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令和２年７月 株式会社トコウ 新社屋完成

株式会社つくし工房 本社
株式会社つくし工房は、安全図案標識板・工事用保安機材・安全用品・労働安全衛生保護具・安全教育出版物を取り扱う企業です。
建設現場における作業の安全に貢献すべく、労働災害防止、安全衛生環境の確保のための様々な製品をお届けしております。
株式会社つくし工房

代表取締役 星野 照生

所在地

〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-31-7

従業員

106名

ホームページ

https://www.tukusi.co.jp/

設立 昭和42年7月

❖ ＴＯＰＩＣＳ ❖
・会員企業 株式会社つくし工房紹介
安全・安心をテーマに製品づくりをされている（株）つくし工房様を取材

・専門家コラム ＶＯＬ.5
協会が推進する中小現場の＜デジタル化、ものづくりDX支援2ndステージ＞について

・イベントのご案内（2020年下期）と開催実績報告

協会が主催、2020年下期に開催・後援するイベント・セミナーなどをご紹介
2020年6月～9月までに実施したイベント・セミナーの実施報告

・参加企業・大学・団体を募集
中小機構・中小企業大学校：『無料』で行う経営診断 受け入れ企業の募集
総務省（角川アスキー総合研究所）異能Vation：奇想天外でアンビシャス（＝へん）な「人・発想・技術」を募集

・新規会員企業のご紹介
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
株式会社つくし工房

代表取締役 星野 照生

株式会社つくし工房は、昭和39年に草刈デザイン研究所の創設を経て昭和42年に設立しました。建築現場における
労働災害防止、安全衛生環境の確保のための製品の製造を営む企業です。 安全標識をはじめ工事用保安機材、
安全衛生保護具等の多種多様な商品ラインアップに加え、安全教育の観点から出版物やVRを活用したソリューションも
製品化しております。 今回は代表取締役の星野照生様にお話をお伺いしました。

◆確かな「安全」と快適な「環境」の実現◆
創業前は建設現場に安全という概念がほとんど無く、労働災害
が当たり前という風潮がありました。その後徐々に法整備が進み
「労働者の命を守る」という考えが浸透していく中で、まだまだビジュ
アル面で危険を表す標識等が貧弱であったことに目を付け、草刈
デザイン研究所を経て昭和42年に株式会社つくし工房を設立しま
した。
創業以来現在まで大手ゼネコン企業や土木関係の企業などから
様々な要望を頂き、現場での安全や災害の防止を実現する製品
を生み出し続けております。
また、現在では公益社団法人日本保安用品協会をはじめ、数
多くの団体に所属し、業界内でも中心的な存在となっています。

◆最新のニーズに沿った製品開発◆
商品開発のきっかけとして、お客様からのご要望を頂くことからスタートする場合が多く、それをどれだけキャッチアップできるかが
重要になります。実際に現場で起きた事故や現場での課題を拾い製品の形を作り、そこからブラッシュアップして製品を作り上
げていきます。形が見えてくることでより要望も明確になっていきます。また、その中で実際に現場で勤務している方から直接多く
の要望や課題を知ることができることはとても大きな強みとなっています。

重機接触防止カメラシステム

重機接触防止カメラシステム 装着例

VR安全教育ソリューション

◆常に新しいものへチャレンジ◆
最新技術を取り入れた商品の開発も常に続けています。例えば重機にセンサーを取り付け危険を察知する商品や俯瞰から
とらえた映像を操縦者が確認できる商品もあります。また、安全教育にも積極的に取り組んでおり、安全管理図書の改訂を
繰り返し継続的に出版するとともに、VRを活用した事故体験教育ツールも開発しています。 近年の技術進歩はめざましい
ものがあります。積極的に先端技術を活用する企業は多くはありませんが、先頭集団を走るためには、常にセンスを磨くことが
求められます。

