技術アピールシート
あどふぉくす

評価・検査

技術分野

アドフォクス株式会社

部分放電試験機、コロナ放電試
技術キーワード

験機、バイノーラルマイク、
集音器、補聴器

所在地

[本社]〒198-0036 東京都青梅市河辺町 10-6-1 トミタワー7F

資本金

6,500 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1991 年

コロナ放電(部分放電)試験機、集音器(補聴器)、バイノーラルマイク等の電子機器設計開発・
製造販売
http://www.adphox.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 成沢
TEL

8名

従業員数

崇志

0428-24-6042

mail@adphox.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

コロナ放電試験機、集音器、バイノーラルマイクの研究開発・販売

 得意な顧客・市場分野

インバーターを扱う家電製品、ＥＶ、ＨＶ

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

音声明瞭化回路特許取得済
PR 詳細



コロナ放電試験機(昇圧トランスやコイル、検出器から社内製作

※受託試験、レンタル可)

省エネの為のインバーター技術に伴って対策が必要になるコロ
ナ放電(部分放電)現象を電気的に検出できる試験機を設計開発か
ら製造販売まで行なっております。
コロナ放電が起きていると、製品寿命は周波数が高くなるほど
短くなります。例えば 50Hz/60Hz で 100 年間コロナ放電に耐える
部品でも、50kHz では約１ヶ月で壊れます(右グラフ参照)。絶縁が
破壊されると火花放電を起し、製品不良の原因になります。従来
の絶縁試験機や耐圧試験機ではコロナ放電を発見できず、製品も
出荷時には正常に動作しているように見える為、製品が市場に出てから不良が発生する厄介な現象です。
電源方式が間欠サイン波と連続サイン波の 2 種類あり、それぞれ高圧を発生させるコイルや
トランスは自社で設計・製造しております。



集音器(補聴器)
2001 年から自社開発の補聴器について販売開始し、現在は集音器としてポケット型とヘッド

ホン型の製品を継続して販売し、他社ブランドのＯＥＭ品も供給しています。



バイノーラルマイク
バイノーラル録音（Binaural recording）とは、ステレオ録音方式の一つで、人間の頭部の

音響効果を再現するダミー・ヘッドやシミュレータなどを利用して、鼓膜に届く状態で音を記録することで、ス
テレオ・ヘッドフォンやステレオ・イヤフォン等で聴取すると、あたかもその場に
居合わせたかのような臨場感を再現できる方式です。
バイノーラルマイクはイヤホンマイク形状で、従来のダミーヘッドではなく自分
の頭がダミーヘッド代わりになる製品で、音質の良さでプロのミュージシャンから
も良い評価を頂いております。
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技術アピールシート
えいしょうきんぞく

栄商金属株式会社

評価・検査

技術キーワード

測定受託、介護機器

[本社]〒146-0092 東京都大田区下丸子 2-1-3

所在地

[東京営業所]〒146-0092 東京都大田区下丸子 1-17-18 栄商ものづくりＬＡＢ 2F
1,000 万円

資本金
主要事業
Web サイト

従業員数

9名

設立年（西暦）

1962 年

検査業、リバースエンジニアリング、商品開発請負、電線（ハーネス）加工
http://www.eisyo.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業技術課
TEL

