「技術アピールシート集」の活用について

平素より、公益財団法人東京都中小企業振興公社に格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。また、この度は当公社主催「新技術創出交流会」への参加をご承諾い
ただき、誠にありがとうございます。
当公社多摩支社では、広域多摩イノベーションプラットフォーム事業を展開し、国
内外で市場の拡大が期待される成長産業分野へ踏み出す中小企業を力強く後押しして
おります。
本事業の一環として実施している「新技術創出交流会」は、オープンイノベーショ
ンによる大手企業と中小企業との技術連携や共同開発の実現に向けたきっかけ作りを
ご支援する取組として、過去 10 回に渡り開催して参りました。
そして、11 回目となる今年度の開催については、2 日間に会期を拡大し、過去最大
規模での開催を予定しております。
この「技術アピールシート集」は本交流会に申込があった東京都内中小企業の技術・
製品情報を集約し、冊子として取りまとめたものです。また、多くの方にご覧いただ
けるよう「電子ブック版」もインターネット上にご用意しております。中小企業の優
れた製品・技術を多数掲載しておりますので、貴社の技術課題の解決に広くご活用い
ただけましたら幸甚でございます。
ぜひ、本冊子とともに電子ブック版を貴社各部署にてご覧いただき、積極的なご活
用をよろしくお願い申し上げます。
本交流会が契機となり、企業間の新たな技術連携が創出されることを心より祈念し
ております。

平成３０年 6 月
公益財団法人東京都中小企業振興公社

多摩支社長
小池
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喜春

申込企業一覧
企業名
アートビーム有限会社

頁番号

加工

株式会社アイザック
株式会社アサヒ

株式会社アジャスト
株式会社東電工舎

株式会社アドバンス
株式会社荒木製作所
株式会社有我工業所
株式会社飯室機械

1
2
3
4
5
6
7
8
9

池澤研磨

10

株式会社池田製作所

12

株式会社イケダ精機
株式会社伊東 NC 工業
株式会社ウシオ

株式会社内野精工

株式会社ウッドベル工業

株式会社エイチ・エー・ティー
株式会社エイチ・ティー・エル
エーアンドエー株式会社
株式会社 SNT

株式会社 SND

ヱビナ電化工業株式会社
株式会社エポゾ－ル
株式会社エレナ

オーエフテクノ株式会社
株式会社オーエム

株式会社オーディーケー
有限会社オクギ製作所

オグラ宝石精機工業株式会社
株式会社オリジナリティ
株式会社桂精密

かねひろ株式会社

株式会社河村機械工業所
有限会社岸本工業

岐阜精器工業株式会社
旭栄研磨加工株式会社
久保金属株式会社
株式会社クボプラ

株式会社クラフテックオカモト

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

企業名

頁番号

株式会社コーワスプリング

41

坂西精機株式会社

43

株式会社サイプラ

株式会社指田製作所
株式会社サテリット
佐藤工機株式会社

株式会社佐藤製作所

株式会社佐藤電機製作所
サンアロー株式会社

有限会社三幸電機製作所
三鎮工業株式会社

三和ニードルベアリング株式会社
株式会社猩々テクノ

株式会社新栄スクリーン
株式会社慎研工業

株式会社伸光製作所
株式会社真精工

伸和商工株式会社
株式会社スタッフ

株式会社セキコーポレーション
セキダイ工業株式会社
株式会社セキネ

第一化学工業株式会社
大生工業株式会社

有限会社大成塗装電機製作所
株式会社ダイニチ
大洋電機株式会社
高井電機株式会社

株式会社髙橋製作所
株式会社竹内製作所
株式会社田島製作所

有限会社竪川スプリング製作所
株式会社チバダイス

塚田理研工業株式会社
株式会社ディープラ

株式会社ティケイワイプロダクツ
テクダイヤ株式会社
株式会社テックラボ

東京オートマック株式会社
東京ブレイズ株式会社
株式会社東光通商

42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

企業名

頁番号

企業名

頁番号

株式会社東興電機製作所

82

株式会社山根製作所

東成エレクトロビーム株式会社

84

ユニオン合成株式会社

86

株式会社吉増製作所

東商ゴム工業株式会社
株式会社東陽製作所
株式会社富山

株式会社ナガセ

新妻精機株式会社

ニシハラ理工株式会社
株式会社日興製作所

日本コーティング工業株式会社
日本プラズマトリート株式会社
日本メカニック株式会社
パール光学工業株式会社
パイオニア精工株式会社
株式会社ハタダ．
株式会社八洋

