技術アピールシート
あいこっぷあいてぃじー

ICOP I.T.G. 株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-16-9 8F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
電話

電気・電子・光学

技術分野

従業員数

6名

組込みボード、レガシー・サ
ポート、長期安定供給

設立年（西暦）

2002 年

組込みボードの設計開発販売
http://www.icop.co.jp/
営業部

中谷

大介

03-3831-6666

e-mail

Walter_nakatani@icop.co.jp

 得意な技術・製品

産業用 x86 組込みボード、パネル PC、小型 PC

 得意な顧客・市場分野

FA、IoT

 生産拠点・研究体制

台湾

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

Atom や Geode プロセッサの生産終了(EOL)が近づくにつれ、
産業オートメーション・システムの提供者とそのユーザは、多くの課題に直面することになります。
置き換えをしなければ、これら生産停止になるプロセッサは、
ハードウエアの変更を必要とさせるだけでなく、もっと重要であるソフトウエアの変更をも必要とさせます。


レガシー・サポートを考慮して開発されている新しい世代の CPU はとても少ないです。



外部 I/O チップによってレガシーI/O をサポートする選択もありますが、CPU に対して直接に設計されたレ
ガソー・サポート・ソリューションを除き、BIOS とソフトウエアの非互換問題を防ぐことはできません。

ICOP は、産業が直面するこれらの困難を深く理解し、x86 構造の CPU である自社ブランド Vortex86 ソリューシ
ョンを使った多くのフォーム・ファクタ(ISA,3.5,PC/104, ETX, Q7,COM Express など)を用意しています。 ICOP
の VortexDX3 CPU ボードは、生産の停止が迫るプロセッサ向けのドロップ・イン(置換だけで動作するような)・
ソリューションです。

是非、私ども ICOP に、貴社の"レガシー"の継続、延長をお手伝いさせてください。
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技術アピールシート
あさっぷしすてむ

株式会社アサップシステム

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

マイコン開発、回路設計

所在地

[本社]〒198-0042 東京都青梅市東青梅 2-18-5 セトル東青梅 109

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

3名

設立年（西暦）

1998 年

マイコン応用機器の開発
http://www.asap-sys.co.jp

連絡先（部署・氏名） 斎藤
TEL

従業員数

信之

0428-78-4095

E メール

n-saito@asap-sys.co.jp

 得意な技術・製品

マイコンを使った、制御・解析。

 得意な顧客・市場分野

試作開発、研究機関、大学

 生産拠点・研究体制

自社完結型。各種共同研究実績あり

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は、半導体検査装置のメーカー「三和電子製作所」の事業終了後、ソフトフェア部隊が集まり 1998 年に設
立いたしました。 その後、自社メモリテスターの開発や半導体関連のソフトウェア開発(Windows、組み込みマ
イコン)を主業務として参りました。
現在はマイコンに特化し電気的な測定や解析、測定器の制御、自社製品の開発を行っております。
受託開発は主に、企業や研究機関、大学の試作開発を行っております。設計段階からご提案させて頂き、自社内
で設計から生産までを一括で行います。
開発事例
・海洋情報モニタリングシステムの制御基板の設計・開発
・無線式筋電計の無線基板の開発及び FFT・Wavelet でのリアルタイム解析ソフトウェア開発
・SFF 光トランシーバ検査装置の基板開発
・空港緊急通報システムの開発(DTMF 信号)
・超軟質材料を計測する硬さの試験機の開発(XYZ ステージ制御)
・植物生体電位測定基板の設計・開発・製造及びロギングソフトウェアの制作
自社製品としては、アマチュア無線周辺機器の制作・販売を全国展開しており、今春からは陸上競技のタイム計
測器を販売開始いたしました。
・無線式データロガー（2.4GHz 帯特小無線、アナログ 4CH データロガー技適取得済）
・アマチュア無線周辺機器（モールス解読器、練習機、メモリキーヤー等）
・短距離走タイム計測器「マジラン」
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技術アピールシート
あさひ

株式会社アサヒ

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

制御盤、医療機

所在地

[本社]〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-8-5 小林ビル 4 階

資本金

9,975 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1946 年

FA 制御システム設計製作、医療機器製造業修理業等
http://www.asahi-j.com/index.html

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

160 名

従業員数

金子

047-459-9111

 得意な技術・製品

和弘
E メール

kaneko@asahi-j.com

FA 制御システム設計及び製作、医療機器製造業及び修理業

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

八千代製造部(千葉県八千代市)、カトリ製造部(千葉県香取郡)、函館製造部(北海道函
館)、アサヒエレクトリックタイランド(タイ)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO13485、 KES(環境マネジメントシステム認証)
PR 詳細

弊社ではシステム制御盤の製作及び、ハード、ソフト開発を行っております。特に公共物件の制御盤を多く取り
扱っており厳しい品質にも対応できる体制を構築しております。
また、ISO13485(医療機向け ISO)を取得し、MRI,CT 等の大型の医療機、小型の医療機の量産を行っております。
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技術アピールシート
あじあでんしこうぎょう

アジア電子工業株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

半田付け装置

所在地

[本社]〒189-0025 東京都東村山市廻田町 1-19-35

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

特殊自動半田付け装置

設立年（西暦）

1970 年

各種自動制御機器の設計・製造・販売

http://www.aqua.gr.jp/~aec/index.html

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

9名

従業員数

中嶋

静子

042-395-1811

aec@aqua.gr.jp

E メール

 得意な技術・製品

特殊自動半田付け装置

 得意な顧客・市場分野

電子関係会社、電気関係会社

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

新しい技術と考え方を取り入れる
PR 詳細

1.創業 45 年以上経過
永年の取引先からの信頼もあり、時代の変遷とともに努力し成長している。
社内スタッフの能力育成と強固なチームワークがあり、高品質な製品を生み出す大切な要素である。
社内、社外の双方からの信頼があるため長い歴史を築けている。

2.自動半田付装置について東京都より経営革新事業の承認を受ける
東京都からの承認もあり、確かな実績や信頼がある。
承認企業へは支援策もあり今後事業展開していくなかで東京都からの協力も得られる。

3.多くの半田付製品の製造、販売
＜例＞
・ソルダーエース（静止型半田槽）
対応性、耐久性、保守の容易さを考慮し、温度調節機を内蔵している為、均一な半田付を簡易に出来る。
作業の効率化の向上を見込める。
・ＳＮＤ-2530Ｔ-Ｓ（静止型半田付装置）
小型である為、省スペースで対応可能
多様な機能を 1 台でこなせる。
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技術アピールシート
あとむせいみつ

株式会社アトム精密

技術キーワード

所在地

[本社]〒193-0822 東京都八王子市弐分方町 571-1

資本金

9,000 万円

主要事業
Web サイト

53 名

従業員数

産業機器、産業装置、FA、
自動化、制御機器

設立年（西暦）

1981 年

産業機器（半導体、自動車、医療、食品等）の設計、製作、据付け等
http://www.atom-group.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 企画運営室
TEL

電気・電子・光学

技術分野

042-623-7050

リーダー

中久喜

功

E メール

nakakuki@atom-group.co.jp

 得意な顧客・市場分野

・生産設備の自動化（Factory Automation）に特化しております。
・産業機器（半導体、自動車、医療、食品等）の設計、製作、据付け等
・レーザーテック株式会社（半導体関連装置、等）
・東芝 I T コントロールシステム株式会社（パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、等）
・その他産業装置機器メーカー

 生産拠点・研究体制

本社（東京都八王子市）
、九州工場（熊本県荒尾市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001、偏心回転式資料粉砕装置の特許取得済（登録番号：4974104）

 得意な技術・製品

PR 詳細

株式会社アトム精密は、産業用設備・生産装置の開発・設計から
加工・組立調整、設置までを一貫しておこなっております。特に、
生産設備の自動化（FA）に特化しております。
対応する業種は、半導体、自動車、医療、食品等と多岐にわたり
ます。また、お客様のご要望にお応えするべく、商品の製造、検
査、搬送等様々なニーズに対応しております。
一例として、家電メーカーにおいて、従業員が手作業で部品を組
立てていたラインを自動化することに成功。自動化による人件費
の削減や品質の向上および均一化に貢献しました。
また、半導体装置分野では、
今まで培ったノウハウが評
価され、各種検査機器のリピ
ート品製作や新規の設計・製
作依頼を受けております。
現在は、さらなる部品の安定
供給やコスト削減の為、海外
の新規サプライヤ開拓をすすめております。
当社では、さらなるお客様のニーズにお応えし、安定した供給ができるよ
う、BCP（事業継続計画）を策定し、本社および九州工場の両工場にて製品
の設計・製造がおこなえるように環境を整えております。
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技術アピールシート
あぺっくすてくのろじ-じゃぱん

電気・電子・光学

技術分野

アペックステクノロジ－ジャパン株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒185-0021 東京都国分寺市南町 2-11-14 トミ－ビル 4F

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

射出成型、金型

設立年（西暦）

2004 年

同軸コネクタ・多極コネクタ・電子機器・部品の設計製造販売及び部品加工受託
http://www.apex-tech.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

5名

従業員数

電気、通信、蓄電池、

淺見

久雄

042-359-3050

asami@apex-tech.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

特殊同軸コネクタの設計開発

 得意な顧客・市場分野

放送機器・無線機器・計測機器・医療機器

 生産拠点・研究体制

台湾・中国

 特記事項（取得資格・認証等）

設計から量産まで確かな品質と低価格でお客様に貢献します
PR 詳細

次世代 2 次電池・・・リン酸鉄リチウムイオン電池
・高い安全性
・正極にリン酸鉄リチウムを使用
・１セル当たりの電圧 3.2V
・‐20℃の低温から 60℃の高温まで、
使用可能温度範囲が広い
・低い自己放電率
・高いエネルギ－密度
・１セル当たりの容量が大きい

次世代テレビ用

4K・8K テレビ用同軸コネクタ
・弊社にて設計
・台湾の協力会社に生産受託
・弊社にて品質保証
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技術アピールシート
いーぷろにくす

イープロニクス株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

基板試作機器、設計ソフト

所在地

[本社]〒151-0053 東京都渋谷区代々木 5-37-6

資本金

7,000 万円

主要事業
Web サイト

7名

設立年（西暦）

1990 年

基板作製・検査機器、設計ソフト等の輸入販売
http://www.epronics.co.jp/home/

連絡先（部署・氏名） 電子機器部
TEL

従業員数

03-3465-7105

小林

亮
E メール

r.kobayashi@epronics.co.jp

 得意な技術・製品

切削、レーザ加工、印刷による基板試作機器、卓上型リフロー炉など

 得意な顧客・市場分野

民間企業(電気・電子系、自動車など)教育機関(工業高校、高専、大学など)、公的機関(産技センターなど)

 生産拠点・研究体制

レーザアプリケーションセンター(東京都大田区、レーザ装置による受託加工など)

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社取扱製品の一部を以下ご紹介致します。
基板加工装置
・基板材料を切削し回路基板を作製する装置。
薬液を一切使用しない為管理や廃棄の手間が無く、また装置付属のソフトによりガーバーデータを自動的
に加工データに変換出来るため、短時間で手軽に回路基板の試作が可能。
企業においては研究開発過程での試作に要する時間短縮による生産性向上、また社外にデータを出すこと無く
試作基板の作製が可能なため情報流出リスクの低減が期待できます。
R&D 用レーザ加工装置
・汎用性の高い UV レーザを用いた研究開発向けレーザ加工装置(IR、グリーンも設定あり)。
リジッド、フレキ、テフロン、セラミック、有機フィルム、ITO などの材料に対応し、金属箔剥離(配線形成)、
有機膜剥離(レジスト等)、基板・フィルムの切断/穴あけ等の加工が可能。
レーザを使用するため、切削式では困難な配線幅 100μ 以下の微細加工を非接触で行えます。
配線基板印刷機
・インクジェットプリンタと金属粒子インクを用い印刷により配線基板を作製する機器。
予め金属粒子インクのカートリッジが装着されたプリンタに専用印刷用紙又は PET シートをセットし印刷する
だけで配線基板の作製が可能。(部品実装は別途実装キットが必要)
写真印刷と同程度の短時間で基板の作製ができるため、試作前の確認などが手軽に行なえます。
卓上型リフロー炉
・作業台上に設置可能な研究開発向け小型リフロー炉。
バッチ式 3 機種、コンベヤ式 1 機種の計 4 機種をご用意しております。
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技術アピールシート
いんぐすしなの

株式会社イングスシナノ

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

ベアチップ実装、曲面貼合

[本社]〒393-0042 長野県諏訪郡下諏訪町北四王 5415-1

所在地

[都内所在地]〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-11-8
2,000 万円

資本金

従業員数

70 名

表示体モジュール製造・組立、ベアチップ実装

主要事業
Web サイト

1946 年

試作・量産受託

http://www.ings-s.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業技術グループ

大槻

0266-27-8056

TEL

設立年（西暦）

浩
E メール

ootsuki-hiroshi@ings-s.co.jp

 得意な技術・製品

MEMS/半導体ベアチップの実装技術、ダイレクトボンディングと曲面貼合

 得意な顧客・市場分野

大手電機メーカー、大学・研究機関

 生産拠点・研究体制

長野県下諏訪町

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001：2015 版認証取得、ソニーグリーンパートナー認証取得
PR 詳細

・曲面貼合
・曲面へのフィルム貼り合せ
・貼付精度

±150μm

※ COG、FOG の実装も対応可能

凸曲面

凹曲面

・ワイヤーボンディング実装

金線 ： パッドピッチ Min50μm

アルミ線 ： 細線 φ25μm～

φ18～50μm

太線 φ125～500μm

パッケージ気密封止（シーム溶接）
高真空封止、ガス置換可能

・フリップチップ実装
接続方法 ： ACF による圧接接続
IC サイズ

： 長辺 20mm 迄対応可

パッドピッチ ： 40μm 迄実績有
Au バンプ
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技術アピールシート
いんてぐらん

インテグラン株式会社
所在地

[本社]〒141-0031

資本金

10,000 万円

主要事業

従業員数

カスタム電源の設計 製造

技術キーワード

電源

連絡先（部署・氏名）

電源 Gr.営業部 平岡 武士
03-3491-6755

163 名

設立年（西暦）

1974 年

オーバーホール

http://www.integran.co.jp/

 得意な技術・製品

電気・電子・光学

東京都品川区西五反田 7 丁目 24 番 5 号 西五反田 102 ビル 6F

Web サイト

TEL

技術分野

E メール

hiraoka@integran.co.jp

温度・湿度・振動・衝撃などの環境に強く、
10 年寿命、20 年継続生産、30 年保守対応できる技術と生産体制

 得意な顧客・市場分野

航空、宇宙、防衛、社会インフラ(鉄道･放送･通信･半導体)向け 電気・電子装置

 生産拠点・研究体制

生産拠点：東京都八王子市、岩手県一関市。

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001/14001 2105 年版取得、JIS Q 9100 準拠対応、ﾏｲｸﾛｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ技術資格
清浄度 1 万以下のｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ常設 他
PR 詳細

当社電源は、航空・宇宙・防衛向けの特殊
電源を中心とし、お客様の要求仕様に基づ
く設計、製造、オーバーホールに至る一貫
したサービスをご提供しております。
海底から宇宙に至る広範囲な使用環境に
国際宇宙ステーション

国際宇宙ステーションで 耐えうる設計技術を保有しており、高信
稼動している当社の電源 頼・耐環境性を要求される装置向けに数多
くの納入実績が有ります。

＜主な電源開発実績一覧＞
航空・宇宙・防衛・防災

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ、航空機、特殊車両、船舶

通信・放送

放送機器、通信制御装置、中継基地局、送信機 他

鉄道車両・信号

車両内表示機、車両無線機、列車無線通信機

社会インフラ機器

海底ｹｰﾌﾞﾙ式説装置、車両充電器
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技術アピールシート
うぇーぶてくのろじ

電気・電子・光学

技術分野

株式会社 Wave Technology

アナログ、デジタル、電源、高周波、回路設計、機
構設計、カスタム計測器、ワイヤレス給電、自律航
技術キーワード
法、リバースエンジニアリング、熱シミュレーショ
ン、応力シミュレーション、EMI 対策、EOL 対応

所在地
資本金
主要事業

[本社]〒666-0024 兵庫県川西市久代 3 丁目 13 番 21 号
[都内所在地]〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-1-1 住友五反田ビル 1F
5,000 万円

206 名

設立年（西暦）

1984 年

半導体周辺回路と応用製品の開発・設計～試作までを請負う設計受託会社

Web サイト

https://www.wti.jp/

連絡先（部署・氏名）

営業部 梶原 一成

TEL

従業員数

03-5436-6405

 得意な技術・製品

E メール

kajiwara.kazunari@wti.jp

アナデジ・電源・高周波回路設計、機構設計、ワイヤレス給電システム設計、自律航法
による位置検知システム設計の受託。リバースエンジニアリング、熱・応力シミュレー
ション技術、EMI 対策、EOL 代替対応、カスタム計測器の提供。

 得意な顧客・市場分野

電子部品・デバイス、情報通信機器、電気機械器具、輸送用機器、精密機器の開発～量
産・販売される顧客。大学、研究所。

 生産拠点・研究体制

設計拠点：兵庫県川西市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001 取得。TELEC 認証取得業務代行が可能。
PR 詳細
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技術アピールシート
えいちあいでー

株式会社エイチ・アイ・デー
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

機械・電気設計、産業用ロボッ
ト、画像処理、ＡＲ

[本社]〒807-0813 福岡県北九州市八幡西区夕原町 10 番 13 号
[都内所在地]〒187-0031 東京都小平市小川町 1-29-9 河野ビル 3F
1,000 万円

従業員数

96 名

設立年（西暦）

2000 年 4 月

ロボット設備、自動化設備、開発・設計サービス、アプリケーションソフト開発
http://www.kk-hid.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京事業所
TEL

