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令和３年５月 株式会社イアス 新社屋完成
（東京都日野市）
株式会社イアスは、東京都日野市にてICP-OES/ICP-MS部品や金属分析の前処理装置の製造・販売、分析手法および装置取り扱い等のコ
ンサルタント等を行っている企業です。オンライン金属不純物分析のニッチなマーケットで世界の大手企業を相手にご活躍されており、今年5月には
今までの本社と立川支店を統合し日野市へ本社移転いたしました。
株式会社イアス
所在地
従業員
ホームページ

代表取締役 川端 克彦

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1
37名

設立

2004年12月

https://iasinc.jp
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interview
株式会社イアス
代表取締役 川端 克彦
(株)イアスは、2004年12月に設立され、今年で17年目を迎える企業で
す。ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析装置）の前処理装置の製造・販
売、分析手法や装置取り扱いのコンサルタントなどを行っており 、ニッチなマー
ケットでご活躍をされています。今年5月には業務の拡大に伴い、本社と立川
支店を統合し日野市に事務所を移転されました、(株)イアス・代表取締役の
川端克彦様にお話をお伺いしました。

◆会社設立までの経緯◆
横河アナリティカルシステムズ（株）（現：アジレント・テクノロジー(株)）と
いう分析装置メーカーでICP-MSのアプリケーションおよび技術開発から、海外
展開も含めた現場経験を積んでおりました(その後、 (株)パーキンエルマーとい
う企業へ移り、カナダに4年半程おりました)。そうした中で大きな企業ほど、顧客
のニーズを汲み取りスピーディーに対応・決断出来ない事がジレンマとなりました。
半導体の世界では１～２年という期間がかかるのでは乗り遅れると感じ、お客
様に最善・最良のものを提供したいという思いを込めて弊社を設立しました。

代表取締役 川端 克彦 様

◆ターニングポイント◆
大手の企業に属していた際、「カスタマーファースト」「カスタマーサティスファク
ション」と言われていたものの、物事がうまく進まない実情を感じておりました。外
資系企業ということもあり、日本で何かを行おうとすると色々と制限があったた
め、競合会社のアメリカ本社に行けば好きなことができるのではないかと思ってお
りましたが、海外では、「家族ファースト」であり、お客様がトラブルで困っていても
定時に帰るのがあたりまえで、大企業の掲げている「カスタマーファースト」との
ギャップを感じたのが起業への大きな転機となりました。

◆事業の成長について◆

数々の取得した特許など

会社設立後当初はICPという分析装置の消耗品関係を細々と
販売しておりましたが、メインとして行っている半導体シリコンウェー
ハ （電 子製 品に搭載されて い る半 導体 の製造 に欠かせ ない 材
料）中の金属不純物を全自動分析装置としてオンライン化したこ
とで大きく成長することができました。大手企業がこの市場に参入
するには小さすぎますが、弊社としてはちょうどよい規模のニッチマー
ケットであったことが成長できた要因と思います。
クライアント自体は海外からが6割程度でもあり、競合については
シリコンウェーハ処理の分野で世界に何社かはありますが、半導体
分野における極微量分析のノウハウおよびサポート体制が他社と
の差別化できている部分であり、ほとんどの大手半導体企業からリ
ピートで注文を頂いて成長できています。

◆大切にしている事・今後行っていきたい事◆
お客様も大切ではありますが、従業員・人材を大事にするという
事を一番に考えています。頭が良く優秀な方が最近は多いのです
が、座学ではなく実際のフィールドで物事を開発していける人材が
必要だと思っています。外国人の方を含め、日本の大学の研究室
を経験していてもすぐに役に立つ人は多くなく、中途採用も多いの
が現状です。しかし、最近ではそれも厳しくなってきており、新卒者
を一から育てる必要もでてきております。
また、5年後10年後にも今と同様にニッチなマーケットでトップに
いたいと思っております。理想としているのは、お客様のほうから、
『何かあればイアスに聞けば解決してくれる』という会社になることで
す。IAS（International Analytical Solutions）という意
味を込めて名前を付けましたが、これからもそれに近づいていけるよ
うに努力して参ります。
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全自動気相分解（VPD）装置