株式会社パパス

株式会社馬場製作所

83
85
87
88
89
90

芙蓉工業株式会社
古川物産株式会社

株式会社プロキオン
平和工業株式会社

有限会社寶洋樹脂工芸
株式会社マクロス

株式会社マサオプレス
松田金型工業株式会社
丸信化工株式会社
株式会社三鷹精工
有限会社三井刻印

南デザイン株式会社
株式会社三山精工

株式会社ミューテクノ

株式会社メディア・マーク
株式会社メトロール
株式会社八木製作所
柳塗装工業株式会社
株式会社ヤマテック
大和樹脂株式会社

129

株式会社吉本製作所
株式会社米山製作所
株式会社理工電気

電気・電子・光学

130
131
132
133

93

株式会社アサヒ

136

92
94
95
96

株式会社アサップシステム
アジア電子工業株式会社
株式会社アトム精密

141

インテグラン株式会社

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

138

株式会社イングスシナノ

99

101

137
139

イープロニクス株式会社

98

135

アペックステクノロジ－ジャパン株式会社

97

102

富士精器株式会社

ヨシザワ株式会社

128

134

株式会社久松機工

深田パーカライジング株式会社

127

ICOP I.T.G. 株式会社

100

フォトプレシジョン株式会社

ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社

91

林フェルト株式会社
株式会社ヒキフネ

126

株式会社 Wave Technology

株式会社エイチ・アイ・デー
営電株式会社

株式会社エイト電子

エーエルティー株式会社

SH コンサルティング株式会社
株式会社エスコ

エレクトロ・システム株式会社

有限会社オーゼットエンジニアリング
株式会社オプター

オリオン・オプティクス株式会社
カザト株式会社

北川電機株式会社
京セミ株式会社

株式会社清原光学

合同会社クラッグ電子
株式会社クレアクト

株式会社ケイ・オール
株式会社コーキ電子
コーダ電子株式会社

コーデンシ TK 株式会社
株式会社コスモテック
株式会社サトーセン

サンエー電機株式会社

三協インタナショナル株式会社
三省電機株式会社

140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

企業名

頁番号

CKS 株式会社

169

ジェーピーシー株式会社

171

株式会社ジーデバイス

株式会社システムクラフト

株式会社システム・プロダクツ
株式会社セイコーウェーブ

株式会社ゼニス計測システム
SERENDIPITY 株式会社

株式会社セントラル電子
株式会社相馬光学
株式会社第一機電

株式会社竹中製作所
株式会社忠光製作所

株式会社田原電機製作所
鳥海工業株式会社

テクノブレーンズ株式会社
株式会社テクノメイト

有限会社デルタテクノロジー
東京電子交易株式会社
特殊電機株式会社
徳力精工株式会社
株式会社トラウム

日本蓄電器工業株式会社
日本電子工業株式会社

日本プリメックス株式会社

日本ユニバーサル電気株式会社
ハイソル株式会社

株式会社ハイベック

ハヤシレピック株式会社
ピエゾパーツ株式会社
フィーサ株式会社

フィード工業株式会社
フォーテック株式会社
有限会社富士電子
株式会社府中技研

株式会社プラックス

プランスタッフ株式会社
株式会社ボルテックス

株式会社マイクロジェット

有限会社メカノトランスフォーマ
森田テック株式会社

株式会社 YAMABISHI

LEADING EDGE ASSOCIATES 株式会社

株式会社リンテック

企業名

頁番号

レック株式会社

213

170

ワッティー株式会社

172

株式会社アイダックス

215

174

アスプローバ株式会社

217

173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

システム・ソフトウェア

株式会社アスネット

株式会社アルファコード

株式会社イー・アイ・ソル
イーソル株式会社

株式会社インプリム

エイシーティ株式会社
株式会社映像研

株式会社エーアイ
XPAND 株式会社

株式会社エスエスユー

株式会社エッチ・アイ・シー
株式会社エナジーパートナー
株式会社エヌ・ピー・シー
株式会社 NVT

株式会社 MSD

株式会社エム・ソフト

株式会社小野電機製作所
オフィス・メイプル

199
200
201
202
203
204
205
206
207

コスモエア株式会社
三和工機株式会社

株式会社シー・シー・デー

株式会社システム計画研究所
株式会社システムモーメンツ
株式会社ジャコム

スタジオ和オリエント株式会社
有限会社創造デザイン

ソフトサーボシステムズ株式会社
東洋システム株式会社

日本ビジュアルサイエンス株式会社

株式会社ニューシステムズテクノロジー

208

株式会社ノートスペース

210

株式会社バーネット

212

ビジュアルウェア株式会社

209
211

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

237

株式会社計算力学研究センター

198

219

株式会社クラフトワーク

195
197

218

235

ガナシス株式会社

196

216

株式会社ガイア・システム・ソリューション

193
194

214

のぞみ株式会社

株式会社バイオネット研究所

236
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

企業名

頁番号

企業名

頁番号

株式会社ヒューマンリング

256

クモノスコーポレーション株式会社

298

株式会社ブイテック研究所

258

株式会社システムズエンジニアリング

300

フィグラ株式会社

有限会社フタイテン

ブレインハーツ株式会社

プログレス・テクノロジーズ株式会社
マイクロテクノロジー株式会社
株式会社マイソフト

株式会社ミラック光学

259
260
261
262
263
264

Mintomo 株式会社

265

株式会社メディアラボ
株式会社モフィリア

リネオソリューションズ株式会社
株式会社リベルワークス
株式会社レナータ
和丘株式会社

257

材料

ターナー色彩株式会社
高安株式会社

東和工業株式会社

ナノコート・ティーエス株式会社
株式会社奈良機械製作所

日本ミラコン産業株式会社
橋永金属株式会社

橋本理研工業株式会社
株式会社枚方技研

株式会社富士セラミックス
株式会社ベル・セード
ミストラル

八十島プロシード株式会社
山下マテリアル株式会社

ヤマモトホールディングス株式会社

304

山下電装株式会社

305

有限会社ワ－クス

環境・エネルギー

309

269
270
271

273
275

株式会社アイラム

インテックス株式会社
aPEC 株式会社

環境エネルギー株式会社

サンシステムサプライ株式会社
鉄道車輛工業株式会社

株式会社東邦精機製作所
株式会社フィールドプロ

276

有限会社カルチエ

278

昭和建設株式会社

277
279
281
282
283
284

健康・福祉

株式会社サーランド・アイエヌイー
株式会社ニッケン

日本アッシュ株式会社

ベッドの上で入浴企画株式会社
株式会社リビングファーム
株式会社ローザ特殊化粧料

危機管理・インフラメンテナンス

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

287

株式会社コアシステムジャパン

327

286
288
289
290
291
292

株式会社アルファ・プロダクト
株式会社セラテックエンジニアリング
ソナン電子株式会社
株式会社デイシー

IoT・AI

329
330

有限会社インフォソケット

333

エイコム株式会社

株式会社エクスビジョン

296
297

328

331

294
295

326

アドバンスデザインテクノロジー株式会社

アドフォクス株式会社

キーナスデザイン株式会社

310

アイセイ株式会社

株式会社インフォコーパス

栄商金属株式会社

308

285

293

評価・検査

306

株式会社 EVTD 研究所

280

株式会社中野製作所

株式会社フロント

303

268

267

274

株式会社スリーラックス

4D センサー株式会社

302

307

ヴェロパワーズ合同会社
株式会社倉本産業

パルステック工業株式会社

301

株式会社アイ・エム・エー

272

エヌデーシー販売株式会社

大日商事株式会社

299

266

アイ - コンポロジー株式会社
旭モールディング株式会社

株式会社 Circulate Line

株式会社エイブリッジ
株式会社 Agx
SiB 株式会社

332
334
335
336
337

企業名

頁番号

企業名

頁番号

株式会社オプティム

338

ショーワグローブ株式会社

381

株式会社クァンタリオン

340

株式会社タカハシ

383

オプテックス・エフエー株式会社
クリムゾンテクノロジー株式会社
株式会社クレアンスメアード

339
341
342

計測エンジニアリングシステム株式会社

343

株式会社システムサイエンス研究所

345

株式会社コンピュータマインド

株式会社シムトップス

Shannon Lab 株式会社
セールスワン株式会社
ソナス株式会社

ディープインサイト株式会社
データセクション株式会社

株式会社デバイスドライバーズ
デバイス販売テクノ株式会社
株式会社電算サービス
株式会社電子署名認証
トープロテクノサービス株式会社
株式会社内藤電誠町田製作所

株式会社日本人工知能研究開発機構
白山工業株式会社

PK デザイン有限会社

株式会社ビットストロング
株式会社フォルテ

富士インフォックス・ネット株式会社
ぷらっとホーム株式会社

株式会社プロジェクト・メイ
株式会社モルフォ
株式会社 UEI

株式会社リトルソフトウェア
その他

入江工研株式会社

株式会社上島製作所

株式会社エアロネクスト
カネパッケージ株式会社
株式会社キャステム
株式会社空スペース
株式会社弘久社

347
348
350
351
352
353
354
355
356

東洋電機株式会社

有限会社アットモル

346

349

泰興物産株式会社

ロステーカ株式会社

344

コネクテックジャパン株式会社

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

有限会社伸栄プラスチック
株式会社タクミナ

中澤鋳造販売株式会社
株式会社ナノア

株式会社聖製作所

株式会社フェニックス

北陸ケーティシーツール株式会社
丸菱油化工業株式会社
有限会社ユーテック
有限会社ユーテック

株式会社理学相原精機

リンク・パワー株式会社
株式会社和起製作所

382
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

技術アピールシート
あーとびーむ

アートビーム有限会社

技術分野

加工

技術キーワード

試作、超微細加工、表面処理

所在地

[本社]〒192-0042 東京都八王子市中野山王 1-6-6

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1989 年

精密板金試作、ＭＳコーティング、超微細放電加工、その他金属加工
http://www.artbeam.co.jp

連絡先（部署・氏名） 取締役社長
TEL

40 名

従業員数

仲

042-622-7380

勉
t_naka@artbeam.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

精密板金試作、ＭＳコーティング（放電表面処理）、超微細放電加工

 得意な顧客・市場分野

ＯＡ事務機器業界、医療業界、光学機器業界、精密機器業界

 生産拠点・研究体制

本社工場・アートビーム株式会社Ｒ＆Ｄセンター（グループ会社）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001,ISO14001 取得済
PR 詳細

放電表面処理ＭＳコーティング
耐久性・耐摩耗性向上にＴＡ皮膜（チタン）、耐腐食性・耐エロ
ージョン性向上にＳＡ皮膜（シリコン）の処理が可能です。
金型、部品表面、刃物などの必要な部分だけにマスキング無しで
処理が可能です。円筒内面などの他の表面処理では困難な部分な
どにも処理が可能です。航空機業界以外では、ほとんど知名度が
有りませんがコレットチャックの把持力ＵＰ、長寿命化、刃物の
耐久性・耐摩耗性向上は３倍以上と特に好評を得ています。

精密板金試作
精密板金試作は１個から承っております。他社で出来ないと断ら
れた事はございませんか？難加工部品、高精度部品でお困りでし
たら御相談ください。納品に際しては三次元測定器での測定デー
タ添付を標準としております。板厚０．０５ｍｍから３．２ｍｍ、
長さは２ｍ程度が最も得意な領域です。板バネなどもお任せくだ
さい。塗装などの後加工もワンストップでＯＫです。

超微細放電加工
最少穴径５μｍの超微細放電加工です。ミクロン単位の穴加工、
研削加工が可能です。医療、自動車、電子、光学機器などの分野
の超微細な製品加工や金型加工が可能です。微細形状の創成や高
硬度材料の加工が可能であり、極小径切削工具等の微細工具の製
作に適しています。
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技術アピールシート
あいざっく

株式会社アイザック

技術分野

加工

技術キーワード

大型板金

所在地

[本社]〒192-0152 東京都八王子市美山町 2161-10

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

設立年（西暦）

1967 年

大型板金・総合板金・機械加工・塗装・メッキ・処理・その他
http://www.cc-isac.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

佐川

042-650-7151

英雄
E メール

isac@song.ocn.ne.jp

 得意な技術・製品

フレーム、架台、角Ｐ架台、チャンネル架台などあらゆる材質の架台～筐体

 得意な顧客・市場分野

医療機器装置関係、半導体装置関係、自動制御装置関係、原子力関係、電子計測器関係

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

平成 29 年度

東京都中小企業振興公社表彰にて 功労賞受賞
PR 詳細

この品物は製餡機で試作より完成した総ステンの装置です。

この品物は電力会社の使用したコークスを粉末にし乾燥させ、湖水や川などを綺麗にする総ステンの装置です。
当社は昨年で 50 周年を迎え、大型板金、総合板金等、自社工場内にﾎｲｽﾄが 6 基あり、フレーム、架台、角Ｐ架
台、チャンネル架台などあらゆる材質の架台～筐体まで連結すれば、いくらでも拡張出来る所が、自社の優位な
点だと思います。
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技術アピールシート
あさひ