技術分野

佐山

友允

03-3759-1207

E メール

eigyo@eisyo.co.jp

 得意な技術・製品

三次元測定受託事業。３Ｄスキャニング及び図面化、リバースエンジニアリング

 得意な顧客・市場分野

光学機器

 生産拠点・研究体制

ものづくりＬＡＢとものづくりネットワークを活用

 特記事項（取得資格・認証等）

「床ずれ防止」超低圧体圧分散エアーマットレスの医工連携開発品が特許取得。受賞。
PR 詳細

４Ｄ測定でものづくりをサポート。
３次元測定受託事業、３Ｄ図面化及び電気機械器具・ＯＥＭ機器の開発を行っています。
古河電工の特約店として新素材の用途開発を任された経験と検査屋として培ってきた品質管理サポートの
気質が、リコールを起こさない機器開発の精神に生かされています。
ぽっと出のものづくりネットワークでは成しえない、検査屋だから出来る「現場力を掌握した！」コーディネー
トの「安心ものづくりネットワーク」が、数々の商品を世に送り出しております。
未来予測と過去からの基盤技術を複合した「モノづくりコーディネート」と未来予測の品質管理の
４Ｄ測定で、データー偽装をしなくても世に受け入れられる部品設計・商品開発をしてみませんか！？
＜関連子会社＞
①

株式会社

栄商電子

②

株式会社

エトス

： 電気・電子線材端末加工（はんだ付け・ハーネス）
、ＰＣＢ
：

健康・美容機器開発。メンテナンス。
国立病院と電子制御方式 超低圧体圧分散床ずれ防止マットレス開発

※栄商グループ全体のノウハウとモノづくりネットワークを駆使して完成した床ずれ防止マットレスは
驚異の体圧分散値７ｍｍＨｇのデータを叩き出し、褥瘡学会の注目の的になりました。
褥瘡学会（床ずれ学会）の目標値３２ｍｍＨｇをクリアー。他製品は３０～４０Ｈｇの実力。
大田区の新商品・新技術開発コンテスト奨励賞受賞、中小企業庁のミラサポで注目企業にリストアップされ
るなど、開発段階における発想力・解決力での高い評価を頂いております。
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技術アピールシート
えくすびじょん

評価・検査

技術分野

株式会社エクスビジョン

技術キーワード

高速、ビジョン、センシング、
リアルタイム、自律、協働

所在地

[本社]〒113-0034 東京都文京区湯島 2-18-6 湯島夏目ビル 2 階

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

22 名

設立年（西暦）

高速ビジョンのコア技術およびその応用技術研究開発と販売
www.exvision.co.jp

連絡先（部署・氏名） ビジネスディベロップメント・ディレクター
TEL

2009 年

03-3812-9360

E メール

黒田

直祐

kuroda@exvision.co.jp

 得意な技術・製品

高速な対象物の検知・追跡、リアルタイムな計測および制御

 得意な顧客・市場分野

FA、高速検査、高速ロボット、高速３Ｄ計測など

 生産拠点・研究体制

東京都文京区本社・東京大学石川妹尾研究室で創出された世界を牽引する高速画像処理
技術のスムーズな実用化・事業化を見据えた実装例開発に取り組む研究体制を備える。

 特記事項（取得資格・認証等）

第 2 回 JEITA ベンチャーアワード受賞、WINDS ネットワーク統括会員
PR 詳細

近年 IoT、Industry4.0 のインフラ技術が注目されていますが、高速画像処理技術は、自動車、ドローン
等の飛翔体、FA、HMI 等、様々な動体の情報をリアルタイムに正確に取得し、後段の IoT システムにフィー
ドするエッジコンピューティングの分野で重要な役割を果たすと見られています。
エクスビジョンはこれら様々な応用が期待される高速画像処理ソリューション「高速ビジョン」を短期
間で開発できるプラットフォーム（HSV SDK）の提供を今年 1 月から開始しました。この高速ビジョン技術
は、カメラの目にあたるセンサーが 1 秒間に 1000 枚の物体の撮像と同時に幾つかの特徴量を抽出して同時
に出力する事が出来ます。この情報をアクショントリガーとすることで極めて遅延の少ない適応動作が可
能となり、例えば高速運動する物体に対応した動きをするためにこれまで必要だった予測計算処理が不要
となります。この技術を製造ラインに応用した場合、移動しながらの正確な位置決めや高速検査等、生産
効率と歩留まりをハイレベルで両立できるソリューションを提供できます。
制御機器
画像に応じた制御を
即座に実行可能
（特定の色のキャッチなど）