気体中金属微粒子導入システム（GPD・GED）

首都圏産業活性化協会 令和3年度 通常総会開催

【脱平均!ワンランクアップ 】
産学官金民のネットワーク形成を基本スタンスとし、3つのエリア(圏央道と交差する
関越・中央・東名道)と新たな分野の切り口により、イノベーションの創出をはかる
[開催日時] 2021年6月25日（金）15:00－17:30
[開催会場] 首都圏産業活性化協会 八王子事務所
（東京都八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11F）
◇下記の議案事項はすべて承認可決されました。総会で使用した資料は下記のURLよりご覧いただけます。
［総会資料］
https://www.tamaweb.or.jp/wp5/wp-content/uploads/2021/06/R3_GM_documents.pdf
（1）令和2年度事業報告、収支決算承認について
※事業報告については、下記「令和2年度事業のあらまし」をご覧ください。
（単位：千円）

科 目

一般会計
予算額（当初）

【令和3年度実施事業】

企業支援

認定支援機関
ハンズオン支援
価値デザイン経営
DX推進

イノベー
ション創出
支援

ものづくりイノベーション
産学連携・研究開発
食品部会
サービス部会

決算額

Ⅰ 収入の部
当期収入合計（A）

123,517

253,083

前期繰越金収支差額

109,481

109,982

収入合計（B）

232,998

363,064

当期支出合計（C)

133,542

261,200

当期収支差額（A)－(C)

-10,024

-8,117

99,958

101.512

Ⅱ 支出の部

次期繰越収支差額（B)－(C)

人材育成
支援

次世代トップリーダー育成講座
技術経営大学の企画・運営
副業支援
新卒採用・インターンシップ

政策推進

各省庁
(経産省・文科省・総務省他)
政府系機関
自治体

地域連携
推進

エリアネットワーク
北むさし
中むさし
南むさし
さがみ

（2）令和3年度事業計画及び収支予算について
（単位：千円）

科 目

一般会計予算額

Ⅰ 収入の部
当期収入合計（A）

275,925

前期繰越金収支差額

101,512

収入合計（B）

377,437

Ⅱ 支出の部
当期支出合計（C)
当期収支差額（A)－（C)
次期繰越収支差額（B)－（C)

275,361
564
102,076

（3）役員の選任に関する承認の件
人事異動により、下記の新役員が選任されました。
理事 橋本弘山 (羽村市長) 、瀬尾和子(八王子市 産業振興部 部長)

大学ネットワーク
自治体ネットワーク
金融機関ネットワーク
個人会員ネットワーク
黒・・・現在実施中の事業
灰・・・準備中・検討中

◇令和２年度の活動実績は下記のURLよりご覧いただけます。
［事業のあらまし］
https://www.tamaweb.or.jp/wp5/wp-content/uploads/2021/06/2020fy_Summary.pdf
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Event Report
■第24回 はむらイブニングサロン 「企業価値を高めるESGの取組」

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7月8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社 42名
[内
容] 1.株式会社システムブレイン 代表取締役社長 神田 智一 氏
「SB 工法による社会課題［SDGs］実現への貢献」
URL：https://systembrain.cc
2.武陽ガス株式会社 小売部門長 兼 営業開発部長 半田 喜一 氏
「2050 年カーボンニュートラル実現に向けた都市ガス業界の取り組み」
URL：https://www.buyo-gas.co.jp
今回のはむらイブニングサロンでは、近年ホットなキーワードである“ESG”というテーマの基、地域企業様より
取組事例をお伺いしました。

