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市内中小企業・ベンチャーの成長を支援する総合的な相談支援サービスの提供

新 型 コ ロ ナ 禍 市内中小企業・ベンチャー

製造、建設、サービス、商業、医療・福祉 等

海外展開支援
（KOBS）

知 財 戦 略 支 援
産 学 連 携 支 援

連 携連 携 連 携 連 携 連 携

出 張 キ ャ ラ バ ン
窓 口 相 談
中 小 企 業ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

個 別 団 体 向 け
出 前 相 談 サ ー ビ ス

課題・解決策に対応
した豊富な相談機能

海外展開支援
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

知財ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

産学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

中 小 企 業 診 断 士
社会保険労務士 他

起 業 支 援
マ ネ ー ジ ャ ー

実務に精通した
専門相談員に
よる相談支援

新 産 業 振 興 課 中小企業サポートセンター

財団相談支援機能の特徴
◎相談内容に対応した専門人材によるハンズオン支援
◎幅広い分野の相談に応える連携型相談支援体制

オ ン ラ イ ン 相 談

多様な業種、多様な
相談チャンネル

幅広い相談に応える
連携型相談窓口

起 業 支 援
ベ ン チ ャ ー・
ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援

連 携

短期から中長期的対応へ

新たな商品・サービスの開発、既存商品・サービス提供方法見直し
事業活動のオンライン化、新規顧客開拓
公的支援活用、事業資金調達 等

☆産業振興財団が提供する総合的な相談支援サービス

新型コロナ禍を乗り越える 中長期的対応

ﾜﾝﾃﾞｲｺﾝｻﾙ
出張ｷｬﾗﾊﾞﾝ
窓口相談

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点

強化すべき機能
・マッチング支援
・プロモーション支援
・資金 クラファン・上場など
・人材育成・紹介支援

マッチング
支援

各コーディネータ他

資金調達支援
人材育成・紹介支援

起業支援マネージャー
中小企業診断士 他

プロモーション
支援

新川崎KBIC ｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄ
iCONM

支援拠点

「K-NIC」

ｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ

「起業家ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ」

海外展開

事業活動の
オンライン化

知財活用・連携

知財戦略

KOBS

知財
コーディネーター

研究連携

産学連携
中小企業診断士 他

ビジネスモデル
改革

ワンデイコンサル
出張キャラバン

新規起業

創業支援経営相談

窓口相談

海外展開支援
コーディネーター

産学連携
コーディネーター 中小企業診断士・社会保険労務士他

新規顧客開拓

事業資金調達の方法

新型コロナ禍を乗り越える中長期的対応

新産業振興課 中小企業
サポートセンター

ベンチャー
スタートアップ

支援

窓口相談

中小企業
サポートセンター

出張キャラバン

個別・団体向け
出張サービス

オンライン相談

多様な業種、多様な相談
チャンネル

幅広い相談に応える
連携型相談窓口

公的支援活用

既存商品・サービス
提供方法の見直し

新商品・サービスの
開発

課題・解決策に対応した
豊富な相談機能

実務に精通した専門相談員
による相談支援

支援拠点
K-NIC

アイデア
コンテスト
「起業家
オーディ
ション」

産業振興財団が提供する
総合的な相談支援サービス

市内中小企業・ベンチャーの成長を支援する総合的な相談支援サービス

製造、建設、サービス、商業、医療・福祉 等

●経営相談・課題解決支援 中小企業の経営革新や新分野進出、創業の支援

■総合的な相談支援サービスの提供 
　コロナ禍を乗り越える中長期的な対応を進め、新たな生活様式に対応し得る幅広い業種の市内中
小企業・ベンチャーの成長を支援する「総合的な相談支援サービスの提供」を行っています。
　窓口相談、出張キャラバンなど各種経路から入手した課題に対して、「海外展開」「知財戦略」「産
学連携」「国等のメニュー活用」「ベンチャー・スタートアップ支援」など各施策を横串に刺し、ま
た2022年度は、規模や業種を超えた企業マッチングや、企業におけるクラウドファンディング・上
場も視野に入れた資金調達支援、人材育成・紹介支援、プロモーションなどをサポートする機能の
強化、さらに女性・若者・シニア・障害者・外国人など多様な人材が活躍できる環境づくり、中小
企業・ベンチャー支援を提供します。

2 2

 ■お問い合わせ　☎044-548-4159　川崎市中小企業サポートセンター
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プロジェクト
マネージャー

マネージャー

マネージャー

氏　　　名
川本　比呂史

藤井　聡一

鯉沼　和久

対象分野

専門家

月曜日（不定期）
起業・経営に
関する相談
中小企業診断士

等

火曜日（毎週）
起業・経営に
関する相談
財団

マネージャー等

水曜日（第2、4週）
経営に関わる
法律上の相談

弁護士

木曜日（毎週）
受発注に関する
取引斡旋

神奈川産業振興
センター

金曜日（毎週）
起業・経営に
関する相談

中小企業診断士
等

経　　　　　　　　　歴
化学品専門商社を経て独立。川本経営事務所代表。中小企
業診断士、社会保険労務士、ITコーディネータ。

税理士として藤井税務会計事務所を開業後、税理士法人エフ
プラスを設立。代表社員を務める。ファイナンシャルプランナ
ー、認定経営革新等支援機関。

日本電気株式会社、日本オラクル株式会社を経て独立。鯉
沼マネジメント・コンサルティング代表。中小企業診断士、
ＩＴコーディネータ。

■川崎市中小企業サポートセンター　マネージャー紹介

■窓口相談

●経営相談・課題解決支援中小企業の経営革新や新分野進出、創業の支援

　中小企業者や起業家が直面する経営、税務、企業法務等の様々な課題に対し、中小企業診断士、
税理士、弁護士等、各分野の登録専門家が無料で適切なアドバイスを行います。
■窓口相談　相談時間は、9:00～17:00　無料・事前予約制

　・各種手続き、事務計画の作り方など企業に
向けたあらゆる疑問にお答えします。

　・労務・税務に関する相談は個別に
お問合せください。

　　インターネットでも予約可能です
　　https://kawasaki-net.resv.jp/

2 3

■専門家派遣
　経営の改善や技術の革新を図る中小企業者や起業家が直面する様々な課題について、登録専門家
を一定日数企業に派遣し、実施に適切な診断や助言を行います。
■事　　例 ① 経営管理体制を見直し、新たな経営計画書を策定、新たな経営計画書を構築する
 ② 品質保証にかかる管理文書の再構築
 ③ 新技術・新製品開発を推進するための新体制作り
 ④ 事業承継計画の作成　※ISO認証取得等の支援は派遣対象としません
■派遣回数 １件あたり、半日（３時間）を単位に12回まで
■派遣費用 専門家への謝金をご負担いただきます。　半日：14,285円（税抜）／回
■登録専門家 約140人（2022/4現在）

 ■お問い合わせ　☎044-548-4141　経営支援課　起業・経営支援係

■ワンデイ・コンサルティング
　経営改善の支援を行う短期の訪問コンサルティングとして、中小企業、個人事業者及びＮＰＯ法
人を対象に適切な登録専門家を無料で派遣します。（１回２時間程度、最大３回まで）※
※2022年７月～2023年２月実施分については特例措置として最大６回まで
■相談事例　・新製品開発のための技術指導、販路開拓　
　　　　　　・ホームページ作成、広告宣伝、チラシの改善
　　　　　　・ビジネスプランづくり、補助金申請アドバイス、資金繰り改善アドバイス

 ■お問い合わせ　☎044-548-4141　川崎市中小企業サポートセンター

上記以外の専門家による窓口相談は予約をいただいた後に日程を調整して実施します。

　●起業・経営相談（中小企業診断士）

月
　・取引先との契約上の注意点をアドバイスし
ています。

　・契約トラブルについてご相談にお答えして
います。

　・第２・第４水曜日　13:30～16:30
　　電話にてご予約下さい　☎044-548-4143

　●法律相談（弁護士）

水金~

 ■お問い合わせ　☎044-548-4143　川崎市中小企業サポートセンター

 ■お問い合わせ　☎044-548-4159　川崎市中小企業サポートセンター

 ■お問い合わせ　☎044-548-4159　川崎市中小企業サポートセンター

（月２回）
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■産学連携コーディネータ紹介

専門家相談

財団コーディネータが
各種施策活用まで継続的に手引・支援

キャラバン隊

コーディネート
各種施策活用

ビジネスマッチング

各種施策活用
コーディネート

キャラバン隊
国、県、市など
複数名で訪問し、

財団で施策活用
の「お膳立て」
（社内外への支援）

実務支援、
相手先紹介など

補助金申請支援

ＰＲ支援

貴社現状ｲﾝﾀﾋ ｭ゙ｰ

48大学機関と連携
産学連携による新事業創出促進

コーディネータ

島村 太郎

内　　　　　容
大手電機メーカー、大学産学連携部門等を経て、2013年より産学連携コーディ
ネータとして市内中小企業と大学、大手企業等とのマッチング活動を行っている。
企業、行政、大学等多方面の視点を経験していることが強みである。研究成果
から実用化までの距離を常に意識することで、実りのあるマッチングができるよ
う心掛けている。