株式会社アサヒ
所在地

[本社]〒125-0042 東京都葛飾区金町 2-16-12

資本金

12,860 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

防水

70 名

設立年（西暦）

1966 年

音響・映像機器・通信機器の筐体､部品およびアクセサリーの企画、設計、製造、販売
http://www.kk-asahi.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

従業員数

技術分野

営業 1 部

斎藤

03-5699-6003

和秀

E メール

kazuhide_saito@kk-asahi.co.jp

 得意な技術・製品

防水設計技術・縫製技術・信頼性評価 / 設備

 得意な顧客・市場分野

顧客(家電、カメラメーカー) 分野(カメラ・携帯・本体及びアクセサリー)

 生産拠点・研究体制

日本・中国・ベトナム・顧客ニーズに合わせて

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001・ISO9001、労働者派遣事業許可証を取得 （派 13－308489）、ソニー株式会社
グリーンパートナー認定（2003 年）
PR 詳細

【防水設計技術】
カメラ等の外装設計を始め様々機器の設計を行なっています。
さらに試作から量産納品まで、一通りの要求に対応可能です。
1. 企画･設計
2. 手作り試作・評価
3. 金型試作・評価
4. 量産製造

まで

（設備内容）
3D プリンタ（光造形機 EDN260.350）
三次元測定機（画像測定機）
三次元デジタイザ（ATOS）
防滴試験機
防水試験機(100m MAX)
恒温恒湿槽
動作耐久試験器
引張/圧縮試験機(MAX 2,000Kg)
表面耐摩擦試験機
表面硬度試験器
【縫製技術】
キャリングケースを始め様々な縫製品を製造しています。
デザイン図、本体データから図面を起こし立体的な形にします。
企画・設計・試作・評価・量産までを、様々なノウハウと熟練の技術者たちによって作り上げていきます。
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技術アピールシート
あじゃすと

株式会社アジャスト

技術分野

加工

技術キーワード

医療、福祉、環境

所在地

[本社]〒203-0044 東京都東久留米市柳窪 5-4-12

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

18 名

設立年（西暦）

1998 年

金属・樹脂等機械加工品製造及び販売、ねじ、締結部品の販売
http://www.adjnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 開発営業部
TEL

従業員数

清水

勇貴

042-479-1861

E メール

shimizu@adjnet.co.jp

 得意な技術・製品

複雑形状加工、規格ねじ等の追加工

 得意な顧客・市場分野

医療機器分・食品製造装置分野・介護関連部品分野・無線機器分野

 生産拠点・研究体制

東京都東久留米市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001

ECO ｱｸｼﾞｮﾝ 21
PR 詳細

弊社は金属だけでなく、樹脂・ゴムなどの機械加工品の相談、ねじ類の相談
などトータルエンジニアリングサービスを強みとしています。
独立した検査専門部署を設け、高い精度を要求される製品は画像処理機で品質確認を行っております。小ロット
の試作加工実績を反映して量産化対応も承ります。
弊社の強み
① 少量から量産まで幅広い製作数量対応相談。
② 柔らかい材質から難削材を含めた幅広い材質加工経験。
③ 機械加工品以外の相談対応。
④ ねじ類・締結部品等の幅広い品揃え。追加工ねじ等の機械加工対応。
⑤ 複雑形状加工を可能にした複合旋盤、5 軸マシニングセンタを保有。

主要製品

部品製作実績例

医療機・医薬品製造装置部品
食品製造装置部品
半導体・液晶製造装置部品
物流関連部品
他、様々な分野の部品
血液分析機器部品、分包機部品、飲料充填部品、介護車両部品など

主な設備

マシニングセンタ

7台

、ＮＣ旋盤 3 台

4

、フライス盤、ボール盤など

技術アピールシート
あずまでんこうしゃ

株式会社東電工舎

技術分野

加工

技術キーワード

テフロン、硬質クロム

所在地

[本社]〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 3-10-9

資本金

1,000 万円

従業員数

6名

設立年（西暦）

1923 年

電気めっき業

主要事業

http://www.azuma-p.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 代表取締役

山田

03-3622-8111

TEL

英佐夫
E メール

yamada@azuma-p.co.jp

 得意な技術・製品

テフロン処理・工業用クロムめっき・装飾クロムめっき・円筒研削・バフ研磨

 得意な顧客・市場分野

機械部品

 生産拠点・研究体制

東京墨田区の本社内

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9000:2015 現代の名工
PR 詳細

長寿命の原理図

長寿命テフロンコーティング
（従来テフロンの４倍寿命：当社比較）
テフロン（フッ素樹脂）による非粘着性、離型性、
撥水性、潤滑性は保持したまま
球状セラミックにより耐摩耗性が格段に向上する
しかも球状なので相手を傷つけない
セラミック加工のみでも提供可能なので、お客様
で研究されたテフロン加工をすることが出来る

工業用クロムめっき
図面指示により 1 品 1 品を加工する
マスキング OK

金型・機械部品

バフ研磨（社内・外注）

OK

円筒研削（社内・外注）

OK

量産品不可
数量

１個～１００個

めっき槽

3000ｍｍL

ローラー
装飾クロムめっき
１ロット１００種類の機械部品で総数１００個も
受注可能（少量多品種）
畳の大きさの板３枚を並べて同時めっき可能
重量物２００ｋｇまでめっき可能
手のひらサイズもめっき可能
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技術アピールシート
あどばんす

株式会社アドバンス
所在地
資本金

加工

技術キーワード

精密切削・研削・研磨

[本社]〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡 3-10-31
[都内所在地]〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-5 陽光銀座セントラルビル 6F
8,000 万円

製品開発支援業（試作品製造業）

Web サイト

https://www.ab-advance.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 社長室

経営企画室

03-3545-6677

約 200 名

従業員数

主要事業

TEL

技術分野

明石

設立年（西暦）

1985 年

修
o-akashi@ab-advance.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

小ロット・短納期での試作品製造加工／治具製造

 得意な顧客・市場分野

業界不問（自動車・航空・医療等、多岐にわたる分野の試作品製造実績有）

 生産拠点・研究体制

工場：埼玉県志木市、東京都青梅市、静岡県三島市、沖縄県うるま市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・14001 取得（2006 年～）
PR 詳細

≪６種類の製法を自社内対応≫
◆複数製法の組合せによる技術提案やワンストップ加工可能
◇設計・モデリングから、鍍金や塗装などの表面処理まで
◆弊社への一括発注により、サプライヤー管理選別の手間や
リードタイムの削減が可能
◇異なるマテリアル部品のアセンブリ確認もお任せください

≪約１００台の切削加工機で短納期対応≫
◆5 軸マシニングセンタや 5 軸CNC複合旋盤も 10 台以上設備
◇高い生産キャパシティにより、特急案件にもご対応
◆検査設備は更に画像測定器を 2 台新規導入
◇納期短縮を図るとともに、品質精度の向上に努めています

≪試作品製造専門３５年≫
◆自動車・OA機器・航空機など、多岐にわたる業界の試作品を製造
◇試作品のみを作り続け研鑽を積んだ技術知識には自信があります
◆小ロット生産は1 個からお任せいただけます
◇製法についてご検討中の案件も、お気軽にご相談ください
豊富な経験によって裏打ちされた試作品製造技術をもって、貴社の製品開発をご支援いたします。
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技術アピールシート
あらきせいさくしょ

株式会社荒木製作所
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

微粉砕・粉体加工

[本社]〒188-0011 東京都西東京市田無町 7-19-21
[事業所]〒190-1224 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-7-20
4,000 万円

従業員数

30 名

設立年（西暦）

1955 年

粉体受託加工
http://www.arakimfg.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

荒木

042-461-0761

 得意な技術・製品

俊明
E メール

t-araki@alpha.ocn.ne.jp

粉体受託加工事業 40 年、幅広い原料・粒子径・取り扱量で粉砕・分級・混合・充填を
承ります。

 得意な顧客・市場分野

機能性材料、化粧品、肥料

 生産拠点・研究体制

生産拠点：諏訪事業所、芦別事業所、瑞穂事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

お客様認定工場に指定されております。
PR 詳細

お客様より原料をお預かりし、主に超音速ジェット気流による衝撃方式または衝突板方式の乾式粉砕機に
より、ミクロン単位に粉砕・分級し、納品いたします。
・原料は主に化学原料、化粧品原料、金属粉、トナー原料等、幅広く対応いたしております。
・1 回数百 g から月産数 t レベルまでと様々な量の粉砕等を受託いたします。試作等の数百 g 単位の粉砕に
は実験室用小型粉砕機（ラボジェット）にて対応いたします。
・粉砕の D50（50%粒子径）実績値は約 3～20μm でございます。精密粒度分布測定装置により D50 値を安定
して維持することが可能でございます。
•分級は、トナー原料粉砕で培った独自のノウハウにより、より高精度に分級いたします。
・お客様指示の梱包形態にて納品いたします。1kg 容器、10kg 袋詰やお客様の最終荷姿等、様々な形態で
納品いたしております。
・その他、粗砕、混合、充填に対応いたします。