■第20回 つなぐWa Session

「DX推進で付加価値と生産性を向上する」

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回開催しております。
[開催日時] 2021年7月16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] 27名
[内
容] 1.DATAビジネス株式会社 取締役 データサイエンティスト 嶋田 圭吾 氏
2.月井精密株式会社(株式会社TERMINALQ）代表取締役 名取 磨一 氏
3.株式会社東京IT経営センター 代表取締役 田中 渉 氏
最近の経営環境を見てみると仕事の仕方、価値観、考え方、従業員・取引先との関係、コミュニケーションの取り方など、日々
変化が起きており企業経営にとって大きな変化が起きている。特にITの急速な進歩に伴い、IT関連製品やサービスについては特
別なものではなくなり一般化、オープン化、低価格化され、比較的少額の投資でDXの推進ができる環境が整ってきております。
このような状況においてDXの推進の方法、ツール、プラットフォームなど様々な資源を活用し、企業、製品・サービスの価値、生産
性を上げることは重要な要素であると考えられます。
今回はそれらの知識や経験、ノウハウを持つ方々にご登壇頂き事例などをお伺いしました。

■第63回新都心イブニングサロン

「広域連携で元気になろう！、関西企業特集」

新都心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。
[開催日時] 2021年7月16日（金）17:30～
[実施方法] オンデマンド配信
＊しばらくの間、配信をしておりますので下記URLよりご視聴ください。
[視聴URL] https://www.tamaweb.or.jp/archives/5239
[内
容] 1.はむらイブニングサロンからの企業紹介 羽村市 葛西 志耕 氏
・三鎮工業株式会社 様
・東成エレクトロビーム株式会社 様
2．株式会社ジー・キューブ 代表取締役社長 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」（ディスカッション形式）
3．株式会社産学連携研究所 代表取締役 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～」（ディスカッション形式）
4．株式会社山本金属製作所 代表取締役社長 山本 憲吾 様
「機械加工現場のイノベーションに挑戦！」（ディスカッション形式）
[主
催] 埼玉県、特定非営利活動法人新都心イノベーションパートナーズ
[後
援] 日本ベンチャー学会
[協力・制作] 一般社団法人 首都圏産業活性化協会
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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。

■第25回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す。
[開催日時] 2021年9月9日（木） 16:00-17:30
［テーマ］ 「“幸せな会社”を目指す組織風土づくり」
[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）
[参 加 費］ 無 料
[講
師］ ①株式会社加藤経営 代表取締役 加藤 芳久 様
中小企業、上場企業、官公庁を中心に人財開発、組織変革コンサルティングを200社以上に実施。
これまでの登壇回数は800回以上で受講者は累計1万人を超える
各所で今引っ張りだこの人気講師です。「良い組織風土づくりに欠かせないポイント」について事例を用いながら
お話頂きます。
②地域企業1社様より取組事例の発表

■入社までの継続サポートを実現する内定者フォロー研修（2022年入社対象）
地域企業様の内定者の方々を対象に、これから社会で生き抜くタフさを身に着けるための内定者フォロー研修を行ないます。
入社直前の来春まで継続的に接点を持つことで「内定者の状況把握」や「企業とのつながり」を深めながら内定辞退や入社
後の早期退職防止のサポートを行います。
[開催日時] 2021年7月16日（金）17:30～配信開始
[実施方法] オンライン会議システム
[受講料] 会員 38,000 円（税込）/1名、一般 75,000 円（税込）/1名
※講座①～⑥の計6回参加を原則としております。
※機微力検定受検料(6,050円)を含みます。
［詳細・お申込みURL］https://www.tamaweb.or.jp/archives/10279
【8月スタート日程】
【9月スタート日程】
講座① 8月20日（金）15:00 ～ 17:00
講座① 9月22日（水）15:00 ～ 17:00
講座② 9月21日（火）15:00 ～ 17:00
講座② 10月21日（木）15:00 ～ 17:00
講座③ 11月19日（金）15:00 ～ 17:00
講座③ 11月19日（金）15:00 ～ 17:00
講座④ 1月12日（水）15:00 ～ 17:00
講座④ 1月12日 （水）15:00 ～ 17:00
講座⑤ 2月10日（木）15:00 ～ 17:00
講座⑤ 2月10日 （木）15:00 ～ 17:00
講座⑥ 3月 9日（水）15:00 ～ 17:00
講座⑥ 3月 9日（水）15:00 ～ 17:00