制御

HSV SDK

ハードウェアと
共通ソフトウェアを提供

高速移動体

1秒間に
1000枚の
画像

ハードウェア

共通ソフトウェア

ユーザ個別
アプリケーション

PC

ソフトウェア
インストール

高速ビジョン技術によるリアルタイムIoTシステムによって創出される研究成果は、従来比約30倍（サンプリング
レート）の性能を実現するもので、メインターゲットであるFAや検査に限らず、映像メディア、ヒューマンインタフェー
ス、バイオ・医療、セキュリティ、自動車・交通、高速3D入力、高速ロボットなどの分野にも応用展開可能であり、今
後、横断的基盤技術となることを目指します。
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技術アピールシート
きーなすでざいん

キーナスデザイン株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

評価・検査

技術キーワード

温度調節装置、恒温槽

[本社]〒189-0022 東京都東村山市野口町 2-30-61
[都内所在地]〒207-0013 東京都東大和市立野 3-1344-12
1,100 万円

従業員数

11 名

設立年（西暦）

2006 年

電子機器・電子部品用に特化した冷却・温調装置の製造・販売
https://keenus.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

橘

純一

042-516-8604

E メール

jun@keenus.jp

 得意な技術・製品

電子機器・電子部品用に特化した冷却・温調装置 無風恒温槽

 得意な顧客・市場分野

自動車関連エレクトロニクス、パワー半導体、光学部品

 生産拠点・研究体制

自社

 特記事項（取得資格・認証等）

温調装置の断熱構造について特許取得
PR 詳細

風を起こさずに温度調節が可能な「無風恒温槽」を自社開発し、製造・販売を行っています。
構造解析、熱流体シミュレータを用いた高度な製品開発環境を有しています。

卓上で使用できる小型無風恒温槽から、製造ラインで使用する多槽複温一括コントロール版など、お客様のご要
望に応える商品開発を行っています。
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技術アピールシート
くものすこーぽれーしょん

クモノスコーポレーション株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

評価・検査

技術キーワード

三次元計測、ひび割れ診断

[本社]〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2-1-15
[都内所在地]〒143-0014 東京都大田区大森中 1-2-26
3,000 万円

従業員数

121 名

設立年（西暦）

1995 年

三次元計測、外壁診断、工事測量、施工管理、構造物点検、システム開発、機器販売・レンタル

http://www.kankou.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京支店
TEL

技術分野

マネージャー

090-8163-3066

 得意な技術・製品

庄山

哲二

E メール

t.shoyama@kankou.co.jp

3D スキャナ使用による三次元計測及びデータ解析、特許技術を使用した TS「KUMONOS」
によるひび割れ診断

 得意な顧客・市場分野

建設コンサルタント、土木・建設業界、文化財保護業界（JICA 他）

 生産拠点・研究体制

大学との産学連営研究・コンサルタント企業との共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO55001 認証取得、
「KUMONOS」製造にあたり特許取得、2018 年「はばたく中小企業・小
規模事業者 300 社」に選出
PR 詳細

（３次元計測）
＊空間情報を 3D 計測して点群データを取得することにより、測り忘れや作業の手戻りを防ぐことができる
＊3D 計測の先駆けとして、20 年間の経験と 1,000 件以上の実績があり、多様な 3D 計測に対応できる
＊3D スキャナ販売と平行して 3D 計測業務サービスや取得した点群データ処理及びデータ解析サービスを提供しており、デ
ータの活用方法について蓄積してきたノウハウを基に十分な顧客サポートを提供できる
＊国内のみならず海外でも 3D 計測サービスを提供できるノウハウとネットワークを持つ
（ひび割れ診断「KUMONOS」）
＊ひび割れをクラックゲージ搭載のトータルステーション「KUMONOS」にて計測することにより、ひび割れデータをデジタル
化して、ひび割れの経年劣化をより明確に追跡することができる
＊計測データを用いて平面図のみならず立面図や曲面の展開図にひび割れ情報を載せることができる
＊ひび割れ情報取得に際し、0.2ｍｍ幅のひび割れを 45m 先から計測でき、これにより足場の設置や高所作業車を用意
する必要が軽減してコストカットにつながる。また計測作業従事者の安全確保も期待できる
＊国内のみならず海外でもひび割れ計測サービスを提供できるノウハウとネットワークを持つ
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技術アピールシート
さーきゅれーとらいん

