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経営専門家・各種支援機関との連携で貴社の課題を解決
当財団では、市内の企業や起業を目指す方の課題解決をはかるため、経営専門家や幅広い支援機関

等と連携し、支援体制を構築しています。ぜひお気軽にご利用ください。［無料］
〈相談内容〉

・経営革新・第二創業・販路開拓・事業承継・産業財産権・技術
・人材育成・起業（創業）・その他経営上の諸課題

経 営 総 合 相 談 窓 口
経験豊富な中小企業診断士・税理士等の専門家が、個々のご相談内容に

応じた解決策を相談者とともに考えます。

各種支援機関との連携
ご相談内容に応じて、経営専門家とともに当財団が連携する幅広い支援機関（中小企業支援ネット

ひょうご等）に繋ぎ、専門的見地から適切なアドバイスやご提案をさせていただきます。
【明石市産業振興財団 連携支援機関】
主に技術関係

主に経営関係

①明石工業高等専門学校

①明石市 市民生活局 産業振興室 産業政策課

②技術者集団ACT135明石

②明石商工会議所

③ポリテクセンター加古川

③ひょうご産業活性化センター

④加古川市ものづくり支援センター

④兵庫県発明協会

⑤神戸市産業振興財団

⑤日本政策金融公庫

⑥兵庫県立工業技術センター

⑥神戸学院大学

⑦兵庫県立大学産学連携・研究推進機構

⑦兵庫県信用保証協会

⑧神戸大学連携創造本部

⑧兵庫県中小企業団体中央会

⑨新産業創造研究機構（NIRO）

⑨兵庫工業会

⑩近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI）

⑩兵庫県商工会連合会

⑪ひょうご科学技術協会

⑪尼崎地域産業活性化機構

⑫兵庫県立ものづくり大学校

⑫兵庫県雇用開発協会

⑬兵庫県東播磨県民局県民課(ものづくり産業担当)

⑬兵庫県勤労福祉協会

⑭情報通信研究機構

⑭兵庫県職業能力開発協会

未来ICT研究所

明石支店

⑮ポリテクセンター兵庫

経営相談に関するお問い合わせは、明石市産業振興財団 企業支援担当まで。

TEL：078-936-7917 FAX：078-936-7916 E-mail：info@aicc.or.jp（件名に「問合せ」と入れてください）

せ き が く

慶應MCCライブ中継講座 明石夕学サテライト 後期プログラム開講
平成29年10月から後期プログラム（15講座）が開講します。
社内研修の一環・自己啓発として、ぜひお役立てください。
「エアウィーヴのブランドマーケティング
：世界の睡眠を快適にするエアウィーヴの挑戦」

10/3. 火

高岡

本州 株式会社エアウィーヴ 代表取締役会長兼社長

10/6. 金

梅田

悟司 株式会社電通 コピーライター・コンセプター 「思考を深め、言葉を磨く。」

10/11. 水 藤川

佳則 一橋大学大学院国際企業戦略研究科

10/24. 火 菊澤

研宗 慶應義塾大学商学部

教授

10/31. 火

金原亭馬生 落語家
荻野アンナ 作家、慶應義塾大学文学部

11/7. 火

佐々木

次郎 作家

11/21. 火 藤野

英人

中原
為末

「日本軍の失敗に学ぶ『組織の不条理』」
「落語家の人育て」

教授

「リオ閉会式と CM 四方山と近頃ジャパンに、
ひとこと。キーワードは「とんちとセンス」」

宏 クリエイティブディレクター

11/14. 火 浅田

11/22. 水

准教授 「価値づくりの未来：デジタルが破壊する経営論」

「読むこと

レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役社長・最高投資責任者

淳 東京大学大学総合教育研究センター
大 （為末氏のご希望により肩書無し）

書くこと

生きること」

「投資の本質～人の可能性に投資する～」
准教授 「仕事人生のリセットボタン
：長期間労働時代をいかに完走するか？」

11/28. 火 米倉誠一郎

法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
一橋大学イノベーション研究センター特任教授
日本元気塾塾長