写真／左から①衝突板式粉砕機②気流衝撃式粉砕機③ミキサー④精密粒度分布測定器
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技術アピールシート
ありがこうぎょうしょ

株式会社有我工業所

技術分野

加工

技術キーワード

金属３Ｄプリンター

所在地

[本社]〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-53-12

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署氏名）

TEL

金属焼付塗装

従業員数

25 名

設立年（西暦）

1951 年

金属３Ｄプリンター出力サービス

http://kk-ariga.co.jp
代表取締役

有我

栄蔵

03-3960-7141

E メール

 得意な技術・製品

金属焼付塗装

 得意な顧客・市場分野

医療

 生産拠点・研究体制

東京都板橋区前野町 3-53-12

e-ariga@kk-ariga.co.jp

金属３Ｄプリンター出力サービス

自動車、デザイン

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

金属焼付塗装業を８７年行っております。
手のひらサイズから２ｍ×２ｍ程度の大きさまで対応します。
多品種小ロットを得意としております。
２０１６年より、ドイツ EOS 社の最新金属３Ｄプリンターを導入し、出力サービスを始めました。
設計からお受けいたします。お気軽にお声かけください。
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技術アピールシート
いいむろきかい

株式会社飯室機械

技術分野

加工

技術キーワード

精密切削

所在地

[本社]〒192-0904 東京都八王子市子安町 1-48-4

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1946 年

①NC を中心とした精密加工②機構組立、電子機器組立と調整試験③精密加工にかかわる開発か
ら設計・生産・納入までの一貫事業システム
http://www.iimuro.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

40 名

従業員数

小林

国雄

042-646-2151

kobayashi@iimuro.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

開発・設計・加工・組立までの一貫生産

 得意な顧客・市場分野

半導体関連・医療関連・放送機器関連

 生産拠点・研究体制

東京都八王子

 特記事項（取得資格・認証等）

NC 複合稼働中他ﾏﾂｳﾗ VX-1000

3 月導入

PR 詳細

弊社は、創業以来 70 余年、金属の精密機械加工一筋に邁進してまいりました。
昨今のデジタル時代に求められる複雑多岐の加工技術を常にクリアして、お得意様の如何なるニーズにも
対応し、且つ長年培って来た豊富な技術に裏付けされた画期的製品を生産して、メカニズムと
エレクトロニクスの綜合メーカーとして、高度情報化社会に貢献できる企業として成長してまいり
ました。

弊社加工装置

特長
5 軸複合ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

Matsuura CUBLEX-63

5 軸 NC ﾌﾗｲｽとφ650 までの旋盤
機能を併せ持つﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀです。
ワンチャックですべての加工ができ、高精度の加工が可能です。

弊社加工装置

特長
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ複合加工機

OKUMA MULTUSB300Ⅱ

NC 旋盤とフライスの L230 までの加工が出来るﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀです。
ワンチャックですべての加工ができ、高精度の加工が
可能です。量産もコンベアを使用して簡単です。
9 月導入決定！

弊社は、
開発設計→加工→処理・塗装→検査→組立→納品までの一貫したシステムで
お客様のご要望に答えます。
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技術アピールシート
いけざわけんま

池澤研磨

技術分野

加工

技術キーワード

センターレス研削加工業

所在地

[本社]〒152-0002 東京都目黒区目黒本町 6-8-18

資本金

-

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

1985 年

センターレス研削加工業
http://ikezawa-kenma.com/

連絡先（部署・氏名） 生産管理
TEL

3名

池澤 紀夫

03-3714-5589

E メール

 得意な技術・製品

センターレス研削加工業

 得意な顧客・市場分野

自動車関連部品

 生産拠点・研究体制

東京都 目黒区

norio@ikezawa-kenma.com

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

センターレス研削盤による精密研削
主に、自動車関連部品のリーマーボルト、クレビスピン、カラー、リングピンなど
研削加工をするときの気を付けてること
顧客からの図面寸法は、もとより
組み立てをする（使用する）立場（相手）を考えて組み立てしやすい寸法精度を狙い目とする
例） リーマーボルト 図示 φ１６ +０～-０．０１５
弊社 φ１６ –０．００５～-０．０１０
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技術アピールシート
いけだせいき

株式会社イケダ精機

技術分野

加工

技術キーワード

NC 旋盤金属加工

所在地

[本社]〒193-0816 東京都八王子市大楽寺町 280-9

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

9名

E メール

info@ikeda-seiki.co.jp

設立年（西暦）

医療機器等の金属加工
http://ikeda-seiki.co.jp/product/
専務

池田

愼二

042-626-4533

 得意な技術・製品

SUS303 をはじめ、アルミ・銅などのシャフト製品加工等

 得意な顧客・市場分野

大手電機メーカー

 生 産 拠 点 ・研究 体 制

東京都八王子市大楽寺町 280-9

 特記事項 （取得資格・認証等）
PR 詳細

経験から生まれる「精密」という世界
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1973 年

技術アピールシート
いけだせいさくしょ

株式会社池田製作所
所在地

[本社]〒198-0052 東京都青梅市長淵 8-211

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

射出成形

19 名

設立年（西暦）

1974 年

医療、化粧品向けプラスチック成形（インサート成形）
http://www.ikedaseisakusho.jp

連絡先（部署・氏名） 総務
TEL

従業員数

技術分野

池田 順子

0428-24-8816

E メール

J_ikeda@ikedaseisakusho.jp

 得意な技術・製品

医療向け小ロット対応インサート成形

 得意な顧客・市場分野

医療業界、化粧品業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

経営革新計画取得（2018 年）プラスチック成形技能士 特級、1 級、2 級取得
PR 詳細

㈱池田製作所は、インサート成形を得意とする成形メーカーです。主に補聴器などの医療機器や化粧品を製造し
ています。弊社が新たに提案する付加価値が写真①、②の PEEK によるインサート成形技術です。

写真①

写真②

PEEK は ISO10993 の生体適合性にも適していることから血液や体組織と短時間(最長 24 時間)接触する用途に適
した材料であります。現状は成形が難しいこともあり、切削加工で製造されていることがほとんどです。
弊社の強みである精密インサート成形技術を PEEK で実現致します。弊社が培ってきた小型精密インサート成形
のノウハウを生かして様々な用途に応じた製品の製造が可能です。また今後の取り組む予定としては迅速なトレ
ーサビリティー情報の提供（IoT 導入）、生産ラインのクリーンルーム化を行い高品質で安心・安全な製品の提供
に心掛けます。
竪型成形機、横型成形機以外に、印刷（曲面へのパット印刷）・レーザー加工の設備も所有しており、成形だ
けでなく 2 次加工にも対応しています。
また、人材育成に力を入れており、国家資格であるプラスチック成形技能士の取得を目指しています。
将来は全ての従業員が 2 級以上の資格を取得することを目的とし、技術力の向上に努めております。
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技術アピールシート
いとうえぬしーこうぎょう

株式会社伊東 NC 工業

技術分野

加工

技術キーワード

難加工材切削

所在地

[本社]〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 2-70-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

25 名

従業員数

設立年（西暦）

1973 年

自動車部品の試作・開発部品、各種ﾀｰﾋﾞﾝの試作、半導体部品装置、ﾈｼﾞﾋﾟﾝｹﾞｰｼﾞ
http://www.ito-nc.com/
営業部 三塚 一樹
042-560-8415

k.mitsuka@ito-nckogyo.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

鉄鋳物、アルミ鋳物、異形物加工、削り出し

 得意な顧客・市場分野

自動車業界、半導体業界

 生産拠点・研究体制

所在地と同じ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO900 取得（2017 年）
、ﾈｼﾞﾋﾟﾝｹﾞｰｼﾞの特許取得、2013 年度東京都経営革新奨励賞受賞
PR 詳細

【事業内容】
立型・横型・マシニングセンター加工、三次元製作・同時 5 軸加工、ＮＣＬ加工・ワイヤーカット加工、その他
各種精密機械部品製作、各種治具工具製作、金型製品および組立。ネジピンゲージ（ねじ穴の高精度計測ゲージ）、
マイクロガイド（マイクロメーターの測定準備を容易化する）の開発・販売。
分野としては次世代の自動車関係の試作部品加工を多く受注しています。エンジン関連の部品など大型・複雑な
部品にも対応します。
【事業の特長】
鋳物加工、異形物加工（削り出しなど）
、複合機、多軸機による加工を得意としており、工程集約による短納期・
低価格を実現します。材料製作から機械加工、熱処理、仕上げ（研磨・各種ミガキ）、表面処理（各種メッキ、
アルマイト塗装など）、検査（三次元測定、形状測定）まで一貫して受注し各工程データ付で対応し、お客様の
手配業務の削減を可能にします。素材としては鉄・非鉄材、鋳造、鍛造、樹脂など何でも、加工方法は旋盤、マ
シニング、ワイヤー、歯切、溶接などに対応します。
【設備の大きさ】
① １２００㎜までの大物５軸加工（三次元の削り出し）
② φ７００までの５軸複合機による加工（複雑加工）
③ ２４００㎜までの測定ができる（三次元測定機３台、カールツァイス等）
【加工例】
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技術アピールシート
うしお

