
ビジネスチャンスが広がる

13,200円(消費税込)

＜お申込み・お問い合わせ＞

総務企画部 研修・情報グループ
〒330-8669

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10F

048-647-4087 048-645-3286
https://www.saitama-j.or.jp/

公社会員制度の
ご案内

公益財団法人埼玉県産業振興公社

受講料・利用料がお得

教育用ＤＶＤが無料で借りられる

〇研修受講料割引(一日当たり2,100円)

〇ＩＳＯマネジメントシステム導入支援費用割引

(110,000円)

〇月刊誌「アクセス埼玉」の送付

〇メールマガジン配信

〇賞与予測調査結果の提供

〇経営や人材育成に役立つDVD・ビデオ約800巻を

無料で貸し出します。 宅配も可能です。

(送料はご負担ください)

〇公社のホームページで貴社を紹介

〇月刊誌「アクセス埼玉」で貴社を紹介

〇交流を促進する「公社会員感謝の集い」

〇各部会への入会

＜年会費＞

会員企業数

約1,400社

・経営の総合支援
・取引先開拓のための支援
・海外展開の支援
・先端産業の創造
・産学連携の促進
・知的財産に関する支援

・IoT・AI活用の支援
・次世代自動車産業の支援
・創業･ベンチャー支援
・人材の育成支援
・情報支援･ICT活用の支援

公益財団法人埼玉県産業振興公社

経営の最新情報がわかる

＜事業内容＞

中小企業の皆様へ



公社会員制度 ～ビジネスチャンスを広げる充実のサービス～

研修
企業の人材育成・組織の強化を多様な研修プログラムでサポー

トします。新入社員から経営幹部までの階層別研修や生産管理、

現場改善、品質管理、ＩＳＯ、財務、会計、人事・労務、営業など

の実務研修を行っています。

また、パソコン実習を中心とした

IT研修も行っています。

◎料金比較（消費税込）

一般 会員 割引額

研修受講料（２日間）

会員優待セミナー

ICTコンサルティング

ＩＳＯ導入支援

知財専門家派遣

知財力向上支援

自動車産業部会（部会の一例）

月刊誌「アクセス埼玉」
国や県の施策をはじめ、さまざまな経営情報、タイムリーな特集

記事など、中小企業の皆様に役立つ情報を掲載した月刊誌「ア

クセス埼玉」を発行しています。

公社会員様には、毎月郵送で

お届けします。また、誌面で公

社会員企業様を無料で紹介し

ます。
◎利用したいサービスランキング ＴＯＰ３

サービス

各種研修受講料の割引 25.7％

月刊誌アクセス埼玉、電子メールによる情報の提供 25.0％

各部会への参加 18.0％

◎さまざまな会員サービス
会員優待セミナー・公社会員感謝の集い

• 随時さまざまなテーマで会員無料の優待セミナーを開催しています。また、経営者の
関心の高いトピックの講演や、会員同士の交流を深めるイベントを実施しています。

貴社の紹介（公社ホームページとリンク）

• 会員企業リンク集へ貴社のご紹介とホームページへのリンクを掲載いただけます。

各部会への入会

• 自動車産業部会を始め、航空機産業参入研究会、輸出塾、フォース２１※など公社に
は様々な部会があり、販路開拓、技術開発等をテーマに活動しています。県内自動車関連産業や新規参入企業の競争力強化及び技術