■第21回 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回開催しております。
[開催日時] 2021年8月27日（金）16:30ｰ18:00
[テーマ] 「直近の世の中のリスクとBCP」
[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)
[参 加 費］ 無 料
［詳細・お申込みURL］https://www.tamaweb.or.jp/archives/10753
[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
安定的な企業経営を実施していくうえで様々なリスク排除策を事前に検討しておくことが必要です。ひとたび企業活動がストップ
してしまうと大きな経営ダメージを受けることだけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
そこで今回は東京海上日動火災保険株式会社様を招き、リスク対策への意識向上を目的としてそれらのアドバイスやポイントの
ご説明、事例紹介を講演頂きます。また、関東経済産業局様から中小企業強靭化法についてのご説明を頂き、補助・支援施
策等をご紹介頂きます。
2021. August No23
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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。

■自社に眠る財産の掘り起こしセッション

参加企業募集中‼

経済産業省 令和3年度中小企業知財活動支援補助事業

知財活用型デジタル化推進・イノベーション推進を目指す中小企業の「知財の見える化」を支援して参ります。自
社の商品・サービス革新を起点に変革し続ける組織をつくることを目的とし、異業種交流型ワークショップを通じて
お互いの商品・サービス革新のための知恵の相互支援を行います。
＜基礎講座＞
[開催日時] 8月18日（水）16:00－17：30
［開催方法］オンライン会議(ビデオ会議ツールZOOM)
［参 加 費］ 無 料
［内
容］ ①令和3年度 中小企業知的財産活動支援事業（経済産業省事業）事業概要ご説明
一般社団法人首都圏産業活性化協会 事務局
②自社に眠る財産の掘り起こしセッション(計4回)の概要について ～ダイジェスト版～
［講 師］ 株式会社スコラ・コンサルト
プロセスデザイナー：岡村 衡一郎 氏 プロセスデザイナー：内田 拓 氏
一般財団法人知的財産研究教育財団
事業部長 近藤 泰祐 氏

＜集合型研修＞

※計4回(通しでのご参加が条件となります)
［テーマ］ 自社の「最高の商品」をチームで磨き上げる ～未来を切り拓くチームイノベーション・プログラム～
［開催日時・概要・開催場所］
・【第１回】 2021年 9月7日(火)10:00－17：00 自社の掘り起こしセッション
開催場所：八王子市旭町9-1 八王子学園都市エンター11F ギャラリーホール
・【第２回】 2021年10月5日(火)10:00－17：00 自分自身の掘り起こしセッション
開催場所：相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7・8階 杜のホールはしもと セミナールーム2
・【第３回】 2021年11月5日(金)10:00－17：00 フューチャーセッションで未来を描く
開催場所：未定（調整中）
・【第４回】 2021年12月7日(火)10:00－17：00 ファイナルセッション
開催場所：未定（調整中）
［目 的］ 自社の商品・サービス革新を起点に変革し続ける組織をつくる。
［実施形式］異業種交流型ワークショップ
⇒異業種同士でお互いの商品・サービス革新のための知恵の相互支援を行います。
［参加費］無料
［参加者対象］ 経営者、経営幹部、リーダークラス
［対 象エ リ ア］ 埼玉、東京、神奈川及び近隣
［講
師］ 株式会社スコラ・コンサルト
プロセスデザイナー 岡村 衡一郎 氏、 プロセスデザイナー 内田 拓 氏
一般財団法人知的財産研究教育財団
事業部長 近藤 泰祐 氏
［詳細・お申込みURL］（基礎研修・集合型研修共通）
https://www.tamaweb.or.jp/archives/10523
［お問合せ］
（一社）首都圏産業活性化協会 担当：鈴木、笠井、八木、芳賀
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