株式会社ウシオ

加工

技術キーワード

試作品、精密板金加工

[本社]〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通 5-21-21

所在地

[都内所在地]〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-14 日本橋 KN ビル 4F
1,000 万円

資本金

従業員数

15 名

設立年（西暦）

1995 年

板金製品を主とする試作品及び小ロット品製作

主要事業
Web サイト

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

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

技術分野

満潮 彰

06-6994-8681

E メール

a-mitsushio@ushio-net.co.jp

 得意な技術・製品

積層試作金型での絞り加工、抜き加工が可能！

 得意な顧客・市場分野

各分野、各業界の技術･開発部署の設計ご担当者様、試作品ご担当者様。

 生産拠点・研究体制

大阪本社、東京オフィスより全国のお客様へご対応中！

 特記事項（取得資格・認証等）

大阪ものづくり優良企業賞「匠」受賞、守口門真「ものづくり元気企業」受賞
PR 詳細

3DCAD データによる製作
3DCAD データのみで製作が可能です。
様々なデータ形式にご対応。
2D 図、寸法記入無しでも製作可能です。

「試作板金」超簡素化ご提案！

使い捨て積層試作金型
積層金型技術
金属板を積み重ねて厚みの差を
利用した積層金型での絞り加工、
抜き加工。
少量製作専門の技術のご紹介をさせ
て頂きます。
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技術アピールシート
うちのせいこう

株式会社内野精工
所在地

[本社]〒186-0001 東京都国立市北 3-27-9

資本金

9,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密切削

80 名

設立年（西暦）

1967 年 3 月

医療機器・光学・空気圧・真空・半導体製造装置・金型部品等の精密切削および組立て
http://www.uchinoseiko.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

従業員数

技術分野

042-526-3311

内野 誠
E メール

makoto@uchinoseiko.co.jp

 得意な技術・製品

複合旋盤を主に豊富な設備で手のひらに乗るサイズならどんな素材も形にします！

 得意な顧客・市場分野

医療機器・部品業界

 生産拠点・研究体制

本社工場および長岡工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001(2015 年版取得)
PR 詳細

◆NC 複合旋盤を主に丸棒(φ1～φ90)からの連続加工により低コストを実現します。
◆本社は試作工場、長岡は量産工場として 24 時間稼働により、試作から量産加工までが可能です。
◆NC 複合旋盤、マシニングセンター、ワイヤー放電加工機等、多種設備を保有しております。
◆各種３ＤデータからのＣＡＤ／ＣＡＭ加工が可能です。

◆SUS やチタン(6-4 チタン)、マグネシウム、ガラス入り樹脂(ノリル、レーデル、ウルテム)等、
金属、非鉄金属問わずの多様な素材の精密切削加工が可能です。

◆加工～各種表面処理(協力会社含む)～組立までの ワンストップ体制を構築しております。
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技術アピールシート
うっどべるこうぎょう

株式会社ウッドベル工業

技術キーワード

簡易金型、精密金型、
２色樹脂成形、樹脂成形

[本社・工場]〒190-1224 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-4-2

所在地

[工場所在地]〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀 1-105-1
5,500 万円

資本金

従業員数

65 名

設立年（西暦）

1991 年

樹脂成形・金型製作・デザイン設計・モデリング・試作・簡易金型・量産・パッケージング

主要事業
Web サイト

http://www.wood-bell.co.jp

連絡先（部署・氏名） 企画室
TEL

加工

技術分野

中島

042-556-1878

忠次
E メール

t-nakajima@ wood-bell.co.jp

 得意な技術・製品

微細精密金型の設計・製作及び射出成形

 得意な顧客・市場分野

自動車用コネクターメーカー・微細技術を必要とする医療機器分野

 生産拠点・研究体制

本社、武蔵村山工場（金型、金型設計、量産）瑞穂町武蔵(モデリング)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・14001-2015 認証取得 ISO13485-2016 認証取得、東京都医療機器製造業許可
PR 詳細

ウッドベル工業は、性質の異なる金型生産ライン、射出成形ラインを社内に保有しており、自動車・光学・医療
などの精密微細分野から、ホビー・アミューズメントまで幅広い実績により、開発段階から量産まで、ご提案し
ます。医療分野の大量生産製品も取り組んでおり、微細精密成形・２色成形もお任せください。

1.PEEK 材使用の大型部品です。
2.高熱対応の成形機を使用しました。
3.医療部品の PEEK も得意です。
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1.

車載用コネクターの一例。

2.

微細加工を確認してください。

3.

国内設計の金型から成形です。

技術アピールシート
えいちえーてぃー

株式会社エイチ・エー・ティー
所在地

[本社]〒186-0012 東京都国立市泉 1−6−10

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

放電加工

33 名

従業員数

設立年（西暦）

1998 年

精密部品加工、非破壊検査装置製造販売、光学機器の校正業務
http://www.h-a-t.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

犬飼

年秀

042-5809-3480

inukai@h-a-t.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

放電加工、細穴放電加工、ワイヤーカット加工、ウォータージェット加工

 得意な顧客・市場分野

IHI 航空・宇宙

 生産拠点・研究体制

国立本社、福島（相馬工場）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 JISQ9100
PR 詳細

皆様のおかげで航空・宇宙に関する部品に対して放電加工により微細な加工を施し大手メーカー様からの信頼と
実績を得て２０年目になります。
航空機産業は信頼と安全がすべて。それは品質を常に意識した物作りとトレーサビリティが要求される分野でも
あります。弊社は 2010 年に航空品質のグローバル認証である JISQ9100 を取得いたしました。
事業形態は放電事業部、非破壊事業部門、校正事業部の３部門あり、校正事業部では国際的認可の ISO/IEC17025
も取得し、日本品質で航空、その他、各分野からご支持を頂ける企業体を目指して行きたいと思います。
今期は放電加工の機械を７台、最新のウォータージェットマシン１台を導入し、より一層の加工体制を整え皆様
のお役に立てるようにスタッフ一同と共に日々邁進しております。
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技術アピールシート
えいちてぃーえる

株式会社エイチ・ティー・エル

技術分野

加工

技術キーワード

３Ｄプリンター

所在地

[本社]〒190-0012 東京都立川市曙町 2-16-6 テクノビル 3F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

60 名

設立年（西暦）

1994 年

製造装置の輸入販売・メンテナンス、並びに関連ソフトウエア開発
www.htlco.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業開発本部
TEL

従業員数

筒井 昌（つつい・まさし）

042-523-2871

E メール

m.tsutsui@htlco.co.jp

 得意な技術・製品

金属及び樹脂材料を用いた３Ｄプリンター装置の輸入・販売と受託加工

 得意な顧客・市場分野

金属＝航空宇宙、医療、産業機械等 樹脂＝歯科・歯科技工、バイオ、試作一般等

 生産拠点・研究体制

自社で金属・樹脂３Ｄプリンターを保有、新金属用レシピなど開発中

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2008（システム・インテグレーション事業部）
PR 詳細

① Arcam 電子ビーム金属積層造形装置 EBM（GE-Additive グループ）
・真空中の造形で、酸化や不純物混入無し

・予熱により熱処理不要(歪み・残留応力無し)

・高スループット(80cc/時～150cc/時)

・人工骨・航空機用チタンなど実績豊富

・95%以上の材料再使用率

・Ti 合金、Ni 合金、CoCr などレシピ開発中

SUS316(HTL 開発)

② envisonTEC(エンビジョンテック)光造形 3D プリンター
＜バイオ細胞培養用スキャホールド、歯科、補聴器から産業用まで＞
最大寸法: 475 x 475 x 475mm
材料：ABS 等（UV 光硬化）
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Inconel718

TiAl/Ti6Al4V

技術アピールシート
えーあんどえー

エーアンドエー株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

難加工材切削・精密切削

所在地

[本社]〒190-0182 東京都西多摩郡日出町平井 15 番地 8

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

40 名

設立年（西暦）

1973 年

難加工材（マグネシウム合金）の切削、精密切削（金属・樹脂）、ユニット製品の組立、電気調整まで

http：//www.a-and-a-co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

042-588-7966

田澤

直樹
E メール

naoki.t@a-and-a-co.jp

 得意な技術・製品

金属・樹脂加工双方の経験を生かした加工技術

 得意な顧客・市場分野

半導体業界・医療機器業界

 生産拠点・研究体制

日本

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001（2015 年度版取得）、第 15 回多摩ブルーグリーン賞優秀賞、関東経済産業局長賞
PR 詳細