　「大学から企業への技術移転」という一般的な産学連携だ
けでなく「企業から大学への試作支援」といったシーズ研究
段階における連携促進に向けたアプローチを行い、大学等の
研究機器等に係る試作支援を通じて相互の信頼関係を築きながら、中小製造業の技術力の向上、産
学共同研究開発の促進など「ものづくり都市・川崎」ならではの新たな産学連携を進めています。
　また、新たに医療機器産業への進出を支援するため、医工マッチング支援を行っています。

●ネットワークづくりのお手伝い 中堅・中小企業と市内外に立地する大学
連携機関との交流を促進●マッチング・連携支援

 ■お問い合わせ　☎044-548-4165　新産業振興課　新事業支援係

■大学・企業パートナー探しの窓口～産学・産産マッチング～
　大学・企業のパートナー探しの窓口として、近隣の大学と
連携し、産学交流を通じて中小企業の新製品開発、新事業展
開を推進していきます。産学交流・連携に関すること、新規
事業、技術課題に関することなど、お気軽にご相談ください。

■産学連携情報交流促進
　市内外に立地する慶応義塾大学、明治大学をはじめと
した大学等研究機関の研究内容を発掘調査し、中小・ベ
ンチャー企業向けにニュースレターやホームページを通
じて情報提供を行います。また、このほか、より具体的
に技術シーズを紹介するため「技術シーズ提供セミナー」
等の開催、先端技術見本市「テクノトランスファー in か
わさき」において「産学連携コーナー」を連携大学とと
もに開設し、技術移転の機会を創出します。

■産学連携技術シーズ・ニーズ調査・技術シーズ提供セミナー・産学官ネットワーク交流会
■テクノトランスファー「産学連携コーナー」開設

■働き方改革・生産性向上支援コーディネート事業
　働き方改革・生産性向上の推進に取り組む市内中小企業等の課題解決に向け、補助金等の施策活
用支援、マッチング支援等、コーディネータ・専門家による伴走支援を行います。

■専門家無料派遣相談
　働き方改革や生産性向上にかかる企業
課題に応じ、専門家（ＩＴの専門家、社
会保険労務士、中小企業診断士等）を無
料で派遣し支援します。
※専門家無料派遣は全5回程度/件となり
ます。

3

■産学交流ホームページ運営・産学連携ニュースレター
　発行・試作開発促進プロジェクト

 ■お問い合わせ　☎044-548-4152　新産業振興課　連携推進係

4

■コーディネート支援・出張キャラバン隊
　中小企業の新製品・新技術開発や企業・大学等と
の共同研究などの新たな事業展開に対して、国や民
間専門家等とともに、直接企業を訪問し、新規事業
展開に活用できる公的施策など最適な支援メニュー
の紹介や、技術・経営に関する課題解決のためのア
ドバイス、大学・研究機関や企業等の連携先紹介な
ど、出張型のワンストップサービスを行います。

■公的施策情報の提供　　■課題解決支援
■大手企業との技術マッチング　■ＰＲ支援

 ■お問い合わせ　☎044-548-4152　新産業振興課　連携推進係

 ■お問い合わせ　☎044-548-4165　新産業振興課　新事業支援係
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■知的財産コーディネータ紹介

コーディネータ

西谷 亨

宇崎 勝

髙橋 光一

飯山 隆幸

内　　　　　容

神奈川県の外郭団体で技術移転などの中小企業支援活動に長年従事して
きた後に独立。2007年度から川崎市の大企業と中小企業との知的財産交
流を推進し、困難と言われているライセンス成約の実績を着実にあげてい
る。企業とともに悩み考え行動するスタイルを貫いている。

大手製造業でのエンジニア経験を活かして、現在は中小製造業向けのビジ
ネスコンサルタントとして、事業計画策定／実行支援、技術や経営に関す
る調査分析等を専門として活動中。年にのべ300件程、現場に足を運び具
体的な強みを引き出し外部に伝わるようにすることに重点を置いている。

大手情報通信業での知財活用業務を経て特許庁公設試知財管理活用事業
における公設試知的財産アドバイザとして2013年度から川崎市に常駐、2016
年3月に知的財産コーディネータに就任。知財を活用した商品企画・販売促
進に関する知識を活かし、中小企業の競争力向上の支援に注力している。

商工会議所の経営指導員、第３セクターのインキュベーションセンターを経て中小
企業・ベンチャー企業の新規事業開発・経営革新を行うべく独立。これまで立ち上
げ間もない企業を始め、製造業を中心にマッチング、事業計画立案等の多くの企
業へ支援を実施してきた。これまで大小問わず数多く訪問した中小企業からの経
験をもとに、中小企業の視点に立ち、「顔の見える伴走支援」をモットーとしている。
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 ■お問い合わせ　☎044-548-4164　新産業振興課　連携推進係

■知的財産スクール
　市内中小企業の知的財産に関する認識
を高めると共に知的財産を活用して企業
価値の向上を図ることを目的とした実践
的な啓発セミナーを年数回程度開催して
います。

■知的財産交流会
　大企業の知的財産を中小企業に技術移転するなど、大企業と中小企業の知的財産を核とした連携
促進を図る知的財産交流会を年数回程度開催しています。また、知財コーディネータによるマッチ
ングコーディネートを年間を通して行っています。

●マッチング・連携支援中堅・中小企業と市内外に立地する大学
連携機関との交流を促進
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ケ ー ニ ッ ク

スーパーバイザー
尾崎 典明

岡島 康憲

武田 泉穂

内　　　　　　　　　　　容
コンサルティング会社にて企業の新事業・新商品開発支援に携わる。2009年
S-factory創業、企業に加え、自治体、NPO、スタートアップに対し支援を行う傍ら、
官公庁等のアドバイザー等歴任。業種業態問わず、またその事業ステージによらず、
それぞれの課題に応じた支援を実践する。

NECビッグローブ株式会社（現：ビッグローブ株式会社）にて動画配信サービス
の企画運営を担当。ハードウェア製造販売会社を企業し、自社製品開発以外にも、
企業向けにハードウェアプロトタイピングやハードウェア商品企画の支援。マーケテ
ィングを中心とした業務を担当する。

専門は生物物理学。博士研究員を経て、ライフサイエンス・バイオテックを主軸と
した複数のベンチャービジネスに経営者・創業者・投資家として参画。薬機法、
臨床試験、市場創出、海外展開等を踏まえたヘルスケア産業の事業開発の実績を
多数もち、医療業界におけるビジネスモデルに精通する。
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 ■お問い合わせ　☎044-548-4125　川崎市中小企業サポートセンター

 ■お問い合わせ　☎044-548-4141　川崎市中小企業サポートセンター　　　　　　　　 

●チャレンジする企業を応援します 起業の啓発、起業のアドバイスや
海外展開支援●創業・新分野進出・海外展開支援

■かわさき起業家オーディション
　川崎をステージとして新たなビジネス展開を図る元気な企業を育てることを目標に「か
わさき起業家オーディション  ビジネス・アイデアシーズ市場」を年４回開催しています。
　『全国の起業家の登竜門』として創業や新分野進出につながるビジネスプランを所
在地や国籍、事業分野などの制限を設けずに募集し、各分野の専門家が３段階の審
査により事業可能性を評価します。優秀なビジネスプランには発表の機会を提供する
ほか、販路開拓や資金調達、事業パートナー等とのマッチングなど、継続的・多面的
な伴走型支援を行います。

■'01年9月にスタート、'22年3月までに130回の発表会を実施。
■2,300件以上のビジネスプランから、770件を超える受賞プランが生まれています。
■受賞者には、川崎市制度融資利用時の特典や金融機関による受賞者を対象とした融資枠などビジネス
展開に必要な支援が用意されています。

■残念ながら最終選考まで通過しなかった方にも、事業計画の改善のためのアドバイスなどのサポート
をいたします。

■元気な起業家育成支援
　創業への啓発を目的とした「創業フォーラム」や起業志望者向けのビジネスプラン作成支援セミナー・「か
わさき起業家塾」を開催しています。

■創業フォーラムの開催　■かわさき起業家塾の開催

■受・発注商談会
■受・発注商談会 in 川崎 2020
　受・発注取引促進の一環として、発注企業と受注企業が一堂に介
し、個別商談により新規取引先の開拓や情報収集を行う商談会を、
（公財）神奈川産業振興センター等との共催により開催します。県内
の企業を中心に、全国から優れた技術をお持ちの企業が集まります
ので、新たなビジネスチャンスの創出等に向けて、この機会を是非ご活用ください。

