:30より

第20回つなぐWaセッション
オンラインミーティングを

開催します。
プログラム (予定)
①新入会員紹介

②正副会長と事務局対談
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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。

『お客様を満足させる品質を追求致します』

設立以来６０年間、非常用や通信用の直流電源装置を、
蓄電池メーカー様向けに製造しているメーカーです。2007
年には、ISO9001を取得し、2017年にISO14001を取
得致しました。

近年では、鉄道用配電箱や、大型データセンター向け蓄電
池盤などを製造して、販路を広げています。色々な大型の盤
の製造に挑戦したいと思っていますので、何かありましたら宜
しくお願い致します。

「リユースを通じて世界を繋ごう！」
～中古ゲーム機他のリユースを世界規模で展開～

RECYCLE POINT TOKYO 株式会社
弊社は2009年設立以降、中古ゲーム機・スマートフォンの買
取を行い、シンガポール本社含む独自のグローバルネットワーク
でリユース事業を展開して参りました。

国内で再販不可とされる中古ゲーム機等のリユース品も発展
途上国を含む海外の需要のある国に人々にとっては喜びと便
利さを併せ持つお宝になります。

また、商品状態を問わず買い取らせていただくことで国内での商
品廃棄量や廃棄に係るコストの削減のお役に立ちます。

こうした皆がWin-Winになるリユース事業による利益循環を恒
久的に生み出し、限りある資源の有効活用を通して、地球環
境の改善と人々の生活環境の向上に貢献し続けます。

RECYCLE POINT TOKYO(株)は未来のために求められる
世界に向けたリユースを行っています。

7

三和電化株式会社

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町二本木西原475-2

TEL 042-557-6666

URL http://www.sanwa-denka.co.jp/index.html

三和電化株式会社

瑞穂工場外観 瑞穂工場内観

入間工場外観 入間工場内観

RECYCLE POINT TOKYO 株式会社

所在地 東京都八王子市千人町1-5-15

TEL 042-662-7881

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

弊社は、0～100歳を対象とした知育玩具。「つまむ」「つなぐ」ことを通して脳の発達や活性化を促す。幼児の
独創性・創造性を養うのはもちろん、認知症のお年寄りへリハビリ玩具としても利用可能。

受賞歴：2012年TASKものづくり大賞 / 2014年グッドトイ認定 / 2015年度東京都トライアル認定 等々

株式会社ボウンディア

所在地 東京都豊島区巣鴨3-23-3-601

TEL 03-3918-7187 URL https://tsunotsuno.com/

第3弾：
つのつのバランスボール

～３歳児から高齢者
まで、バランスの取れる
バランスボールで楽し
く・安全に室内運動～

第1弾：つのつのサイコロ 第2弾：つのつのテトラ

「コロナ禍の「おうち時間」をプレイランドに大変身！」
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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。

■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
Email：info@tamaweb.or.jp URL：https://www.tamaweb.or.jp/

発行元・問合せ

＜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

京都・関西を基盤に、産学連携・スタートアップ支援業務
の受託、専門人材の派遣・出向により、大学との研究開
発、新事業展開を行なっております。また、バイオ分野の
ソーシングサイト「LabTech」を開設し、新製品・サービス
の販路開拓も推進しております。

民間の産学連携本部として
新事業と地域イノベーションに貢献いたします

VUCA時代と呼ばれる先の見えない経営環境下にて経営
者の皆さまもいろいろとお悩みのことではないかと思います。
時代の流れとしてデジタル化を推進していくことは重要な経
営課題ではありますが、「デジタル化」が目的とならぬよう、モ
ノづくりならびに経営の原理原則は何であるかを企業の皆さ
まと考えながら進めていき、人財育成にもつなげるご支援を
心がけております。

＜事業内容＞
・経営コンサルティング業
・各種リサーチ業務
・事業運営に関わる調査および企画ならびに各業務の
アウトソーシングの受託

技術と人の調和により、人の能力を拡張し、
あたらしい幸せの形を作り出す

URL https://labtech.jp/

Academic Industry Research Inc.