マグネシウム合金の加工はＡ＆Ａにおまかせください！
アルミ全般、SUS 全般、真鍮全般、鉄.銅、
ｶｰﾎﾞﾝ、銀、マグネシウム合金、その他
マシニング･５軸ﾊﾟﾚｯﾄ付マシニング加工
機･ワイヤー加工機･研磨機等を使い、あら
ゆる立体加工や精度を、お客様のニーズに
応えられる体制で対応していきます。

ABS、PC、POM、ｱｸﾘﾙ、ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾃﾌﾛ
ﾝ、塩ビ、その他
あらゆる樹脂材の加工が可能な設備を有し
ています。単品物から量産品までの精密部
品加工が可能です。２４時間機械稼働のた
め、素早くお客様のご希望に対応していき
ます。
設備

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ OTR FTV-500(5 軸ﾊﾟﾚｯﾄ付)を含む 14 台、ロボドリル 6 台、CAD/CAM 他

技術力及びコスト対応力のある
医療・福祉・介護機器等の製品を提供致します！
従来の運動機器より低い運動負荷で歩行機能
の維持・改善（すり足歩行の予防）に効果がある
受動型トレーニング装置です。デイサービスなど
多くの施設に導入されています。

医師・看護師及び介護士の方々の負担を軽減
し、患者にダメージを与えることなく安全に移載
することを目的に開発した製品です。特許を取
得しています。
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技術アピールシート
えすえぬてぃ

株式会社 SNT

技術分野

加工

技術キーワード

撥水、離型、防汚、滑水

所在地

[本社]〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2002 年

機能性薄膜の受託開発、薄膜試作、コーティング液販売、コーティング装置販売
http://www.snt.jp/

連絡先（部署・氏名） 研究開発部

堀田 芳生

044-580-1566

TEL

3名

従業員数

hotta@snt.jp

E メール

 得意な技術・製品

超撥水コーティング技術をはじめとする慶應義塾大学・白鳥教授の研究成果を製品化

 得意な顧客・市場分野

食品包装業界

 生産拠点・研究体制

研究拠点（神奈川県川崎市）、委託工場（大阪、埼玉）、慶應義塾大学・白鳥教授と共同
研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

超撥水コーティング剤の特許取得済み、薄膜製造装置の特許取得
PR 詳細

【蓮の葉原理を利用した超撥水コーティングによる防汚・離型技術】
１．機能紹介
当社の超撥水コーティングはノンフッ素、ノンシリコ

未処理

ーンの液剤です。水はもちろん、シロップや生コンクリ
ートを弾きます。
超撥水処理

１）粘性液体
ヨーグルトやシロップのようにくっつきやすく粘度
の高い液体を弾きます。
２）固形物を含む液体
生コンクリートや泥など水と固形物を含む液体が付

超撥水

未処理

着し難くなります。

２．提供方法
液剤を御提案致しますので貴社御用途をお知らせください。容量は 1L、4L、18L 缶など御用意できます。
１）簡易タイプ
・機能確認用
・溶剤はエタノール、IPA、MEK など（溶剤種の御要望ありましたらお問い合わせください。）
・指擦りで超撥水効果が落ちるので、塗装面を取り除くには拭き取るだけでよい。
２）樹脂、金属用特殊タイプ
・指擦り程度では超撥水効果は維持されます。
・溶剤は MEK、トルエンを含みます。
・塗装面は専用の溶剤を用いることで除去できます。
３．有償試作
お客様の御要望やコーティング対象に合わせ、当社ノウハウを生かした試作検討をいたします。
蓮の葉はもちろんのこと生体模倣薄膜を各種研究開発しております。
御興味、御関心頂けましたらお問い合わせ下さい。
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技術アピールシート
えすえぬでぃ

株式会社 SND
所在地

[本社]〒142-0041 東京都品川区戸越 6-6-13

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

加工

技術キーワード

ダイヤモンド精密研削・研磨

30 名

従業員数

設立年（西暦）

1969 年

ダイヤモンド工具、冶具の製造
http://www.ind-dia.com
事業部長

工藤

栄

03-3781-8146

 得意な技術・製品

／

営業課長

伊藤

多一

snd@ind-dia.com

E メール

ダイヤモンドの加工技術
主な製品：ダイヤモンドダイス、ダイヤモンドコイリングピン、ダイヤモンドノズル

 得意な顧客・市場分野

古河電工グループ、㈱トクサイ、大同特殊鋼㈱、Boston Scientific、C.R.Bard

 生産拠点・研究体制

本社工場（東京都品川区）、釜石工場（岩手県釜石市）

 特記事項（取得資格・認証等）

・品川区新製品・新技術開発促進事業

助成対象企業

・東京都中小企業振興公社の支援対象企業

2009 年

2017 年

PR 詳細

Ⅰ．SND は世の中で一番硬いダイヤモンドの加工に特化している
Ⅱ．これまで多種多様な機械装置メーカーと共に、ダイヤモンドを使った新たな製品や技術を共同開発
Ⅲ．工業用ダイヤモンドは主に天然、人工単結晶、焼結ダイヤモンドと３種あるがその全ての加工を行える

【ダイヤモンドダイス】
独自の焼結マウント技術を用い超硬合金によるマウント。
従来のダイスに比べ伸線量は 1.5～３倍、
ダイス寿命も３倍まで実現させました。

【ダイヤモンドコイリングピン】
従来の超硬ピンに比べ、ツールマークがほとんど発生せず、
焼き付きなどによる歩留まりは起こりません。
弊社のダイヤモンド研磨技術をフルに活用した製品です

【超高圧ダイヤモンドノズル・ウォータージェットノズル】
独自の焼結マウント技術の応用により 250Mpa～300Mpa の
超高圧にも耐える、ダイヤモンドノズルです。
図面やサンプルご希望をご相談頂ければ、各種タイプに対応いたします。
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技術アピールシート
えびなでんかこうぎょう

ヱビナ電化工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

表面処理

所在地

[本社]〒144-0033 東京都大田区東糀谷 5-22-13

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

従業員数

設立年（西暦）

1946 年

各種素材に対する電気めっき及び無電解めっき
http://www.ebinadk.com/
営業部

安藤

啓介

03-3742-0107

TEL

100 名

E メール

ando-k@ebinadk.com

 得意な技術・製品

小型部品へのめっき

 得意な顧客・市場分野

光学・電子機器メーカー

 生産拠点・研究体制

本社工場（東京都大田区）、テクノマーク（研究開発拠点/東京都大田区）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001 取得
PR 詳細

お客様のニーズに合わせた、様々なめっき技術を開発・提案
～取り扱いめっき技術の一例～

黒色めっき「スゴクロ」

光学機器をさらに進化させる黒化処理技術
■反射率１％以下（可視光領域 380-750nm）。特殊形状によって光の反射を抑制。
■薄膜（約 3μm）。寸法精度が要求される製品に最適。
■熱や紫外線に強い。無機被膜なので退色・変質に強い。
【主な用途】デジタルカメラ、監視カメラ、プロジェクター、その他光学機器など

３Ｄ配線形成技術「スリー・エルム」

電子機器のさらなる小型化・軽量化へ
■基板レス・ハーネスレスによる部品点数の削減が可能。
■組立工数の削減。
■デザイン性の拡張。
【主な用途】IoT 端末部品、ウェアラブル端末、携帯端末部品、自動車部品など

セラミックスへのめっき

実装に最適な平坦性に優れた配線技術
■樹脂基板と比べ放熱性に優れる。
■スルーホールや複雑形状品にも対応可能。
■酸化物系・非酸化物系問わず各種素材に対応可能。
【主な用途】電子部品、アンテナ、自動運転車、ウェアラブル端末、携帯端末など

ガラスへの無粗化めっき

高周波の伝送損失を抑制
■第 5 世代移動通信システム(5G)に対応。
■オリジナル「透明電極技術」によって大幅な導電率アップの実現。
■粗化工程と同等の密着性を実現。0.5 ㎏/㎟以上のめっき密着強度。
【主な用途】電子部品、アンテナ、自動運転車、医療部品、ウェアラブル端末、
携帯端末など

―このほかにも、お客様のご要望に合わせた技術提案が可能です。ぜひご相談ください！
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技術アピールシート
えぽぞーる

株式会社エポゾール
所在地

[本社]〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6-4-17

資本金

1,000 万円

主要事業

プラスチック製品製造業

Web サイト

http://epsol-ota.com/

連絡先（部署・氏名）
TEL

技術分野

加工

技術キーワード

ディップ成形

従業員数

8名

E メール

epsol@nifty.com

製造 吉田 安孝
03-3745-2651

 得意な技術・製品

ボルトキャップ、端末キャップ

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

大田区

 特記事項（取得資格・認証等）

平成 28 年度大田区「優工場」認定
PR 詳細
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設立年（西暦）