電気・電子・光学

技術分野

課長

伊東

042-313-6281

仁
E メール

itou@kk-hid.co.jp

 得意な技術・製品

産業用ロボット、画像処理を使用した自動化設備

 得意な顧客・市場分野

産業用電気機械分野

 生産拠点・研究体制

事業所（東京、神奈川、栃木、名古屋、フィリピン（セブ）
）グループ会社（大連、広州）

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

ロボット技術として近年の弊社では以下の開発を行っています。

〇LeapMotion による 6 軸ロボットのリアルタイム制御
LeapMotion センサーで検知した人の動きをリアルタイムにロボットで再現します。
適応できうる技術の導入例
・熟練者の動きの再現
・危険領域の自動化できない作業など

〇遠隔協調ロボット
モウションキャプチャした人の動きをリアルタイムにロボットで再現します。
適応できうる技術の導入例
・熟練者の動きの再現
・危険領域の自動化できない作業など

〇自動 JOB 生成ロボット
3D カメラで対象物の形状を認識させ、ロボット動作を自動生成するティーチングシステム
適応できうる技術の導入例
・少量多品種ワークの自動塗装塗布
・少量多品種ワークのレーザークリーニングなど
※弊社ホームページより動画をご覧いただくことができます。

弊社では、産業用ロボットと 3D・2D カメラを組み合わせたシステムを得意としており、お客様の設備の自動化、
省力化、合理化、効率化に対して構想開発の段階から参画し、上記の開発したロボット技術を応用しての提案、
設計製作まで一貫して対応させて頂いております。また、弊社では更にロボットシステムに付加価値を高めるべ
く新しいシステムの開発に挑戦しています。
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技術アピールシート
えいでん

電気・電子・光学

技術分野

営電株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

通信、デジタル、アナログ

[本社]〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-7-1
[都内所在地]〒195-0056 東京都町田市広袴 2-17-14
42,950 万円

従業員数

105 名

設立年（西暦）

1964 年

電子計測器及び電子通信機器の製造、販売
http://www.eiden-gp.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部

営業一課

042-736-0959

TEL

電気設計、信号処理、基板、

技術キーワード

E メール

satomura@eiden-gp.co.jp

 得意な技術・製品

高周波(RF)技術、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ｱﾅﾛｸﾞ変復調技術、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号処理技術、映像関連技術等

 得意な顧客・市場分野

電機メーカー、情報機器メーカー

 生産拠点・研究体制

上記本社、町田工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

電子機器、放送関連機器、通信機器、計測機器、基板などの受託開発・生産を承ります。
【技術】

デジタル/
高周波(RF)

アナログ

デジタル

映像関連

技術

変復調

信号処理

技術

ソフト

映像関連

EMC 関連

開発

技術

技術

【概要】
放送・通信分野で長年培ってきた信頼性の高い高度な技術力をベースに、電子機器、通信機器、放送関連
機器、映像関連機器などの受託開発/生産サービスを行っております。
アナログ、デジタル基板、デジアナ混在基板、また、実験・試作検討基板から量産基板にも対応しており
ます。
アナログ・デジタル回路設計、FPGA、ファームウェア、基板設計、筐体機構設計、部品実装、組立配線、
出荷検査まで、全行程に対応可能です。
放送・通信分野で長年培った信頼性の高い高度な技術力でお客様のニーズにお応え致します。
品質やコストはもちろんのこと、少量・多品種・短納期にも対応致します。
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技術アピールシート
えいとでんし

株式会社エイト電子

技術キーワード

所在地

[本社]〒205-0023 東京都羽村市神明台 1-34-1

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

50 名

従業員数

電気・機構設計、基板、

設立年（西暦）

制御組込ソフト

1975 年

電子機器、制御装置及び制御盤の設計開発・製造、基板回路設計及び製作
http://www.eito-denshi.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業課
TEL

電気・電子・光学

技術分野

星 大輔

042-555-5792

hoshi@eito-denshi.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

制御装置の設計・組立配線業務、基板の設計、ハーネス製作

 得意な顧客・市場分野

半導体メーカー、計測機器メーカー、水処理メーカー、食品・飲料メーカー

 生産拠点・研究体制

工場（本社工場・第二工場）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015
PR 詳細
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技術アピールシート
えーえるてぃー

エーエルティー株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

オプトメカトロニクス

所在地

[本社]〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 1-21-10

資本金

2,200 万円

主要事業
Web サイト

レーザ応用機器

15 名

設立年（西暦）

設計、製造、販売、サービス

http://www.alt.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

高野

03-5946-7336

裕
E メール

info@alt.co.jp

 得意な技術・製品

レーザ応用センシング

 得意な顧客・市場分野

三次元計測、パーティクルセンサ、蛍光分析、光 MEMS スキャナ

 生産拠点・研究体制

本社内

 特記事項（取得資格・認証等）

中小企業 2009 年「元気なモノづくり中小企業 300 社」に選定
PR 詳細

お客様の要望を光学・機構・電気の「オプトメカトロニクス」でカタチにします。
発光デバイス（レーザ、ＬＥＤ）、受光デバイス、スキャンデバイスを
組み合わせたユニットや応用システムの開発を得意としています。
営業品目
・計測用レーザ光源
コリメーションユニット
ライン光源
リング光源
パターン光源
・スキャン計測システム
ポリゴンスキャナ検査システム
ＭＥＭＳスキャナ評価システム
・受託開発
レーザスキャンシステム
距離計測システム
レーザ分析システム
・ＯＥＭユニット
パーティクルセンサ
測距ユニット
形状センサ
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技術アピールシート
えすえいちこんさるてぃんぐ

SH コンサルティング株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒108-0023 東京都港区芝浦 4 丁目 21-1-3004

資本金

2,136 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

5名

従業員数

IoT、LPWA、LoRa、

設立年（西暦）

組込みソフト

2013 年 5 月

IoT システム、組込みソフト開発
http://swhwc.com 開発
代表取締役 堀田 慎吉
03-3833-3717

TEL

電気・電子・光学

技術分野

E メール

Shinkichi.hotta@swhwc.com

 得意な技術・製品

LoRa 通信システム、LoRa 開発キット、IoT 制御基板、組込みソフト

 得意な顧客・市場分野

IoT を開発製造する企業様、IoT をシステムに組込まれるお客様

 生産拠点・研究体制

東京都国分寺市のオフィスとベトナム子会社(従業員 10 名)でハード・ソフト開発

 特記事項（取得資格・認証等）

平成 26 年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金交付
平成 29 年 1 月関東経済産業局 経営力向上計画認定
PR 詳細

LoRa 開発キット

長距離無線 LoRa 対応製品の評価・実証を支援！
新たな IoT 製品の開発をバックアップ
LoRa (Long Range) とは、長距離通信が可能で、かつ消電力な新しい
通信システム LPWA (Low Power Wide Area) のひとつ。市内では 2～
3km、郊外では約 10km の距離が可能でありながら、通信費は無料と
いう特色から、IoT 製品の開発で注目されています。
SH コンサルティングの「LoRa 開発キット」は、LoRa 対応製品の性能
評価、実証実験を行う開発キットです。製品・機器からの様々なセン
サーデータや位置データの取得、管理、制御などのお客さまのアイデ
アを手早く実現する事が出来ます。その後の製品化の時にも、このキ
ットをベースに通信部分のカスタム設計やソフトウエア開発を受託。
開発の検討、実現性の評価、製品化を確実にサポートします。

構成
ゲートウエイ (親機) 1
センサーモジュール (子機) 2
評価用センサー 4
制御ソフトウエア
クラウド接続ソフトウエア

実績例 (左から)
- ドローンによる大気中のデータ
- 火山での降灰・土壌浸透性
- いちご農園のビニールハウスの温度・湿度・土壌水分
これらのデータのクラウドへのアップロード、データ処
理の実績があります。
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技術アピールシート
えすこ

電気・電子・光学

技術分野

株式会社エスコ

技術キーワード

各種モータ、
電動アクチュエータ

所在地

[本社]〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-7-16 ビューロ平河町

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

39 名

設立年（西暦）

1989 年

各種モータ、送風機、制御機器、電動アクチュエータ、その他アッセンブリ品 開発・製造・販売

http://www.esco-net.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

大槻 洋一

03-5212-3470

E メール

ootsuki@esco-net.co.jp

 得意な技術・製品

各種モータ・各種電動アクチュエータ・各種電動ユニット製品

 得意な顧客・市場分野

産業機器、食品機器、自動車関連、医療・福祉・健康機器 その他多岐業界

 生産拠点・研究体制

山形工場（山形県 山形市）

 特記事項（取得資格・認証等）

関連企業：株式会社エスプレモ
PR 詳細

当社は、各種モータ・送風機・制御機器・電動アクチュエータ・その他アッセンブリ品のメーカーです。
標準品だけではなくて、カスタム品にもご対応致しております。
当社の山形工場では、モータのロータ・ステータ・巻き線・ワニス含侵・着磁まで、
すべて自社工場で一貫生産が出来る体制を整えております。
また、中国・台湾には、協力会社・協力工場が多数あり、特に物量の多い製品につきましては、
委託生産をして、山形工場で全品検査の上、品質保証をして出荷致しております。
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技術アピールシート
えれくとろしすてむ

エレクトロ・システム株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

デジタル・アナログ受託開発

所在地

[本社]〒176-0002 東京都練馬区桜台 4-2-8 飯田ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1983 年

回路設計、FPGA 設計、ファームウェア開発、基板設計、試作・小～中規模量産
http://www.electro-system.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 森田
TEL

4名

従業員数

章

03-3948-7670

E メール

morita.esc@dream.com

 得意な技術・製品

回路設計、FPGA 設計、ファームウェア開発、基板設計、試作・小～中規模量産

 得意な顧客・市場分野

民生用電子機器業界、産業用電子機器業界

 生産拠点・研究体制

本社（東京都練馬区）

 特記事項（取得資格・認証等）

ソニー グリーンパートナー認定
PR 詳細

開発～小量量産までを一括して受託する事が可能です。
創業以来 37 年間 の実績があります。
大手のお客様との長期に渡るお取引実績があります。
超高精細映像機器、工業用測定器、微小信号取扱い器機 などの多種多様な開発で培った 技術力 と 知識 が
蓄積されています。
就業以来一貫して電子機器の受託開発や半導体関連の仕事に携わって来たベテラン揃いです。
ベテラン揃い故の 発想力 と 先を読む想像力 を以て、弊社ならではの提案をさせて頂きます。
社員それぞれが、仕事への 情熱 と 責任感、プライド を持っています。
多くのパートナー企業様（基板実装、組立てなど）との長年に渡る強固なパートナーシップがあります。
機材や設備への過大な投資を抑え、質実剛健 を旨とする事で、価格面でのメリットを提供します。
開発事例（超高精細映像機器用 開発基板）
受託内容：回路設計、FPGA 設計、ファームウェア、基板設計、基板作成・実装・組立て、デバッグ
仕様：8 層、約 5,000 ピン、部品約 1,500 点(XC7K160T 他)、等長配線、インピーダンスコントロール
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技術アピールシート
おーぜっとえんじにありんぐ

有限会社オーゼットエンジニアリング

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

設備機械開発

所在地

[本社]〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 1177-2

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署名）
TEL

従業員数

5名

設立年（西暦）

2001 年 10 月

構想発想から詳細設計を得て、装置完成までをトータルに手がける製造装置開発メーカー
Http://www.oz-eng.com/
代表者 加藤 智宏
042-556-5188

 得意な技術・製品

E メール

kato@oz-eng.com

ロボット、サーボモータ等を用いた設備の精密組立

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は、構想開発から詳細設計を経て、装置完成までをトータルに手がける設備機械開発メーカーです。
自動車部品製造装置開発における様々な難題解決の豊富な知識を生かし、異業種の製造装置開発に携わりたいと
考えます。
テーマのヒヤリング
↓
構想の打合せ
↓
構想案の提示
↓
詳細設計（機構・電気）
↓
○高精度装置を満足させる機構設計

部材調達

○国際規格に則った電気回路設計

↓

○様々な用途に対応可能な標準化 Pag

装置組立・配線

○測定器を用いた精密組立

↓

○高いロボット運転技術

運転調整、デバッグ

○数値制御による装置造りを得意とする

↓
納入、アフターフォロー

「ゼロ（０）からスタートし頂点（Z）を目指す。」
社名にこめられた思いを実現すべく、技術の最先端を極めること、及び、少数精鋭の技術集団になることを目指
しています。

151

技術アピールシート
おぷたー

株式会社オプター

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

UV-LED 照明

所在地

[本社]〒177-0045 東京都練馬区石神井台 6-2-40

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2000 年

画像処理装置用を主に LED 照明の開発・設計・製造
http://www.opter.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

5名

従業員数

大上 雄司

03-6904-6410

ohue@opter.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

LED 照明・電源及び光ファイバー応用製品の試作・開発・設計・製造

 得意な顧客・市場分野

FA 業界を中心とした産業市場

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

中国語対応可
PR 詳細

【UV-LED 照明】
UV-LED 市場を今後の重点として捉えており、
LED 黎明期からの経験を活かせるものと考えております。

上記の LED スポット照射照明、顕微鏡用照明はすでに製作しており、
今後は深紫外 LED を用いた製品などを考えております。
大手に断られたような特殊な案件を手掛けることも多く、
そういった経験が当社の強みです。
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技術アピールシート
おりおんおぷてぃくす

電気・電子・光学

技術分野

オリオン・オプティクス株式会社

技術キーワード

レンズ、フィルター、ミラー、

所在地

[本社]〒191-0031 東京都日野市高幡 1004-5 ｼﾞｬｶﾗﾝﾀﾞ 302

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

2名

設計、試作、評価

設立年（西暦）

2004 年

光学機器及び部品の設計・試作・量産
http://www.orion-opt.co.jp/
代表取締役

浅井 康宏

042-506-5366

E メール

asai@orion-opt.co.jp

 得意な技術・製品

FA 関連光学機器、半導体レーザ関連光学部品、ミラー等

 得意な顧客・市場分野

FA 関連企業

計測機器製造企業

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は小規模ではありますが、オプトエレクトロニクス関連業界で長年業界の発展に寄与してきました。
光学機器や部品の選定については、既存製品のご紹介や新規設計のお手伝い等、的確なコンサルとご希望に添え
る設計・製造をご提案させていただきます。
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技術アピールシート
かざと

カザト株式会社
所在地

[本社]〒174-0054 東京都板橋区宮本町 1-6

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

電気・電子・光学

技術キーワード

研磨液添加固着防止剤

10 名

従業員数

設立年（西暦）

1957 年

貴金属のリサイクル
http://www.kazato1914.com

連絡先（部署・氏名） 総務
TEL

技術分野

風戸

美由記

03-3966-0111

mkazato@kazato1914.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

研磨液に添加するだけで、製品、機械への固着防止、研磨熱を低減する。

 得意な顧客・市場分野

ガラス・レンズ等研磨会社

 生産拠点・研究体制

工場・研究室(埼玉県狭山市)

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

シリカやセリウムの固着を防止する製品
「AP-201K」は研磨の際に、レンズやガラス、研磨機にシリカやセリウムが固着して困るという
声から生まれた製品です。
製品の性質
１．固着したものを取るのではなく、固着を防止する観点で開発されています。
２．優れた沈降性と分散性
３．研磨時の研磨熱の低減
４．研磨レート維持
５．レンズだけではなく、研磨機やホースなどへの固着・つまりも解消します。
６．使用方法はお使いの研磨液に添加するだけです。
ホームページに比較写真や清掃時の動画も掲載しています。
↓研磨後のセリウムの固着状況比較
↓添加無し

↓研磨パッド交換時

↓添加有
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技術アピールシート
きたがわでんき

北川電機株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒182-0034 東京都調布市下石原 3-26-4

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

39 名

高電圧、部分放電、
パワエレ、電力損失

設立年（西暦）

1969 年

医療用トランス、高電圧トランス、高周波トランス、高周波リアクトルの設計・製造・評価
http://www.kitagawa-denki.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業課
TEL

電気・電子・光学

技術分野

伊藤

保生

042-485-3489

E メール

sales@kitagawa-denki.co.jp

 得意な技術・製品

医療機器安全規格適合、部分放電評価、高周波損失評価

 得意な顧客・市場分野

医療機器、社会インフラ、鉄道、建設機械、半導体

 生産拠点・研究体制

[生産拠点]本社工場での一貫生産

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 認証取得

[研究所]同工場にて設計、評価、開発も実施

PR 詳細

①カスタム製品の設計製造技術
・部分放電を抑えた高圧トランス、及び真空モールド注型
・損失を抑えた、高周波トランス、高周波リアクトル
・医療機器規格（IEC60601-1）をはじめ、UL 規格、CE マーキング対応の絶縁トランス
②高圧、高周波製品を支える計測技術
【 高周波部分放電 】


耐電圧試験では検出できない



通常 50/60Hz で行われる試験を、50kHz の高
周波でも試験が可能



高圧+高周波トランスの信頼性向上に必要不
可欠な評価項目

【 高周波損失 】


高周波化が進むにつれ、高周波固有の損失（鉄心のヒステリシス損
や渦電流損、銅線における表皮効果や近接効果による電流密度の偏
りなど）が増加



独自のリアクトル評価設備、バイポーラ電源など、各種高周波電源
を所有。



正弦波以外にも、矩形波、三角波、直流重畳など、使用状況に近い
環境で電力損失や発熱を評価することが可能
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技術アピールシート
きょうせみ

京セミ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

通信、ロボット、IoT、
センサ、画像認識

[本社]〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町 307 番地 21
[都内所在地]〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-34-3 第 24 スカイビル 2F
31,000 万円

従業員数

180 名

設立年（西暦）

1980 年

受発光半導体デバイス・複合半導体デバイスならびにモジュールの開発、製造及び販売
http://www.kyosemi.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業開発部
TEL

電気・電子・光学

技術分野

明畠 正和

03-5312-5360

 得意な技術・製品

E メール

show@kyosemi.co.jp

光半導体の専業メーカーです。自社生産で LED、フォトダイオード、フォトトランジス
タ等取り扱いしています。

 得意な顧客・市場分野

分析計測、医療、通信、家電、エンコーダ、金銭機器、OA などのメーカー

 生産拠点・研究体制

開発・製造：北海道(2 拠点) 営業：東京・京都 海外営業：アメリカ他

 特記事項（取得資格・認証等）

全製品 RoHS 指令適応 ISO9001 及び ISO14001 認証取得
PR 詳細
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技術アピールシート
きよはらこうがく