株式会社 Circulate Line

技術分野

評価・検査

技術キーワード

第 3 者検証、品質管理、テスト

所在地

[本社]〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-33-14 代官山齋金ビル 5F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

第 3 者検証サービス、システム開発、構築、ネットワーク構築

2010 年

等

https://www.circulateline.jp/

連絡先（部署・氏名） システム部
TEL

従業員数

マネージャー

03-6277-5268

木村

E メール

龍一
kimura@circulateline.jp

 得意な技術・製品

第 3 者による品質管理（テスト計画⇒設計⇒実施⇒報告）

 得意な顧客・市場分野

組み込み、Web、業務パッケージ

 生産拠点・研究体制

本社（同上）

 特記事項（取得資格・認証等）

プライバシーマーク

第 10823974（02）号、労働者派遣事業者許可番号

特 13-318857

PR 詳細

弊社は、IT 系の企業として「1. パッケージソフトのコンサルティング、企画、開発、販売 2. システム受託開
発 3. 第三者検証サービス 4. 労働者派遣事業 5. Web サイト構築 6. ハードウェア販売 7. システム構築 8.
通信インフラ構築 9. ネットワーク構築」などを行なっておりますが、特に「第三者検証サービス」については、
弊社が力をいれている事業の一つになります。
弊社は、多くのシステム開発／ソフトウェア開発のプロジェクトに品質管理者として携わった経験と実績があ
り、それらのナレッジを生かしたい場所を探しております。
品質管理にご理解がいただけて、長く体制でご提案できる企業様とご縁があればと思います。
現在、弊社の品質管理の技術者達は、体制ではなく、個人で活躍する場が多くなってきました。
個人が現場毎に評価されていることは、大変うれしいことではありますが、一度技術者達を集結させ、各現場で
培ったノウハウを発揮させる場所を探したいと考えております。
弊社の品質管理の技術者は、JSTQB などの考え方を一通り理解しており
「テスト計画の作成」～「テスト設計 及び レビュー」～「テスト実施 及び 不具合管理」～「テスト実施報告」
までを行うことができます。
また、現場で成果を出すには、上記フローの理解はもちろんですが、現場によっては柔軟に対応する必要性も理
解しております。
是非、品質管理を検討しておられる企業様であれば、一度お話しできる環境をご用意していただき、現場にあっ
たご提案をしたいと考えております。
以上、宜しくお願い致します。
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技術アピールシート
しすてむずえんじにありんぐ

株式会社システムズエンジニアリング
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

評価・検査

技術キーワード

光ものづくり

[本社]〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-24 パシフィックスクエア千石 9F
[都内所在地]〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 MIC1-303 ものづくり技術センター
2,000 万円