小説「下町ロケット」に登場する
法律事務所のモデル
内田・鮫島法律事務所（USLF）は、ニッチなモノづくりで存在感を発
揮している中小・中堅企業様、優れた技術・アイデアを保有するスター
トアップ企業様、さらには日本を代表するメーカー様等、様々な技術系
企業様の支援をさせていただいております。
理学系・工学系のバックグランドを保有する弁護士人材を集積し、創
業時から、知財戦略・実務と融合した独自の法律業務を展開してきま
した。常に時代の先端を走り続けるUSLFのサービスにご期待ください。
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
所在地

東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟16階

TEL

03-5561-8550

URL

https://www.uslf.jp

『国内実績85%超、株式投資型クラウドファンディング”FUNDINNO”』
弊社では日本初となる株式投資型クラウドファンディング”FUNDINNO”を運営しています。
2017年4月のローンチより、国内実績85%超にあたる約58億円・176社の調達を担って
きました。（2021年6月現在）
いわゆるITベンチャーやテクノロジー系のみでなく、
・大学発ベンチャー
・地方発ベンチャー
・カーブアウト
(新規事業に取り組む老舗企業・中小企業、大企業発）等、
幅広く支援させていただいております。
株式会社日本クラウドキャピタル
所在地

東京都品川区東五反田5丁目25番18号

TEL

03-6721-6691

URL

https://www.cloud-capital.co.jp/

『組織風土改革のパイオニア』
1986年の創業以来、組織風土改革のパイオニアとして
2,000社以上の支援実績を持つ。「最高の商品を最高の
チームで」を合言葉に、業績と働きがい両方の向上を目指し
てイノベーションに挑戦し続ける組織をつくる。答えを教えるの
ではなく、クライアント企業の社員が自らの力で課題を見つけ
て解決したり、自ら商品・サービスを磨きこんでいくプロセスに
伴走するコンサルティングスタイル。

プロセスデザイナー

柴田 昌治 氏

岡村 衡一郎 氏

内田 拓 氏

株式会社スコラ・コンサルト
東京都品川区東五反田5-25-19
所在地
東京デザインセンター6階
03-5420-6251
TEL
URL

http://www.scholar.co.jp/
2021. August No23
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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

新規登録 TAMAコーディネーター ・ 個人会員のご紹介
■TAMAコーディネーター
・佐藤 隆洋 （さとう たかみ） 医療機器製品の研究開発
得意領域：医療機器の研究開発から製品化・市販後管理、技術的課題対応、法規制対応、
プロジェクトマネージメント、海外コミュニケーション 他
■個人会員

・石井 希典 （いしい まれすけ） 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

・穂積 良浩 （ほずみ よしひろ）様

産業能率大学 経営学部 教授

経営情報学（修士・MBA）

得意領域： 産業能率大学総合研究所、自由が丘キャリアセンターを経て現職。コンサルテーション等
ビジネスパーソンの育成、学生の進路（就職）支援

首都圏産業活性化協会 会員の構成
（令和3年7月末現在総数478）
建設業1.3％
銀行業3.5％

コーディネータ
125

自治体19

卸売業・小売業
0.4%
サービス業1.8％

学術研究，専門・
技術サービス業
6.6％
営利法人、
個人事業主、
金融機関等
235

情報サービス
業8.3％

製造業
78.1％

団体60
大学29
発行元・問合せ

個人10

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。

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

＜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（P10～）

■プライムテックエンジニアリング株式会社 様

■首都圏産業活性化協会よりお知らせ
・IT経営講座 中堅・中小製造業のためのIoT活用方法
ーお金を掛けずに、すぐやれる！IoTで本当の姿が見えるー
・2022年卒対象 内定者フォロー研修
ー入社までの継続サポートを実現ー
・会社の未来を担う若手人材の採用方法が見えてくるセミナー
ー経営戦略を実現するための、採用と育成について考えるー

「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。

広告に関する問合せ

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

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

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。
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/
〒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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ITコーディネータ多摩協議会 連携企画