1969 年

技術アピールシート
えれな

株式会社エレナ
所在地

[本社]〒124-0014 東京都葛飾区立石 6-35-16

資本金

1,480 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

ワイヤーハーネス

50 名

設立年（西暦）

1989 年

ワイヤーハーネス製造
ケーブルグランド販売（日本 AVC 社代理店）、AC アダプター販売（GUCF 社代理店）
http://www.kk-elena.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

従業員数

技術分野

山中

圭

03-5671-3858

E メール

k-yamanaka@kk-elena.jp

 得意な技術・製品

ワイヤーハーネス製造

半田、圧接、圧着（～200SQ まで）

 得意な顧客・市場分野

分野問わず対応可能。向け先は産機向けが多い。

 生産拠点・研究体制

上記記載本社住所にて工場併設し生産。

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

葛飾区を拠点に 30 年間ワイヤーハーネス製造を行っております。
半田加工、圧着加工、圧接加工とオールマイティーに対応できる体制で
多種多様な分野、業界へ納入しております。
数量については小ロットの試作対応～量産製作まで幅広く対応。
多芯ケーブルを並べてフラットケーブル状にする整線融着処理や
200SQ までの太線の圧着も可能です。
ワイヤーハーネスでお困りのことがあれば
創業から 30 年間のハーネス製造業で培った加工ノウハウがある弊社へ
是非一度ご連絡ください。
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技術アピールシート
おーえふてくの

オーエフテクノ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

高耐久性ナノコーティング

[本社]〒417-0841 静岡県富士市藤岡 1617
[都内所在地]〒194-0005 東京都町田市南町田 1-5-25
700 万円

従業員数

1名

設立年（西暦）

2015 年

非粘着ｺｰﾃｨﾝｸﾞ受託加工及び各種ｺｰﾃｨﾝｸﾞ販売
http://www.ohf-techno.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

田中

042-799-3536

隆義
E メール

t-tanaka@ohf-techno.co.jp

 得意な技術・製品

ナノ膜厚による撥水・撥油・非粘着ｺｰﾃｨﾝｸﾞ処理の提供

 得意な顧客・市場分野

ｺﾈｸﾀｰ、ﾌｨﾙﾑ、ﾌｨﾙﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ、金型等への非粘着要求分野

 生産拠点・研究体制

静岡県富士本社工場・高性能新皮膜のモニタリング

 特記事項（取得資格・認証等）

フッ素膜耐熱性の向上、大物対象への対応
PR 詳細

これまでの撥水・撥油コート及び非粘着コーティングはフッ素樹脂加工をしたものが主流であり、耐久性や膜
厚、処理温度等の点で問題がありました。また、シリコンコートに代表される撥水コートは塗布するのみで、こ
れらもまた機能の持続が期待できず撥油においては機能を持ちませんでした。オーエフコートはプラズマを利用
することにより化学結合した被膜は、容易に剥がれる事が無く、性能の持続が期待できます。酸素プラズマで表
面改質し、水酸基をたてフッ素との強固な化学結合はこれまで研究してきた処理で最も有効と考えられます。コ
ーティングの被膜厚さは 6～7 ナノメートルと極端に薄く、処理温度も 60℃以下で形状が崩れることなく安心し
て処理ができます。最新技術としては耐熱温度 300℃のフッ素コートも提供できるようになりました。
オーエフコートの特徴
1.プラズマを使った前処理によりフッ素を化学結合させているためより高い密着性のフッ素皮膜を形成します。
2.膜厚が 6～7 ナノメートルで刃物などのシャープエッジを損なうことなくコーティングできます。
3.処理温度は 60℃以下で熱ひずみが起こらず低温戻しの金属でも処理できます。
4.金属だけでなくプラスチック、ゴム、ガラス、セラミックス等へも処理できます。
5.除膜、再コートが可能です。
オーエフコートの応用例

スリッター上刃

コーティング装置
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技術アピールシート
おーえむ

株式会社オーエム
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

精密樹脂切削、冶具製作
精密フィルム抜き加工

[本社・本社工場]〒121-0075 東京都足立区一ツ家 3-24-23
[小山工場]〒323-0042 栃木県小山市大字外城 91
1,600 万円

14 名

従業員数

設立年（西暦）

1988 年 4 月

プラスチック精密切削加工、精密フィルム抜き加工、各種冶具製作、研究開発支援、自社製品
製造及び販売
http://ohemu.com/

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

加工

技術分野

03-3884-1333

大村

賢二
ohemu@nifty.com

E メール

 得意な技術・製品

少量多品種のプラスチック精密切削加工品・寸法精度 10 ミクロン台

 得意な顧客・市場分野

電子電機部品・各種冶具・医療・スタートアップ・ベンチャー企業・デザイナー

 生産拠点・研究体制

東京都足立区・栃木県小山市

 特記事項（取得資格・認証等）

足立ブランド認定企業
PR 詳細
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技術アピールシート
おーでぃーけー

株式会社オーディーケー
所在地

[本社]〒198-0023 東京都青梅市今井 3-4-16

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

25 名

加工

技術キーワード

板金加工、パイプ加工

設立年（西暦）

1976 年

板金製品製造・パイプ加工品製造
http://www.odkss.com/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

尾髙 弘和

0428-32-6255

E メール

odk@bell.ocn.ne.jp

 得意な技術・製品

ﾊﾟｲﾌﾟ､丸棒の曲げ加工/ﾊﾟｲﾌﾟのﾚｰｻﾞｰ加工/ｽﾃﾝﾚｽ､ｱﾙﾐの溶接/板金加工

 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・第２工場・羽村工場

 特記事項（取得資格・認証等）

日本溶接協会 JIS23821-2001
PR 詳細
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技術アピールシート
おくぎせいさくしょ

有限会社オクギ製作所

技術分野

加工

技術キーワード

微細精密小物試作

所在地

[本社]〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 3-14-27

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

6名

設立年（西暦）

1957 年

ワイヤーカット油超精密加工、特殊フィルム抜き加工並びに金型製作
https://www.okugiss.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

042-471-0867

社長

和氣

幸博
E メール

ywake@jcom.home.ne.jp

 得意な技術・製品

超微細精密ワイヤーカット油加工

 得意な顧客・市場分野

導波管、医療機器、半導体精密部品製造関連

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

FNS 番組対抗「目利き王決定戦」にて、弊社の加工技術が取り上げられました。
PR 詳細

加工ができないといわれて困っている・微細な製品の量産だが精度が悪くて困っている…その
ようなお困り事はございませんか？ そのお困り事…弊社がお役に立てるかもしれません。
弊社では下記のような加工を得意としております。
〇 焼きが入っている金属やチタン・ステンレス・タンタル・超硬材など
の難加工材でも加工が出来、寸法精度の高い綺麗な面での加工が可能
〇 積層材を利用し、多数個取りをすることで、1 個から数千個単位の
加工まで対応可能
〇 20 年間のワイヤーカット油加工の経験から冶具の選定・取り付け方
法・加工方法を適切に作成でき、加工中の変化を予測し、それに対する
対処法も事前に検討することが可能
〇2 次加工メーカーとの連携も実施。微小部品の部分研磨や金メッ

キメーカーとの連携実績もあり
Keyence IM-6145 を社内に保有しております。そのため、測定者によるば
らつきがほとんどなく、測定性能もミクロン単位まで保証ができます。IM に
て測定可能なものは左図のような検査表を添付しており、大きな加工物の場
合はミツトヨの 3 次元測定器にて測定を実施し、検査表を添付しております。
このほかにも最大 4000 倍まで観察可能なマイクロスコープも保有してお
り、超微細な品物の切断加工をした際に切断面場所の形状の確認や切断面の
観察に役立てております。
より詳しくご確認いただきたい場合は弊社 Web ページをご覧ください。
弊社保有機械ほかテレビ等にて取り上げられた技術の動画も掲載しております。
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技術アピールシート
おぐらほうせきせいきこうぎょう

オグラ宝石精機工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

硬脆性材料の精密加工

所在地

[本社]〒143-0016 東京都大田区大森北 5-7-12

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1893 年

硬脆性材料の精密加工およびダイヤモンド工具の製造販売
http://www.ogura-indus.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部

課長

守屋

03-3763-3111

TEL

200 名

従業員数

慎一
moriya@ogura-indus.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

ダイヤ・ルビー・サファイア・セラミックスなどの精密部品加工

 得意な顧客・市場分野

工作機械・分析装置・半導体製造装置・計器・計測機器等の装置メーカ

 生産拠点・研究体制

埼玉工場（埼玉県行田市若小玉 2468）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001：2008 認証