15 名

従業員数

設立年（西暦）

1995 年

光学機器・計測器の開発製造及び輸入販売
http://www.systems-eng.co.jp

連絡先（部署・氏名） 技術部
TEL

技術分野

部長 山本 匡秀

03-3946-4993

info@systems-eng.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

光を使った計測・分析

 得意な顧客・市場分野

材料、フイルム、LED、半導体

 生産拠点・研究体制

板橋区の MIC1 ものづくり技術センターにアセンブル工場及び試験ラボ

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

創業以来一貫して分析機器、光学機器といった実験研究機器を取り扱うプロフェッショナルとして、企画開発、
周辺機器、ソフトウェアにいたるまで、真に顧客に役立つものを提案してきている。
取扱商品には海外からの輸入商品を販売しているものも多いが、輸入商社としての販売活動での経験から、顧
客の要望に合わせた商品の必要性を感じることも多い。
一部の商品では、顧客の要望を収集し、それに合わせた製品や治工具を自社開発して提供してきている。
その経験を活かし、これまでの輸入商社主体の活動から、ものづくりベンチャーとしての活動を増やし、もの
づくり商社への転換を図ろうとしている。
そのために、自社での開発・製造の拠点として、新たに「ものづくり技術センター」を設け、開発品の評価お
よび、工場での生産設備を備えて、独自性のある自社ブランド製品の開発を進めようとしている。
当社で、ものづくりベンチャーとして取り組んできた光学機器製品としては、周波数走査型光干渉断層撮影シ
ステムと、本事業のベースとなっているポータブルな AOTF 方式の近赤外分光光度計がある。
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技術アピールシート
だいにちしょうじ

大日商事株式会社
所在地

〒108-0023

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

評価・検査

技術キーワード

洗浄

東京都港区芝浦 4 丁目 15 番 33 号
従業員数

84 名

芝浦清水ビル
設立年（西暦）

1959 年

半導体プロセスをメインとした産業用器具の製造及び販売
http://www.dainichi-shoji.co.jp

連絡先（部署・氏名） 本社営業部
TEL

技術分野

中村

03-3452-7211

圭
E メール

k-nakamura@dainichi-shoji.co.jp

 得意な技術・製品

半導体関連の製品全般（射出成形品、洗浄装置、クリーンルーム用品など）

 得意な顧客・市場分野

半導体関連企業・半導体業界全般

 生産拠点・研究体制

成形工場、熱電対工場（山形県米沢市）

 特記事項 （取得資格・認証等）

ISO9001（2000 年取得）
PR 詳細

【 背景 】
半導体製造工程では、搬送容器を使用してデバイスの製造を行っている。この容器内の清浄度を維持するため、定期的な洗浄が必要となるが
洗浄後の乾燥で水分の残渣及び樹脂の水分吸湿など、これまでの乾燥方法に課題がある。そこで今回、洗浄後の完全乾燥及び乾燥時間の短縮
を目的として真空乾燥装置を開発した。
【 適用製品（乾燥対象品） 】
プラスチック製品全般
【真空乾燥フロー】
1.扉⇒開
2.製品投入
3.扉⇒閉
4.Start
5.輻射熱によるプリヒート
6.減圧 0.02kPa
7.大気開放
8.完了音（ブザー）
9.扉⇒開
10.製品取出（乾燥完了）

【 乾燥事例 】（製品外形：234×203×219mm、乾燥時間：約 16.5 分）

※デモ機見学可能です
※対象製品に合わせた
カスタマイズ対応も可能です。
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技術アピールシート
ぱるすてっくこうぎょう

パルステック工業株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先
TEL

技術分野

評価・検査

技術キーワード

残留応力

[本社]〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-35
[都内所在地]〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-1-14 最勝ビル 10 階
149,100 万円

146 名

従業員数

設立年（西暦）

1969 年

電子応用機器・装置の製造および販売
http://www.pulstec.co.jp
営業部

東京営業所

鈴木

03-5434-5001

宏保

E メール

hiroyasu-suzuki@pulstec.co.jp

 得意な技術・製品

研究開発型モノづくり企業

 得意な顧客・市場分野

車両関連メーカー、重工メーカー

 生産拠点・研究体制

工場(静岡県浜松市)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得,ISO14001 取得,日本塑性加工学会『技術開発賞』を受賞(ポータブル型 X 線残留応力測定装置)
PR 詳細

ポータブル型 X 線残留応力測定装置(残留応力計測で課題を解決！)
ポータブル型 X 線残留応力測定装置 μ-X360s
金属表面に残留する応力を非破壊・非接触で測定
する装置です。小型・軽量、簡単操作、高速・高
精度測定を実現！！