株式会社清原光学

光学設計、電気・機構設計、

技術キーワード

所在地

[本社]〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-18-10

資本金

10,962 万円

従業員数

16 名

研磨、干渉計

設立年（西暦）

1987 年

光学設計及び光学部品・モジュールの製造、干渉計等光学計測器の開発

主要事業
Web サイト

http://www.koptic.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役管理部長
TEL

電気・電子・光学

技術分野

03-5918-8501

一井 洋孝
E メール

hichii@koptic.co.jp

 得意な技術・製品

当社光学設計のカスタム光学製品製造、干渉計、光学測定機開発、光アンテナ、ｆMRI

 得意な顧客・市場分野

大学、国・民間研究機関 自動車業界、ヘルスケア業界等

 生産拠点・研究体制

大阪大学と共同研究中（深紫外領域の光学部品の開発）

 特記事項（取得資格・認証等）

特許多数保有 http://www.koptic.co.jp/opt/patent/index.html
PR 詳細

【１】光アンテナ・宇宙望遠鏡
長年の光学設計ノウハウをいかし、光アンテナや宇宙望遠鏡を作成しています。
また気象用レーザーレーダー等の受託開発も承っています。
※2014 年 6 月に打ち上げられた「ほどよし４号」という小型衛星に
当社が製造した宇宙望遠鏡が搭載されています（写真①）。
写真①【宇宙望遠鏡】
【２】光学計測器（干渉計等）
当社は、カスタム干渉計の開発技術を有しており、お客様の計測ニー
ズを実現いたします。
開発例）
・φ500mm を 5m から測れる「SuperFIZ＋BE500」（写真②）
・非接触形状検査装置（干渉計＋「CGH」
）開発中

豊 富な干 渉計開 発

プリズムや薄板も測れ

経験をいかし、お客

る SCI 技術を搭載した

様 のお手 元にあ る

Apre Instruments 製

古 い干渉計 のアッ

新干渉計 S-Series の取

プ グレード サービ

り扱いを開始しました

写真②【SuperFIZ＋BE500】

スを始めました
【３】カスタム光学部品製造等
深紫外～赤外領域の幅広い波長に対応した光学設計や光学部品製造が可能です。
また、長年ご愛顧いただいているｆMRI の視覚刺激装置などを製造販売しております。
※詳細は、当社ホームページをご覧ください（ http://www.koptic.co.jp/ ）
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技術アピールシート
くらっぐでんし

合同会社クラッグ電子

技術キーワード

所在地

[本社] 〒191-0016 東京都日野市神明 1-2-1

資本金

750 万円

主要事業
Web サイト

2名

従業員数

電子回路設計、温度制御、
センサ、組込みソフト

設立年（西暦）

2016 年

・ペルチェコントローラ、ペルチェドライバーの製造・販売
・電子回路設計、電子応用機器の受託開発・製造・販売
http://kurag.o.oo7.jp/kurag-el/

連絡先（部署・氏名） 代表社員
TEL

電気・電子・光学

技術分野

小川 洋一

042-843-2712

kurag.info@biz.nifty.jp

E メール

 得意な技術・製品

電子温度制御機器の自社開発・製造、ご要望に合わせてカスタマイズいたします。

 得意な顧客・市場分野

試験研究機関、教育機関、電気・電子機器製造会社、航空・宇宙機器製造会社

 生産拠点・研究体制

東京都日野市

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

■ 自社製品（電子温度制御機器）
ペルチェ素子と温度センサーを接続し、対象物の温度をコントロールするペルチェ温度コントローラの
製造・販売を行っております。
当社のペルチェ温度コントローラは、温度制御の応答速度が速く、高精度で安定した駆動が可能です。
さらに、使用用途に合わせたカスタマイズも承っておりますので、幅広い用途に対応可能な製品です。

高機能・大出力
ペルチェコントロ－ラ

超小型
ペルチェコントロ－ラ

小型ケース仕様
ペルチェコントロ－ラ

電源内蔵・大出力
ペルチェドライバー

― 新たに、超小型・大出力のペルチェ温度コントローラを開発中です。―

■ 受託開発
電子機器の回路設計、試作・量産製造等の受託開発、試作品 1 台から承ります。

■ カスタマイズ
自社製品のカスタマイズ、OEM 提供等、お客様のご要望に合わせた製品を製作いたします。
その他にも、回路設計や試作基板の製作のみのご依頼も承っておりますので、なんでもご相談ください。
お客様のニーズに合わせ、高品質な製品をご提供いたします。
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技術アピールシート
くれあくと

株式会社クレアクト

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

アナログ・デジタル回路設計

所在地

[本社]〒144-0011 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

資本金

2,100 万円

主要事業
Web サイト

13 名

設立年（西暦）

1976 年

受託設計、試作製造、海外製品輸入、福祉機器販売
https://www.creact.co.jp

連絡先（部署・氏名） 新規事業開発室
TEL

従業員数

チームリーダー

03-3444-5601

E メール

許

卉
Ki.Kyo@creact.co.jp

 得意な技術・製品

電子回路設計

海外製品-生体信号計測機器(脳波、眼球運動等)、慣性計測ユニット

 得意な顧客・市場分野

国公私立大学、国立研究所、自動車業界、重工業業界

 生産拠点・研究体制

品川区五反田

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
今回はご要望に沿えるシステムとして、フランス国 TEA 社の CAPTIVE 統合計測システムを御紹介します。
製品名：CAPTIVE7000 プレミアムシリーズ 各種生体信号、視線、脳波計測とデータ解析システム
＜プレミアムシリーズ特徴＞

全身モーションセンサ（電磁ノイズと振動にロバスト）と生体信号の同期計測・解析が簡単に

視線計測（faceLAB、Tobii）、脳波計測（B-Alert、EPOC）、その他ツールの同期計測・解析もスムーズ

ワイヤレスセンサシステムで被験者が拘束されないリアルタイム計測とデータロガー計測

運転中、作業中、スポーツ中、リハビリ中、会議中、学習中など屋内外で自然な行動計測に

観察ビデオは 4 つまで取込み可能、ビデオコーディング機能、センサデータと同期表示も簡単
システム概念図

CAPTIV-7000 シリーズにはビデオコーディング－タスク分析機能が付いています。
この機能だけを抜き出したソフトウェア『CAPTIV-L2100』も用意しています。
 クリックするだけでジェスチャー、姿勢、動作、場所、出来事など観察分類を簡
単にコード化
 ユーザーフレンドリーな編集機能
 ビデオ画像と同期した行動の持続時間をその場でグラフ化
 データ処理、統計、多基準のフィルタリング、マルチメディアレポート

アイトラッキングとの連携
CAPTIV は EyeTracking 社製アイトラッカー『FX3』やその前モデル
『faceLAB』、Tobii 社製の『Tobii アイトラッカー』からアイトラッキ
ングの同期データを取り込み、生理学的データとビデオデータを同一の
画面で分析できます。その他ほとんどのアイトラッキングシステムとの
互換性があります。
脳波計(EEG)との連携
ABM 社 B-Alert と Emotiv EPOC 脳波計測ツールと接続し同期計測・分析が出来ます。EEG の認知状態と瞳孔径、皮膚コンダクタンス
が同時に観察できます。
センサの種類
＊モーションセンサ：全身モーションキャプチャー T-Sens モーションを全身 15 ヵ所に装着すれば全身のモーションを
計測・分析できます。
＊生理学センサ他：T-Sens センサには人間の行動分析に必要な筋電、心電、心拍、呼吸、皮膚伝導、皮膚温度、ゴニオ、
加速度、傾斜、ダスト等様々なセンサが揃っています。計測データの記録は次の 2 つの方法から選択できます。
ビデオ分析（コーディング機能）
CAPTIV-7000 シリーズにはビデオコーディング－タスク分析機能が付いています。この機能だけを抜き出したソフトウェア
『CAPTIV-L2100』も用意しています。
T-SensセンサやT-Sensモーション以外にも、他社製の視線計測装置や脳波計、その他の計測ツールをシームレスに接続し簡単に同
期計測、分析を行います。 詳細は https://www.creact.co.jp/category/item/measure/ergonomics
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技術アピールシート
けいおーる

株式会社ケイ・オール
所在地

[本社]〒206-0811 東京都稲城市押立 1047-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

基板

81 名

従業員数

設立年（西暦）

1990 年

部品実装・リワーク・改造・基板設計
http://www.kei-all.co.jp/
営業部

佐藤

祐樹

042-370-3550

E メール

ysato@kei-all.co.jp

 得意な技術・製品

部品実装・BGA・LGA・QFN リワーク・その他 改造

 得意な顧客・市場分野

電機メーカ

 生産拠点・研究体制

東京・大阪

 特記事項（取得資格・認証等）

新規リフロー導入 (千住金属工業：SNR-840GT)
PR 詳細

●試作実装：1 枚から対応させて頂きます。
手付け

手載せ

マウンター(YAMAHA・MYDATA)

●リワーク対応：各種対応（BGA・CSP・LGA・QFN）等、最狭ピッチ 0,3 ㎜
＊ｱﾝﾀﾞｰﾌｨﾙ付き BGA 対応（塗布を含む）

BGA ジャンパー

POP 実装

＊専用ﾒﾀﾙﾏｽｸあり 5,000 種以上 保有
＊各種はんだボール完備（窒素管理）
＊リワーク機 6 台・熟練作業者 8 名
＊前年度 リワーク実績 案件数 2,800 件
●その他の対応
＊改造対応：部品交換・ジャンパー・パターンカット
＊防衛・航空宇宙関連対応：IPC 規格クラス 2 で対応
＊各はんだ組成実装可：共晶・Pb フリー・RoHS
＊基板設計/基板発注
＊購買部門有、チップＣＲ在庫完備：1608/1005 等
＊各案件特急対応可能
◆本社(東京都稲城市)・中部設計ｾﾝﾀｰ(岐阜県羽島市)・関西工場(大阪府枚方市)
3 拠点よりお手伝いさせて頂きます。
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技術アピールシート
こーきでんし

株式会社コーキ電子

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電源

所在地

[本社]〒192-0051 東京都八王子市元本郷町 1-13-9

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

9名

設立年（西暦）

直流安定化電源の開発・設計・製造・販売
http://www.koki.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

富山

裕也

042-622-2213

E メール

tomiyama@koki.co.jp

 得意な技術・製品

低ノイズ電源・カスタム電源・電源ユニットのソリューション

 得意な顧客・市場分野

医療機器・半導体装置・分析機器業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

2012 年 6 月

エコアクション 21 認証取得
PR 詳細
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技術アピールシート
こーだでんし

コーダ電子株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

回路、基板、筐体、FPGA、GUI

所在地

[本社]〒188-0011 東京都西東京市田無町 3-10-14

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

1984 年

回路設計(アナログ/デジタル)・基板設計・筐体設計・FPGA 設計・ハードに伴うソフトウェア設計

http://www.coder.co.jp

連絡先（部署・氏名） 工藤

朋博

042-444-7333

TEL

15 名

E メール

kudoh@sakura.coder.co.jp

 得意な技術・製品

計測機器などの回路・基板設計、機構設計、受託技術開発

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、宇宙関係

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

なし
PR 詳細

私たちは『できないと言わない』が合言葉の技術者集団です！
～受託開発で得た知識・経験で皆様の自社製品・開発案件など、もの作りのお手伝いを致します！～

☆回路設計

設計環境：OrCAD Capture

■設計実績…医療機器用画像処理装置/IC 評価装置(宇宙関連)

☆FPGA 設計

設計環境：vivado(xilinx),quartus(altera)

使用言語：verilog HDL , VHDL
■設計実績…医療機器(クラス II)FPGA ボード /イメージセンサ画像処理用 FPGA ボード
処理能力 100 万パケット/秒のハードウェア NTP サーバ

☆基板設計

設計環境：Allegro 他、お問い合せ下さい

高速伝送等、電気特性を考慮したデザインルールをご提案！
■設計実績…PCI EXPRESS/DDR3,DDR4/HDMI、USB3.0、SATA など各種 I/F

☆筐体設計

設計環境：Autodesk

■設計実績…計測機器などの筐体設計/VME 用専用ラック等への組込み筐体設計

☆ソフトウェア開発

設計環境：Visual Studio

■設計実績…H8/PIC/ARM7/SH2/SH3/C 言語
マイコン・FPGA を制御する Windows ソフトウェア(GUI も対応可能です)

☆その他
ケーブル製造・組立・部品調達・小ロットの量産品も社内で対応可能！！
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技術アピールシート
こーでんしてぃーけー

電気・電子・光学

技術分野

コーデンシ TK 株式会社

技術キーワード

光センサ、フォトダイオード、
デジタルサイネージ

所在地

[本社]〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

43 名

設立年（西暦）

1973 年

光半導体／光センサ／デジタルサイネージを中心として電子部品／機器の販売

http://www.kodenshi-tk.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 新規事業室
TEL

従業員数

FAE 相田 耕平

03-6455—0280

E メール

k-aida@kodenshi-tk.co.jp

 得意な技術・製品

自社シリコンプロセス保有、一貫生産を特徴とするコーデンシのグループ企業。

 得意な顧客・市場分野

事務機、産業機器、ロボット、自動車、AV、デジタルサイネージ

 生産拠点・研究体制

設計・開発（京都、長野、韓国、中国）
、生産（京都、長野、韓国、中国）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001,ISO14001 取得。光センサ全般取扱い。カスタム品、他社品置換え対応。
PR 詳細

■光センサーモジュール
・用途：ほこりセンサ、移動量(2D)センサ、ケーシング付エンコーダ、
イメージセンサ、測距センサ、TOF センサ

■光センサーデバイス（赤外 LED、フォトダイオード、照度センサ、反射型エンコーダー等）
・用途：CT スキャン、パルスオキシメーター、静脈認証、オートライトセンサ

■LED デジタルサイネージ
・用途：LED 電飾看板、店舗装飾、電光掲示板、
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技術アピールシート
こすもてっく

株式会社コスモテック
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 5-5-35

資本金

6,000 万円

主要事業

Web サイト

電気・電子・光学

技術キーワード

表面処理、複合材

45 名

従業員数

設立年（西暦）

1989 年

● 粘着シート・テープの開発及び製造販売
● 粘着製品の印刷・加工・開発及び製造販売
● 印刷インクの開発製造
● 転写シール（熱・溶剤・感圧）の開発及び製造販売
● ウェアラブルメモ
上記に関するコンサルティング
http://www.cosmotec.ne.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

李

静

042-526-1411

sales@cosmotec.ne.jp

E メール

【技術】印刷・粘着・コーティング技術/抜き加工・ラミネート技術
【製品】ウレタン保護フィルム・自己修復フィルム・ダイシング用テープ
・その他工業用テープ・肌用感圧式転写シール
 得意な顧客・市場分野 ・ディスプレイ業界 ・電子業界 ・半導体業界 ・その他工業
 得意な技術・製品

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

コスモテック本社：粘着シート・テープの開発、製造、販売
開思茂電子科技（蘇州）有限公司：粘着シート・テープの加工、販売
ISO9001/14001、SONY GREEN PARTNER、医療機器製造業認可取得
PR 詳細

粘着・接着技術

インク技術

コーティング技術

高分子技術
【開発事例】

複
技

合
術

加工技術
印刷技術
ラミネート技術

◆ 光学機器／モジュール向け保護フィルム
※世界初のウレタン系保護フィルム、糊残りなし
日本／台湾／中国／韓国のタッチパネルメーカーで採用

◆ 電子部品・半導体向けダイシング用テープ
※UV 剥離／熱剥離シート
粘着力等を自由に設計が可能

◆ 自己修復フィルム
※約 2 秒でキズが自動修復
塗装液での提供も可能

◆ 肌用感圧式転写シール
※ 皮膚の伸び縮みに追従し、水にも強く、容易に剥がれない。

◆ウェアラブルメモ（WEMO)
いつでも、どこでも書けるウェアラブルメモ
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抜き加工技術
転写技術

技術アピールシート
さとーせん

株式会社サトーセン

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

基板

[本社]〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守 3-7-27

所在地

[都内所在地]〒190-0011 東京都立川市高松町 3-14-14 OT ビル 6F
9,954 万円

資本金

従業員数

180 名

設立年（西暦）

1930 年

プリント基板製造

主要事業

http://www.satosen.co.jp

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 東日本営業課

鳥居 寛人

042-512-5931

TEL

E メール

h_torii@satosen.jp

 得意な技術・製品

薄型プリント基板の製造・開発

 得意な顧客・市場分野

通信機器・産業機器関係

 生産拠点・研究体制

製造工場(大阪市)・検査工場（中国シンセン）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001 取得
PR 詳細

＜ストレッチャブル PCB スタンダード＞
① 凹凸や曲面に追従
② 伸縮、折れ曲がりでも通電
③ 様々なセンサー電極になる
(例）静電・生体・圧力センサー等
④

PTC カーボンを用いてヒーターとして

＜ストレッチャブル PCB プレミアム＞
① 伸縮且つ抵抗値変化が少ない
② リフロー実装が可能
③ スルーホール、多層基板が可能

スタンダード

プレミアム

④ 低誘電で伝送損失を低減
＜キャパシタ内蔵基板＞
“エンベデッドキャパシタ”⇒ コンデンサの働きをする部材
基板に内蔵することでメリットは・・・
・
「基板上の実装部品とキャパシタ間の距離を短くできる」
・
「信号ノイズの低減が可能」
・
「回路の高密化、高速化」
※ターゲットアプリケーション
A.ハイエンド・高周波基板・・・サーバー、ルーター、スーパーコンピューター、ATE
B.モジュール基板・・・携帯電話、PDA、PC 周辺機器、Mems マイクや MemsALS
A

B
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技術アピールシート
さんえーでんき

サンエー電機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

カスタム電源、LED 電源、
高圧電源、トランス

[本社]〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町 295 番地
[都内所在地]〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-8-14 佐一多町ビル 3F
7,000 万円

100 名

従業員数

設立年（西暦）

1971 年

各種電源 及びトランスの設計・製造・販売
http://sun-eh.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