◆今後の展望◆
労働災害防止、安全というテーマでコア部分である標識・表示物・安全衛生教育へのより深い研究開発へ加えて、さらに現
場のニーズにこたえることができる製品開発を行っていきたいと思います。例えば現場作業員のみを感知できるシステムや事
故発生後すぐに情報展開できるシステムの普及、また、外国人向けの商品など多くのアイデアを持っています。現在は安全と
衛生が不可分のものとして認識されるようになってきているので、総合的に命を守るという部分を大事にしていきたいです。
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専門家コラム
Vol.５

「専門家コラム」では、コーディネーター自身の経験と支援事例から企業に役立つ情報
を掲載しています。

協会が推進する中小現場の＜デジタル化、ものづくりDX支援2ndステージ＞
会員 佐井 行雄
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業コーディネーター
（一社）首都圏産業活性化協会では、IoT・ものづくりDX（デジタルトランスフォーメーション）により大手
製造企業が新たな方向性に向かって動きつつある中、協会内の中小製造業の要望に応えるためデジタル
化支援活動を継続して行ってきました。
昨年度は経産省事業の委託を受け、首都圏のものづくり現場におけるIoT先駆者である武州工業や産
業オートメーションフォーラム（IAF)の協力を得ながら、首都圏西部（東京都多摩地区、神奈川県、埼玉
県）を対象に、IoTエッジやスマホを端末とするデジタル化の普及及びデジタル人財育成を目的としたワーク
ショップセミナーを開催し、実際にIoTを導入するハンズオントライアルを12社に支援することができました。
https://www.tamaweb.or.jp/archives/4997
今年度からは内容をステップアップし、現場で活用できるPoC(実証）に軸足を置き＜デジタル化・ものづくり
DX2ndステージ＞を推進しております。本稿ではその概要について紹介させていただきます。

１．デジタル化支援の軸はBeforeとAfter
製造現場をデジタル化する多くのシステムやツー
ルがベンダー各社から提供されております。しかし、
中小製造業のデジタル化は進んでいるとは言えま
せん。その多くは、導入のBeforeとAfterの問題
が大きいと指摘されています。Beforeでは導入
目的、Afterではデータ活用の検討及び実行に
課題があると考えています。
2ndステージの支援では本格的なデジタル化導
入のBeforeとして目的検証、PoCとデジタル人
財育成に注力する支援を、またAfterとしてデー
タ活用の生産性改善支援、デジタル化導入企
業が集う、情報交換や学びの場づくりへの支援を
進めていく予定です。

２．デジタル化導入ハンズオン支援はPoCへ
ハンズオン支援では現場に専門家を派遣し、協
会が保有するIoT機材を活用して現場の問題点
と課題について作業者とともに検証します。さらに
具体的なデジタル化のプロトタイプを提案し、
PoC(実証）を現場とともに実践します。
さらに産業オートメーションフォーラム(IAF)との
連携を深め、Node-Red（ノンコーディング言
語）を活用したセミナーをパワーアップします。実

佐井 行雄

験室的なセンサからPLC、リモートI/O、２線式
センサ等現場にある産業機器を直接IoT化する
ハンズオンセミナーを開催していき、デジタル化の
ためのPoCにつなげていきます。
またこれまであまり取り上げてこなかった組立工
程のデジタル化についても会員企業と連携しなが
ら汎用性のあるツールの普及活動にも取り組んで
いきます。

３．デジタル化Webフォーラムの構築
すでにハンズオン支援やデジタル化ツール開発支
援の提案を行なっております。このような支援や
取組の輪を広げるため、Webを活用した学びの
場、デジタル化対話の場を立ち上げることを検討
しています。先行企業の知恵や専門家の知見か
ら新たな発想、新たなビジネスのアイデアを自由
に語らうフォーラムにできればと考えております。
またデジタル化・ものづくりDXについては、国の
IT導入補助金や持続化補助金、都や県の助
成金等を活用することが可能です。これら取組み
を希望する会員企業への支援も積極的に行っ
ていきます。

中小企業診断士、経営革新等支援機関、(一社)首都圏産業活性化協会会員
東洋大学大学院経営学研究科非常勤講師、(独)中小機構 チーフアドバイザー
中小製造業を中心に経営支援を行う。IoT普及、製造現場のデジタル化、新商品企画、
生産性向上、職場活性化、組織能力強化、ものづくり連携などに携わる。
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Event
Calendar