■K-NIC（Kawasaki-NEDO Innovation Center）
　K-NICはイノベーションを創出する起業家支援拠点として国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団の３者連携により運営する起業家支援の
ワンストップ拠点です。

■対象者　・研究開発型をはじめとした幅広い分野で企業を目指す方、起業家、ベンチャー企業
　　　　　・中小企業で第２創業を目指す方
　　　　　・起業家やベンチャー企業との交流を希望する事業会社や金融機関、投資家の方
■特　徴　・研究開発型ベンチャーの成長支援やマッチング促進
　　　　　・市内のインキュベーション施設の集積を生かした支援
　　　　　・地域のネットワークを活かした伴走型の事業支援
■ご利用に関して　無料のメンバー登録後、コワーキングスペース、ミー
ティングルームの利用、各種イベントへの参加、専門家相談などがご利
用いただけます。ご利用に関して費用は発生いたしません。（イベント後
の交流会へ参加する場合は別途費用が必要）

 ■お問い合わせ　☎044-201-7020　Kawasaki-NEDO Innovation Center事務局
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担当地域 コーディネータ

西武文理大学
名誉教授
柏木 孝之 氏

神奈川大学
経営学部

国際経営学科
准教授

行本 勢基 氏

Beld株式会社
代表取締役
社長

鈴木 直康 氏

一般社団法人
キャリア

コンサルティング
振興協会
理事長

須田 万里子 氏

内　　　　　容
電機メーカーの技術者として米国及びカナダに駐在、商品企画、マーケティ
ング、中南米への輸出を含む営業を担当。その後フィリピン工場での技術、生
産技術、品質管理を担当、現地技術者の採用から教育までを行い工場運営
も経験。中国では商品企画、許認可の取得、販売を行った。販路拡大等の支
援に加え、安全規格の認証の取得、海外工場進出を支援する。
大手商社の化学品部門、食料食品部門で輸出入業務中心に海外ビジネスに
長年従事。中国・上海駐在時には、複数の合弁会社設立に携わり、経営全般を
統括した。ベトナム駐在時には、外国人サービスアパートの経営責任者、ホーチミ
ン日本商工会役員を経験、現地進出の日本企業やベトナム企業と良好な関係を
築き、豊富な人脈を有する。商社勤務経験を活かし海外ビジネスを支援する。
総合商社の機械部門で、輸出入業務および東南アジア・欧州・米国・ロシア
などでの海外現地事業に長年従事。現地企業の設立・出向経営・本社から
の経営支援業務などを通じて、日本企業の海外ビジネス展開に係る各ステ
ージを経験・体得してきた。米国MBA。

主に
欧州・米国
など

主に中華圏
（中国、香港、

台湾）

主に
中華圏を除く
アジア全域

鈴木 好則

谷岡 正美

川辺 亮

研究会名 コーディネータ
神奈川大学
経営学部

国際経営学科
准教授

行本 勢基 氏
Beld株式会社
代表取締役
社長

鈴木 直康 氏

一般社団法人
キャリア

コンサルティング
振興協会
理事長

須田 万里子 氏

アクション
リサーチ
研究会

初心者の為の
AI（機械学習）
研究会

人生100年
研究会

内　　　　　容
アクションリサーチは、小集団による活動により課題を解明し、得ら
れた知見から全体の改善へと繋げる実践的な研究です。
本プロジェクトでは、神奈川大学経営学部の学生の皆さんと企業を
訪問し、社員の方とともに、実際の作業を通じて現場の課題を掘り
起こし、改善の端緒とします。
パソコンは少し触れるが、AIが全く解らない方を対象にAI（機械
学習）について学ぶことが出来ます。講師自身が約２０年前機械学
習の元と言われている、ビデオカメラの顔検出機能～笑顔で撮影
～美肌機能などの開発を行った時、後から参加した開発者に説明
した経験があり、概念、基本理論、AIの事例から、実際にGoogle 
Tensor Flowを体験していただくものとなっています。
右肩上がりの時代の「六十歳近くまで働いて、年金をもらって」とい
う生き方だけでは人生100年は長すぎるのです。「昭和から平成、
そして令和で寿命は延びて人は幸せになったのか」を多角的に研
究し、シニア世代がいかにして幸せに人生を送るか、あわせてシニ
ア世代の培った人脈やノウハウを、いかに若い世代に伝えて社会
に貢献してゆくかを突き止めて、情報提供、および問題提起してい
きます。
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■ＫＯＢＳ（川崎市海外ビジネス支援センター）
　川崎市、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、川崎商工会議所などの関係機関と連携し、市内中小企業者の
海外展開支援を目的に、販路開拓、技術移転、知的財産保護、ネットワーク構築等の諸事業を実施します。
　海外ビジネス経験豊富な海外支援コーディネータが、海外への販路開拓、海外進出等をお考えの企業や、
既に海外展開を行っている企業の課題解決等、ビジネスの段階に応じてサポートします。

■専門相談対応　専門のコンサルティング会社と提携し、国際会計、税務、法務等に関する専門的なご相
談に対応します。

■海外ビジネスマッチング／海外商談会　専門のコンサルティング会社と協力し、海外での販売先、パート
ナー探しのお手伝いをします。

 ■お問い合わせ　☎044-541-5232、5233　川崎市海外ビジネス支援センター（ＫＯＢＳ）

●創業・新分野進出・海外展開支援起業の啓発、起業のアドバイスや
海外展開支援●チャレンジする企業を応援します

 ■お問い合わせ　☎044-548-4119　事業推進課

■新分野・新技術支援研究会（略称：ＮＦＴ）
　新分野・新技術支援研究会（New Field and new Technology research 略称ＮＦＴ）では、中堅・中
小企業を会員とし、新分野・新技術開発を支援することを目的として、経済のグローバル化への対応、経営
基盤の強化、販路開拓等のテーマを設定し、各分野の専門家の指導のもと、テーマ別の研究会等を開催し
ています。また、財団他事業と連携し、会員企業個々の支援を行っています。

エヌ エフ ティー

コ ブ ス
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〈経営課題解決セミナー〉

〈受・発注商談会〉

〈デジタルスキルアップ研修〉

〈自主セミナー・共催セミナー〉

 ■お問い合わせ　☎044-548-4121　事業推進課　

■各種研修・講座
　技術革新の進展、ICT・IoT等のデジタル技術の積極的な活用、経営の多角化等に対応できる人材
育成を目的に行っています。

■デジタルスキルアップ研修（開催例）
経営力を高めていくビジネスツールとして、実務
に直結したパソコンを用いた研修を開催します。
業務に役立つ！総務／事務職のためのWord初
級講座、Zoom講座、テレワーク実践講座 等

■ＩＳＯ内部監査員養成講座（開催例）
ISO9001内部監査員養成講座、ISO14001内部監
査員養成講座

 ■お問い合わせ　☎044-548-4143　川崎市中小企業サポートセンター

■受・発注商談会
　受・発注取引促進の一環として、発注企業
と受注企業が一堂に介し、個別商談により新
規取引先の開拓や情報収集を行う商談会を、
（公財）神奈川産業振興センター等との共催に
より開催します。県内の企業を中心に、全国
から優れた技術をお持ちの企業が集まります
ので、新たなビジネスチャンスの創出等に向
けて、この機会を是非ご活用ください。

 ■お問い合わせ　☎044-548-4143　川崎市中小企業サポートセンター

■主催セミナー・共催セミナー
　中小企業の経営者や管理者、実務担当者等を対象に、金融機関、川崎市信用保証協会、神奈川県
よろず支援拠点、一般社団法人川崎中小企業診断士会、NPO法人かわさき技術士センター等との共
催により、「経営課題解決セミナー」、「技術セミナー」、「IPOセミナー」　など多岐にわたる分野の
セミナーを開催しています。
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●明日を担う人材作り 中小企業の人材育成の支援●販路開拓・経営人材育成支援

 ■お問い合わせ　☎044-548-4125　川崎市中小企業サポートセンター

■受・発注商談会
■受・発注商談会 in 川崎 2020
　受・発注取引促進の一環として、発注企業と受注企業が一堂に介
し、個別商談により新規取引先の開拓や情報収集を行う商談会を、
（公財）神奈川産業振興センター等との共催により開催します。県内
の企業を中心に、全国から優れた技術をお持ちの企業が集まります
ので、新たなビジネスチャンスの創出等に向けて、この機会を是非ご活用ください。
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■情報推進事業
　インターネットによる企業の情報交流の促進や財団のホ
ームページや情報誌の発行などを通じて市内の産業情報、
企業情報の発信、並びに市内中小企業の情報化支援のため
に、産業情報の拠点として機能強化に取り組みます。