電気・電子・光学

技術分野

秋山 浩二

03-3256-2486

akiyama@sun-eh.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

高効率、低ノイズ、低リップル、低漏洩等の知識･経験･ノウハウを駆使した電源設計

 得意な顧客・市場分野

医療業界、産業機器業界、LED 照明業界

 生産拠点・研究体制

設計開発（京都市）
、工場（京都市・舞鶴市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001(1998 年),14001(2002 年)取得、工場資格:光源応用機械器具類,交流電動機等応用機器製造 等
PR 詳細

電源に関するお客様のお困りごとを、お客様の立場になって解決します。

医療機器用電源

① 医療機器向け／産業機器向け カスタム電源
各種 医療機器向け、産業機器向けに多数の開発実績を持ちます。
医療規格(IEC60601)や各種規格対応はもちろん、
独自の要求仕様・課題にも親身になってお応えします。
バッテリー、キャパシタによる停電対応などにもお応えします。
特徴的な技術として、
・光源電源：UV,ｷｾﾉﾝ,ﾊﾛｹﾞﾝ,HID などの各種ランプ点灯電源も

空気清浄機用高圧電源

多数実績がございます。

UV ランプ用インバータ電源

ランプ制御の高容量インバータ電源なども対応できます。
・高圧電源：除電器、ｵｿﾞﾝ発生装置(水処理,殺菌用等)、空気清浄機、
集塵器用などのニーズに対応。
② LED 照明向け電源（PSE 対応の標準品からセミカスタムまで対応します）

LED 電源

高効率・高力率・高信頼性の電源で、省エネと長寿命化にお応えします。
道路／ﾄﾝﾈﾙ照明・高天井照明・投光器・街路灯・看板照明など
各種照明器具向けに 100 万台を越える納入実績がございます。
国交省仕様、NEXCO 仕様への対応もお任せください。
最近では UV-LED や有機 EL の点灯用電源としてもご利用頂いております。
③ トランス各種
医療用から産業用まで、 ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ、ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ、ﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ、ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟなど
各種対応します。
医療用の高圧トランス(10 数 KV)なども対応しています。
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トランス各種

技術アピールシート
さんせいでんき

三省電機株式会社
所在地

[本社]〒142-0063 東京都品川区荏原 5-11-13

資本金

9,900 万円

23 名

従業員数

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

センサー、スイッチ

設立年（西暦）

1956 年

各種無線通信機器用内蔵・外付けアンテナの開発、製造・販売

主要事業
Web サイト

http://www.sansei-e.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 社長室長

岩井

03-3784-5103

TEL

健一
Iwai_k@sansei-e.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

静電容量結合技術による小型広帯域内蔵・外付けアンテナの開発、生産及び三次元測定

 得意な顧客・市場分野

顧客：無線機器メーカー及び商社。市場：主にデジタル無線機器市場、公的研究機関

 生産拠点・研究体制

生産拠点：中国、台湾、日本国内

 特記事項（取得資格・認証等）

ＩＳＯ９００１認証取得、ＩＳＯ１４００１認証取得

研究開発体制：本社技術部、及び中国工場技術部

PR 詳細

【試作済技術】

（用途その１：見守り介護）

静電容量式タッチセンサー

・右のタッチセンサーを手で触れるだけで呼び出し
・押しボタン式ができない人でも操作可能
・Bluetooth でスマホに送信、自宅介護にも適合

展開１

展開３
展開２

（用途その２：ノータッチスイッチ）

展開３

（用途その３：多様な展開へ）

・静電容量の値を調整、手を近づけるだけで ON/OFF 入力

◎タッチスイッチ、プッシュスイッチを

・病院、給食センター、スーパー等の衛生スイッチに・・

弱者に適したノータッチ式スイッチに

・センサを小型化し、手の平とセンサー面の空間寸法を

置き換えたい！！

調整する。

ノロウイルス対策に最も適合

●信号機の押しボタンを静電容量式に。
・指に力のないお年よりも多い。
・手袋をしてる人、包帯を巻いた人、
手荷物が多く釦を押せない人の為に
●無人受付の呼び鈴やレストランの呼び
鈴も押しても、近づけてもＯＮ！！
●目や身体の衰えた人の杖などの工夫
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技術アピールシート
しーけいえす

CKS 株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電源、電気・機構設計

所在地

[本社]〒190-0012 東京都立川市曙町 1-24-11 橋本ビル 8F

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

10 名

設立年（西暦）

2014 年

・開発設計（電源などのアナログ技術も含めた幅広い電子機器製品開発）
・支援業務（電源設計ノウハウ指導・工程指導支援・各種申請関連支援・新規製品企画支援）
http://www.cks-da.com

連絡先（部署・氏名） 管理統括部
TEL

従業員数

髙田 千寿子

042-595-7383

E メール

kanri@cks-da.com

 得意な技術・製品

スイッチング電源・充電器ユニット／ノイズ対策・トランス等インダクタ類

 得意な顧客・市場分野

市場分野：照明機器・再生エネルギー関連機器・医療機器・アミューズメント・他

 生産拠点・研究体制

生産拠点：中国深圳・国内山梨県／開発部門：東京都立川市

 特記事項（取得資格・認証等）

LINK-TRANS

(特開 2016-058513）

＝インターリーブ方式 PFC 用インダクタ

LINK-TRANS

(特開 2017-180256）

＝インターリーブ方式 PFC 用インダクタ

CROSS-TRANS （特開 2016-018857）

＝スイッチングトランス用低ノイズトランス 他

PR 詳細

スイッチング電源（電流共振方式・フォワード方式・フライバック
方式等）
・モータドライバなどのアナログ技術をコアコンピタンスと
して、μＣＯＭ制御系回路(デジタル回路)も含めた複合設計・実装
技術を得意とする。昨今ＡＩロボット用のリチウム充電器モジュー
ルや IoＴ機器応用製品などの開発製品にも参入。
電源ユニットでは、LED 照明用電源、各種産業機器用電源等、数々の
開発を行っております。
電源設計にて苦労する安全性を確保した“ノイズ対策・小型化対応”
上

200W 空気清浄機用電源

に対して、トランスそのものの特性を考慮した、新しい技術でのイ
ンダクタ製品などを創出しています。
また、電源業界で長年携わった知識と経験を活用し、電源ノイズ対
策支援（部品選定・基板Ａ／Ｗ設計・実装法など）では、多くのお
客様の対応を実施しております。

左上：インターリーブ方式 PFC 用インダクタ
右上：スイッチング電源用低ノイズトランス

※開発実績多数。開発、製造、支援業務まで対応します。
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技術アピールシート
じーでばいす

株式会社ジーデバイス
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

電気・電子・光学

技術キーワード

センサ

[本社]〒164-0012 東京都中野区本町 2-28-11
[都内所在地]〒164-0003 東京都中野区東中野 1-56-1 大島ビル本館 301
300 万円

従業員数

1名

設立年（西暦）

1996 年

傾斜・振動センサの開発及び販売するファブレスメーカー
http://www.catch-sensor.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

技術分野

嶋瀬

一彌

03-6908-6315

E メール

k_shimase@catch-sensor.co.jp

 得意な技術・製品

メカニカルな機構部品により、加速度センサと比較し省電力・開発の容易。

 得意な顧客・市場分野

無線通信機器、IoT 機器市場

 生産拠点・研究体制

国内協力工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【ニーズ】
・振動センサ：「静から動または動から静の検知により電源を ON または OFF にする」
・振動センサ：「振動を検出して ON または OFF の電気出力(チャタリング)を出す」
・傾斜センサ：「あらかじめ指定した傾斜角度以上に傾斜すると ON または OFF の電気出力を出す」

(振動センサ)

(傾斜センサ)

【機能】
導電球がセンサ内部の２つの電極と接点した時に ON 出力し、離れた時に OFF 出力するアナログセンサ
【特長】
１．電池寿命が長持ち：接点出力時の消費電流は 1μA と非常に低消費である。
２．設計開発が容易：電気出力が ON または OFF 出力であるため
３．壊れにくい：機構部品であるため
【アプリケーション】
・IoT 機器向け電源 ON/OFF 自動化（振動センサ）
・感震器用：震度 5 強の震度検出（傾斜・振動センサ）
・ノリ面や傾斜地の管理（傾斜センサ）
・金庫・絵画等の盗難防止（傾斜センサ）
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技術アピールシート
じぇーぴーしー

ジェーピーシー株式会社
所在地

[本社]〒165-0032 東京都中野区鷺宮 2-5-5

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

電気・電子・光学

技術キーワード

トランス

60 名

従業員数

設立年（西暦）

1960 年

パルストランス、スイッチングトランス、チョークコイルなど設計・製造・販売
http://www.jpc-inc.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

篠原

03-3330-0823

行則
shinohara@jpc-inc.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

トランス類の生産の約 7 割が特注品、少量の特注品も得意です

 得意な顧客・市場分野

あらゆる産業機器、装置（ＦＡ、ロボット、医療、インフラ、鉄道、航空宇宙など）

 生産拠点・研究体制

福島県に自社工場、東京本社で設計・開発

 特記事項（取得資格・認証等）

IEC60601 に特化した製品（トランス）あり
PR 詳細

通信機器、ＦＡ機器、医療機器、ロボット・工作機器、鉄道、発電、放送映像、防衛・航空宇宙など、
あらゆる産業機器に採用実績がございます。創業以来、50 年以上に亘る実績と技術力、品質を高く評価
されております。

産業機器メーカ様に特化した「ものづくり」
小ロットから量産まで対応可能

→

柔軟な生産体制（自社工場）

設計者同士の打合せで試作～量産までスムーズ
産業機器のライフサイクルに合った長期部品供給
アフターフォローも万全

→

171

→
→

迅速な技術対応
安心の供給対応

スピーディなサポート

技術アピールシート
しすてむくらふと

電気・電子・光学

技術分野

株式会社システムクラフト

電気・機構設計、通信、基板、
技術キーワード

センサー、制御、ロボット、
メカトロ、制御組込ソフト

所在地

〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-10-4

資本金

3,200 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1978 年

電子回路設計、プリント基板設計～実装、組込システム(ハード・ソフトウェア)開発、
移動型ベースロボット開発・構築・販売、無線通信機器開発・製造、FPGA/PLC/CPLD 設計
http://www.scinet.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業課
TEL

28 名

従業員数

課長 鬼沢 誠

042-527-6624

 得意な技術・製品

onizawa@scinet.co.jp

E メール

・40 年のノウハウを持った、組み込みシステム開発(ハード・ソフト)
・移動型ベースロボットの提供とサービスロボット構築支援

 得意な顧客・市場分野

組み込みシステム開発 / ロボット利用(搬送・運搬・ピッキング支援・案内・配膳)

 生産拠点・研究体制

生産は当社/ロボット開発に関連する各団体とのコラボレーション

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 認証、日本ロボット学会(実用化技術賞)、自社開発ロボット(意匠・商標登録)
居住者見守り装置(特許取得)
PR 詳細
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技術アピールシート
しすてむぷろだくつ

株式会社システム・プロダクツ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

基板、電源、ノイズ、高周波

[本社]〒205-0016 東京都羽村市羽加美 2-6-39
[都内所在地]〒205-0023 東京都羽村市神明台 1-16-2
3,000 万円

従業員数

10 名

設立年（西暦）

1974 年

プリント基板設計・基板製造・部品実装・部品調達・ＳＩ／ＥＭＩシミュレーション
ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｲﾄ：http://kousyuha-kiban.com/

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｲﾄ：http://www.sys-pro.co.jp/

技術営業課 森谷 勇二
042-554-5265

E メール

sales@sys-pro.co.jp

 得意な技術・製品

シミュレーションを活用したノイズ対策基板設計と基板製造

 得意な顧客・市場分野

基板の放射ノイズでお困りのお客様【医療・映像・通信分野】

 生産拠点・研究体制

研究開発(本社)、生産(パートナー企業/関東エリアを中心に多数)

 特記事項（取得資格・認証等）

TAMA ブランド認定企業・経営革新認定企業 技術者は技能士の資格を取得
PR 詳細

【 医療・映像・通信分野】で力を発揮するノイズ対策設計
お客様より「既に開発した製品からノイズが出てしまい規格（ＣＥなど）を通すことができない」という
ご相談を頂くことがありますが、実物を拝見してどこに問題がありそうかを検討・設計修正するような
コンサルティングも可能です。
回路図のミスを弊社が基板設計者の観点から発見することも多くあります。
様々な対策事例の一部を下記に挙げてみます。
信号線間隔が狭い
ためクロストーク
が起きる(左)。そこ
で間隙を線幅以上
取る事によりクロ
ストークを低減さ
せる修正を行った
(右)。

＜差動配線の最適化によるクロストークの低減＞
パターン幅(L)と信号線幅(S)の見直し
改善前(左) L/S=0.15 /0.1
改善後(右) L/S=0.125/0.125
＜共振対策＞
改善前(左) 面電源 ⇒ 共振する原因
改善後(右) 線電源 ⇒ 共振対策パターン

＜スタブの解消、リターンパスの確保＞
改善前(左) 未接続部のスルーホールにランドが有り、スタブに
改善後(右) 未接続部のスルーホールをランドレスに修正し、スタブを解消

必要最低限の電源容
量を確認し、線電源に
する事により共振周
波数を高くし共振が
起きにくくしている。

左図は内層ランドが原因でＧＮＤ層のベタパターンも切れ
てしまっておりリターン経路が確保されていなかったが、
右図はランドを削除してベタパターンを繋げてリターン経
路を確保した。

＜最終結果＞
上記はあくまで一例ですが、このような修正作業をひとつの基板にいくつも行うことにより、
ノイズレベルを約 3dB 低減しました(実績値)。
これ以外のノイズ対策事例は数多くあります。理化学機器や医療機器にも同じように対策技術を反映させて
ノイズを出さない基板設計をしています。
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技術アピールシート
せいこーうぇーぶ

株式会社セイコーウェーブ
所在地
資本金
主要事業

電気・電子・光学

技術キーワード

三次元形状データ取得

[本社]〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-28-1 日本橋久松ビル 5 階
[都内所在地]〒181-0001 東京都三鷹市井の頭 3-12-11 KS-5 ビル 202 号
2,200 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

2010 年

光三次元形状測定機の開発・製造・販売、受託計測

Web サイト

http://www.seikowave.jp

連絡先（部署・氏名）

三鷹オフィス 原 秀雄

TEL

技術分野

0422-24-8044

E メール

h.hara@seikowave.jp

 得意な技術・製品

非接触で三次元形状データを取得する当社独自の技術

 得意な顧客・市場分野

インフラやプラントの保守検査会社、非破壊検査業界

 生産拠点・研究体制

Seikowave Inc.（米国ケンタッキー州レキシントン）との合同体制

 特記事項（取得資格・認証等）

国際特許あり
PR 詳細

[原理]
・特殊なパターン光を物体に照射し、該パターンの変形具合をカメラで撮影することにより、物体表面形
状の三次元座標データをパソコン上に作成します。
[特徴]
・非接触かつ面単位でデータ取得するため、従来の機械式計測法に比べると処理が速く、迅速に大容量の
座標データ生成が可能。
・1 度の撮影で計測可能な範囲は B5 程度で、分解能は面内 0.2mm～0.4mm、奥行き方向±30μm～50μm。
・撮影データを繋ぎ合せることにより長尺物体の計測も可能。
[用途]
（１）圧力容器や配管の腐食減肉の測定と供用適性評価の適用。
（２）耐候性鋼橋や抗張力ボルト・ナットの腐食減肉の３次元計測と評価への応用。
（３）水中で計測可能な製品も実用化済み。またクローラー（ロボット）への搭載も可能。
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技術アピールシート
ぜにすけいそくしすてむ

株式会社ゼニス計測システム

技術キーワード

所在地

[本社]〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37

資本金

2,400 万円

Web サイト

基板・電気・機構設計、
メカトロ・制御組込ソフト開発

設立年（西暦）

1972 年

PC インターフェイス機器の開発販売

http://www.zenisu.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

10 名

従業員数

計測器・計測システム・テスト機器の設計、製造販売

主要事業

電気・電子・光学

技術分野

武田

健太郎

042-368-2126

takeda@zenisu.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

電子機器の設計・製造

ハードからソフトまで一括して請負

 得意な顧客・市場分野

電気機器製造メーカー、自動車部品製造メーカー・電子機器製造業界

 生産拠点・研究体制

東京都府中市（本社、工場）、佐賀県武雄市（工場）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

取引先である企業様の研究開発試作機、生産ラインなどで使用される検査機器類、の設計製造を行うことが多
く、取引先様のニーズに特化した特注品を得意としております。国公立の研究所や大学の研究室における、計測
機器の開発設計製造の実績もございます。研究開発試作などに関わることが多いことから、取引先様との信頼関
係を大事にしております。
創業から 45 年、これまでに 6,000 件を超える案件に対応してきた技術と実績で、お客さまのニーズにお応え
できる機器の設計製造をいたします。
自社開発製品として GP-IB、USB、LAN などの PC インターフェイス機器類の製造販売も行っておりますので、
以下に自社製品の一部を紹介いたします。
■ ZS-6103EG（GP-IB 光エクステンダー）
GP-IB のバスを拡張する機器。光ファイバーケーブルで伝達距離を長くすることが可能。
■ ZS-6220（USB アダプタ）
PC との接続が容易で HUB を用いて複数台の増設も可能。バイト単位で入力と出力の割り当て、データコードは
4 ビット単位で BCD と HEX の選択が可能。
■ ZS-6822（LAN アダプタ）
Ethernet TCP/IP プロトコルに対応、パラレル信号の制御が可能。仮想 COM ポートユーティリティーにより、
RS-232C と同等にプログラムできます。RoHS 準拠。

ZS-6103EG

ZS-6220（基板タイプ）
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ZS-6822

技術アピールシート
せれんでぃぴてぃ

SERENDIPITY 株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

AI、画像処理、可視化

所在地

[本社]〒173-0024 東京都板橋区大山金井町 47-11

資本金

875 万円

従業員数

5名

Ｂ事務所
設立年（西暦）

2007 年

AI（人工知能）を用いた画像系判断システム開発および研究

主要事業

http://www.serendpty.com/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 電気エンジニア

