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　もともと技術者として、大学卒業後に入社した大手ソフトウェア開発

会社で携帯電話基地局関連の開発に携わった後、一部上場企業で携

帯電話端末の開発を行っていました。

　その後、異動した本社の経営管理部で事業管理などの業務をする中で経営に

対する関心が高くなり、大学院で MBA（経営学修士）を取得するため退職しました。

　MBA取得後は経営者や経営をサポートしていきたいと考えていた時に

地域情報サイトの「まいぷれ」と出会いました。

　会社勤めの時は都内に勤務、出張で様々な地域を飛び回っていた頃の

ことを思い出し、自分の地元の相模原市の地域活性化に貢献したいとい

う気持ちが強くなり、この事業をスタートしました。

SIC に入居されている企業様をご紹介します。その186

【代表 プロフィール】

【創業のきっかけ】

身 近な 地 域 情 報を発 信して 、
相 模 原をもっと元 気にしたい！
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　「まいぷれ」を通じて地域の情報をお届けするのはもちろんのこと、

いろいろな業種のお店同士の繋がりも作っていきたいと考えています。

　例えば、スポーツクラブと整体院などのように、お店同士でそれぞれ

のチラシを置いてもらうことで新しいお客様の集客に繋がる可能性も

あります。

　さらに、ネットワークの構築や連携を生み出していくような異業種交

流会も開催することで、相模原地域の活性化を図ることが目標です。

令 和３年（２０２１年 ）９月１日（水） Sagamihara Incubation Center  さがみはら産業創造センター  編集・発行

まいぷれ相模原

Instagram

　代表の田川さんは、相模原市内の美味しいお店や美容・健康、学ぶ・

スクールなどの地域に密着した情報を発信する地域情報サイト「まい

ぷれ相模原」を運営しています。

　2021年 8 月にサイトオープンしたばかりの「まいぷれ相模原」には 、 市内

の有名なケーキ店やネイルサロン、エステサロンなどが紹介されています。

　先行して始めたInstagram では、グルメや美容などのお店情報のほ

か、相模原の自然やイベント情報なども掲載されており、フォロワーは

既に2,000 人を超えています。

　また、田川さんの趣味は写真とのことで、サイトにはとてもきれいな

写真が掲載されています。

　相模原市に特化した 地域情報サイト 「まいぷれ 相模原 」では 、 市内のグ

ルメや美容・健康、 スクール、ショッピング、 病院・医院 、イベント、行政情報

など 、地域密着の情報をお届けしています。 8 月にオープンしたサイト に

掲載されることで、 Google で検索され やす くなる仕組みもあります。

　「まいぷれ相模原 」 はホームページがないお店の簡易的なホームペー

ジとしての活用のほか、 お店 からのおすすめ情報もLINEを利用して携

帯電話から 簡単に発信することができます。

　季節に応じたイベントや新メニュー、 クーポンとして も利用 できる

ので、 お店のアイデア次第で いろいろ な 活用 が可能となります。 また 

取材 に基づき 、お店の紹介記事の作成 、 メニューや商品 、店舗などの写

真撮影 もしています 。

　これから一人でも多くの方にお店の魅力を知ってもらえるよう活動 

をしていきます。



　今回 5 期を迎える「ロボット SIer 養成講

座」は実践 × ケーススタディを中心にカリ

キュラム編成された相模 原市オリジナルの

超実践型人材育成プログラムです。

　システム構想力・提 案 力はもちろん、顧

客へのプレゼンテーション力や時節にあわ

せたリモートでの対応力も養います。

取材した田川さんは山登りなど幅広く趣味をもち、特に写真はInstagramをきっかけに始めたそうです。オリンピッ
ク閉会式で宇宙からフランス国歌を演奏したトマ・ペスケ氏もたいへん多趣味とのこと。今年13年ぶりにJA X Aが宇
宙飛行士を募集します。幅広い教養を求められますが、好奇心旺盛な方は適性があるのかもしれません。（佐藤）