■情報誌「産業情報かわさき」の発行
■インターネット情報発信業務、ゲンバ男子・女子サイト
運営

■市内企業製品の展示

 ■お問い合わせ　☎044-548-4119　事業推進課

■販路開拓業務
　市内新規設立企業（事業所登録）の調査を行い、企業の販路拡大に努めていきます。

■市内新規企業調査
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 ■お問い合わせ　☎044-548-4167　新産業振興課　新事業支援係

■新産業政策研究
　地域経済・都市・産業戦略等
を調査研究しています。
　有識者や関係機関等と共に、
外国人雇用・就労支援等検討会
を発足し、市内における外国人
人材に関する調査およびヒアリ
ング等を行い、その内容を報告
書として発行しています。
　また、地域企業研究として実
際に現場を訪問し、卓越した技
術・製品・開発力を持つ企業や
ユニークな取り組みを行ってい
る企業を取材します。取材内容
は「川崎元気企業調査報告書」
にて発行しています。

●産業情報の発信●役立つ情報を提供します 市内の産業情報、企業情報の発信
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かわさき新産業
創造センターHP

■コーディネータ等紹介

東京都

横浜市

多摩区

麻生区 宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

羽田空港

サントリー商品開発センター

富士通㈱本店・川崎工場、㈱富士通研究所

キヤノン㈱小杉事業所

キヤノン㈱矢向事業所、川崎事業所

日本電気㈱玉川事業場

㈱東芝研究開発センター

㈱東芝スマートコミュニティセンター

JFEスチール㈱ スチール研究所（京浜地区）

味の素㈱川崎事業所

キヤノン㈱玉川事業所

新川崎地区
産学官連携による新産業の創出を目指す先端技術の集積拠点／ 2013年10月「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」に追加指定

B地区
3.9ha

商業・業務、都市型居住ゾーン

A地区
4.3ha

高度な技術力をもつ
製造業の集積ゾーン

C地区
2.0ha

都市型居住ゾーン

D地区
8.1ha

研究開発・交流ゾーン
・新川崎・創造のもり

E地区
4.8ha

産業創出・育成ゾーン

F地区
10.1ha

都市型居住等の複合ゾーン
・小学校等

B地区

C地区

E地区

JR平間駅

JR新川崎駅

JR鹿島田駅

キヤノン㈱矢向事業所

㈱日本カードクリエーション

㈱ミツミネ電子

春日電機㈱

㈱東計電算

日本電産㈱
中央モーター基礎技術研究所

㈱ショウエイ

共進精機㈱

A地区立地企業

エイヴィエルジャパン㈱

メルセデス・ベンツ R&D 日本

三菱ふそうトラック・バス㈱本社
川崎工場／研究開発／購買センター

【新川崎三井ビル】
㈱日立製作所 情報・通信システム社　他

D地区

F地区

A地区

長谷川香料㈱総合研究所

キングスカイフロント

殿町地区（羽田空港の南西、多摩川の対岸）に位置する、世界最高水準の

研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。健康・

医療・福祉、環境といった課題の解決に貢献するとともに、この分野での

グローバルビジネスを生み出します。

川崎生命科学・環境研究センター（LiSE（ライズ）） ナノ医療イノベーションセンター
（iCONM）

（公財）実験動物中央研究所 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
東京サイエンスセンター

NECネッツエスアイ

富士通㈱新川崎テクノロジースクエア

“技と知の集積拠点”川崎市  ～連携と先端技術開発 の進展～
川崎市は、首都圏の中心部に位置し、優れた技術を持つ中小企業が集積すると

ともに、京浜工業地帯の中核を担う、日本有数の製造業集積都市です。さらに、

都市型工業地域の特色を活かした試作開発・商品開発を担う知識集約型・高付

加価値型の産業構造への転換も進み、550以上の研究開発機関が集積する研究

開発都市でもあります。

Think（テクノハブイノベーション川崎）
JFEグループの既存研究開発施設を活用して、
新事業の創出、新分野への進出支援や産学連携
共同研究の実現を目指すサイエンスパーク

KSP（かながわサイエンスパーク）
日本初の都市型サイエンスパークであり、規模は日本最大級

マイコンシティ
エレクトロニクス・情報・通信関連産業等の集積を目指した
国際的な研究開発拠点

明治大学地域産学連携研究センター
明治大学の技術シーズ・知的資源を有効活用し、新技術・新事業
の創出、地域中小企業の育成等を行う地域連携の交流促進拠点
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CADセミナー

KBIC企業交流イベント

新川崎・創造のもりの概要
新川崎・創造のもりは、産学官の連携による新しい科学・技術や産業を創造する研究開発拠点の形成と、次代を
担う子どもたちが科学・技術への夢を育む場づくりを目指し、段階的な施設整備を推進してきました。

●約50㎡のインキュベーションラボを20
室備える研究棟とクラス100とクラス
10000のクリーンルームを備えるク
リーンルーム棟の2棟から構成
●約750㎡のクリーンルームでは、「加工
～試作～計測～評価」の一連の作業が可
能

●川崎市と４大学（慶應大、早稲田大、東工
大、東大）ナノ・マイクロファブリケーショ
ンコンソーシアムとの連携協力のもと、
４大学が有する最先端の研究機器を企
業等へ利用開放
※ NANOBICは Global Nano Micro 
Technology 
Business Incubation Center の略

●官民パートナーシップ（ＰＰＰ）のもと、川崎市
と大和ハウス工業（株）が連携・協力し整備運
営
●施設のうち、１階の一部と２階を川崎市が所有
し、１階の一部と３～５階及び地下１階を大和
ハウス工業（株）が所有する区分所有物件

●飲食スペース・物販スペース等アメニティ機能
や間仕切り可能で最大300人規模で利用でき
る会議室を設置

※ AIRBICはAdvanced Innovative Research 
and Business Incubation Center の略

●15～200㎡の様々な用途で利用できるイン
キュベーションラボを設備
●旋盤やフライス盤等の工作機械を利用できる
「ものづくり工房」を設置
●３Ｄプリンタ、三次元精密測定装置やＣＡＤ、
ＣＡＭを利用できる「ＣＡＤ／ＣＡＭ研修室」を
設置

※ KBICはKawasaki Business Incubation
Center の略 クリーンルーム 　クラス100（約175㎡） 飲食スペース

川崎市撮影の空中写真（平成30年度撮影）

クリーンルーム 　クラス10000（約575㎡） 最大300名程度利用可能な会議室

延床面積
約4,817㎡
[ 研究棟 約1,978㎡、クリーンルーム棟 
約2,839㎡ ]

主な諸室
ラボ（各室50㎡）、クリーンルーム（750㎡・
一部クラス100）、ビジター室 2 室（各室
25㎡）、会議室（100㎡）、交流コーナー、
アメニティコーナー等

開設 2012年

延床面積 約26,714㎡

主な諸室 ラボ（各 38～138㎡）、飲食スペース、
物販スペース、会議室、交流スペース

開設 2019年

延床面積 本館 約3,428㎡

主な諸室

スモールオフィス（各室15㎡）、ラボ（各室
30～200㎡）、打合せ・交流コーナー（106㎡）、
会議室（50㎡）、アメニティコーナー（78㎡）、
ものづくり工房（100㎡）、CAD/CAM研修室
（47㎡）等

開設 2003年

建物 研究棟４棟（Ｋ棟、Ｅ棟、Ｉ棟、Ｏ棟）、厚生棟１棟（Ｋ²ハウス）

敷地面積 約16,405㎡

延床面積 約6,087㎡ 

開設 2000年

ハプティクスプロジェクト

フォトニクスポリマープロジェクト

KBIC本館

インキュベーション施設
かわさき新産業創造センター
「KBIC（ケービック）本館」

K2タウンキャンパス

慶應義塾大学の先導的研究施設
最先端の研究を地域産業の活性化につなげることを目的として、

慶應義塾と川崎市の連携・協力のもと、開設

●主に理工学系の研究室が入居し、プロジェクト等を展開
●慶應義塾大学の研究者や大学院生等が利用
●企業向けのＫ2オープンセミナー、ビジネス交流会や研究者と技術について議論する少人数制の
　Ｋ2テクノサロンを実施

※K2（ケイスクエア）はKeioのＫ、KawasakiのＫの２乗の意
　管理・運営：（一財）川崎市まちづくり公社

NANOBIC  　
   インキュベーション施設
  ナノ・マイクロ産学官
共同研究施設

          「NANOB IC（ナノビック）」

AIRBIC

インキュベーション施設
産学交流・研究開発施設
「AIRBIC（エアビック）」

ナノ・マイクロ産学官
共同研究施設（ＮＡＮＯＢＩＣ）

O棟
I棟

厚生棟

E棟
K棟

本

　館

研究棟

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
棟

さいわいふるさと公園

Ｋ²（ケイスクエア）
タウンキャンパス 

産学交流・研究開発施設
（ＡＩＲＢＩＣ）

かわさき新産業
創造センター（ＫＢＩＣ）本館

新川崎・創造のもり
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〈ＮＡＮＯＢＩＣ〉〈ＫＢＩＣ本館〉 〈ＡＩＲＢＩＣ〉