自動車部品メーカー納入実績 NO1

特徴
・『世界最小・最軽量』
・狭い個所や大型構造物も計測可能
・1 ポイント当たり約 60 秒で計測
・X 線管球交換：ユーザにて最大 5 種類の X 線管球（Cr、V、Mn、Cu、Co）を交換可能
・出張計測サービスやレンタルにも対応。
実績：累計販売台数 240 台を突破
用途：①金属部品の溶接・切削・研削・研磨・塑性加工（ex プレス）・表面改質（ex.ショットピーニング）・熱
処理などの、工程改善、最適な加工条件の把握、不具合解析、品質管理。②金型などの最適な補修時期の把握
③研削焼け検出

④硬さ検出

⑤橋梁や大型プラントなどの診断
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技術アピールシート
ふぉーでぃーせんさー

4D センサー株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

３Ｄスキャナー、
加工、光学、IoT、材料

[本社]〒640-845 和歌山県和歌山市中 649-3 番地フォレストヒルズふじと台 110・111・104 号室
[都内所在地]〒130-0003 東京都墨田区横川 1-16-3 Center of Garage
5,488 万円

従業員数

14 名

設立年（西暦）

2012 年

世界最速の 3D スキャナーの研究開発・製造・販売
http://4d-sensor.com/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

評価・検査

技術分野

入野 康隆

090-6497-4240

E メール

irino@4d-sensor.com

 得意な技術・製品

3D 外観検査、面で可視化できる振動計、ひずみゲージ不要の歪み/変位/応力計測

 得意な顧客・市場分野

Factory Automation、Robotics、材料試験

 生産拠点・研究体制

東京、和歌山

 特記事項（取得資格・認証等）

和歌山大学発のベンチャー企業。経済産業省「地域未来牽引企業(H29)」
PR 詳細

会社名と同じ 4D Sensor という製品シリーズ名で、4D Sensor for X と呼ばれる様々な用途の製品を開
発・製造・販売しております。

いわゆる３D スキャナーと呼ばれる分野ですが、4D = 3D × Time

= (x, y, z, t) という意味で、

(x,y,z)の点群データを時間ごとに３D スキャンできる製品です。
ミクロンの精度で物の形をスキャンすることができます。
１秒間に 5 万回の計測が可能で、３D スキャナーとしては世界最速のスピードです。
弊社の製品・技術は革新的な手法が評価され、大手自動車会社や大手製造業、鉄道会社、電力会社など
から受注をいただいております。
以上
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技術アピールシート
ふろんと

株式会社フロント

技術分野

評価・検査

技術キーワード

表面処理、リーク等

所在地

[本社]〒186-0002 東京都国立市東 4-27-9 A 棟 1 階

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2006 年

精密流量調節弁の設計・製造、ガス関連機器の設計・製造
www.fronto.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

3 名

従業員数

前田 素宏

042-574-5163

motohiro@fronto.jp

E メール

 得意な技術・製品

超微小流量用の流量調節弁の設計・製造

 得意な顧客・市場分野

国公立・企業研究開発機関の様々なご要望にお応えしております。

 生産拠点・研究体制

自社内のみ

 特記事項 （取得資格・認証等）

当社独自の機構で他社のバルブとは異次元の性能です。
PR 詳細

1. 従来他社製のバルブでは不可能な、極微小流領域の流
量調節が可能。リーク量の調節にもお使い頂けます。
2. 1 つのバルブで 10 万倍以上に及ぶ広範囲の流量調節が
可能
3. ログリニア特性により、全範囲で流量調節が容易
4. フッ素樹脂バルブは、接液・接ガス部は PTFE 製なので、
腐食性流体でも使えるため様々な用途で使える。
5. 自動制御仕様もある。
（1-5V、4-20mA 信号）
6. 全国の国公立大学・企業の研究機関様に、大変高い評
価を頂いております。