IT経営講座
中堅・中小製造業のためのIoT活用方法
〜お金を掛けずに、すぐやれる！IoTで本当の姿が見える〜
生産管理を有効に機能させるには、正確な生産管理情報の取得が必要で
ありＩｏＴを導入することで生産管理を見える化できます。本当に役に立つＩｏ
Ｔの活用方法について、構成要素から構築方法、効果を出す使い方につい
て解説します。

生産管理を有効に機能させる
には

自動でデータを取得、見える化
できるＩｏＴとは

不良率低減や、ノウハウの属
人化排除するには

目的をあいまいにした「見える
化」は失敗のもと

日

時

9月16日 （木）
15:00～17:00
Zoom Online Seminar
開催概要
・講

師 ： 下田 哲也 氏（ITコーディネータ）
ITコーディネータ多摩協議会所属

・主

催 ： (一社)首都圏産業活性化協会

・協

賛 ： ITコーディネータ多摩協議会

・開催方法 ： オンライン（Zoom)
・参 加 費： 無
・対

料

象： 生産管理、生産技術、設備管理部門
責任者、リーダー

【お問い合わせ】

【お申込み】

（一社）首都圏産業活性化協会
東京都八王子市旭町9−1 八王子スクエアビル11F
☎︎ 042-631-1140 ✉️ info@tamaweb.or.jp
https://www.tamaweb.or.jp/
つなぐWa

2021. August No23

以下のサイトより必要事項をご記入頂き
お申し込みください。
URL：https://www.tamaweb.or.jp/archives/10952

一般社団法人

首都圏産業活性化協会

2022年卒対象 入社までの継続サポートを実現する

内定者フォロー研修
オンライン開催
首都圏産業活性化協会では地域企業様の内定者の方々を対象に、これから社会で生き抜くタフさを身に
着けるための内定者フォロー研修を行ないます。入社直前の来春まで継続的に接点を持つことで「内定者
の状況把握」や「企業とのつながり」を深めながら内定辞退や入社後の早期退職防止のサポートを行います。

研修５つの特徴

● 入社直前までの継続フォローにより学生状況をタイムリーにつかめます。
● 内定者フォロー計画が研修を中心に組めるため企業側の負荷も軽減できます。
● 「学生動向」「企業対応」「採用活動」のいずれにも知見・経験を持つ講師が担当。
企業担当者様向けの報告会も行い企業側の不安や懸念の解消にも伴走します。
● アセスメントにより内定者の多様性対応コミュニケーション能力を測定します。
● 講座終了ごとに内定者から企業担当者へ報告をします。

受 講 料（全6回+能力検定）

目 的

・ 内定辞退、入社後早期退職の防止
・ 環境や状況の変化に対応できる
タフさを身につける

・ 入社に向けた準備

日 程

会員 38,000 円（税込）/1名
一般

75,000 円（税込）/1名

※講座①～⑥の計6回参加を原則としております。
※機微力検定受検料(6,050円)を含みます。

1回2時間 来春まで計6回の研修
+多様性対応コミュニケーション能力測定を実施

【8月スタート日程】
講座① 8/20（金）
講座② 9/21（火）
講座③ 11/19（金）
講座④ 1/12（水）
講座⑤ 2/10（木）
講座⑥
3/9（水）

【9月スタート日程】
講座① 9/22（水）
講座② 10/21（木）
講座③ 11/19（金）
講座④ 1/12（水）
講座⑤ 2/10（木）
講座⑥
3/9（水）

※オンラインシステムzoomを利用
全講座15:00～17:00を予定
※左記日程が合わない、10月以
降に内定を出す予定だ、という企
業様も日程調整可能ですので、
お気軽にご相談下さい！

カリキュラム

― 以下のテーマ・内容を全6回にわたってお伝えします ―

【研修テーマ】● 社会で生き抜くタフさを身につける
● 社会に送り出す
● 人とかかわっていく覚悟
社会人とは
・人と交わって仕事が成立することへの理解
自分のキャリアを考える
・自分史（マイキャリアシート）の作成
・入社後のキャリアプランイメージ
・強みを理解し発揮のパターンを捉える
・弱みを理解しコントロールする