林 亮宏

前田 信敏

萩原 哲夫

インキュベーション
マネージャー

技術
コーディネータ

内　　　　　容氏　　名役　　職

農林漁業団体のシステム設計・開発・構築、外部ベンダーコント
ロールに従事。ベンチャー企業への投資、企業育成に尽力し、
投資先ベンチャー企業にて管理部門（総務・財務・経理等）の
経験を経て独立。独立後、自治体等にて中小企業支援アドバイ
ザー（事業マッチング、人材採用支援等）事業に従事。

大手トラック・バス製造メーカーで生産技術のものづくり現場
に長年従事。その後、かわさき新産業創造センター技術コーデ
ィネータに就任し入居企業の技術サポート、講習会の講師等を
務める。技能検定特級（国家検定）、職業訓練指導員免許（機
械加工）

地方自治体研究機関でロボット・メカトロニクス関連の研究・
技術相談・指導等に従事。独立後、県技術アドバイザー・大学
非常勤講師等を務めながら、かわさき新産業創造センターで技
術コーディネータを兼任。KBICでは技術支援・講習会企画・講
習会講師を担当している。

ケ ー ビ ッ ク

 ■お問い合わせ　☎044-587-1105　新産業創造センター
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■ＫＢＩＣ（かわさき新産業創造センター）
　新川崎・創造のもり地区のビジネスインキュベーション施設「ＫＢＩＣ （かわさき新産業創造センター）」
では、インキュベーションマネージャー・技術コーディネータが常駐し、入居企業の成長を支援していま
す。また、販路開拓など具体的なニーズに的確に対応できるよう、中小企業支援組織とのネットワーク、各
分野のエキスパートの連携のもと、入居企業の課題解決に向けた支援を行っています。

■事業計画書（ＢＰ）の作成、ブラッシュアップ支援、事業ドメインの確立
■資金調達支援・販路開拓支援・公的助成制度活用支援
■ビジネスサポート支援・技術支援・産学連携支援・ビジネスネットワーキング
■ＮＡＮＯＢＩＣ研究棟・クリーンルーム棟では、４大学ナノ・マイクロファブリケーショ
ンコンソーシアム（早稲田大学・慶應義塾大学・東京工業大学・東京大学）による研究開
発をはじめ、企業への機器利用、共同研究、技術供与等の支援を行っています。

 ■お問い合わせ　☎044-587-1591　新産業創造センター ■お問い合わせ　☎044-587-1591　新産業創造センター

　技術コーディネータを設置し、施設内の「もの
づくり工房」やＣＡＤ ・ ＣＡＭシステム、３Ｄプ
リンター等を活用、入居企業及び市内ものづくり
企業の基盤技術力の向上、及び技術革新対応力の
向上を支援しています。

■各種ＣＡＤ講習会
■仕上げ作業講習会などの開催
■専門の技術コーディネータが適切なアドバイス
を行います。

■新川崎・創造のもり

■基盤技術支援

　新川崎・創造のもりは、産学官の連携による新しい科学・技術や産業を創造する研究開発拠点の形成
と、次代を担う子どもたちが科学・技術への夢を育む場づくりを目指し、段階的な施設整備を川崎市が推
進してきました。

●インキュベーション施設●インキュベーション施設

Ａ地区立地企業： ㈱日本カードクリエーション、㈱ミツミネ電子、春日電機㈱、㈱東計電算、㈱ショウエイ、エイヴィエルジャパン㈱、日本電産㈱ 中央モーター基礎技術研究所、共進精機㈱　
  ［川崎市資料を改訂］
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かわさき新産業
創造センターHP

■コーディネータ等紹介

東京都

横浜市

多摩区

麻生区 宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

羽田空港

サントリー商品開発センター

富士通㈱本店・川崎工場、㈱富士通研究所

キヤノン㈱小杉事業所

キヤノン㈱矢向事業所、川崎事業所

日本電気㈱玉川事業場

㈱東芝研究開発センター

㈱東芝スマートコミュニティセンター

JFEスチール㈱ スチール研究所（京浜地区）

味の素㈱川崎事業所

キヤノン㈱玉川事業所

新川崎地区
産学官連携による新産業の創出を目指す先端技術の集積拠点／ 2013年10月「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」に追加指定

B地区
3.9ha

商業・業務、都市型居住ゾーン

A地区
4.3ha

高度な技術力をもつ
製造業の集積ゾーン

C地区
2.0ha

都市型居住ゾーン

D地区
8.1ha

研究開発・交流ゾーン
・新川崎・創造のもり

E地区
4.8ha

産業創出・育成ゾーン

F地区
10.1ha

都市型居住等の複合ゾーン
・小学校等

B地区

C地区

E地区

JR平間駅

JR新川崎駅

JR鹿島田駅

キヤノン㈱矢向事業所

㈱日本カードクリエーション

㈱ミツミネ電子

春日電機㈱

㈱東計電算

日本電産㈱
中央モーター基礎技術研究所

㈱ショウエイ

共進精機㈱

A地区立地企業

エイヴィエルジャパン㈱

メルセデス・ベンツ R&D 日本

三菱ふそうトラック・バス㈱本社
川崎工場／研究開発／購買センター

【新川崎三井ビル】
㈱日立製作所 情報・通信システム社　他

D地区

F地区

A地区

長谷川香料㈱総合研究所

キングスカイフロント

殿町地区（羽田空港の南西、多摩川の対岸）に位置する、世界最高水準の

研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。健康・

医療・福祉、環境といった課題の解決に貢献するとともに、この分野での

グローバルビジネスを生み出します。

川崎生命科学・環境研究センター（LiSE（ライズ）） ナノ医療イノベーションセンター
（iCONM）

（公財）実験動物中央研究所 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
東京サイエンスセンター

NECネッツエスアイ

富士通㈱新川崎テクノロジースクエア

“技と知の集積拠点”川崎市  ～連携と先端技術開発 の進展～
川崎市は、首都圏の中心部に位置し、優れた技術を持つ中小企業が集積すると

ともに、京浜工業地帯の中核を担う、日本有数の製造業集積都市です。さらに、

都市型工業地域の特色を活かした試作開発・商品開発を担う知識集約型・高付

加価値型の産業構造への転換も進み、550以上の研究開発機関が集積する研究

開発都市でもあります。

Think（テクノハブイノベーション川崎）
JFEグループの既存研究開発施設を活用して、
新事業の創出、新分野への進出支援や産学連携
共同研究の実現を目指すサイエンスパーク

KSP（かながわサイエンスパーク）
日本初の都市型サイエンスパークであり、規模は日本最大級

マイコンシティ
エレクトロニクス・情報・通信関連産業等の集積を目指した
国際的な研究開発拠点

明治大学地域産学連携研究センター
明治大学の技術シーズ・知的資源を有効活用し、新技術・新事業
の創出、地域中小企業の育成等を行う地域連携の交流促進拠点
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CADセミナー

KBIC企業交流イベント

新川崎・創造のもりの概要
新川崎・創造のもりは、産学官の連携による新しい科学・技術や産業を創造する研究開発拠点の形成と、次代を
担う子どもたちが科学・技術への夢を育む場づくりを目指し、段階的な施設整備を推進してきました。

●約50㎡のインキュベーションラボを20
室備える研究棟とクラス100とクラス
10000のクリーンルームを備えるク
リーンルーム棟の2棟から構成
●約750㎡のクリーンルームでは、「加工
～試作～計測～評価」の一連の作業が可
能

●川崎市と４大学（慶應大、早稲田大、東工
大、東大）ナノ・マイクロファブリケーショ
ンコンソーシアムとの連携協力のもと、
４大学が有する最先端の研究機器を企
業等へ利用開放
※ NANOBICは Global Nano Micro 
Technology 
Business Incubation Center の略

●官民パートナーシップ（ＰＰＰ）のもと、川崎市
と大和ハウス工業（株）が連携・協力し整備運
営
●施設のうち、１階の一部と２階を川崎市が所有
し、１階の一部と３～５階及び地下１階を大和
ハウス工業（株）が所有する区分所有物件