03-5995-1442

TEL

阿久澤 隼
E メール

h.akuzawa@serendpty.com

 得意な技術・製品

光学設計、照明開発、画像処理系ｿﾌﾄ開発、ＡＩｿﾌﾄｳｪｱ開発、技術ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

 得意な顧客・市場分野

人による目視検査または、可視化による検査が必要とされる検査工程

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

東京都中小企業振興公社：ニューマーケット開拓支援対象製品
PR 詳細

Deep Learning 画像検査装置

＝ＭＩＮＥＳＰＥＣＴ ＝
人工知能ソフトウェア技術

画像処理技術

人の視覚では見ることが困難な潜
人間がもつ官能表現を代行してくれる

在情報を可視化する画像処理技術

人工知能アルゴリズムと応用技術

専用ハード開発

特殊撮影技術

目的に応じて新規に専用のメカ・電装・

ガラス、プラスチック、鏡面等、様々な表

回路・基板及び制御システムを設計開

面条件の検体に対し、視たい部分を可視

発する技術

化する光学及び撮影技術

<概要>
目視検査が必要とされてきた分野において、特殊な“光学”と“人工知能”を駆使することにより画像検査を実現化しました
<特徴例>
・位置合わせや材料一時停止等の仕組みが不要で、インライン設置が可能
・高速生産タクトにおいてリアルタイム判定が可能（例：材料 25ｘ12cm、2 秒タクト、線速 7m/分）
・材料の表面仕上げやエッジの状況に変化が生じても人間の目視検査と同等に不良検出が可能

光学と撮影技術を駆使し、画像認識が困難とされていた分野を開拓しております。
基礎研究をはじめ装置の仕様、開発、設計、試作、量産までを一貫して実施可能です。
可視化に関わる要素単位の開発から工程用検査装置などの大規模開発まで対応します。
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技術アピールシート
せんとらるでんし

電気・電子・光学

技術分野

株式会社セントラル電子

技術キーワード

所在地

[本社]〒193-0801 東京都八王子市川口町 3767 番地の 11

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

3名

E メール

nakaya@central-de.co.jp

長尺プリント基板

設立年（西暦）

1980 年

プリント基板製造
-

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

厚銅プリント基板、

中家 眞一

042-654-2330

 得意な技術・製品

厚銅プリント基板製造技術、長尺プリント基板製造技術

 得意な顧客・市場分野

車載電子基板、産業用電子基板、ＬＥＤランプ用基板

 生産拠点・研究体制

本社所在地に同じ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 認証取得（ｘｘ年）、エコアクション２１（認証・登録日：平成 20 年）
PR 詳細

厚銅・長尺プリント基板に特化！
１．厚銅プリント基板製造技術
以下の様な厚銅プリント基板の製造技術を
持っています。
１）技術的特徴
・無酸素銅使用で低抵抗、均熱性
・銅パタン厚：４００μｍ迄可能
・パタン面、裏面、中層への形成可能
２）効果
・基板を介し大電流が流せるので、ワイヤハーネス、
手配線から解放され、作業生産性向上・信頼性向上
・省スペースでの放熱効果
３）用途
・車載大電流・放熱箇所、産業用大電流・放熱箇所

基板
銅
パタン
400μm

２．長尺プリント基板製造技術
以下の様な長尺プリント基板の製造技術を持っています。
１）技術的特徴
・プリント基板長：１,２００ｍｍ迄の長尺が可能
２）効果
・一括製造でのコストメリット
３）用途
・ＬＥＤランプ用基板など
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1,200mm

技術アピールシート
そうまこうがく

株式会社相馬光学

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

分光計測装置の設計・製作

所在地

[本社]〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井 23-6

資本金

1,000 万円

25 名

従業員数

設立年（西暦）

1976 年

分光器をベースとした各種分光計測システムの設計開発及び販売

主要事業

http://www.somaopt.co.jp/

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

営業部

次長

野本

042-597-3256

TEL

伸介
nomoto@somaopt.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

回折格子分光器、光計測

 得意な顧客・市場分野

製薬業界、食品業界、太陽電池業界、研究機関、大学

 生産拠点・研究体制

本社工場：東京都西多摩郡日の出町平井 23-6

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、動物用医療機器製造業登録証(28 製造療第 525 号)、
第二種動物用医療機器製造販売業許可証(28 製販療Ⅱ第 174 号)、防爆構造（T46388 号）
PR 詳細

相馬光学は創業より 40 年、分光および関連装置の開発・設計・生
産を行ってきました。お客様のご要望を理解・咀嚼し、最適設計と
高い生産技術でご満足頂ける製品を供給します。
当社守備範囲は、光計測であり、分光学・光学を基本技術とし、
仕様検討・設計から製品の生産にいたるまですべての技術を保有し、
下記製品を中心として活動しています。
・流れ分析用光検出器
HPLC、FIA では流体の光検出が必要です。相馬光学は創業以来、
組み込み用として数多くの検出器を供給してまいりま
した。透過率、蛍光、化学発光等の測定方法とフィルタ、
回折格子を組み合わせて色々な検出装置を製作してお
ります。
・近赤外分光装置
近赤外分光により非破壊・迅速に測定対象物中の成分
量を測定できます。色々な分野での測定装置を開発・製
作・販売しております。国産和牛は私共の装置により評
価され、販売されています。
・分光計測装置
相馬光学では色々な回折格子分光器を設計・製作しており、それを使用し多様な分光測定が可能です。
・分光放射計

太陽光、照明器具、その他各種発光の分光放射照度を、紫外から赤外の

広い波長範囲（200nm～2500nm）で測定できます。
・分光感度測定装置 太陽電池の波長毎の感度を測定し、太陽電池を評価します。
・汎用マルチチャネル分光器

200nm～2500nm の範囲の各種分光器を用意しています。

各種分光測定に利用できます。
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技術アピールシート
だいいちきでん

株式会社第一機電

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電源、電気・機構設計、制御

所在地

[本社]〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

資本金

9,700 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

45 名

設立年（西暦）

1991 年

結晶育成装置、高温加熱装置、高周波電源、工業炉等の設計製造販売。
http://www.d-kdn.co.jp
本社営業部 アシスタントマネージャー 李 尹栄
042-488-3312

E メール

y-lee@d-kdn.co.jp

 得意な技術・製品

高周波誘導加熱及び抵抗加熱を利用したアプリケーション、2000℃以上の高温加熱

 得意な顧客・市場分野

材料製造メーカー・高温加熱処理、ホットプレス、熱間プレス、焼結焼成、結晶育成

 生産拠点・研究体制

茨城県北茨城市・生産工場と研究施設有

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

〚加熱のご相談何でも承ります〛
ニーズに合わせたカスタマイズ装置を提案いたします。

 高周波誘導加熱シミュレーションにより適格な装置設計
 装置導入前の事前検証や試作が出来る実験ルームを所有
 研究開発装置から量産設備まで多数実績有
加熱技術のエキスパートとして、長年培ってきました高周波誘導加熱の知識や技術を活かし、新規開発に挑んで
おります。目的に応じて最適な加熱方式を選定し、均一加熱、急速加熱、局所加熱、高温加熱など、加熱技術の
特長を活かした装置構成をご提案いたします。

〚新製品紹介〛

他にも多種多様な製品・サービスを揃えておりますので、弊社ホームページをご観覧ください。
⇒ www.d-kdn.co.jp
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技術アピールシート
たけなかせいさくしょ

株式会社竹中製作所
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

モータ制御、電源、回路設計、
ロボット

[本社]〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 6-4-35
[都内所在地]〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-9 小伝馬ファインビル 4 階
4,680 万円

従業員数

150 名

設立年（西暦）

1935 年

電子機器製品の設計開発及び製造販売
機械工業及び鋼構造物用ねじ製品の製造販売・防錆防食用金属製品への表面処理加工
http://www.takenaka-mfg.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 電子機器事業部
TEL

電気・電子・光学

技術分野

営業部

03-5643-0780

グループリーダー
E メール

桐原

哲也

t-kirihara@takenaka-mfg.co.jp

 得意な技術・製品

パワエレ (インバータ・コンバータ)・映像処理・ロボット制御等の製品開発・製造

 得意な顧客・市場分野

製造業、建設業、インフラ関係

 生産拠点・研究体制

工場(東大阪市)、静岡大学、京都大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001, ISO14001 取得、特許 5534991, 特許 5798513
PR 詳細

1. 会社説明
・竹中製作所電子機器事業部はパワエレ製品を中心とした電子機器製品の受託開発・受託製造会社です。
・独自のパワエレ技術と映像処理技術等を軸にインフラ向けなどに製品を提供しています。
・研究開発試作品の設計／試作／評価から、中小量の量産製品の設計／ 製造／ 品質保証までを適正価格
で受託します。

2. 保有技術
・200kW クラスまでのパワエレ機器製品(インバータ・コンバータ)開発・製造
・センサレスモータ制御 (特許取得済み)
・先端デバイス活用技術(IGBT, SiC 他)
・屋外設置/車載/熱設計(空冷水冷)等の付加機能設計技術

3. 開発事例

50kW 車載水冷インバータ

SiC 採用 DC/DC コンバータ
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マルクス方式高電圧パルス電源

技術アピールシート
ただみつせいさくしょ

株式会社忠光製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒198-0024 東京都青梅市新町 8-1-3

資本金

3,000 万円

従業員数

主要事業

各種自動機、省力機器製造

Web サイト

http://tadamitsu.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

電気・電子・光学

技術分野

20 名

精密機械加工、電気、
機構設計、制御

設立年（西暦）

1963 年

鍵本 泰

0428-31-9211

E メール

kagimoto@tadamitsu.co.jp

 得意な技術・製品

各種製造、検査装置の設計～金属加工. 部品一括調達～製作まで

 得意な顧客・市場分野

画像検査装置（自動車）
、半導体液晶製造装置、プラント（建築）装置

 生産拠点・研究体制

本社工場（東京都青梅市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

機械加工部門と設計組立部門を併設し、小規模ながら社内で部品製造から材料調達、組立配線まで
自動化・省力機器の一貫した生産対応ができます
1. 制御機器の開発；お客様の御要望に対して製品の構想をご提案いたします
2. 設計；電気・機構設計（ドキュメント類はお客様の御要望に合わせます）
3. 部品加工；縦型・横型の大型マシニングセンターを保有しており大物の精密機械加工が可能です
4. 資材調達；各種電気・電子・空圧部品の材料調達をいたします
5. ASSY(製造)；配電盤、制御ユニット、ケーブル、装置（検査・製造）製作
6. 短納期に強い（自社内で設計～加工～ASSY）
7. 確かな品質（卓越した作業習熟者による生産）
8. 広い生産フロア
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技術アピールシート
たはらでんきせいさくしょ

株式会社田原電機製作所
所在地

[本社]〒183-8519 東京都府中市本町 2-30

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

回路設計、基板実装、基盤製作

108 名

設立年（西暦）

1936 年

マイコン応用機器の受託開発、回路設計、ソフト開発、基板実装、ユニット組配
http://www.tahara.co.jp/
営業本部 佐川 吉郎
042-365-0611

E メール

sagawa@tahara.co.jp

 得意な技術・製品

産業用制御機器の受託開発（回路設計、機構設計、ソフト開発）

 得意な顧客・市場分野

防災機器、鉄道交通、車載機器、医療機器、特定用途設備制御機器

 生産拠点・研究体制

工場（東京都府中市）

 特記事項（取得資格・認証等）

建設業許可 電気工事業取得、ISO 9001 取得、エコステージ取得、
太陽電池特性測定装置の特許取得【４ヵ国】
PR 詳細

【 1 】 ワンストップ

電子回路設計、部品調達、基板実装、電子機器組立、動作試験、保守対応までを
一拠点・一貫生産体制で対応

【 2 】 トレサビリティ管理

自社の管理システムを用い、各製品の生産履歴を正確に管理。トラブル時の原因
解析を敏速に対応

【 3 】 小ロット対応

表面実装基板も１枚から対応。混在基板（Chip･Dip 部品搭載）の少量多品種に特
化した生産体制でスピーディーに対応

【 4 】 安定品質

マイクロソルダリング技術 上級オペレータ認定取得者による安定した品質提供

【 5 】 長期安定供給

生産中止部品の代替選択をおこない製品の継続生産を対応。長期修理対応も可能

【 6 】 見積サービス

見積無料。 技術担当の訪問打合せも行います。
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技術アピールシート
ちょうかいこうぎょう

電気・電子・光学

技術分野

鳥海工業株式会社

技術キーワード

環境保全用製品、風力発電機、
LED ランプ

[本社] 〒121-0073 東京都足立区六町 3-6-16

所在地

[都内所在地]〒121-0073 東京都足立区六町 3-14-15
1,000 万円

資本金

従業員数

3名

E メール

info2@chokaikk.com

設立年（西暦）

1976 年

研究開発・製造・販売

主要事業

http://www.chokaikk.com

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 開発部

小松

健

03-3850-3874

TEL

 得意な技術・製品

風力ハイブリッド発電装置・LED ランプ

 得意な顧客・市場分野

環境問題（節電・省エネ・CO2 削減）、都営住宅、JR 東日本

 生産拠点・研究体制

海外に契約工場。開発した製品を東京都立産業技術研究センターで実験・測定する。

 特記事項（取得資格・認証等）

商標登録（ＥＣＯＬＵＸ）・特許証（風量回転装置）特許第４６６８６７３号
PR 詳細

【会社の特徴】
1997 年「COP3 地球温暖化防止会議」の京都議定書に接した時、環境保全の重要性を痛感して、製品開発は CO2
削減可能な環境保全用製品を目標にした。
最初に着手した自然エネルギー活用の発電機「風力ハイブリッド発電装置」（グッドデザイン受賞）は、既存
ランプに比して消費電力が 1/2～1/8 の LED ランプである。このことは 2008 年 12 月テレビ東京の「ガイアの
夜明け」で紹介される。
【主力の商品・業務・サービス】
蛍光灯直管型、蛍光灯円型、電球型、水銀灯型、LED 青色防犯灯等の製造・販売。特に「青色防犯灯」は市街
地の防犯や鉄道自殺防止に役立っている。
製品保証書、PL 保険加入済、経産省認定「PSE マーク」ラベル、環境貢献施設参加賞登録。
風力発電機

タンデムフローラー

次世代の新しい LED ランプ

183

技術アピールシート
てくのぶれーんず

テクノブレーンズ株式会社
所在地

[本社]〒206-0811 東京都稲城市押立 1720-1

資本金

1,000 万円

電気・電子・光学

技術キーワード

電気回路設計、機構設計、通信

40 名

設立年（西暦）

1962 年 8 月

コンピュータ機器、情報通信機器、産業用設備の開発・製造

主要事業
Web サイト

http://www.technobrains.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

従業員数

技術分野

渡辺

清隆

042-377-3512

 得意な技術・製品

E メール

tenji-fair@technobrains.jp

製品設計、メカ設計、ボード開発(主に制御系)、各種検査冶具、試験機、超伝導デバイ
ス関連製品

 得意な顧客・市場分野

電気、電気、機械

 生産拠点・研究体制

当社は、電子・機械分野の技術・開発系総合サプライヤー

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015、ISO27001:2013、エコアクション２１
PR 詳細

① 電気、機構設計：3 次元 CAD と解析での高品質な設計をご提供いたします

ラック設計

装置設計

熱解析(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)

② ボード設計：ハード・ソフト設計/開発のどのフェーズからでもサービス提供いたします

各種センサ信号の監視装置(参考図)

センサによる自動水準装置

低振動垂直型検査冶具

③ 開発試作品、検査冶具の設計製作及び超伝導デバイス関連製作をご提供いたします

ロボットアーム

ﾒｯｼｭﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ(試作品)

超伝導低音測定装置

超伝導低音測定装置用中継ボックス及びケーブル

超伝導デバイス測定用高周波低温プロープ
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技術アピールシート
てくのめいと

株式会社テクノメイト

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電気・機構設計

所在地

[本社]〒192-0031 東京都八王子市小宮町 785-1

資本金

1,804 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

15 名

設立年（西暦）

1994 年 7 月

半導体関連の薬液装置、高圧ポンプ、加熱/冷却/恒温装置、特注試験装置の製造・販売
http://www.technomate.co.jp
営業部 課長 並木 徹
(042)646-4612

TEL

従業員数

E メール

namiki@technomate.co.jp

 得意な技術・製品

スラリー供給装置、純水加熱装置、高圧ポンプ、高圧/昇圧/真空ポンプユニット

 得意な顧客・市場分野

半導体製造装置メーカー、自動車メーカー、分析機器メーカー、関連商社

 生産拠点・研究体制

本社工場／八王子市（JR 小宮駅より徒歩 1 分）

 特記事項（取得資格・認証等）

薬液の調合と加熱に関する特許（装置容積の低減、加熱・供給時間の短縮を実現）
PR 詳細

☆ 温度・圧力・流体の制御に関連した各種装置の設計、製作を行っています。
打合せ・設計から、製作、納品までを一貫体制の下で対応してワンストップサービスを提供します。

<スラリー供給装置>

<薬液供給装置>

<昇圧ポンプユニット>

<高圧ポンプ>

<真空ポンプユニット>

<ペルチェ冷熱プレート>

ＣＯ２濃度計（センサー）[開発中]
樹脂の原料や液体中に含まれている
微量の二酸化炭素の濃度を検出します。
本社工場
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技術アピールシート
でるたてくのろじー