304

技術アピールシート
やましたでんそう

山下電装株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

光源装置、
赤外線・紫外線照射装置

[本社]〒192-0913 東京都八王子市北野台 5-25-10
[都内所在地]〒192-0913 東京都八王子市美山町 2161-14
1,000 万円

従業員数

光源機器の開発製造

20 名

設立年（西暦）

1974 年

表面欠陥検査装置・ソーラシミュレータや紫外線・赤外線照射装置等の開発

http://www.yamashitadenso.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

評価・検査

技術分野

加藤

042-650-7121

E メール

kato@yamashitadenso.co.jp

 得意な技術・製品

光源機器の開発製造、キセノンライト等の電源装置製造、紫外線照射装置販売・製造

 得意な顧客・市場分野

日本の大学・研究機関・メーカー工場を含め海外へ輸出、自動車業界

 生産拠点・研究体制

美山町工業団地 産総研との共同開発

 特記事項（取得資格・認証等）

特許取得 2008 年 ISO9001 取得
PR 詳細

鏡面サンプルの表面状態を高感度にて検査する装置です。
ガラス基板の検査
フィルム等の基板以外の検査
顕微鏡とは違い全体を見る事が可能
Φ200ｍｍ～300ｍｍ

１．ＵＶ、ＩＲ、ＵＶ‐ＮＴ、３種類の光をマニュアル・自動選択照射
２．一発露光で表面タック除去可能。特殊な光（ＵＶ‐ＮＴ）を初めて採用
３．簡単プログラム設定で誰にでも照射波長・光量・照射時間が制御可能
４．最大照度から０照度まで無段階に光量調整可能（照度表示機能付）
５．タッチパネルにより、操作性・汎用性を大幅に拡張
６．ランプ交換時光軸調整不要、ダウンタイム最短で、現場向きの強い味方
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技術アピールシート
わーくす

有限会社ワ－クス
所在地
資本金
主要事業

技術分野

評価・検査

技術キーワード

製造、検査

[本社]〒188-0012 東京都西東京市南町 3-3-15
[所在地]〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘 1-59-13
300 万円

従業員数

1名

設立年（西暦）

2004 年

各種装置用制御ユニット回路及び電源・計測器の設計、製造、検査

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

島田

秀一

04-2926-9111

E メール

h-shimada@nifty.com

 得意な技術・製品

試作、少量多品種、量産品等、製作から動作検査までのご要望にお答えいたします。

 得意な顧客・市場分野

半導体、電子部品製造装置の制御部、製造装置企業の認定工場

 生産拠点・研究体制

所沢事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

弊社では協力工場とグル－プ制をとっており常時 10 名程度の作業者を有しております。
PR 詳細

業務内容
制御ユニット等単体ユニットの回路設計から部材購入、組立、検査までを一括してお任せいただけるよう
体制を整えており、一部 2000mm 程度の架台製作等も手がけております。
技術部門
CAD を使用しプリント基板の回路設計、制御回路の設計（ロジック、アナログ）及び、筐体設計を行い
ます。また、CAD ソフトは AUTO CAD、JW CAD 等と互換性のある物を使用し、デ－タ－の受け渡しが
スム－ズに出来るようにしております。
製造部門
ロットの製作、製造ノウハウ等の問題で外転出来ない製品の製造、外転した製品の最終組立等を行って
います。また、協力工場に対する製造技術の指導や、鉛フリ－半田の使用等の製造品質への指導も行って
おります。
検査部門
社内製造及び、協力工場により製作された製品に対し、目視及び、導通、通電検査を行い出荷される製品の
品質の保持に努めると共に、不具合品が発生した場合は発生原因を究明し、再発の防止を図ります。
通電検査・・専用冶具等を使用することにより、品質の均等化･作業時間の短縮を図る。
デ－タ－を添付し、より品質の向上に役立てていただく。
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