●飲食スペース・物販スペース等アメニティ機能
や間仕切り可能で最大300人規模で利用でき
る会議室を設置

※ AIRBICはAdvanced Innovative Research 
and Business Incubation Center の略

●15～200㎡の様々な用途で利用できるイン
キュベーションラボを設備
●旋盤やフライス盤等の工作機械を利用できる
「ものづくり工房」を設置
●３Ｄプリンタ、三次元精密測定装置やＣＡＤ、
ＣＡＭを利用できる「ＣＡＤ／ＣＡＭ研修室」を
設置

※ KBICはKawasaki Business Incubation
Center の略 クリーンルーム 　クラス100（約175㎡） 飲食スペース

川崎市撮影の空中写真（平成30年度撮影）

クリーンルーム 　クラス10000（約575㎡） 最大300名程度利用可能な会議室

延床面積
約4,817㎡
[ 研究棟 約1,978㎡、クリーンルーム棟 
約2,839㎡ ]

主な諸室
ラボ（各室50㎡）、クリーンルーム（750㎡・
一部クラス100）、ビジター室 2 室（各室
25㎡）、会議室（100㎡）、交流コーナー、
アメニティコーナー等

開設 2012年

延床面積 約26,714㎡

主な諸室 ラボ（各 38～138㎡）、飲食スペース、
物販スペース、会議室、交流スペース

開設 2019年

延床面積 本館 約3,428㎡

主な諸室

スモールオフィス（各室15㎡）、ラボ（各室
30～200㎡）、打合せ・交流コーナー（106㎡）、
会議室（50㎡）、アメニティコーナー（78㎡）、
ものづくり工房（100㎡）、CAD/CAM研修室
（47㎡）等

開設 2003年

建物 研究棟４棟（Ｋ棟、Ｅ棟、Ｉ棟、Ｏ棟）、厚生棟１棟（Ｋ²ハウス）

敷地面積 約16,405㎡

延床面積 約6,087㎡ 

開設 2000年

ハプティクスプロジェクト

フォトニクスポリマープロジェクト

KBIC本館

インキュベーション施設
かわさき新産業創造センター
「KBIC（ケービック）本館」

K2タウンキャンパス

慶應義塾大学の先導的研究施設
最先端の研究を地域産業の活性化につなげることを目的として、

慶應義塾と川崎市の連携・協力のもと、開設

●主に理工学系の研究室が入居し、プロジェクト等を展開
●慶應義塾大学の研究者や大学院生等が利用
●企業向けのＫ2オープンセミナー、ビジネス交流会や研究者と技術について議論する少人数制の
　Ｋ2テクノサロンを実施

※K2（ケイスクエア）はKeioのＫ、KawasakiのＫの２乗の意
　管理・運営：（一財）川崎市まちづくり公社

NANOBIC  　
   インキュベーション施設
  ナノ・マイクロ産学官
共同研究施設

          「NANOB IC（ナノビック）」

AIRBIC

インキュベーション施設
産学交流・研究開発施設
「AIRBIC（エアビック）」

ナノ・マイクロ産学官
共同研究施設（ＮＡＮＯＢＩＣ）

O棟
I棟

厚生棟

E棟
K棟

本

　館

研究棟

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
棟

さいわいふるさと公園

Ｋ²（ケイスクエア）
タウンキャンパス 

産学交流・研究開発施設
（ＡＩＲＢＩＣ）

かわさき新産業
創造センター（ＫＢＩＣ）本館

新川崎・創造のもり

3 4

〈ＮＡＮＯＢＩＣ〉〈ＫＢＩＣ本館〉 〈ＡＩＲＢＩＣ〉

林 亮宏

前田 信敏

萩原 哲夫

インキュベーション
マネージャー

技術
コーディネータ

内　　　　　容氏　　名役　　職

農林漁業団体のシステム設計・開発・構築、外部ベンダーコント
ロールに従事。ベンチャー企業への投資、企業育成に尽力し、
投資先ベンチャー企業にて管理部門（総務・財務・経理等）の
経験を経て独立。独立後、自治体等にて中小企業支援アドバイ
ザー（事業マッチング、人材採用支援等）事業に従事。

大手トラック・バス製造メーカーで生産技術のものづくり現場
に長年従事。その後、かわさき新産業創造センター技術コーデ
ィネータに就任し入居企業の技術サポート、講習会の講師等を
務める。技能検定特級（国家検定）、職業訓練指導員免許（機
械加工）

地方自治体研究機関でロボット・メカトロニクス関連の研究・
技術相談・指導等に従事。独立後、県技術アドバイザー・大学
非常勤講師等を務めながら、かわさき新産業創造センターで技
術コーディネータを兼任。KBICでは技術支援・講習会企画・講
習会講師を担当している。

ケ ー ビ ッ ク

 ■お問い合わせ　☎044-587-1105　新産業創造センター
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■ＫＢＩＣ（かわさき新産業創造センター）
　新川崎・創造のもり地区のビジネスインキュベーション施設「ＫＢＩＣ （かわさき新産業創造センター）」
では、インキュベーションマネージャー・技術コーディネータが常駐し、入居企業の成長を支援していま
す。また、販路開拓など具体的なニーズに的確に対応できるよう、中小企業支援組織とのネットワーク、各
分野のエキスパートの連携のもと、入居企業の課題解決に向けた支援を行っています。

■事業計画書（ＢＰ）の作成、ブラッシュアップ支援、事業ドメインの確立
■資金調達支援・販路開拓支援・公的助成制度活用支援
■ビジネスサポート支援・技術支援・産学連携支援・ビジネスネットワーキング
■ＮＡＮＯＢＩＣ研究棟・クリーンルーム棟では、４大学ナノ・マイクロファブリケーショ
ンコンソーシアム（早稲田大学・慶應義塾大学・東京工業大学・東京大学）による研究開
発をはじめ、企業への機器利用、共同研究、技術供与等の支援を行っています。

 ■お問い合わせ　☎044-587-1591　新産業創造センター ■お問い合わせ　☎044-587-1591　新産業創造センター

　技術コーディネータを設置し、施設内の「もの
づくり工房」やＣＡＤ ・ ＣＡＭシステム、３Ｄプ
リンター等を活用、入居企業及び市内ものづくり
企業の基盤技術力の向上、及び技術革新対応力の
向上を支援しています。

■各種ＣＡＤ講習会
■仕上げ作業講習会などの開催
■専門の技術コーディネータが適切なアドバイス
を行います。

■新川崎・創造のもり

■基盤技術支援

　新川崎・創造のもりは、産学官の連携による新しい科学・技術や産業を創造する研究開発拠点の形成
と、次代を担う子どもたちが科学・技術への夢を育む場づくりを目指し、段階的な施設整備を川崎市が推
進してきました。

●インキュベーション施設●インキュベーション施設

Ａ地区立地企業： ㈱日本カードクリエーション、㈱ミツミネ電子、春日電機㈱、㈱東計電算、㈱ショウエイ、エイヴィエルジャパン㈱、日本電産㈱ 中央モーター基礎技術研究所、共進精機㈱　
  ［川崎市資料を改訂］
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■センター長紹介

■センター長・副センター長紹介

②
センター長

片岡 一則

内　　　　　容

東京大学教授を経て、現在
東京大学名誉教授。公益財
団法人川崎市産業振興財団 
副理事長・ナノ医療イノベー
ションセンターセンター長。

片岡 一則

永井 浩二

センター長

副センター長

内　　　　　容氏　　名役　　職

東京大学教授を経て、現在東京大学名誉教授・公益財団法人川
崎市産業振興財団 副理事長・ナノ医療イノベーションセンターセ
ンター長

大手製薬メーカーを経て、現在ナノ医療イノベーションセンター副
センター長・イノベーション推進チームリーダー・研究推進担当

12 13

　●ライフサイエンス拠点 ●産官学金が連携したオープンイノベーションを社会実装へ

 ■お問い合わせ　☎044-589-5700　ナノ医療イノベーションセンター管理部

■ｉＣＯＮＭ（ナノ医療イノベーションセンター）

■ｉＣＯＮＭのビジョン

■オープンイノベーション拠点

　次代の川崎の産業の核として期待されるライフサイエンス分野の新たな産業創造を目指して、大
学、研究機関、企業等とともに、産学官が一つ屋根の下に集うオープンイノベーションの場として、 
「ナノ医療イノベーションセンター」を運営し、工学と医学の融合による難治性疾患の診断・治療等
の研究開発を推進しています。

・「O」はナノミセルをイメージしたデザインで、中心に向かってかかるグラデーションは「無限の可能性」「来来への跳躍」を表現しています。
・カラーは、「ブラック」に「ウォーターブル－」をアクセントとし、「誠実さ」や「透明性」を表現しています。

iCONMは、
・京浜健康コンビナートの中核として、
・市民の誇りとなり、
・夢を叶える医療技術を次々と発信する
・世界で最もイノベーティブな拠点を目指します。

ア イ コ ン
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■インキュベーション事業推進室　専門マネージャー等紹介