有限会社デルタテクノロジー
所在地

[本社]〒187-0011 東京都小平市鈴木町 2-204

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

電気・電子・光学

技術キーワード

アナログ電子回路設計

1名

設立年（西暦）

1997 年

おもに計測、計装、電源関係のアナログ回路設計および製造
http://www2.tky.3web.ne.jp/~deltatec/

連絡先（部署・氏名） 代表
TEL

従業員数

技術分野

登地

功（とじ

042-465-7090

いさお）
E メール

deltatec@tky2.3web.ne.jp

 得意な技術・製品

高精度アナログ回路、高速パルス回路、小容量電源、高電圧回路

 得意な顧客・市場分野

計測・計装業界

 生産拠点・研究体制

協力会社にて、パターン設計、基板製造、実装、板金、トランス試作、ソフト設計可

 特記事項（取得資格・認証等）

第一級陸上無線技術士、第一級海上無線通信士、電験 3 種等

研究機関

PR 詳細

１．プラント計装用伝送器、4-20mA2 線式計装機器は約 20 年の経験があります．
２．低消費電力回路設計のノウハウがあります．
３．pS オーダーの高速パルス信号処理（超音波、UWB レーダー等）の経験があります．
４．電源関係はオンボードの小容量・高効率電源が主ですが、35kW クラスの LED 紫外線照射器用電源や、高圧キ
セノンランプ用電源など高電圧のものも実績があります．
５．市販品を組合わせるより、物理的な原理から回路や装置の構成を組立てる方が得意です．
６．一般的な計測機器（オシロ、スペアナ、ネットアナ、信号発生器、電源、電子負荷等）は保有しています．
７．LTspice（アナログ回路シミュレータ）は、雑誌に解説記事を書いたことがあります．
８．基板製造、部品実装は超特急可能．
外注先の空き状況にもよりますが、4 層基板で、ガーバー出しから実装上がりまで最短 3 日．
（朝、ガーバーを送り、翌々日の夕方実装済み基板を納品）
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技術アピールシート
とうきょうでんしこうえき

東京電子交易株式会社

[本社]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 5-16-30

資本金

1,980 万円

Web サイト

従業員数

11 名

計測機器、検出装置

設立年（西暦）

1977 年

高圧・高速パルスによる計測機器・検出装置の製造販売・輸入販売
http://www.tet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 技術部
TEL

静電気(ESD)、高圧・高速パルス、

技術キーワード

所在地

主要事業

電気・電子・光学

技術分野

村形 隆司

042-548-8011

E メール

 得意な技術・製品

静電気(ESD)用の検査装置

 得意な顧客・市場分野

半導体業界 / 電子部品業界

 生産拠点・研究体制

自社および協力会社

murakata@tet.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は 1977 年に設立以来、多くの半導体企業、電子部品メーカの静電気および ESD 対策に協力させていただき、そ
こで培った高圧・高速パルス技術をベースに計測機器・検出装置の製造と販売を行っております。
特に ESD 関連の装置は、多くのお客様に支持を得ています。狭いパルス幅（100nsce）で、大電流（10A）の電圧（V）
／電流（I）特性を測定する TLP（Transmission-line pulse）
。急激な電荷移動をストレスとして加え、電子部品の信
頼性を評価する試験 CDM（Charge Device Model）。その他、様々な規格の ESD をシミュレートして提供できます。自
動機タイプは試験速度が速く、検査工程のコスト削減効果を期待できます。
検出装置としては、プラズマ異常放電監視システムがあります。プラズマ加工チャンバー内で発生する異常放電を
可視化するため、火花放電(Townsend spark discharge)2 ～ 6 GHz 程度の電磁波を検出し異常を監視します。
新たな自社技術として、
「導体の間隙に、任意の電界を発生させ、放電を誘発させ、それを検知する」装置がありま
す。この技術は一般的な検査方式では見つけることのできない電磁感受性の調査に使用できるものと考えております。
また「導体の間隙による放電」は、日常でも条件が揃えば発生します。この技術があれば、放電に繋がる導体間隙の
発見に使用できますので、絶対に放電を起こしてはいけない環境の維持に利用できます。
半導体業界および電子部品業界に特化した試験機器を扱っていますが、その他業界の静電気・電磁感受性による問
題に対して解決策を提供いたします。

Ecdm-800EC 本体

FS-1000B

MODEL7000B-512EL

ESD シミュレータ

プラズマ異常放電監視システム

ESD/ラッチアップ試験機（自動機）
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技術アピールシート
とくしゅでんき

特殊電機株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電源

所在地

[本社]〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2119-9

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

10 名

設立年（西暦）

1973 年 2 月

電子部品・電子機器製造
http://www.tokusyu-d.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

島倉

秀之

042-378-7490

E メール

shimakura@tokusyu-d.co.jp

 得意な技術・製品

高圧トランス、各種高圧電源、大電流コイル、スイッチング電源トランス、可変コイル

 得意な顧客・市場分野

業種、業界は問いません。

 生産拠点・研究体制

本社工場：東京

 特記事項（取得資格・認証等）

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

協力工場：日本各地にあり
採択（2013 年）

PR 詳細

トランス、小型コイル、各種電源等の開発設計、製造、販売を中心に、45 年にわたる幅広い製品の製造実績が
弊社の最大の特徴です。特に最近は高圧トランス、高圧電源のカスタム製品や、オゾン発生装置、高圧着火装置
などの弊社オリジナル製品などで、様々な業種向けの納入実績がございます。

小型オゾン発生装置

高圧着火装置

高圧直流電源

また、弊社は小型コイル類（可変インダクタ、トロイダルコイル等）と、スイッチング電源用トランス類、電
原トランス類、チョークコイル類など幅広く巻線関連部品のカスタム対応を得意としております。
最近はオゾン発生装置を搭載した一般家庭向け提案商品等の開発も進めております。

高圧トランス

可変インダクタ・RF コイル
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タイマー付オゾン発生装置搭載ハンガー

技術アピールシート
とくりきせいこう

電気・電子・光学

技術分野

徳力精工株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒183-0006 東京都府中市緑町 3-10-1 ＴＳＫビル

資本金

2,400 万円

主要事業
Web サイト

153 名

設立年（西暦）

切削加工

1939 年

情報通信機器・産業機器・アミューズメント機器のユニバーサルデザインに基づく開発設計か
ら製造までの総合生産を行っています。
http://www.tokurikiseiko.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

設計、装置組立、板金、

浅野

智博

042-358-2901

E メール

info@tokurikiseiko.co.jp

 得意な技術・製品

耐震キャビネット類、屋外防水筐体製造

 得意な顧客・市場分野

通信関連機器、産業機器（鉄道インフラ）

 生産拠点・研究体制

栃木工場（栃木県日光市）横須賀工場（神奈川県横須賀市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015 認証取得（2017 年）、ISO14001:2015 認証取得（2017 年）
PR 詳細

■３次元ＣＡＤ設計
技術部門を中心に、効率の良い開発設計体制を構築。

＜３Ｄ設計例＞

開発ネットワーク

VPN 網
横須賀工場
(技術部)

3D-CAD

ＶＰＳ（Virtual Product Simulator)

栃木工場
（板金/機械加工）
CAD/ＣＡＭ

■開発環境
外部施設を活用し 3 次元加振による耐震試験、環境試験、雑防試験等必要に応じて実施します。
■生産品目

■加工設備（板金加工･溶接／レーザー複合機／マシニングセンタ／五面加工機／3 次元測定機）

■特徴：広大な生産スペースにより、大型装置類の総合試験まで生産が可能です。
機械加工設備（測定機含む）はＷ3ｍ～4ｍの加工が可能です。
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技術アピールシート
とらうむ

株式会社トラウム

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

設計、部品調達、組立まで一貫

[本社]〒162-0821 東京都新宿区津久戸 3-12 ツクド岡本ビル 5Ｆ

所在地

[首都圏支社]〒185-0024 東京都国分寺市泉町 3-37-34 ザ･マクロコスモス 103
4,700 万円

資本金

150 名

従業員数

設立年（西暦）

1990 年 10 月

機械・電気設計から部品調達・製造・組立まで一貫した事業

主要事業
Web サイト

http://www.traum.co.jp
ものづくり事業統括部 営業係長 中村 洋

連絡先

042-300-1145

TEL

hnakamura@traum.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

設計から板金・機械加工・基板実装・組立迄、ワンストップでのトータル顧客サービス

 得意な顧客・市場分野

ロボット(ドローン、産業用途等)、光学機器、太陽光設備、土木関連

 生産拠点・研究体制

東京都国分寺市

 特記事項（取得資格・認証等）

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム取得
PR 詳細

Image

長年培ったものづくりネットワーク
当社は「お客様のご要望に 120％お応えする」
ことを企業理念とした ものづくり商社です。
28 年間培ってきたものづくりネットワークを通し、
お客様に幅広い技術を提供しております。
短納期・小ロット・高精度等、部品調達に

トラウム

お困りでしたら 是非 弊社へご相談下さい。
まずはお見積もりだけでもお気軽にご連絡下さい。

【納入実績例】
・光学機器
・太陽光設備

・医療部品

・半導体関連部品

・自動運転

協力会社

・ロボット(ドローン,産業用途)・土木関連

500 社以上

お客様のメリットについて
サプライヤー管理にかかる時間を
削減致します。

ＶＥ・ＶＡ提案致します。

あらゆる分野の品質基準に対応

金属・樹脂等あらゆる素材や製品の加

当社は、光学機器・医療部品・ロボット・

板金・機械加工・樹脂成型・基板等

工方法など幅広く携わってきたスタッ

半導体製造装置部品・電子機器など、様々

幅広い分野の製品を調達することが可能

フが、最適な材質・加工方法をご提案

な分野に携わってきた実績がございま

です。コスト・品質・納期の管理はもちろ

致します。設計･開発段階からはもちろ

す。お客様からいただいた図面、データ

ん、RoHS 等の環境調査も迅速に対応しお客

ん、金属部品を樹脂化したいなど、Ｖ

等、機密保持を遵守しご希望の品質基準

様の管理にかかる工数を削減致します。

Ａについても是非ご相談ください。

でご対応致します。
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技術アピールシート
にほんちくでんきこうぎょう

日本蓄電器工業株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

独立電源、無停電電源

所在地

[本社]〒197-0013 東京都福生市武蔵野台 1-23-1

資本金

45,703 万円

170 名

従業員数

設立年（西暦）

アルミ電解コンデンサ用電極箔の開発製造販売

主要事業
Web サイト

1959 年

バックアップ電源装置の開発製造販売

https://premium.ipros.jp/jcc-foil

連絡先（部署・氏名）

事業化推進部

TEL

042-552-1207

山口
cdg-info@jcc-foil.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

蓄電デバイス制御回路技術（ＪＡＸＡ共願特許あり）

 得意な顧客・市場分野

社会インフラ事業者 様（鉄道・道路・電気等）
、産業機器メーカー 様

 生産拠点・研究体制

長野県 千葉県 など（主要事業）

 特記事項（取得資格・認証等）

バランス回路を備えた蓄電装置などの特許複数取得
PR 詳細

■キャパシタ microUPS-J の特徴

●独立電源用途

microUPS-J

センサや通信機器などの独立電源として最適

用途

太陽電池＆防水 BOX

事例

●バックアップ電源用途

バックアップ用小型 UPS として最適

microUPS-J

用途

□主な納入実績
大手鉄道事業者様

大手センサメーカー様
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大手産業機器メーカー様 など

技術アピールシート
にほんでんしこうぎょう

日本電子工業株式会社
所在地
資本金

技術キーワード

電気錠、NFC、BLE、
宅配ロッカー、駐輪場、駐車場

[本社]〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北 1 丁目 4 番 21 号フォーカスビル
[都内所在地]〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
9,000 万円
セキュリティ機器製造

Web サイト

http://www.jei.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 長谷川

32 名

従業員数

主要事業

TEL

電気・電子・光学

技術分野

販売

保守

設立年（西暦）

1962 年 5 月

動作 OEM 開発受託

雄一

03-6315-0202

hasegawa@jei.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

電気錠設計製造と電気錠やセキュリティセンサ制御機

 得意な顧客・市場分野

セキュリティ

 生産拠点・研究体制

生産主に本社・大阪、設計は一部東京営業所

 特記事項（取得資格・認証等）

一般建設業許可

般 54 第 54308 号

設計製造

電気通信工事業

消防施設工事業

PR 詳細

日本電子工業株式会社特機営業開発部は
セキュリティ機器：テンキー、カードリーダー、電気錠制御盤
ェア）、電気：電子応用機器、基盤、制御プログラム

カード：FeliCa（フェリカ）、MIFARE（マイフ

信号表示：表示盤、警報器、状態表示盤

電気錠：鍵、電気鍵、電子錠、開閉、開ける閉める、オリジナル電気錠、カードキー、電磁ロック、電子キー
各種通信による、機器制御：Bluetooth（ブルートゥース）、NFC、ZigBee（ジグビー）設置箇所：扉、引き戸、
引戸、ドア、ロッカー、ショーケース、倉庫、防災倉庫、宅配ボックス、駐輪場、駐車場
速い、安い、OEM 開発、製造、検査

一気通貫で受注が可能

短納期、ローコスト、高付加価値、貴社の稼ぎ頭

となる製品を創ります。新製品開発、既存製品の改良、企業にとっては生命線です。

←図面１

基板＋ソフト開発

FC カードリーダーとカード
１０００枚の登録と照合
単３電池＊２で３０００回操作

図面２→
BLE 通信用ユニット
電気錠制御のため

スマートホンと連動

←図面３
IC 南京錠

基板＋ソフト開発

図面４→

NFC と BLE スマートホンで操作

機構＋基板＋ソフト開発
ガソリン精算機

ガソリンスタンドの要望で

組合開発のガソリン精算機をリニューアル
機構外部
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システム＋ソフト開発

技術アピールシート
にほんぷりめっくす

日本プリメックス株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

産業用小型プリンタ製造・販売

所在地

[本社]〒146-8650 東京都大田区鵜の木 1-5-12

資本金

39,300 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

プリンタ及び電子機器の開発・販売
https://www.primex.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京営業部
TEL

70 名

従業員数

黒澤 一

03-3750-1234

E メール

h-kurosawa@primex.co.jp

 得意な技術・製品

産業用小型プリンタ

 得意な顧客・市場分野

医療・測定器・KIOSK 市場

 生産拠点・研究体制

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山 2660

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 認証取得
PR 詳細
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1979 年

技術アピールシート
にほんゆにばーさるでんき

日本ユニバーサル電気株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

コイル

所在地

[本社]〒189-0003 東京都東村山市久米川 5-21-25

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

1958 年

設立年（西暦）

コイル設計製造販売、コネクタ製造 他
http://www.jpuni.co.jp

連絡先（部署・氏名） コイル課
TEL

200 名

従業員数

堀田 祐巳・緒方 修一

042-393-1241

E メール

info@jpuni.co.jp

 得意な技術・製品

コイル製造（電子顕微鏡、リニアモーター、センサー、アンテナ、磁界発生装置）

 得意な顧客・市場分野

敬称略 トプコン、日立 G、三菱電機、ホシデン、航空電子 G、デンソー、東北大学

 生産拠点・研究体制

東京都東村山市・コイル設計３名(機械技術士 1 名)、設備設計２名(電気主任技術者 1 名）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO19001、UL 規格認定工場、経営革新企業として東京都より認定
PR 詳細

試作 1 個からお受けします。 コイルの悩みを解決 貴社の開発支援部隊です！！
宇宙、海洋、車両、医療、家電、調理器、生産設備など多岐に渡る分野で、５０年以上にわたり日本の先端技術
を支えてまいりました。
自社で開発した自動生産設備により、センサー、アクチュエータ、アンテナコイル、磁界発生装置、レコード
カートリッジなど、少量の試作から月産５万個の量産まで対応しております。

弊社が選ばれている理由
１． 試作品の設計から製作まで 平均納期 1～1.5 か月で対応いたします。
２． 大量生産（月５万個程度）の場合 ６か月以内で量産体制を確立いたします。
３． 直径 1ｍｍ以下の微細コイルから、直径 2ｍの大型コイルまで対応いたします。
４． 導体径Φ0.025ｍｍからΦ3.2ｍｍまで、多品種の線材をご用意。超伝導線、
マンガニン線、リッツ線にも対応いたします。
５. 密着整列巻きにより占積率 90％を実現。徹底した品質管理を行っています。

弊社高密度コイル断面写真

保有設備
１）巻線機

半自動機巻線機 ７台、全自動整列巻線機 １台、大型コイル用巻線機（内製品)

1台

２）測定器

インピーダンスアナライザ（～300MHz）、LCR メータ、絶縁抵抗計、耐圧試験機、工具顕微鏡
三次元自動機能付画像測定機、ガウスメータ、ミリオーム抵抗計、恒温槽 等

３）工作機械

フライス盤、旋盤、帯鋸盤、平面研削盤、ボール盤 等

４）使用ソフト 磁場解析ソフト femtet、EMS、CAD ソフト SOLID WORKS、その他 PLC 開発ソフト

３軸ヘルムホルツコイル

磁場解析事例
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アルマ望遠鏡にも弊社コイルが使用されています

技術アピールシート
はいそる

ハイソル株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒110-0005 東京都台東区上野 1-17-6

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

25 名

https://www.hisol.jp/
高宮

慧一

03-3836-2800

E メール

takamiya@hisol.jp

 得意な技術・製品

各種ボンディング(実装技術)、測定、評価解析

 得意な顧客・市場分野

企業、官公庁大学、各種研究機関

 生産拠点・研究体制

半導体の研究開発に適した機器を取り揃えております。

 特記事項（取得資格・認証等）

各種デモ機をご用意しております。

創業 50 年の経験と実績で
小ロット～中ロットの試作品開発を得意とし、
部分実装から、設計～試作～評価までトータルサポート
●個片～12inch までのダイシング・ステルスダイシング
●バンプ加工(Au スタッドバンプ、ハンダ)
●ベアチップ実装(フィルム、ペースト、超音波)
●ワイヤーボンディング(Al、Cu、Au、太線、細線、リボン線)
●クラス 100 のクリーンルームで安心な作業環境
●IOT/宇宙・航空/LED/車載/高周波/様々なジャンルの豊富な実績

卓上 UV 硬化炉 UV PITARI
●コンパクトなボディながら 180mm□のワークスペースを保有
●安全設計のインターロック機能
●ディンプル加工の施された反射板により、均一な UV 照射を実現
●用途に応じた 3 種類のランプを用意
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半導体製造装置、検査装置、
ボンディング、測定、評価