想定と現実のギャップを乗り越えるヒント
・ギャップをイメージする～その我慢や忍耐は未来につながるのか～
・視界と視座の展開手法
・マイルールの設定
関係性構築とコミュニケーション土台作り
・コミュニケーションとは
・自分のコミュニケーション特徴を理解する（機微力検定フィードバック）
・Youメッセージ×Iメッセージ
・ビジネスで使える雑談力を身につける
・教えてもらう場を自らつくる
ストレスの構造を知り環境変化に対応する準備を行う
・ストレスとは
・ストレス測定
・ストレスマネジメント
・入社までに心と体のコンディションを整える
※ 内定者から人事ご担当者様へ毎回振り返りシートを提出し連絡を入れてもらいますので、内容を確認の上、
対話などにご活用ください。
※ 気になった点などがある場合は講師からも企業様へご報告いたします。
※ 内容は一部変更する場合があります。

申込み

下記URLの申込フォーム若しくは裏面をFAXにてお申込下さい。
https://www.tamaweb.or.jp/archives/10279

受講者の声
入社まで何を準備す
ればいいか不安な時
期だったが、社会に
出ていく準備ができ
た。
お問い合わせ

（一社）首都圏産業活性化協会

「相互理解」の大
切さを学びました。
入社後も実践して
いきます。

自分を再確認して
働き続けていくた
めの体制づくりが
できた。

TEL:042-631-1140 FAX:042-631-1124
https://www.tamaweb.or.jp/archives/10279

一般社団法人

首都圏産業活性化協会

会社の未来を担う若手人材の
採用方法が見えてくるセミナー
経営戦略を実現するための、採用と育成について考える。
採用や育成の現場で何が起きているのか。わが国の新卒定期採用は、今後どうなるのか。ミレニアル世代(※1)・
Z世代(※2)との向き合い方は。経営戦略を実現するための人事戦略の立案に向けて、押さえておきたい知識や事
例をご紹介していきます。
採用担当部署を持てないような中小企業が、これからのコアとなる若手人材を採用する上で、経営者は、ある
いは採用担当者は、具体的に「何に取り組めばいいのか」「どのような事に注意すべきか」など、時代の潮流
を踏まえながら、参加者の皆様と考察していきます。
※1… 2020年に25～40歳を迎える1980～1995年生まれ(その成長がデジタルの台頭とともにあり、インターネットでの情報検索やSNSを使いこなし、
ITに高い親和性を持つ世代)を総称しております。
※2… 1990年代後半から2000年代の初め頃に生まれた若年世代を指します。当初はミレニアル世代と同じように括られておりましたが、彼らよりもさ
らにデジタルに対する造詣が深い世代と言えます。

対

象

経営者の方・人材管理部門の責任者の方に向けたセミナーになります。
・縁故採用や中途採用で人材確保をしてきたが、新たに新卒採用を検討されている企業。
・経営者の考えや思いが現場のメンバーに伝わらないとお悩みの企業。
・若手の育成方法に苦慮されている企業。

9月 6日（月）17:00～18:30

日

時

2021年

形

式

Zoomを利用したオンライン形式

費

用

無料

申

込

https://www.tamaweb.or.jp/archives/10970

講

師

株式会社KIBI
上級研究員 見附

誠子

氏

パネラー

1986年㈱リクルートフロムエー入社（現
㈱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。

お問い合わせ

一般社団法人首都圏産業活性化協会

〒192-0083

TEL：042-631-1140

東京都八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11F

株式会社エリアフォース
西川 和行 氏
関東圏内の中小企業を中心に、新卒
採用活動の立ち上げに従事。その立
ち上げ企業数は、全国トップレベル
を誇る。新卒採用を検討される企業
に対し、基盤作りをサポートしなが
ら、採用活動の伴走を務める。

E-mail：info@tamaweb.or.jp
https://www.tamaweb.or.jp