編集後記
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新聞紙上に掲載された企業をご紹介します。
ご紹介する記事はSICに掲示していますので、ご覧ください。

また紙面に掲載された場合、スタッフに教えていただけると幸いです。

　８月 　５日　株式会社クフウシヤ　日刊工業新聞
　　　　　　　―2者の入居決定　福島RTF―

8 月の 新 聞 掲 載 記 事 紹 介（8 月2 6日 時 点 ）

現在、空き室はございません。
最新の情報は HP をご確認ください。

 ※お気軽に稲垣・大谷までお問合せくださいSIC空室情報  (令和3年9月1日 現在)

　―共同開発で押さえるべき「レター・オブ・インテント」とは？―
　８月１２日　高瀬総合法律事務所　かながわ経済新聞

　―検査装置向け小型X線源　
　　エックスレイ・システムズ米社と代理店契約―

　８月２３日　エックスレイ・システムズ株式会社　日刊工業新聞

ゴミシール価格改定について
　10 月 1 日よりゴミ処理シールのデザインを変更し、

価格と貼付枚数を変更いたします。詳細はご案内差し上

げております「ゴミ処理シール価格改定について」をご

覧ください。皆様にはご負担をお掛けしますが、ご理解

とご協力をお願いします。

感染症対応のお願い
　入居者の皆様については、日頃より感染拡大防止にご協力いただ
きありがとうございます。本件について 2 点お願いがあります。

自社から新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当センター

の稲垣（内線 2030）もしくは大谷（内線 2033）まで発生連絡を

お願いします。当センター

では感染者の発生時には相

模原市の指導のもと対応い

たします。

各会議室に消毒用アルコールとペーパータオル

を用意しました。ご自由にお使い下さい。なお

アクリル板等プラスチックへのご使用は破損の

原因になるので、お控えください。

受講生募集!!

【 期　　間 】 令和3年10月18日(月) - 12月17日（金） ＜全9回＞

【 会　　場 】 サン・エールさがみはら及びオンライン（Zoom）

【 対　　象 】 ・ロボットSIerの若手・中堅エンジニア

・ロボットや関連部材メーカーのエンジニア

・ロボット関連商社の営業スタッフ

・ものづくり企業（ユーザー企業）エンジニアなど

【 受   講   料 】 市内事業者132,000円（税込）

市外事業者165,000円（税込）

15名(先着順)【 定　　員 】

【 お問合せ 】 樽川（内線：2023）、花摘（内線：2024）

お申込みはこちら

1シート10枚
2,500円(税抜き)

改定後（10月1日回収から）

貼付枚数

一般ごみ
プラスチック
缶ビン
ペットボトル

廃棄量

20L以下

20Ｌ～45Ｌ

45Ｌ～90Ｌ

新シール

廃止

1枚

2枚

旧シール

廃止

蛍光灯

紙類
段ボール

蛍光灯1本

A4サイズ高さ30㎝
段ボール5箱程度

1枚

1枚

5枚

5枚

5枚

10枚

お問合せ：大谷（内線2033）

第１回事前講 義

カリキュラム

録画配信

第２回事前講 義
録画配信

前期
リアル

中期
オンライン

後 期
オンライン

・付加価値に着目したシンプルな設備設計
・ロボットSIer のための安全講座

1

2

相模原市新型コロナウイルス
感染症相談センター
TEL 042-769-9237

発熱等の症状があった場合

－ 10月上旬 配信予定

・オンライン時代の戦略的ヒアリング力
  と発信力ほか

・第１回事前講義Q A 
  現場実習・グループワーク

10月18日･19日 10時～17時

・SIer ケーススタディ Part.1 －食品－
・SIer ケーススタディ Part.2 －マテハン－
・グループワーク 中間発表

11月17日～19日 各日10時～17時

・協働ロボット最新動向
・AI・画像処理の活用講座

11月下旬 配信予定

・第2回事前講義 Q&A 
  実習先企業へのリモートヒアリング

・グループワーク 最終発表

12月16日・17日 10時～17時