「イノベーターたちの日本史
：近代日本の創造的対応」

12/6. 水

株式会社ストライプインターナショナル
代表取締役社長兼 CEO

「ストライプインターナショナルの
イノベーション」

石川

12/15. 金 近藤

康晴

宣之 株式会社日本レーザー

代表取締役社長

1/16. 火

瀬戸

健 RIZAP グループ株式会社 代表取締役社長

1/17. 水

松村

真宏 大阪大学大学院経済学研究科

1/25. 木

土井

善晴 料理研究家

教授

「社員をとことん大事にする経営
～黒字経営を継続するためのマネジメント」
「失敗力」
「人を動かす『仕掛学』」
「和食を知らない日本人はいけないでしょう！」

8 月 22 日現在の予定です。都合により変更になる場合があります。

国際フロンティア産業メッセ2017が開催されました
“国際フロンティア産業メッセ2017”が9月7日（木）、8日（金）

の2日間、神戸市中央区の神戸国際展示場1・2号館で開催されました。

17回目を迎えたこのメッセは、企業や大学・研究機関による先

端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、技術
交流・ビジネスマッチングを進める
場として成長・発展し、497社・団体
（546小間）が出展しました。

明石市内に事務所や工場のある企業・機関では

次の21社・団体が出展し、市内企業の技術力等を
広く発信していました。

明石工業高等専門学校、明石プラスチック工業㈱、㈲アント、㈱エージェンシーアシスト、帋屋（かみや）
川崎重工業㈱、㈱サキノ精機、㈱サーテック永田、㈱サンテック、㈱水登社、㈱ソーエイ、㈱田代鉄工所
㈱テクノシンセイ、㈱テクノツリー、CAKRA㈱、㈱坪田測器、日新信用金庫、㈱ピーシーデザイン設計事務所
㈱水田製作所、宮脇機械プラント㈱、森合精機㈱（※50音順）

“明石ものづくり企業紹介サイト”登録企業のご紹介
“明石ものづくり企業紹介サイト”は、明石市域内を中心に地域産業を牽引する企業の情報を広く
市内外に発信し、販路開拓や業務提携等にお役立ていただくために開設しています。

今回のご紹介は「東洋電機株式会社」様です。

社

名

事業所

東洋電機株式会社
本

社：〒 657-0067 神戸市灘区篠原本町 3 丁目 2 番 18 号
TEL：078-881-3011 FAX：078-881-4505 ホームページ URL http://www.toyo-ele.co.jp
明石第一工場：〒 674-0064 明石市大久保町江井ヶ島 1675-1 TEL：078-936-7534
FAX：078-936-7561
明石第二工場：〒 674-0054 明石市大久保町西脇 540-1
TEL：078-935-2550
FAX：078-935-2718

創業：昭和 44 年（1969 年）2 月

資本金：5000 万円

従業員：167 名

事業内容
当社は、創業以来メカトロニクスを中軸とする先端技術を支える電装部品（プリント基
板・ハーネス加工等）の製造を事業の柱とし、その他産業用に特化した各種電子機器ユ
ニットの製造・組立に携わり、多様な顧客要求に対応してきた長年の経験と実績を基盤と
して、確かなモノづくりへの挑戦を続けているエレクトロニクス専業メーカーです。
経営理念

代表取締役社長

生島 治 氏

将来にわたり成長が期待される電子機器分野で、当社は、エ
レクトロニクス専業メーカーとしてたゆまぬ技術の研鑽に努
め、常により高い製品品質を追求してきました。
こうしたモノづくりを通じて社会貢献を果たすことを使命の
一つとしています。
今後とも、省エネルギー等環境保全にも充分留意しつつ、顧
客満足度の一層の向上を目指し、ゆるぎない確かなモノづくり
に努める所存です。