下半期 イベントカレンダー（講座・セミナー・交流会）
技術を経営資源として戦略的・効率的に活用するために、テクノロジーとマネジメントに精通した人材の
育成を行う講座です。会員ネットワークを生かし、技術・経営・生産管理などの講座や階層別社員研
修など様々なコンテンツで、ものづくり人材の育成プログラムを展開します。

技術経営大学

■2021卒内定者フォロー研修（オンライン開催）※全6回
※開催日時は参加希望者に合わせ柔軟に対応します。
日時： ① 10月27日（火）または 11月25日（水）または 12月16日（水）
② 11月26日（木）または 12月17日（木）
③ 12月18日（金）または 1月12日(火）④ 1月15日（金）⑤ 2月18日（木）⑥ 3月10日（水）
■生産技術管理シリーズ講座(オンデマンド配信型)※全講座個別研修付
※参加費(各会)：会員：¥5,000、非会員：¥7,000 詳細は同封のチラシにてご確認下さい。
① 「製品の生産設計手法講座」

配信期間：10月19日(月) 9:00 ～ 10月26日(月) 18:00

② 「モノづくり工程設計」

配信期間：11月16日(月) 9:00 ～ 11月23日(月) 18:00

③ 「製造原価の仕組み」

配信期間：12月14日(月) 9:00 ～ 12月21日(月) 18:00

④ 「現場改善(IE手法の実践)」

配信時期：1月中旬を予定

⑤ 「設備設計、自動化・ロボット導入」

配信時期：2月中旬を予定

⑥ 「工程レイアウト設計手法(実践レベル)」 配信時期：3月中旬を予定

交流会

当協会が主催する「つなぐWaセッション」、羽村市主催で運営委託を受けて開催している「はむらイブニングサ
ロン」、NPO法人新都心イノベーションパートナーズが主催し、当協会が企画している「新都心イブニングサロ
ン」など、会員企業をはじめ多種多様な業種の方が交流する場を設けています。

■第19回はむらイブニングサロン「オンライン展示会のご紹介と注意点（仮）」
日時：2020年10月15日(木)16：30 ～ 18：00 会場：羽村市産業福祉センター2F(オンライン参加可)
■第12回つなぐWaセッション 「テーマ検討中」 （オンライン開催）
日時：2020年10月23日(金)16：00 ～ 17：30
■新都心イブニングサロン×技術連携交流会 （動画配信 と Webを使った技術マッチング）
日時：2020年11月6日(金)17：30 ～
■第20回はむらイブニングサロン 「ローカル5G技術、情報通信技術（仮）」
日時：2020年11月12日(木)16：30 ～ 18：00

会場：羽村市産業福祉センター2F(オンライン参加可)

■第13回つなぐWaセッション 「テーマ検討中」 （オンライン開催）
日時： 2020年11月27日(金)16：00 ～ 17:30
■第14回つなぐWaセッション 「テーマ検討中」 （オンライン開催）
日時： 2020年12月25日(金)16:00～17:30
■第21回はむらイブニングサロン 「新卒採用市場、人材育成、社員育成（仮）」
日時： 2020年 1月14日(木)16：30 ～ 18：00 会場：羽村市産業福祉センター2F(オンライン参加可）
■技術連携交流会 in KISTEC（神奈川県立産業技術総合研究所）
日時： 2021年 1月21日(木)午後を予定
■第22回はむらイブニングサロン 「多様性人材の採用、活用について（仮）」
日時： 2021年 3月11日(木)16：30 ～ 18：00 会場：羽村市産業福祉センター2F(オンライン参加可)
「KISTEC Innovation Hub2020」 2020年11月4日（水）～18日（水）

後援イベント・セミナー

「東京都立大学 技術懇親会」 2020年11月27日（金）14:00～17:00（予定）
「神奈川県『さがみロボット産業特区』×『ロボット研究会』オープンイノベーション交流会」 2020年11月20日（金）
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Event
Report
6月～9月