■「ナノ医療イノベーションセンター」でスタートアップの成長支援

厚見 宙志

金子 亜紀江

サイト
ディレクター

ラボ
マネージャー

内　　　　　容氏　　名役　　職

博士（理学）取得後、米国MITにて博士研究員として従事し、
その後、国内ライフサイエンス系VCにてソーシング及びスタート
アップを支援。現職では、サイエンス・ビジネスの経験を活かし
たエコシステム環境の形成と事業の運営、スタートアップの支援
を行う。

民間企業にて、主に大企業研究所とスタートアップやアカデミア
の連携を通じた、オープンイノベーション、新規事業創出、人材
育成、異分野融合型プロジェクトの創出などを多数手掛けてき
た。2022年より現職。スタートアップの成長には様々な人の知識
と熱量が必要になる。多様なパートナーとともにエコシステム構
築を目指す。

 ■お問い合わせ
　 ☎044-280-1121　
　 殿町キングスカイフロントクラスター事業部　インキュベーション事業推進室
　 URL  https://iconm-service.kawasaki-net.ne.jp/
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　●ライフサイエンス拠点 ●ライフサイエンス拠点

 ■お問い合わせ　☎044-589-5700　ナノ医療イノベーションセンター管理部

■iCONM in collaboration with BioLabs

　今後のキングスカイフロントエリア内におけるイノベーション・エコシステムの形成および世界
的水準の新産業の継続的な創出に向け、2022年度からインキュベーション事業を開始しました。「ナ
ノ医療イノベーションセンター（iCONM）」内にスタートアップ向けのラボを整備しオープンして
います。
　なお、入居するスタートアップ企業向けには、施設内分析機器の共同利用などの研究開発支援に
加えて、事業支援やネットワーキング構築も支援する予定です。事業支援では、ライフサイエンス
分野で活躍する専門家による事業メンタリングや事業計画作成支援、特許・法務等各種専門家の紹
介をします。また、米国ボストンに拠点を置くグローバルインキュベーター BioLabsと事業連携協
定を締結し、2022/6/6に事業開始セレモニーを行いました。BioLabsは、米国ボストンを中心に、
米国内に11の拠点があるほか、欧州にはドイツ・フランスに拠点を持ち、グローバルネットワーク
へのアクセスも含め、この領域でのエコシステム形成に大きな違いを生み出しています。今回の連
携により、アジアにおいては初のシェアラボ連携拠点での業務を川崎で開始しました。本連携をも
とに、海外投資家や製薬企業との接点となるマッチング/ピッチイベントや経営セミナーの開催を予
定していきます。

 ■お問い合わせ
　 ☎044-589-4780　
　 殿町キングスカイフロントクラスター事業部　クラスターマネジメント課
　 URL  https://tonomachi-ksf.kawasaki-net.ne.jp/
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・薬学博士
・元田辺三菱製薬株式会社代表取締役社長及び会長
・近畿化学協会会長、関西医薬品協会会長等歴任
・現在は、住友電気工業株式会社取締役、京都大学イノベーショ
ンキャピタル株式会社取締役等
・大手フイルムメーカーで、研究開発及び再生医療材料分野の産
学連携推進等を担当
・実用化推進やベンチャー支援事業（NEDO）、バイオバンクやゲ
ノム・データ基盤事業（AMED）のPJマネジメント経験を経て、
2022年から現職
・大手総合化学メーカーで合成化学研究部長、知的財産部長、研
究推進部長を経て2017年からiCONM勤務
・医薬品研究のマネジメント、知財戦略、アライアンスが強み

氏　　名 内　　　　　容
オーガナイザー

イノベーション
プロデューサー

土屋 裕弘

安田 知一

イノベーション
マネージャー

（クラスター機能
推進）

高橋 亘

役　　職
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■キングスカイフロント・ライフサイエンス分野のクラスター運営
　殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」は、羽田空港の対岸という絶好のロケーションを有し、
ライフサイエンス分野を中心とした企業、研究機関、アカデミア等が集積した、世界最高水準の研
究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。
　殿町キングスカイフロントクラスター事業部は、立地する70余りの機関と国内外の産学官金プレ
イヤーとの連携を構築し、研究成果から社会実装を次々と生み出す「イノベーション・エコシステム」
の形成を川崎市とともに進めています。

■ネットワーキング・イベント
　●Tonomachi cafe：ライフサイエンス分野における最先端の研究開発成果を紹介する、ミニ･イ
ベントを開催しています。スタートアップ起業家やアカデミア研究者などを招き、講演後は活
発な意見交換を促すことにより、異分野融合や事業創出などのきっかけとなることを目指して
います。

■立地機関の事業化支援
　●相談窓口：当事業部のイノベーションプロデューサーをはじめとした、多彩な専門家が研究開
発に係る補助金・助成金などの申請支援、知的財産、薬事などに係る相談支援を実施しています。
また、シーズとニーズのマッチング支援を通じて、イノベーション創出の活性化を促進してい
ます。

■広域のオープンイノベーション拠点連携
　●国内クラスターとの連携：国内主要クラスターや近隣の産業支援機関との連携イベント、相互視
察などを通じて、アカデミアや企業などによる共同研究や事業化を推進しています。

　●海外クラスターとの連携：2021年、欧州最大級
のライフサイエンスクラスター Medicen Paris 
Regionとビジネス交流の促進を目的とした国
際的な連携を行うため、覚書を締結しました。
また、ドイツBio-Ｍとの交流、国際展示会への
参加を通じて、キングスカイフロントのグロー
バル･ネットワーク構築やビジネスマッチングの
促進を図っています。

 

 ■お問い合わせ
　 ☎044-589-4780　
　 殿町キングスカイフロントクラスター事業部　クラスターマネジメント課
　 URL  https://tonomachi-ksf.kawasaki-net.ne.jp/

　●ライフサイエンス拠点 ●産官学金が連携したオープンイノベーションを社会実装へ

■殿町キングスカイフロントクラスター事業部　専門員紹介

 
 
 
＊問い合わせ先にＵＲＬ併記　https://tonomachi-ksf.kawasaki-net.ne.jp/

＊写真については、文章流し込みの合間に適宜レイアウトしてください。多ければ削除します。

※専門員の写真を下記のものに変更をお願いいたします。（適宜トリミングをお願いします）
河野裕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松川泰久
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ホール 展示場 研修室

会議室① 会議室② かわさき生産性向上支援スペース
（SAKURA LABO）

中小企業をはじめ広く市民の皆さまに
無料でテレワークやオンライン会議等
が実施できる場を提供しています。

展示場A

展示場B

展示場C

展示場
ABC全て
展示
事務室

面積

100㎡

102㎡

118㎡

320㎡

午前9時
～12時

1,800

1,800

2,400

6,000

360

午後13時
～17時

3,000

3,000

3,500

9,500

570

夜間18時
～21時

3,000

3,000

3,500

9,500

570

全日9時
～21時

7,800

7,800

9,400

25,000

1,500

定員

60人
（立食の場合）

60人
（立食の場合）

80人
（立食の場合）

250人
（立食の場合）

10人

ホール

控室
（地下1階）

面積

336㎡

34㎡

午前9時
～12時

   7,200

600

午後13時
～17時

 11,400

950

夜間18時
～21時

 11,400

950

全日9時
～21時

 30,000

2,500

定員

１F席358人
（ロールバックチェア）

２F席120人

10人

第5会議室

第6会議室

定員

20人

32人

午前9時
～12時

2,000

2,000

午後13時
～17時

3,000

4,000

夜間18時
～21時

3,000

4,000

全日9時
～21時

8,000

11,000

利用料（円）

第1研修室

第2研修室

第3研修室

定員

24人

42人

36人

36人

99人

A室

B室

AB全て

午前9時
～12時

1,000

2,000

1,500

1,500

3,000

午後13時
～17時

1,500

3,000

2,500

2,500

5,000

夜間18時
～21時

1,500

3,000

2,500

2,500

5,000

全日9時
～21時

4,000

8,000

6,500

6,500

13,000

利用料（円）利用料（円）

利用料（円）

第1会議室

第2会議室

第3会議室

第4会議室

和室（座卓）

定員

30人

22人

22人

45人

18人

午前9時
～12時

1,400

1,200

1,200

3,000

1,300

午後13時
～17時

2,200

1,700

1,700

5,000

1,900

夜間18時
～21時

2,200

1,700

1,700

5,000

1,900

全日9時
～21時

5,800

4,600

4,600

13,000

5,100

利用料（円）

11 11

 ■お問い合わせ　総合受付（貸館業務） ☎044-548-4111 ／ SAKURA LABO　☎044-548-4102

■川崎市産業振興会館ご利用のご案内

かわさき生産性向上支援スペース SAKURA LABO 開設しました。

　京急サービス株式会社との共同事業体として会議室、
研修室、ホール、企画展示場の施設・設備の貸出業務
を行うほか、会館の設備保守、保安警備、清掃業務等
を行い、適切な利用環境の維持を図ります。
　ご利用頂くには「ふれあいネット」への登録が必要
になります。また、企業や利用者が求めるリモート会
議等への対応を図るため会議室や研修室に大型モニタ
ーを導入しました。
　「利用しやすい会館づくり」、「安全な会館づくり」、
「効率的な会館運営」に取り組み、より一層のサービス
向上を図ります。