設立年（西暦）

半導体製造装置、検査装置の輸入及び製造販売

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

電気・電子・光学

技術分野

1993 年

技術アピールシート
はいべっく

株式会社ハイベック

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電気・機構設計

所在地

[本社]〒104-0044 東京都中央区明石町 6-4 ニチレイ明石町ビル 8F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1975 年

赤外線加熱機器及び、熱風加熱機器の開発・製造・販売
http://www.hybec.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

15 名

従業員数

柴田

隆広

03-3544-1211

tshibata@hybec.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

実験・検証を通じて、モジュール化・装置化の特注対応。

 得意な顧客・市場分野

自動車部品等輸送用機器業界、ガラス・樹脂等素材産業、はんだ付け等電機機器業界

 生産拠点・研究体制

研究開発：本社、製造・製作：福島県内グループ会社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

ハイベック製品で加熱工程のお悩みを解決
加熱のお悩みを・・・

ハイベック製品で解決

製品
近赤外線ヒートビーム
・非接触でクリーン、最大 1200℃までの高温急速加熱
瞬間熱風ハイヒーター
・熱風でスポット加熱、最高温度 800℃の
主要分野
・自動車、自動車部品メーカー各社（輸送用機器）
・ガラス製品メーカー各社（窯業）
・樹脂製品各社（化学）
・電子部品メーカー（電気機器）
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技術アピールシート
はやしれぴっく

ハヤシレピック株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

半導体組立試作、厚膜、洗浄

所在地

[本社]〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1 丁目 28 番 3 号

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

285 名

設立年（西暦）

1965 年

照明装置、電動ドライバー、電子クーラーの製造販売、半導体組立試作、厚膜印刷
https://www.h-repic.co.jp/

連絡先（部署･氏名） 第３事業部

0470-22-8021

TEL

従業員数

堀口

義和
E メール

horiguchi@h-repic.co.jp

 得意な技術・製品

微細実装組立技術・半導体組立実装応用製品

 得意な顧客・市場分野

通信系機器製造メーカー・微細加工組立を必要とする分野

 生産拠点・研究体制

館山工場：千葉県館山市・技術部門

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001,ISO14001,ISO27001
PR 詳細

第３事業部紹介
厚膜製品製造

厚膜製品製造、クリーン洗浄、半導体組立実装（セラミックパッケージ）

スクリーン印刷技術を用い、厚膜製品を製造しています。
主に厚膜回路・電子回路用基板や放射線検出機などの部品
センサーやヒーターなどに使用されています。
特殊回路基板を製作します。(600mm 角まで対応可能)
少量試作からお受け致します。

クリーン洗浄
半導体製造装置などクリーンな環境で、清浄度の求められ
る部品の洗浄(クリーン洗浄･精密洗浄)を行っております。
クリーンルームからクリーンルームへ 2 重梱包がクリーン
度を保ちます。

半導体組立

試作・量産

半導体組立、セラミックパッケージへの実装配線
（アルミ太線用ワイヤーボンダー導入しました。）
精密組立検査等、顕微鏡を使用した作業が得意です。
もちろんクリーンルームでの作業です。

その他事業部の紹介も行います。（照明装置、電動ドライバー、電子クーラー等）
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技術アピールシート
ぴえぞぱーつ

ピエゾパーツ株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

水晶センサー

所在地

[本社]〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 831-3

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

9名

設立年（西暦）

1990 年

水晶センサー製造販売
http://www.piezo-parts.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

神長

洋一

042-652-1101

E メール

kaminaga.youichi@piezo-parts.co.jp

 得意な技術・製品

水晶センサーの設計から製造、アフターサービス一貫した体制を構築/水晶センサー

 得意な顧客・市場分野

時計、コンピュータ、光学機器、計測機器、電子機器、電子部品などの企業

 生産拠点・研究体制

工場・研究所（東京都八王子市）量産工場（新潟県三島郡）

 特記事項（取得資格・認証等）

TAMA 協会認定企業
PR 詳細

当社は、現在エレクトロニクスに欠かせない高安定、高感度な水晶センサーを製造販売する専業メーカーです。
主力製品は真空蒸着時の膜厚及びレート制御用の水晶センサーを製造しており、量産のみならず、顧客の製品に
適した製品を設計製造して提供しています。現在、当社で製造された水晶センサーは、国内はもとより、海外の
多くの企業に採用されています

QCM センサー

Q-HSP センサー
（応力センサー）

・優れた技術力
主振動と副振動の結合を極力抑える設計
当社の水晶センサーは、コンベックス形状（水晶板の片面だけ凸レンズ状に加工）を採用することで、
主振動のエネルギーが中央部に集中させることができます。
高品質な水晶センサーの製造を実現しています。

・お客様のご使用状況・ご要望に応じた水晶センサーを提供
お客様のご要望に応じた水晶センサーのカスタマイズを行っております。
ご使用状況により適したセンサーなども提案致します。
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技術アピールシート
ふぃーさ

フィーサ株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

静電気除去、帯電、脱臭

所在地

[本社]〒146-0082 東京都大田区池上 7-12-11

資本金

4,000 万円

従業員数

70 名

設立年（西暦）

1961 年

ホットランナ成形装置、静電気除去器、LIM(液状シリコーンゴム)成形装置の製造販売

主要事業

https://www.fisa.co.jp

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

ダイナック事業部
03-3754-0664

TEL

石井

秀典

E メール

ishii@fisa.co.jp

 得意な技術・製品

高濃度イオンを薄膜状の平面微細電極で発生させる独自技術です。

 得意な顧客・市場分野

従来のイオナイザーでは対応出来なかった局所・狭所の除電が出来ます。搬送装置、自動装置、脱臭・除菌など。

 生産拠点・研究体制

本社・千葉 TC・タイ(チョンブリ)・中国(蘇州)

 特記事項（取得資格・認証等）

第 17 回大田区中小企業 新製品・新技術コンクール優秀賞受賞

関連特許 15 件

PR 詳細

従来の静電気除去器の様に針先からの放電＝いわゆる点放電ではなく、面放電で高密度の
イオン・オゾンを効率よく均一に発生させることができる、全く新しいフィルム状のイオン・オゾン
発生素子です。
従来の針タイプでは対応の難しかった局所的な箇所、狭い箇所へ対応いたします。

各種基板等の
剥離時の除電

印刷機、コピー機内部の
ローラー間の除電、
ドラムの帯電にも

パーツフィーダの
搬送不良対策
筒状内部のエアー
搬送時の除電

植物プラント等の
植物の成長促進

プラズマ放電に
よる気流制御

エアコンルーバーに取り付けて
室内除電・空気清浄
ロッカー内部の脱臭・除菌
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技術アピールシート
ふぃーどこうぎょう

電気・電子・光学

技術分野

フィード工業株式会社

オリジナルセンサー、
自走トロリー、カスタムセンサー、

技術キーワード

センサー応用製品
所在地

[本社]〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 7-1-28

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・名）
TEL

従業員数

10 名

設立年（西暦）

1972 年

貴社に合ったカスタムセンサー、システム、装置を開発、製作致します。
http://www.feed-in.jp
技術課 藤本 和三（ふじもと かずぞう） 藤本
0422-46-7811

E メール

季可（ふじもと きよし）

top@feed-in.jp

 得意な技術・製品

貴社限定カスタムセンサー・システム・測定装置・合否選別装置・搬送ロボット

 得意な顧客・市場分野

大手企業の製造現場分野、印刷機械分野、建築分野、医療分野、繊維機械分野

 生産拠点・研究体制

三鷹工場

 特記事項（取得資格・認証等）

東京都立産業技術研究センター・拓殖大学と共同研究中
PR 詳細

１ フィードは貴方様向けカスタムセンサーを開発製造するのが一番得意です。

２

フィードは 電子、メカニカル、光、音、振動、磁気、温度、動きなどの技術を応用。
貴方様向けセンサーをお作りしています。

３ フィードはセンシング技術を応用し精密測定試験装置、合否選別装置、自走ロボットなど
さまざまな製造現場向けお役立ち装置も製作しています。
４

貴方様の「お困り事」をお聞きかせ頂ければ問題の半分解決です。

ロッド棒ゆがみを 0.5μｍ単位で
分解能 0.1μｍのリニアセンサー

注射針穴測定選別装置
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合否選別

技術アピールシート
ふぉーてっく

フォーテック株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

機構設計、構造解析、受託設計

所在地

[本社]〒207-0031 東京都東大和市奈良橋 6-724-5

資本金

100 万円

主要事業
Web サイト

2名

設立年（西暦）

2012 年

医療用 X 線装置、家電製品の開発設計全般、FEM 解析による静応力解析
http://www.for-tech.jp

連絡先（部署・氏名） 操
TEL

従業員数

心一

042-563-9337

E メール

misao@for-tech.jp

 得意な技術・製品

医療用 X 線装置、家電製品の開発設計全般

 得意な顧客・市場分野

医療用機器業界、家電製品業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

2012 年 4 月に、機構、筐体設計の請負を主な業務とする当社を設立致しました。
27 年間に亘る機構、筐体設計業務の中で、通信端末、医療周辺機器、小型家電等の開発・設計・試作・製造立ち
上げなどの経験を踏まえ、業務を受託致します。
業務内容
◎３次元 CAD による３D 設計
３DCAD ソフト Pro/ENGINEER、SolidWorks を使い、機械設計・筐体設計・機構設計を含む設計業務全般などの要望に
応じた設計を御提供致します。
また、単なる設計だけではなく、樹脂部品特有の成型性に対する配慮、量産時の組み立て性への配慮などを考慮し
て提案させていただきます。
◎FEM 解析による静応力解析
FEM 解析ソフト Pro/MECHANICHA を使い、単一パーツやアセンブリ品に対して応力解析を行い、変形量・応力分
布などを、ビジュアル的にわかりやすく解析します。
解析により、形状・構造・材料の見直し・検討が容易に行え、応力や安全設計の確認に大きな手助けとなりま
す。
業務実績
メカトロ系の設計から、成形品を利用した製品設計まで、開発・設計・解析・試作・製造立ち上げまでの、幅広
い業務実績があります。
・集団検診用システム、循環器診断システムなど医療用システムの開発設計
・X 線発生システム用絞り装置の開発設計
・電卓、電子手帳、電子楽器、携帯電話などコンシューマ用電子機器の開発設計
・FEM 解析を使った電子楽器筐体の強度解析と最適化設計
・FEM 解析を使った携帯電話強度の強度解析
・遊戯機器などのキャラクター形状作成
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技術アピールシート
ふじでんし

有限会社富士電子
所在地
資本金
主要事業

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

製造、組立及び総合調整

[本社]〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀 1-104
[都内所在地]〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀 1-79-1
500 万円

従業員数

13 名

設立年（西暦）

1973 年

側壁記録装置の製造、調整試験。イプシロンロケット点火・発火装置委託製造

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 代表
TEL

菊池

豊文

042-510-5842

 得意な技術・製品

E メール

info@fuji-electronics.co.jp

計測機器、建設用記録装置及びその他関連機器の組立及び総合調整

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

本社及び工場

 特記事項（取得資格・認証等）

作業員全員が半田付け技能資格とネジ締め技能検定の資格あり
PR 詳細

少量多品種の生産スピード
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技術アピールシート
ふちゅうぎけん

株式会社府中技研

技術キーワード

所在地

[本社・工場]〒183-0026 東京都府中市南町 5-38-33

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先
TEL

電気・電子・光学

技術分野

20 名

従業員数

電気・機構設計、制御、
通信、センサ、画像処理

設立年（西暦）

1973 年

放送用装置や監視制御用装置等を中心とする電子機器の受託設計・製造（ODM・OEM）
自社ブランド製品の開発・設計・製造・販売
http://www.fg-go.co.jp
営業部

石田

042-366-3544

泰一郎

ishida@fg-go.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

制御回路、高周波回路、分光分析等の技術を活かした制御機器、測定機器など

 得意な顧客・市場分野

公共インフラ業界、放送業界

 生産拠点・研究体制

本社・工場（東京都府中市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、エコアクション 21、第三種医療機器製造販売業（クラスⅠ）
PR 詳細

【ご紹介】
1973 年（昭和 48 年）の創業以来、計測と通信の分野で多数の大手企業様より設計・製造を受託し、
豊富な実績を積んで参りました。経験豊富な電気、機構、ソフトウェアの各設計部門と、高機能設備を
備えた製造・検査部門により、貴社のご要望に合わせた柔軟なサービスをご提供致します。
【保有技術】
＜ハードウェア系＞
●制御回路技術： 制御用マイコン、及びその周辺 I/F
●音声・映像回路技術： オーディオ、ビデオの AMP、DET、SW'er（スイッチャー）
●高周波回路技術： RF（AMP）1～300W まで
●FM 放送技術： FM 放送用変調、復調
●計測回路技術： 計測用 Linear AMP、LOG AMP
●分光分析技術： 光学レンズ、フィルタ、受光素子
＜ソフトウェア系＞
●Ethernet/シリアル（RS232C/RS485/RS422）/GPIB などの通信処理 ●Excel 連携
●データベース連携（MS SQL Server/PostgreSQL/Oracle） ●地図ソフト連携 ●画像処理
＜ソフトウェア開発環境・言語＞
●PC 系： Visual Basic、Visual C#、Ruby/PHP/Java Script
●ファームウェア・組み込み系： アセンブラ、C、RTOS（μITRON）
●シーケンサ（PLC）およびタッチパネル： オムロン、キーエンス、三菱
【主要設備】
●恒温槽 ●標準信号発生器 ●1KW ダミーロード
●電力計 ●周波数カウンタ ●FM 復調器 ●直線検波器
●スペクトラムアナライザ ●オーディオアナライザ
●ネットワークアナライザ ●赤外線サーモグラフィ
※上記設備はすべて購入 2 年以内の最新型です
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恒温槽

電力計

ネットワーク
アナライザ

技術アピールシート
ぷらっくす

株式会社プラックス

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

基板、カメラ開発

所在地

[本社]〒183-0045 東京都府中市美好町 1-11-5

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1964 年

電子機器開発およびプリント基板設計、基板実装、電子部品販売
http://www.pulax.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業一部
TEL

150 名

従業員数

部長

小泉

042-358-4510

桂太
koizumi@pulax.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

カメラ開発、プリント基板設計、部品実装（府中市内に試作工場、量産工場保有）

 得意な顧客・市場分野

産業機器関連

 生産拠点・研究体制

府中市内に開発１拠点、製造 2 拠点

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、14001 取得
PR 詳細

弊社は、電子機器開発からプリント基板設計、製造まで一貫して最適なソリューションをご提供しておりま
す。

■府中市に拠点（開発・設計拠点、試作実装工場、量産工場）を集約し
工程間連携を強化した一貫したものづくりをご提供致します。

■自社開発カメラで培った開発・製造ノウハウを活かし、御客様に特化したカメラの製品開発、
カスタマイズを一貫してサポート致します。
◆ 超小型産業用カメラ

◆ USB3 グローバルシャッターカメラ

直径約 1.0 ㎜サイズのカラーCMOS センサ採用！



センサー：IMX174（グローバルシャッター）



ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：USB3.0



Full HD（1920×1080）時：最大 60fps
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技術アピールシート
ぷらんすたっふ

プランスタッフ株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電気・機構設計

所在地

[本社]〒205-0011 東京都羽村市五ノ神 4-13-9 山一羽村五ノ神ビル 3F

資本金

2,000 万円

15 名

従業員数

設立年（西暦）

2007 年

受託開発設計、技術者人材派遣、受託生産、技術支援コンサルティング

主要事業

http://www.planstaff.co.jp

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 代表

澤田 康

042-578-8870

TEL

sawada-ceo@planstaff.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

機構設計、防水、小型化

 得意な顧客・市場分野

各種機器業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

プライバシーマーク取得
PR 詳細

弊社は、様々な業種の企業様から、機械・機構設計、電子回路・システム開発などの分野で業務請負を行っています。また、小ロ
ットの組立設備を自社内で保有し、受託生産組立にも対応できるようになりました。デザイン、設計、試作、評価から量産まで、ワ
ンストップで対応できる体制を整え、お客様のご要望に応じた業務を、最短納期で請負ます。各種規格対応（UL,CSA,CE,RoHS）
、特許
対応が可能です。

大手メーカ出身の製品設計経験者が在籍し、豊富な設計知識とノウハウで、コスト削減、信頼性確保、量産性設

計など、お客様のものづくりをサポートいたします。
［受託開発製品］
・美容医療機器：画像撮影機、小型通信機、ＡＣ電流治療器、体内検査機器、他
・照明機器

：街路灯、卓上スタンド、検査照明機器、光導光、等

・自動車機器

：操作部パネル、メーターパネル、カメラ、他

・アミューズメント機器：パチンコ、コインメック、他
・ウェアラブル機器：防水通信機、防水着脱機構、小型薄物ケース、他
・OA 機器：プリンター、紙・メディア搬送機、プロセス回り（潜像、現像、定着）他
・各種機器：加湿器、校正装置、釣銭機、コネクタ、ワインセラー、介護機器、他
・治工具：スケルトン、耐久試験機、評価治具、他
［保有技術・設備］
・3D 設計：PTC Creo Parametric（Pro/E）
、Creo Direct、SOLIDWORKS（2016、2017）
・熱／構造解析：midas NFX
・筐体設計、成型品設計、ダイキャスト品設計、板金設計・精密機構設計、防水(IPX7)設計、搬送機構
小型化・意匠デザイン、駆動リンク制御（ＤＣ，ＡＣ，ステッピングモーター）
、光学照明
・各種試作、量産加工・調達

（金属、樹脂、アルミ、注型、塗装、印刷、メッキ、蒸着、基板、ハーネス、ＵＶ接着、梱包）

［社内量産組立実績製品］
・卓上照明スタンド（３製品）
（ロット～１５０台/月）

・美容肌画像解析装置（～３０台/月）
・小型通信機器（～２００台/月）
［社内加工設備］

旋盤１台、フライス 1 台、レーザーカット１台、シートカッティング１台、簡易メッキ１台、ブラスト、塗装
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技術アピールシート
ぼるてっくす