当協会が開催したイベント情報についてのお知らせ致します。

■つなぐWaSession オンラインミーティング
・実施方法：オンライン会議システム（ZOOM)・後援：株式会社 さがみはら産業創造センター
□第9回つなぐWaセッション 「ものづくり企業のための情報通信技術～5G、ICT技術の動向～」
・開催日時：2020年 6月26日（金）16：00 ～ 17：30
・内
容：●「ローカル5Gの現状と製造業への導入事例 総務省関連施策の紹介」総務省関東総合通信局 望月 俊晴氏
●「IoT機器の導入事例のご紹介」 株式会社ビット・トレード・ワン 代表取締役 阿部 行成 氏
●「20年、30年後を見据えた工場レイアウト設計技術のご紹介」 ㈱テクノ経営ウェブソリューションズ 清水 英男氏
□第10回つなぐWaセッション 「企業の成長のための人材戦略」
・開催日時：2020年 7月31日（金）16：00 ～ 17：30
・内
容：●「採用に関するマーケティングの考え方」 株式会社アドヴァンテージ 代表取締役社長 中野 尚範 氏
●「会社成長のための社内コミュニケーション」 RUFT株式会社 代表取締役 古屋 光俊 氏
●「雇用マッチング制度の活用について」 アデコ株式会社 首都圏西事業本部 横山 雄一 氏
□第11回つなぐWaセッション 「企業の勝ち抜くチカラ
ー 経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選」入選企業の成長戦略を聴く ー」
・開催日時：2020年 8月31日（金）16：30 ～ 18：00
・内
容：● 「グローバルニッチトップ企業100選」入選企業講演
京西テクノス株式会社 代表取締役社長 臼井 努 様
日本分析工業株式会社 代表取締役 大栗 直毅 様
株式会社電子制御国際 代表取締役 中村 謙二 様
●「価値創造に向けたスタートアップとのマッチング事業について」
経済産業省 関東経済産業局 産業部 製造産業課 総括係長 渡邉 亨様
■はむらイブニングサロン（羽村市主催）
□第16回はむらイブニングサロン「SDGsを自分ごと化して実践する」～ニューノーマルの時代に取組む意義～
・開催日時：2020年6月30日（火）16:00～17:30
・内
容：●「SDGsとデザイン思考」 武州工業株式会社 林 英夫 氏
●「環境に配慮したホットマンのものづくりと展望」 ホットマン株式会社 坂本 将之 氏
□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」
・開催日時：2020年8月6日（木）16:00～17:30
・内
容： ●「経済産業省の支援策」 関東経済産業局 近藤 裕貴 氏
●「東京都のコロナ対応支援サービス」 東京都中小企業振興公社 石川 一郎 氏
●「健康経営優良法人認定サポート事業（経産省受託事業）」 アクサ生命保険 赤川 嘉基 氏
●「中小企業への省エネ支援モデル事業」 東京都環境局 松川 英郎 氏
■野村證券様協賛 「Ｍ＆Ａ思考」のススメ ～日本経済復興のヒントがここにある～
・開催日時：2020年 7月10日（金）16：00 ～ 17：30
・参加者数：28名
・協
賛：野村證券株式会社
・実施方法：オンライン会議システム（ZOOM)
・内
容：株式会社日本M&Aセンター 取締役 業種特化事業部長 渡部 恒郎 氏により「Ｍ＆Ａ思考」のススメ
～ 日本経済復興のヒントがここにある ～」と題し、従来型モノづくりから脱却し、自社の「決定力」を磨き抜く
力について解説して頂きました。
■【技術経営大学】 ２０年、３０年先を見据えた工場レイアウト設計技術
・開催日時：2020年 7月10日（金）13：30 ～ 16：30
・参加者数：11名
・実施方法：オンライン会議システム（ZOOM)
・内
容：コロナ環境下で、生産性向上や既存工場リニューアル、新天地への移転・法的課題などあらゆるケースに
当てはまる 「１０のステップ」 を基本に、数多くの工場を立ち上げてきた実践コンサルタントが解説。
【お問合せ・お申込み】
一般社団法人 首都圏産業活性化協会
〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11F URL：www.tamaweb.or.jp Mail：info@tamaweb.or.jp
お気軽にお問合せ下さいませ。 ℡：042-631-1140
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参加者・応募者募集！（企業・大学・団体・支援機関等）
■中小機構 中小企業大学校 経営診断
経営者様必見！ 『無料』で行う経営診断 受け入れ企業様募集中！！【先着順】
中小企業大学校(東京校)では中小企業支援の専門家を養成する「中小企業診断士養成課程」を開講しています。研修プロ
グラムの一環として、複数の受講者が経験豊富なインストラクタ―の指導のもと、実際に企業様へ訪問し、様々な調査を行い、分
析し、今後の改善策をご提案する「経営診断実習」を実施しており、協力してくださる企業様を募集しています。
実習における現状分析では様々な調査が可能であり、例えば小売・サービス業では来店客・競合店調査から企業内の接客調
査や仕入・販売分析、製造業では工程・作業分析や原価・在庫管理など、各企業様のご要望や現状を踏まえた上でさまざまな
調査を実施します。その後、各調査にて収集した膨大な情報を分析し、今後の方向性を導き出すといった流れになっており、多面
的かつ深掘りした分析が最大の特長となっています。日頃気になっているものの、人手不足、時間不足などで着手できない調査や
分析を受講生が実施し改善策をご提案します。
これまでに約3千社を超える中小企業様に実習の受け入れをご協力いただいており「売上向上のための経営戦略の手がかりが
見つかった」、「顧客のニーズを把握できた」「従業員が意欲を持って働ける職場作りのきっかけになった」など、多くの経営者様から
高い評価をいただいています。
当実習の受け入れに関し、企業様にご負担いただく費用は一切ございません。ご興味のある方、詳しい説明をご希望される場
合は、当校までご連絡ください。皆様のご利用をお待ちしています。
【お問い合わせ先】中小企業大学校 東京校 支援研修課 実習企業支援係
TEL:042(565)1252 https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/