革新の推進のため、意欲のある企業が中心となって構成する会

員組織です。令和元年１０月現在

１２７社が加入し活動・交流してい

ます。

◎会員制度Ｑ＆Ａ
Ｑ１

Ａ１

県外の企業でも入会できますか？

地域や業種を問わず入会できます。原則として（中小企業基本法に定める）
中小企業者が対象ですが、団体・個人の方でも入会できます。

Ｑ２

Ａ２

入会するにはどのような手続きが必要ですか？

裏面の申込書に必要事項をご記入いただきＦＡＸいただくか、公社ＨＰから申
込みできます。

Ｑ３

Ａ３

入会後、サービスはいつから受けられますか？

入会日から受けられます。また、入会は随時受付しています。

公社会員への入会お待ちしています

自動車の電動化が進む中で、モータ・パワエレ分野に参入したいと考え参

加しました。HEV・FCV等の最新動向を知ることができる技術セミナーだけ

でなく、平成30年度に参加した新型リーフの分解研究会は、自社材料がど

こに応用されているのかを確認する良い機会でした。今後も最新情報の入

手源として、積極的に参加していきます。（北光金属(株)・志木市）

アクセス埼玉は、毎月楽しみに拝見し、特に、タイムリーな特集記事や県

内企業様の紹介ページ等は、社内回覧しております。また、当社の記事を

ご掲載頂いた際には従業員のモチベーションアップ、更には、会社案内と

して活用し新規開拓にもつながりました。（カネパッケージ(株)・入間市）

社員教育の一環として活用しています。新入社員はマナー・一般常識をプ

ロの講師から実践を通して教えていただき、視野が広がっています。中堅

には研修が仕事上での悩み解決の糸口、新たな気づきへの道標となり、成

長を後押ししてくれていると感じています。 （日東金属工業(株)・八潮市）

教育用ビデオ・DVD

利用者の声

社内研修等に活用していただくため、５Ｓや現場改善、ビジネス

マナー、品質管理、ＩＣＴ、ＩＳＯ関連といった教育ビデオ（約800

テーマ）の貸出しを行っています。

【貸出期間】１週間以内

【貸出数】原則５本以内

新入社員教育や５S活動の社内研修に活用しています。まず経営幹部や

現場リーダーに視聴させることで、現場での部下の指導や育成に役立てて

います。今まで、研修や教育は簡単ではありませんでしたが、手軽に利用

できる貸出サービスのおかげで取り組みのきっかけとなり助かっています。

（松内電器工業(株)・春日部市）

※フォース２１とは、当公社で運営する県内中小企業の後継者及び若手経営者を対象とした
交流クラブです。

本誌は、会員様のご紹介を始め５Sや報連相といった基本的情報

がわかりやすく掲載されており、経営層から一般職まで全社で活

用しています。また、文字も大きく読みやすい仕上がりになってい

るところも大変気に入っています。（(株)デサン・さいたま市）

利用者の声

利用者の声

利用者の声

車両分解研究会で入手した、細かな部品構成までをまとめた報告

書を参考に、自社の強みを生かした新展開を検討中です。また技

術セミナーでは、必要なテーマをピックアップし、今後のヒントにし

ています。（関口産業(株)・東松山市）

入社後すぐに公社の“新入社員研修”を活用させていただいてい

ます。社内研修と異なり、多くの企業の未知の新入社員の方々と

一緒に研修することで、一般常識習得はもとより、新たに知り合っ

た方達とのコミュニケ―ションの取り方など、非常に有益な時間を

過ごさせていただいています。 （(株)ジィーエーティー・所沢市）

建設業の当社は、雨天が続く時期や閑散期などに当サービスを

利用します。５S、安全、教育の分野を主に視聴しています。１度

の視聴だけでなく、同タイトルを定期的に視聴することが重要で、

あいさつや整理整頓など確実に効果が出ております。今後も活用

していきたいと思います。（ナガヤス工業(株)・草加市）

19,800円

2,100円

24,000円

902,000円

15,000円

15,600円

無料

12,000円

792,000円

12,000円

4,200円

2,100円

12,000円

110,000円

3,000円

20,000円 2,000円 18,000円



入 会 申 込 書 
                                                

   令和   年   月   日 

(公財)埼玉県産業振興公社 総務企画部 研修・情報グループ 行き 

下記のとおり公社会員の申込みをします。 

 
 

⑫ 公社会員をどのようにお知りになりましたか。 

   いずれかに○印をおつけください 

Ａ．ダイレクトメール 

Ｂ．ホームページ 

Ｃ．紹 介（                            ） 

Ｄ．その他（                             ） 
   

公社会員対象サービスで、利用したいサービスはどれですか。（☑を付けてください。） 

そのうち特に利用したいサービスに◎を付けてください。（※アンケート調査としてお聞きするものです。） 

□ ①月刊誌「アクセス埼玉」による情報提供        □ ②電子メールによる最新情報の配信（毎月２回配信） 

□ ③賞与支給予定調査結果の提供（夏季・冬季） 

□ ④教育用ビデオ・ＤＶＤの無料貸出（宅配可。送料は実費をご負担ください。） 

□ ⑤公社主催の各種研修受講料の割引         □ ⑥会員優待無料セミナーの参加 

□ ⑦ＩＳＯ９００１、１４００１導入支援料の割引 

□ ⑧若手経営者交流クラブ「フォース２１」等による人的交流 

□ ⑨貴社の紹介（公社ホームページとリンク）      □ ⑩貴社の紹介（月刊誌掲載） 

□ ⑪その他（                                                ） 

    
              

                    

業種：いずれかに○を付けてください 

１ 製造業 
  ・食料品           ・飲料,たばこ,飼料 
  ・繊維工業            ・木材,木製品 
  ・家具,装備品        ・パルプ,紙,紙加工品 
  ・印刷,同関連産業 
  ・化学工業            ・石油製品,石炭製品 
  ・プラスチック製品      ・ゴム製品 
  ・なめし革,同製品,毛皮 
  ・窯業・土石製品・鉄鋼業 ・鉄鋼業 
  ・非鉄金属             ・金属製品 
  ・はん用機械器具       ・生産用機械器具 
 ・業務用機械器具 
 ・電子部品,デバイス,電子回路 

  ・電気機械器具         ・情報通信機械器具 
  ・輸送用機械器具       ・その他の製造 
 
 ２ 建設業 
 ３ 電気,ガス,熱供給,水道業 
 ４ 情報通信業 
 ５ 運輸,郵便業 
 ６ 卸売,小売業 
 ７ 金融,保険業 
 ８ 不動産業 
 ９ 学術研究,専門,技術サービス業 
10 宿泊業,飲食サービス業 
11 生活関連サービス業,娯楽業 

 12 教育,学習支援業 
 13 医療,福祉業 
 14 複合サービス業 
 15 環境関連サービス業 
 16 その他サービス業 
 17 その他（         ） 

① 会員種別 一般会員  

   (フリガナ)  

② 企 業 名   

③ 所 在 地   

④ 代表者名  

⑤ 担当者名 所属部署役職           氏名 

⑥ Ｔ Ｅ Ｌ  

⑦ Ｆ Ａ Ｘ  

⑧ 資 本 金  万円 ⑨ 従業員数             人 

⑩ 事業内容 

 

⑪ 電子メールによる情報提供サービスの配信先メールアドレスを     
  ご記入ください。 

＠ 

                 ＠ 

※  ※公社記入欄 

共     

Ｊ     

入  

 

ＦＡＸ ０４８－６４５－３２８６ 

個人情報の利用目的のご案内  
  当公社個人情報を、以下の目的で利用させていただきます。  

  ・研修やイベントなどに関する情報のご案内（送付を含みます）  
  ・各種相談やお問い合わせに関する対応など  
  ・当公社が実施する各種調査の公表  

  ※公表する際は特定の個人を識別できないように配慮します。 

2019.11 Ｗｅｂからのお申込み 

専用フォームに必要事項をご入力ください（https://www.saitama-j.or.jp/kaiin/form/） 