株式会社産学連携研究所

所在地
京都市左京区吉田下阿達町46-29 京都大学医薬系総合研究棟4階（令和3年6月まで）

京都市左京区吉田上阿達町17（令和3年7月より）

TEL 075-354-5301

URL https://aird.jp/

経営コンサルタントとして経営の原理原則を企業の
皆様と共に考える

国際公認経営コンサルティング協議会認定
コンサルタント

公益社団法人 全日本能率連盟認定
マスターマネジメントコンサルタント

株式会社 チェンジアンドクリエイション

所在地 国立市東1－15－11 国立448ビル3Ｆ

TEL 090-3502-8931

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。

・山際 東 一級建築士、BIMコンサルタント

得意分野は、建築設計、デザイン、BIM、建設IT・DX

一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は、協会ホームページへの掲載し、メール
マガジン等で企業・自治体・商工団体・金融機関等へご案内しています。
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＜広告・PR＞
本誌発行にあたりご協賛頂いた企業や団体、首都圏産業活性化協会からのお知らせです。

■多摩信用金庫様
・第19回 多摩ブルー・グリーン賞

Email：info@tamaweb.or.jp
URL：https://www.tamaweb.or.jp/
〒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

一般社団法人首都圏産業活性化協会

広告に関する問合せ 一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は、協会ホームページへの掲載し、
メールマガジン等で企業・自治体・商工団体・金融機関等へご案内しています。













主催 一般社団法人首都圏産業活性化協会

お問い合わせ TEL(042)631-1140

受講料 ： 会員企業 9,000 円／人
一般企業 13,000 円／人
※オプション講座 オンライン個別面接トレーニング：会員非会員問わず 9,000 円／人

対象者 ： 採用業務や面接に携わる方
・初めての採用業務で面接をしたことがない
・面接経験はあるが自己流のためきちんと学びなおしたい
・応募者の本心を引き出したい
・最近の応募者（ミレニアル世代～Ｚ世代）の傾向を知りたい

など面接官としてのスキルを身に着けたい方が対象です。

研修の特徴 ： 個人ワークによる参加型の研修です。
応募者との対話・コミュニケーションの重要性を学べます。
※詳しくは裏面をご覧ください。

お 申 込 ： https://www.tamaweb.or.jp/archives/9855

14:00 ～ 17:00時間

形式 ZOOMを利用したオンライン形式

6/28 月

https://www.tamaweb.or.jp/archives/9855


応募者側の心理について掘り
下げて解説して下さったのが
新鮮で良かったです。

基本プログラム

受講者様のお声

応募者に対しての質問方法につ
いてコミュニケーションの取り方が
よく分かりました！

自己流で面接に取組んでいました
が、応募者の事を全然見極められ
ていない事を痛感しました。

質問の仕方や考え方等とても勉
強になりました。明日から実践し
てみようと思います。

プログラム 目的・ねらい

・研修ガイダンス オンライン研修の環境確認

・面接の機能と目的

・面接官の役割［個人ワークあり］

・応募者の気持ち

・面接でNGな事柄［個人ワークあり］

・面接の進め方［個人ワークあり］

面接の基本スタンスと基礎知識

適正な人材を採用する
志望意欲を高める
会社や職場プレゼンの場

応募者の立場になって考えてみる
応募者を取り巻く環境

コンプライアンスへの対応

面接前―面接中―面接後
・事前準備
・実際の面接の流れとポイント
・選考の基本スタンスと基礎知識

・応募者への理解と信頼関係を深める
対話

・応募者への理解と信頼関係を深める対話
・心の領域（思っていることや感じていること）での対話
（情緒的コミュニケーション：5つの機微力）
・7分でできる面接トレーニングのご紹介

※オプション
・個別面接トレーニング
面接官研修終了後2,3週間以内の
実施を予定しています

・実践トレーニング（ロールプレイング形式）

オンラインによる1対1の個別面接トレーニングです（実施時間45分）

【研修テーマ】実践で活用できる面接研修

講 師 株式会社KIBI 上級研究員 見附 誠子 氏

東京都出身
1986年㈱リクルートフロムエー入社（現（株）リ
クルート）。企業の人材広告の営業から、複数の新
規事業の立ち上げに従事。その後、人材総合代理
店の取締役を経て、キャリアコンサル・コーチング・講
師・採用コンサルとして独立。コミュケーション・階層
別研修や大学でのキャリア講義を務める。