■総務省（実務実施期間：角川アスキー総合研究所）異能Vation
奇想天外でアンビシャス（＝へん）な「人・発想・技術」を探しています！
異能vationプログラムは、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技術課題への挑戦を支援します。
既存の常識にとらわれない独創的な「変わった事を考え、実行する人（通称「へんな人」）」の、「なにもないゼロのところから、イチ
を生む」失敗を恐れない果敢な挑戦を支援するとともに、そうした方々が交流し、異能と異能が掛け合わさることで、さらなる独創的
な発想が生まれるような環境を提供します。
人類史上、既存の枠にとらわれない破壊的なイノベーションを起こしてきたのは、こうした奇想天外でアンビシャスな技術課題に挑戦
する「へんな人」でした。異能vation プログラムは、こうした人たちがのびやかに活躍することが日本の新たな未来を創る、と信じて取
り組んでいるものです。
破壊的なアイデアをお持ちの方・ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。
【お問い合わせ先】（一社）首都圏産業活性化協会 担当：鈴木
TEL:042(631)1140 n-suzuki@tamaweb.or.jp
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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

株式会社アドヴァンテージ

求人広告だけに頼らず自社採用サイトを中心とした
採用体制への変革をサポートする企業です。

求人広告、人材派遣、人材紹介だけに頼らず自社
採用サイトを活用し直接、求職者を採用する「ちょくルー
ト」を広め、支援実績は全国で1,000 社以上。
IndeedやGoogleなどを活用し、直接求職者を自社
採用サイトに呼び込むことにより、応募数の増大や応
募単価の低減を実現致します。
「採用」「人材」に特化し様々な業種の企業様を支援し
てきた当社だからこそできる、ノウハウの活用と求職者目
線でのサービス提供により、貴社がお持ちの採用課題を
解決に導きます。
拠
点：札幌・大阪・石川加賀
パートナー：仙台・さいたま・新宿・名古屋・
三重・岡山・福岡・沖縄

株式会社アドヴァンテージ
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-19 アプリ新横浜ビル6F
TEL