株式会社ボルテックス

[本社]〒191-0062 東京都日野市多摩平一丁目５番８

資本金

10,000 万円

ﾌﾟﾗｯｼｭﾚｽﾓｰﾀｰ制御

従業員数

30 名

E メール

kobayashi_tky@voltex.co.jp

設立年（西暦）

1973 年

電源装置の開発・製造・販売

Web サイト

http://www.voltex.co.jp

連絡先（部署・氏名）

商品開発課 小林 孝之

TEL

電源、電磁ﾊﾞﾙﾌﾞ制御、

技術キーワード

所在地

主要事業

電気・電子・光学

技術分野

042-583-6336

 得意な技術・製品

電子電源機器装置、第６世代デジタル電源、システム機器

 得意な顧客・市場分野

日機装、ﾜｲｴｲｼｲｴﾚｯｸｽ、米 HP、東ﾚﾒﾃﾞｨｶﾙ、ﾌｸﾀﾞ電子、日本光電、ﾎｰﾁｷ、SONY、ﾆﾌﾟﾛ

 生産拠点・研究体制

青島ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ電源有限公司(3300 ㎡)、㈲東栄電子

 特記事項（取得資格・認証等）

UL、CSA、VDE、CB 国際認証
PR 詳細

電源一筋５０年のボルテックスです。過去に電源を 41 万台(売上 137 億円)以上生産販売した実績があります。
その他医療機器（除細動装置、心電計等）
、半導体検査装置、放送用テレビカメラ、警報機システムなどで実績
があります。次期製品 "Ⅴ６デジタル電源" は、弊社技術の集大成であり、あらゆる分野に適用できるセミカス
タム電源です。以下にＶ６デジタル電源の 10 大特徴を示します。
１．セミカスタム品ですが、開発費は頂きません。
２．サンプル品は２０日(2020 年には 4 日)以内にお届けします。
費用は 量産内示を頂いた時､１台で１０万円、新製品開発でお客様のご負担は是だけです。
３．電源の安全規格取得費用は発生致しません。既に「ＣＢ国際認証」を取得済です。
４．コストは中国･台湾製汎用電源＋オプション機能です。
生産中止は無く、何年でも修理･アフターサービスします点も、コスト比較に表れない所です。
10 年以上使った不要電源は買い取り、オーバーホールし、新品の 40％OFF で再販します。
５．納期は即納です、お客様は在庫を持つ必要は有りません。
貴社と"即納契約"を取交して、弊社で在庫し即納します。
６．貴社の使用電源種を １０分の１ に減らせます。(電源の標準化)
装置側からの命令信号で、出力電圧電流を命令値に自動合せします。
７．１００年保証です。機能、性能、保証で世界最高の商品を提供します。
万に一、電源が故障した場合新品と無償交換、何が有っても安心してお使い頂けます。
８．直流出力は "超低ノイズ" ですから、アナログ回路にもお使い頂いています。
汎用品ではコモンモードノイズ(対アース間)の規定は有りませんので、いくらノーマルモード
ノイズ(対±間)を減らしても、フローティングには使えません。
弊社では 50mvp-p(0.05V/TPY=30mvp-p))以下ですので､アナログ回路に使える性能は画期的です。
９．インターネット接続でビッグデータの入手と、未病(装置を止めない)を死守します。
10．常に貴社の発展を共とします。
（貴社の電源工場として弊社をお使い下さい)
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技術アピールシート
まいくろじぇっと

株式会社マイクロジェット
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

印刷、回路、センサ
細胞ハンドリング

[本社]〒399-0732 長野県塩尻市大門五番町 79-2
[都内所在地]〒184-0012 東京都小金井市中町 2-24-16 農工大・多摩小金井ベンチャーポート 208
1,000 万円

20 名

従業員数

設立年（西暦）

1997 年

インクジェット工業応用の開発支援
http://www.microjet.co.jp/index.html

連絡先（部署・氏名） 技術営業グループ
TEL

電気・電子・光学

技術分野

前田

042-401-2366

憲宏
maeta@microjet.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

インクジェット技術の産業応用・研究開発用インクジェットプリンター

 得意な顧客・市場分野

プリンテッドエレクトロニクス業界、3D プリンター業界、ライフサイエンス業界

 生産拠点・研究体制

開発拠点（長野県塩尻市）

 特記事項（取得資格・認証等）

経済産業省「はばたく中小企業 300 社」受賞（2016 年）
PR 詳細

電子デバイス、バイオ、３D プリンティングの３分野でインクジェット技術の普及を支援する会社
弊社はプリンターに使われているインクジェット技術を、ものづくりに応用する際に、必要となる研究開発用の
装置を開発・製造・販売しています。応用研究分野はプリンテッドエレクトロニクス、バイオ、3D プリンティン
グと多岐にわたります。カラーインクの代わりにナノ金属インクで回路を描画したり、細胞を 1 つずつ狙って位
置に配置したり、自社材料で 3D プリンティングしたりとその応用例は数百にも及びます。以下、特徴ある製品
をいくつかご紹介します。
研究開発用インクジェット塗布・描画装置『DevicePrinter-CX』
お客様の材料や用途に応じて液を飛ばすヘッドを複数種類から選択可能
【用途・実績例】
●

銀ナノインクやレジスト等の電子デバイス用材料の評価や塗布実験

●

沈降性液材料や粒子懸濁液を用いた吐出実験やデバイスの試作

●

紫外線硬化樹脂材料を用いた吐出実験やデバイスの試作

インクジェット式 １細胞プリンター『Single Cell Printer』
細胞を高速かつ正確に１個ずつ高確率で指定ウェルに注入
【用途・実績例】
●

細胞株開発（Cell Line Development)

●

ドラッグスクリーニング

●

シングルセル研究（シングルセルゲノミクス 等）

207

技術アピールシート
めかのとらんすふぉーま

有限会社メカノトランスフォーマ

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

圧電アクチュエータ

所在地

[本社]〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2 丁目 7 番 12 号 ビルックス No.3 4 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

6名

設立年（西暦）

2005 年

圧電アクチュエータ素子の発生する変位を機械的に拡大・縮小するメカトランス技術の設計・
製造
http://www.mechano-transformer.com/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

従業員数

徐 世傑

03-5835-0108

 得意な技術・製品

E メール

szekeat@mechano-transformer.com

電気エネルギーから機械エネルギーに変換する圧電素子の少ない変位を数倍から数十倍
に拡大する変位拡大機構技術を保有しております。

 得意な顧客・市場分野

産業機器分野、医療分野、自動車分野、航空機・宇宙産業分野

 生産拠点・研究体制

青戸工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社で生み出す技術は、世界に欠かせない重要な部品になります。例えば、顧客の工場の稼働率を圧倒的に高め
ることなどに貢献している。
弊社商品「メカトランス」は、
圧電素子の少ない変位を数倍から数十倍
に拡大する変位拡大機構であり、以下特徴
を持っている：
１．エネルギー効率が高い
２．高速動作が可能
３．小型化、薄型化が可能
４．制御性が良い
「メカトランス」の応用例：
1．超精密微細研磨ツール
2．小型タイプメカトランス
3．高速角度調整機構／高速に角度調整可能かつ 2mm ピッチで並べる
4．微小荷重載荷・検出装置／微小荷重を検知・載荷し、表示できるシステム
5．与圧機構かつヒンジ機構付き積層圧電アクチュエータ
6．ポンプ
7．2 軸位置決めステージ機構
8．セラミックシートの高速パンチングマシン
9．オン/ オフ ポンプ
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技術アピールシート
もりたてっく

森田テック株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

電気・電子・光学

技術分野
技術キーワード

EMC、センサ、シールドボックス、
検査装置・ジグ、第 5 世代通信

[本社]〒215-002 神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-1
[都内所在地]〒206-0804 東京都稲城市百村 2113-4
1,000 万円

17 名

従業員数

設立年（西暦）

1993 年

電磁波可視化装置、特注検査装置及びジグ開発、第 5 世代通信測定ソリューション
http://www.morita-tech.co.jp/
代表取締役

森田

治

042-401-6330

E メール

morita@morita-tech.co.jp

 得意な技術・製品

WM9500 3 次元空間電磁界可視化装置、機能性電磁波シールドボックス

 得意な顧客・市場分野

電気電子業界

 生産拠点・研究体制

開発拠点及び工場：東京都稲城市

 特記事項（取得資格・認証等）

東京都中小企業振興公社支援製品、川崎市ものづくりブランド
PR 詳細

☆森田テックは、電気・機構設計・ソフトウエア開発から製造までをワンストップで対応いたします。

【カスタム対応製品例】

[コネクタ接触抵抗測定装置]

[補償フィルタ（ボーラス）
3 次元形状測定装置]

[ワイヤレスモジュール検査用
ジグ組込型シールドボックス]

【自社開発製品例】

[WM9500αLT]３次元
電磁波可視化装置

[WM7300] EMC NOISE
SCANNER

[WM1019-04178H]
ハンドインシールドボックス
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[MT-844] マトリクス
RF スイッチボックス

技術アピールシート
やまびし

株式会社 YAMABISHI

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電源、蓄電、再エネ

所在地

[本社]〒143-0016 東京都大田区大森北 2-4-18 大森ビル

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

70 名

設立年（西暦）

各種電源機器の開発・製造・販売
https://www.yamabishi.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

早田

佑哉

03-3767-8861

E メール

y-soda@yamabishi.co.jp

 得意な技術・製品

自社開発インバータの活用による電源機器の製作

 得意な顧客・市場分野

自動車関連、インフラ関連、研究関連、電機メーカー等

 生産拠点・研究体制

海老名工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001
PR 詳細

■リチウムイオン蓄電システム
１，ＤＣリンク方式による高効率化
（パワコンが不要な為、効率に約１０％の差）
２，系統連系運転による電力有効活用
【ピークカット、再エネと系統の電力の同時使用】により、
ＶＰＰへの転用や施設の省エネ化が可能
３，豊富なラインナップと納入実績
装置容量：１０ｋＷ～２００ｋＷ（蓄電池はＭＷクラス）
４，三相機器の停電時無瞬断切替
停電発生時、三相機器は無瞬断にて負荷のバックアップが可能です。
５，グラフィカルな計測監視ソフトを標準搭載
Ｗｅｂ見える化システムを標準搭載しております（ＰＣブラウザで表示可能）

■回生型バッテリ模擬電源（バッテリ充放電装置）
１，高い設定精度・計測精度
２，高速応答
充放電切替時に高速応答（typ.10msec）
３，ＰＣ画面での試験
バッテリ充放電試験では、「スケジュール運転」により
試験を自動化します。
４，I－Ｖカーブ模擬や内部抵抗や開放電圧に基づく模擬
ＳＯＣ（バッテリ充電率）を記述する事で実際のバッテリに
近い模擬をする事が可能です。
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1958 年

技術アピールシート
りーでぃんぐえっじあそしえいつ

LEADING EDGE ASSOCIATES 株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

放熱、熱対策、熱電発電

所在地

[本社]〒190-0034 東京都立川市西砂町 6-39-2

資本金

1,560 万円

主要事業
Web サイト

3名

設立年（西暦）

2010 年 12 月

産業用熱交換器販売、熱対策設計コンサルティング
www.alvc.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

黄 國書

042-520-8223

E メール

info@alvc.jp

 得意な技術・製品

アルミベーパーチャンバー熱交換器、熱電冷却／加熱装置、産業用機器放熱設計コンサルティング

 得意な顧客・市場分野

産業機器、医療機器製造業界、電気自動車業界

 生産拠点・研究体制

生産：台湾桃園市（設計は東京）、早稲田大学と共同研究

 特記事項 （取得資格・認証等）

出願中：日本：特開 2017-126418、特開 2017-203604
PR 詳細

1.アルミベーパーチャンバー
当社ベーパーチャンバーヒートシンクは冷媒技術の応用とアルミ使用により、従来製品の 1/3 の大きさ、ま
たそれに伴う軽量化も実現しました。アルミを使用することで、コストも抑えられ、多様な設計も可能です。
使用後は 100％リサイクル可能で環境保全にもつながります。
今後も一層小型・軽量の設計でお客様の二一ズにお応えできるよう、商品開発に努めています。

サンプル A.: アルミ板

サンプル B.:アルミベーパーチャンバー

2.熱電加熱／冷却装置
アルミベーパーチャンバー（ALVC）と熱電素子（ペルチェモジュール）を組み合わせて、新たな冷却／加熱
装置を開発しました。当装置は、定温制御性能に優れ、電気自動車バッテリーの温度管理、医療機器の定温
管理、家電製品の冷却、加熱制御などで高い効果を発揮します。
使用例（特許取得）：
EV バッテリーパック用 TVC 温度制御システム
リチウムイオンバッテリーの間に（ALVC）を置
き、電熱素子から冷／熱温度を加え、ALVC に通
して、バッテリーの温度が一定温度を制御する。
バッテリーが一定温度を得れば、電気自動車の
走行距離を伸ばすことができるばかりではな
く、省エネのメリットが得られる。
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技術アピールシート
りんてっく

株式会社リンテック

電気・電子・光学

技術キーワード

流体制御

[本社]〒520-2277 滋賀県大津市関津 4-1-23

所在地

[都内所在地]〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-30-14 服部ビル 3F
17,487.5 万円

資本金
主要事業
Web サイト

従業員数

63 名

設立年（西暦）

1987 年

気体、液体の質量流量計及びそれらを応用した流体制御系の製造販売
http://www.lintec-mfc.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

技術分野

田中

純一

03-5366-2801

E メール

jun_tanaka@lintec-mfc.co.jp

 得意な技術・製品

各種気体の流量制御及び各種液体の流量制御、気化供給

 得意な顧客・市場分野

半導体、液晶、太陽電池、光学フイルムほか、各種成膜用途

 生産拠点・研究体制

本社工場（滋賀県）、生産工場（マレーシア）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14000 取得済み
PR 詳細

マスフローコントローラ（質量流量制御器）の製造販売だけでなく、それを応用した液体気化供給システムのパ
イオニアとして、各種液体材料や使用条件、用途に対応しています。
流したいプリカーサなどがありましたら一度ご相談下さい。

対象薄膜

薄膜材料名

液体材料名

絶縁膜

SiO2

TEOS、TEB、TEPO、その他

SiN
BPSG
強誘電体膜

Ta2O5

Ta(OC2H5)5、Ba(DPM)2、Sr(DPM)2

BST

Pb(DPM)2、Zn(DPM)4、TTIP、その他

PZT
金属薄膜

Cu、TiN、

TDEAT、TDMAT、Taimata

TaN、Ni、Co

Ru(EtCp)2、TiCl4、SnCl4、その他

その他
高誘電率膜

HfO2

HTB、TEMAf、TEMAZ、ZAC

ZrO2

TMA、その他

La2O3
Al2O3
その他
その他

各種

H2O、SiCl4、HMDS、OMCTS
その他
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技術アピールシート
れっく

レック株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

計測機器、センサ

所在地

[本社]〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 3-26-23

資本金

2,500 万円

主要事業
Web サイト

1968 年

設立年（西暦）

赤外線放射温度計、メーターリレー、計測制御機器などの開発・製造・販売
http://www.leccompany.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業グループ
TEL

12 名

従業員数

鈴木

03-3655-0541

佳織
k-suzuki@leccompany.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

開発設計から対応可能な技術

 得意な顧客・市場分野

加熱を用いる製造工程・製品・生産技術開発を行う企業や大学や研究所

 生産拠点・研究体制

本社工場

 特記事項（取得資格・認証等）

第 8 回（平成 26 年度）葛飾ブランド『葛飾町工場物語』認定
PR 詳細

わが社は、こんな会社です！
『今、この世の中にない物を作ろう！！』そんなチャレンジ精神の結晶が現在の放射温度計です。
赤外線放射温度計とは物に触れずに温度が計れる温度計です。主に、高温の為接触型の温度計が使えない場合、
例えば、金属を熱処理する際に使われる真空炉の中や、溶接の温度の測定などに使用されます。

主力製品
○ 当社主力製品の１つで 3000℃までの高温に対応する非接触タイプの赤外線放射
温度計『KTL』を開発し、販売を行っています。ＫＴＬシリーズは高速応答、微小
スポット、ワイドレンジ、ガラス越し測定が可能なハイスペック放射温度計です。
真空加熱炉の温度管理、チップのロー付け、金属温度管理、高速応答性を活かした
高周波加熱ラインでの温度管理など、幅広い用途に使用することが可能です。
赤外線放射温度計『ＫＴＬ』

○ 創業以来販売を続けているメーターリレーはスケールのワイド化・
振動・衝撃に強いという特長をもった製品です。特殊スケールも１台から
短納期での対応が可能です。
『MK シリーズ』はロングランのヒット製品です。
メーターリレー『MK シリーズ』

○ 非接触温度計

各種

赤外線放射温度計『L-1000』

赤外線放射温度計『FL-8』

機器組み込み型
非接触温度計『L-350』
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光ファイバ式機器組み込み型
非接触温度計

技術アピールシート
わってぃー

ワッティー株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

電気・機構設計、通信

所在地

[本社]〒141-003 東京都品川区西五反田 7-18-2

資本金

9,500 万円

主要事業
Web サイト

152 名

設立年（西暦）

1968 年

産業用ヒータ、レベルセンサ、ワイヤレス温度センサ等の開発・製造・販売
www.watty.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

専務取締役

03-3779-1001

結城

二郎

E メール

j-yuki@watty.co.jp

 得意な技術・製品

面状ヒータ、セラミックヒータ、液面レベルセンサ、角度センサ、無線センサユニット

 得意な顧客・市場分野

医療機器、分析装置、半導体製造装置、自動車関係、空調機器、福祉機器

 生産拠点・研究体制

相模原事業所（ヒータ関連）、仙台事業所（配管関連）、浜松事業所（センサ関連）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001、ISO 14001 取得
PR 詳細

面状ヒータ各種：半導体製造装置業界、医療機器業界、医療分析機業界での使用実績あり

最高使用温度 200℃

窒化アルミヒータ

最高使用温度

連続式レベルセンサ

600℃

最高使用温度 250℃

角度センサ

近接スイッチ

ワイヤレス温度センサ
※無電源無線通信ユニット（温度センサ・近接スイッチ搭載）を開発
※EnOcean Alliance に加盟しており、IoT ソリューションのセンサ開発に力を入れています
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