　新型コロナウィルス感染拡大防止と経済活動の両立を
図り、「新しい生活様式」に対応した働き方を促進する
目的で、会館３階に『かわさき生産性向上支援スペース
（愛称：SAKURA LABO）』を開設しました。中小企業
をはじめ広く市民のみなさまにテレワーク等が実施でき
る環境を提供するとともに、川崎市産業振興財団が有す
る中小企業支援の強みを生かしながら生産性向上・働き
方改革の手段としての「ＩＣＴ導入」等を普及・促進す
る取組を実施します。

●貸館業務●インキュベーション、オープンイノベーション施設のご案内 KBIC、iCONM

会議、研修会からピアノ発表会が開ける、きれいで利用しやすい施設が
　  ＪＲ川崎駅から徒歩8分　京急川崎駅から徒歩７分

きれいで利用しやすい施設が
　  ＪＲ川崎駅から徒歩8分
　   京急川崎駅から徒歩７分

会議、研修会から
ピアノ発表会が開ける
ホールまで、
バラエティー豊かな
部屋を12施設、

1,000円から
ご用意しております。

■iCONM in collaboration with BioLabs
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参考資料：殿町国際戦略拠点キングスカイフロントにおける拠点形成の状況

ライフイノベーションセンター
（LIC）（0.8ha）

2016(H28)年4月運営開始

ナノ医療イノベーションセンター

(iCONM) （0.8ha）
2015(H27)年4月運営開始

PDRファーマ(株)

川崎PETラボ(0.3ha)
2017(H29)年6月運営開始

日本アイソトープ協会

川崎技術開発センター（1.0ha）
2017（H29）年6月運営開始

クリエートメディック（株）

研究開発センター(0.3ha)
2016（H28）年6月運営開始

川崎キングスカイフロント

東急REIホテル（客室数：186室）
2018(H30)年6月運営開始

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株）(約1.1ha)

（仮称）サイバニクスB棟
用途：研究施設

日本メドトロニック（株）
メドトロニックイノベーションセンター

2017(H29)年9月運営開始

リサーチゲートビルディング（RGB1）
2018(H30)年2月竣工

●株式会社遺伝子治療研究所

●セブンイレブン（コンビニ）

●川崎殿町郵便局

リサーチゲートビルディング（RGB3）
2020(R2)年12月竣工

延床面積：約12,000㎡

用途：研究施設・事務所

羽田
２丁目

大師河原

約4.6ha

約2.9ha

SBカワスミ（株） （0.4ha）

本社・殿町メディカル研究所
2021（R3）年10月運営開始

多多摩摩川川ススカカイイブブリリッッジジ
2022年3月開通

殿町
３丁目殿町１丁目 殿町２丁目

大師橋駅

小島新田
：整備中・整備予定

：整備済・運営開始済

羽田空港
第３ターミナル駅

⑤⑤

③③②②

⑧⑧
⑦⑦

⑥⑥

⑭⑭

⑬⑬

⑫⑫

⑪⑪
⑩⑩

⑨⑨

①①

ペプチドリーム（株）（0.5ha）

2017（H29）年8月運営開始

⑯⑯

⑰⑰

⑯⑯

⑭⑭

⑫⑫

⑪⑪

⑳⑳④④ ⑧⑧

⑩⑩

⑦⑦

⑥⑥
②②

①①

③③

⑤⑤ ⑨⑨
国立医薬品食品

衛生研究所（2.7ha）
2018（H30）年3月運営開始

ジョンソン・エンド・ジョンソン

インスティテュート（東京サイエン
スセンター）（0.3ha）

2014（H26）年8月運営開始

実験動物中央研究所(0.6ha)

2011(H23)年7月運営開始

⑬⑬ リサーチゲートビルディング（RGB2）
2017(H29)年10月運営開始

●慶應義塾大学

殿町タウンキャンパス

●東京工業大学

中分子IT創薬研究拠点
●神奈川県立保健福祉大学

大学院

●大日本住友製薬（株）

●川崎市キングスカイフロント

マネジメントセンター

⑮⑮
Shimadzu Tokyo Innovation 

Plaza（仮称）【(株)島津製作所】
延床面積：約9,549㎡
2022（R4)年開所予定

JSR Bioscience and 

informatics  R＆D Center 
（JSR BiRD) （0.3ha）

2021（R3）年7月運営開始

⑲⑲

殿町第２公園

下河原
公園

川崎生命科学・環境研究センター

（ＬｉＳＥ）（0.7ha）
2013(H25)年3月運営開始

ＫＩＮＧ
（約

（約

羽田エアポートガーデン

（開業延期中）

HANEDA

INNOVATION

CITY

（2020(R2)年

7月まち開き、

2022(R4)年

グランド

オープン

予定）

羽田空港跡地 第２ゾーン（約17ha)

第3旅客ターミナルビル

【面積】：約40ha 【就業者数】：約 5,000人（うちライフサイエンス分野：約 1,400人、うち研究者：約 600人）(2020(R2)年3月末時点）

70機関が進出決定（2022(R4)年4月時点）

天空橋駅

⑮⑮

約14.9ha

約3.0ha

⑰⑰

（仮称）殿町プロジェクトⅣ

着工予定：2021（R3）年10月
延床面積：約13,000㎡
用途：研究施設・事務所

⑳⑳

ペプチドリーム（株）（1.2ha）

2021（R3）年9月 土地取得
用途：本社・研究所の増設

2211

2211

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株）

サイバニクスＡ棟
延床面積：約7,855㎡
2022(R4)年2月竣工

⑱⑱

2222

④④ ⑱⑱
⑲⑲

2222

［川崎市資料を加工］

羽田空港跡地 第１ゾーン（約16.5ha)
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参考資料：殿町国際戦略拠点キングスカイフロントにおける拠点形成の状況
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理　事　会評議員会
監　　事

令和4年4月1日施行

理事長（代表理事）

副理事長

専務理事（業務執行理事・キングスカイフロント事業統括）

事　務　局

企画調整担当

総　務　課 中小企業
サポートセンター

庶　務　係

経　理　係

経営支援担当

起業支援担当

新産業振興課

連携推進係

新事業支援係

事業推進課

人材育成係

交流支援担当

管　理　課

管　理　部

総務・
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施設管理
担当
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事業運営係

プロモーション
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センター
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組　織　図

川崎市産業振興財団の設立

川崎市産業振興会館の開館

か わ さ き 新 産 業 創 造
セ ン タ ー の 開 設

ナノ医療イノベーション
セ ン タ ー の 開 設

出 捐 金（基 本 財 産）

職 員 数

昭和63年４月２日

昭和63年７月19日

平成15年１月４日

平成27年４月１日

１億円
（全額川崎市出捐）

109人
（嘱託職員等を含む）

■川崎市産業振興会館

■川崎市産業振興会館

■ｉＣＯＮＭ（ナノ医療イノベーションセンター）

■ｉＣＯＮＭ（ナノ医療イノベーションセンター）

〒212-0013
川崎市幸区堀川町66-20
TEL 044-548-4105（代表）
FAX 044-548-4146
Mail : 
sohmu@kawasaki-net.ne.jp

■ＫＢＩＣ（かわさき新産業創造センター）

■ＫＢＩＣ（かわさき新産業創造センター）

〒212-0032
川崎市幸区新川崎7-7 
新川崎・創造のもり地区内
TEL 044-587-1591
FAX 044-587-1592
Mail : 
kbic@kawasaki-net.ne.jp

〒210-0821
川崎市川崎区殿町3-25-14
TEL  044-589-5700
FAX 044-589-5706
Mail : 
iconmkanri@kawasaki-net.ne.jp

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20
TEL 044-548-4105（代表）　FAX 044-548-4146
Mail : sohmu@kawasaki-net.ne.jp

〒212-0032  川崎市幸区新川崎7-7  新川崎・創造のもり地区内
TEL 044-587-1591　FAX 044-587-1592
Mail : kbic@kawasaki-net.ne.jp

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-14
TEL 044-589-5700　FAX 044-589-5706
Mail : iconmkanri@kawasaki-net.ne.jp

多摩川スカイブリッジ

令和4年度版

■公益財団法人川崎市産業振興財団の概要