本社

セールスポイント・ものづくりに対するこだわり

蓄積技術の融合、一貫体制だからできる柔軟な対応と技術力の反映

創業当時から培ってきた蓄積技術を融合させ、高い技術力と高品質で付加価値の高い
技術をご提供するのが、当社技術課です。
ハーネス加工、産業機器の製造を中心とした明石第一工場、電子パーツEMSを手が
ける明石第二工場、いずれも基本設計/設計改善から試作・部品調達（購買）、検査、
また梱包方法や輸送方法までご提案し一貫体制で行うことで、お客様のご要望を満足さ
せる迅速で柔軟な対応を可能にしています。

明石第一工場

明石第二工場

最新鋭設備への更新や導入を図り、あらゆる顧客の要求に応える体制

あらゆる産業機器に要求される長寿命を支え、多品種少量生産に対応し、機器の実使用相当の環境条件下での性能を
評価する検査システムを確立する一方、環境にやさしい鉛フリー半田への移行、基板小型化に対応したBGAタイプ電子
部品の実装など変革に対応するため、表面実装設備、自動半田槽、X線検査装置等の最新鋭設備への更新、導入を図り
製造力、品質力、対応力を高めて、あらゆる顧客の要求に応える体制を確立しております。
今後の事業展開

ハード・ソフトの充実、事業領域の拡大を！

これまで、創業時のプリント基板製造、ハーネス加工に加え、これら核となる製品を組み込んだユニット製品にもそ
の事業範囲を広げ、新たな製造技術の蓄積に努めてまいりました。今後、時代の動向をタイムリーにキャッチし最新設
備の導入・自動化ライン等ハード面の充実を図り、ソフト面でも多品種少量生産に相応する生産管理システムや在庫管
理システムを構築し、新たな製造技術にも積極的にチャレンジし、事業領域の更なる拡大に取り組んでいきます。

みなさんの健康づくりをサポートします 勤労福祉会館 サンライフ明石
★詳しくはHP（http://www.aicc.or.jp）をご覧ください

勤労福祉会館
勤労福祉会館では、勤労市民の福祉の増進、文化の向上及び体育の
振興に寄与することを目的に、健康で明るいまちづくりを目指す「す
こやか体操」「神戸学院大学健康セミナー」「将棋大会」「きんろう
卓球教室」等を実施しています。併設のトレーニング室もぜひご利用
ください。
トレーニング室（各種トレーニングマシン設置）
利用料 2時間400円
平日（土曜含む） 午前9時～午後9時
日祝 午前9時～午後5時
お問合せ：TEL 078-918-5422
アクセス：明石駅 徒歩15分（明石市相生町2丁目7-12）

サンライフ明石（中高年齢労働者福祉センター）
サンライフ明石では、トレーニング室や各種健康体操教室でみなさん
の健康づくりを応援します。
運動で「健康という宝物」を手に入れてみませんか。
トレーニング室（各種トレーニングマシン設置）
利用料 1時間200円
平日 午後1時～午後9時
土日祝 午前9時～午後5時
高木式健幸体操教室 体力に合わせて4コース
各コース3ヵ月4,000円
お問合せ：TEL 078-923-0770
アクセス：JR西明石駅東出口を南へ 徒歩5分
（明石市西明石南町3丁目1－21）
けんこう

これからの講座・セミナーなどの開催予定
セミナー名等

会場

実施予定日

明石夕学サテライト

東京・丸の内シティキャンパスから
社会人向け講演会をライブ中継
後期講座は10月～平成30年１月に15講演

あかし
市民図書館

10月～
平成30年１月

兵庫県立大学
公開セミナー

「防災アプリを活用するBCP
―企業だけでなく、家族や学校や地域でも
役立つ安全確認と安否確認―」

あかし
市民図書館

12/8（金）

明石商工会議所

11/2（木）

勤労福祉会館

11/13（月）

せきがく

ものづくり技能教育
体験セミナー

テーマ（内容）

製造現場の生産性を向上させる
設備保全技能教育について
（日本能率協会コンサルティングと連携）

神戸学院大学健康セミナー 介護予防と認知症予防のための運動

※詳細はHP（http://www.aicc.or.jp/）
・広報あかし等で順次お知らせします。
申込・お問合は財団事務局へ

TEL078-936-7917

FAX078-936-7916

E-mail：info@aicc.or.jp