045-477-1033 URL

https://ad-vantage.jp/

デジタル+コンサルティング NEW=VALUE
国内外約４,０００事業所に導入・実践の実績を持ち、高い評価を得ている
テクノ経営総合研究所独自のコンサルティングメソッド、VPM®を核とした、幅広
い業種での業務改善活動にて培った豊富な実績やノウハウと、最新のWeb技
術やAI・IoTを融合した『Webコンサルティングサービス』や、現場知見があるコン
サルタントだからこそ出来る、具体的かつ実践的な内容で、ものづくりや改善活
動に必要な技術・技能の基礎力向上に直結する『技術セミナー』など、お客様
のニーズに応じた最適なソリューションを提供します。
株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ
所在地 東京都千代田区九段北4-1-7 九段センタービル
TEL

03-3512-2602

URL

https://www.tmng.co.jp

一般社団法人NAP
ー留学生就職支援ネットNAPー
日本に来てよかった！採用してよかった！
循環型継続活動で日本の仲間を増やす。
ミャンマー理系TOP人材就職支援2年で85名
企業OBが外国人留学生の就職相談相手 15年間
100か国100大学超

・海外からの留学生受け入れと教育・就職・採用支援
・海外人材招致基金と採用費用の還元スキーム運営
優秀なミャンマー理系TOP人材のご要望があれば
是非ご連絡ください。

一般社団法人NAP
所在地
TEL

東京都杉並区西荻南3-16-8 テック西荻ﾋﾞﾙ２F
03-5336-6326 URL

http://www.nap-net.jp

SDGｓも支援、推進

「信頼の」相談相手支援 マッチング！
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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

中堅・中小企業を対象に、アジャイル開発手法と業務改善
手法を統合した斬新なアプローチによって、基幹系システ
ムを導入し、IoT,AIを活用できる情報基盤を構築します。

Syscolla
静岡大学発18番目のベンチャー企業

■システム開発事業
顧客企業のビジョンを実現するために、ソフトウェア工学をベースにしたプログラミン
グ工学と戦略経営論、組織論をベースにした動的平衡論を駆使し、三現主義
(現場、現実、現物) に基づく「使えるシステム」を段階的に導入していきます。
■研修事業
①経営管理講座
マーケティング戦略での差別化が困難な時代になったいま、人材力の向上が競
争優位を生む最後の源泉となります。現実の企業経営を模擬体験できるビジネス
ゲームを使い、経営幹部に求められる経営学の基礎とデータの活用力、リーダー
シップ論を学びます。
②プログラミング講座
ソフトウェア工学と開発ツールの進歩により、いまではシステム
開発の知識が乏しくても簡単にプログラムを作れる時代になりま
した。
システム開発の進め方、プログラムの作り方を初歩から応用まで
学びます。最終的には基幹系システムをひとりで開発できるスキ
ルの習得を目指します。

一般社団法人システムコラボ・マネジメント
所在地

静岡県浜松市中区城北3-5-1 静岡大学情報学部
田中宏和研究室

TEL

053-478-1570
田中宏和研究室

URL

http://syscolla.or.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。
・坂本 真一郎（2次元コード活用、新技術、事業企画・マーケティングコンサルタント
企業間（海外も含む）のコラボレーション企画を推進するファシリテーター）

ー 事務局よりお知らせ ー
首都圏産業活性化協会では、会員企業の課題認識や景況を把握し、支援策・サー ビス立案に役立てるため、年に1度「会
員企業アンケート」を実施しております。法人企業の会員様におかれましては、お忙しいところ恐縮ではございますが、どうぞ御協力
いただきますようお願い申し上げます。
【回答期限】 令和2年10月30日（金）
【提出方法】 ①返信用封筒、②Fax：042-631-1124、③Mail：info@tamaweb.or.jp
※協会ホームページからアンケートにご回答いただくことも可能です。
https://www.tamaweb.or.jp/2020member-survey
何卒ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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

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 ※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
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＜八王子事務所＞

八王子スクエアビル

＜羽村サテライト＞

産業福祉センター