ISO14001：2001 認証
PR 詳細

＜高度な微細加工技術を追求する工業用宝石加工のパイオニア＞
・当社は高硬度材料・脆性材料の精密加工を得意としております。
・お客様のご要望に応じた仕様で製作しております。
・工作機械・分析装置・半導体製造装置・工業計器・計測・医療機器等あらゆる分野へ供給しております。
■主要取扱材質
・ダイヤモンド（単結晶・焼結ダイヤ）、ルビー・サファイア、セラミックス、超硬合金、各種金属材料、他
■加工技術
・高精度穴加工（φ30μm～
・高精度先端加工（SR1μm～
・高精度面加工（Ra0.005～

■主な加工品
ルビー）
ダイヤモンド）
サファイア）

・放電加工用ガイド・ウォータジェットノズル
・半導体製造装置用各種パーツ・サファイア窓
・表面粗さ・形状測定機用スタイラス

・組立技術（硬脆性材料と金属部品との結合）

・ビトリファイドボンド超砥粒ホイール

・焼結技術（超砥粒ホイール）

・ダイヤモンドバイト

＜工作機械関連製品＞

＜分析・計測機器関連製品＞
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技術アピールシート
おりじなりてぃ

株式会社オリジナリティ

技術分野

加工

技術キーワード

金属挽物加工

所在地

[本社]〒188-0004 東京都西東京市西原町 4-5-73

資本金

1,200 万円

主要事業
Web サイト

26 名

E メール

hql00442＠nifty.com

設立年（西暦）

1971 年 6 月

精密部品製造
www.originality.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

竹内 信也

042-463-7237

 得意な技術・製品

金属挽物加工をメインとした組立・検査

 得意な顧客・市場分野

自動車部品・航空機部品

 生産拠点・研究体制

工場：群馬県甘楽郡甘楽町善慶寺 882

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得（2005 年）
PR 詳細

・難作材（航空機用材料）の加工ノウハウもあり。
・きわめて低い不良率（0.4PPM）→1000 万本に 4 本の割合→自社独自で検査機を開発。
・時計加工用の専用機を自社の製品の加工用に改良して利用する事により、数ミクロン～10 ミクロンレベルの
寸法公差への対応を可能とした。
・品質の高さに自信あり。
・主要設備→各種旋盤（O 1.0～O 32）
・フライス盤・研磨機・レーザー測定器等
・部品の種類によって機械を使い分ける事で安定した生産を維持。（毎月 300 万個以上の製品を出荷。
1 個の試作品から 10 万個の量産品迄対応可。
）
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技術アピールシート
かつらせいみつ

株式会社桂精密

技術キーワード

所在地

[本社]〒192-0051 東京都八王子市元本郷町 2-4-21

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

27 名

従業員数

精密板金加工、箔膜加工、
パイプ加工、YAG レーザー溶接

設立年（西暦）

1968 年

高精度な精密板金加工、プレス金型設計及びプレス加工、パイプ加工＋溶接、薄板レーザー加工、接着組立

http://www.katsuraseimitsu.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役

042-623-4971

TEL

加工

技術分野

三田

圭介
mita@katsuraseimitsu.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

高精度な精密板金加工、プレス金型製作・プレス加工、薄板レーザー加工、パイプ加工

 得意な顧客・市場分野

医療機器、分析器、半導体製造設備、センサー機器

 生産拠点・研究体制

東京都八王子市に生産拠点３工場

 特記事項（取得資格・認証等）

独自加工技術が東京都中小企業振興公社のニューマーケット開拓支援事業に採択
PR 詳細

★弊社オリジナル加工技術 SUS パイプへの自在な穴開け技術＋４軸制御 YAG レーザー溶接

YAG レーザー溶接
レーザーカット

①パイプを回転させながら自由自在な形状や穴、スリット加工可能なレーザーカット
②４軸制御で CCD 画像での微調可能で精密制御で再現性高い YAG レーザー溶接

★薄膜金属及び樹脂のバリレスなレーザーカット及び板バネ技術
SUS304

SUS304

t0.01

リン青銅

φ２

T0.05

φ５

T0.１

φ20

★精密板金加工

t0.1

カーボンフェザー

ｔ0.04

３㎜

傷不可対応、精密曲げ、アルミ・SUS 材溶接、バフ研磨
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10 ㎜

t0.25

技術アピールシート
かねひろ

かねひろ株式会社
所在地

[本社]〒206-0025 東京都多摩市永山 6-30-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

射出成形

30 名

従業員数

設立年（西暦）

1969 年

スーパーエンプラを利用したプラスチック射出成形部品の製造・販売
http://www.kanehiro.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 企画部
TEL

技術分野

神子

042-376-1311

kamiko@kanehiro.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

精密プラスチック射出成形・二色成形

 得意な顧客・市場分野

電子機器業界・精密機器部品

 生産拠点・研究体制

東京都多摩市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 認証取得(2004 年)、ISO14001 認証取得(2006 年)
HDD 用部品、流体分岐ブロック用金型など特許技術取得
PR 詳細

【製品サンプル】
■当社はスーパーエンプラの特性を生かした高品質な
精密プラスチック部品の製造を得意としております。
電気・電子機器、インフラ系及び医療機器部品が主力製品です。
【取扱い樹脂】ABS/POM/PBT/PC/PA/PEI/PP/PPS/PEEK/LCP 他
★当社(東京都多摩市)では産業用ロボットを積極的に導入し、
無人稼働体制する事で国内生産にて QCD に対応しています。

HDD 部品（PEI×POM）

【生産設備一覧】
射出成形機

クラス

台数

メーカー

➀横型

25ton

5台

アーブルグ

50ton

2台

アーブルグ

②２色成形

80ton

1台

アーブルグ

100ton

1台

アーブルグ

50ton

7台

アーブルグ

70ton

7台

アーブルグ

電流制御機器部品（PEI）

★ HDD(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ)部品など、２種類のプラスチック(樹脂材料)を
２色成形にて一体化した高機能射出成形部品を数多く生産しています。

温水床暖房用部品（PPSU）
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技術アピールシート
かわむらきかいこうぎょうしょ

株式会社河村機械工業所

技術分野

加工

技術キーワード

金型

所在地

[本社]〒174-0053 東京都板橋区清水町 2 番 4 号

資本金

6,400 万円

60 名

従業員数

主要事業

金属部品の量産及び試作プレス加工

Web サイト

http://www.kawamura-kikai.co.jp

連絡先（部署・氏名） 開発営業部
TEL

営業課

課長

048-584-0388

中島

設立年（西暦）

1951 年 10 月

巧
salesdep@kawamura-kikai.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

精密プレス加工・オートマチックトランスミッション機能部品

 得意な顧客・市場分野

自動車部品業界

 生産拠点・研究体制

工場（埼玉県深谷市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 認証取得（2004 年）彩の国工場指定（2016 年）
PR 詳細

オートマチック

コンプレッサー

トランスミッシ

用部品

ョン（以下 A/T）

絞り品:キャップ

用バンド部品

外径公差

曲げ品:ブラケッ

±0.05 ㎜

ト

A/T 用ワンウェイ

A/T 用 OWC 部品

クラッチ（以下

絞り品:軸受

OWC）部品

外径公差

絞り品:リテーナ

±0.019 ㎜

外径公差

ポカヨケにより寸

±0.1～0.15 ㎜

法全数保証

エンジン用部品

トランスファー

絞り品:プラグ

金型

外径公差

250ｔ絞り工程

レンジ 0.05 ㎜

8 ステージ

高さ公差
レンジ 0.05 ㎜
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技術アピールシート
きしもとこうぎょう

有限会社岸本工業

技術分野

加工

技術キーワード

プラスチック切削加工

所在地

[本社]〒144-0056 東京都大田区西六郷 4-18-8

資本金

1,500 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1983 年

プラスチック精密加工、研究開発支援
http://www.kishimotokogyo.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 須藤
TEL

10 名

従業員数

祐子

03-5703-8171

E メール

Webinfo@kishimotokogyo.co.jp

 得意な技術・製品

プラスチック精密加工、透明性樹脂による可視化加工、各種治具設計製作

 得意な顧客・市場分野

医療・測定器・自動車・その他各種産業機器メーカー

生産技術･研究開発部門

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

H24/25/28 ものづくり補助金採択
PR 詳細

プラスチック高精度板厚加工をコア技術として
お客様の用途に応じたプラスチック加工品を提供いたします。
■プラスチック高精度板厚加工『フルフラット加工』
【板厚公差】±0.03 ㎜以内
【表面粗さ】Ra0.1～ ▽▽▽対応
寸法精度を重要視する機構部品、機密性を保ちたい機構部品の加工には
最適です。また試験片など素材のテスト加工のニーズに対応しています。
■プラスチック精密加工
【寸法公差】±0.03 ㎜
【取扱素材】汎用・エンプラ～スーパーエンプラ・GF/CF 含有素材など
【受注数量】1 個～100 個程度
【主な加工実績】自動車試作部品 / 測定機部品 / 通信機器用部品
医療関連部品 / 半導体関連部品 / その他多数
■プラスチック可視化部品加工
◇アクリル・ポリカーボネートなど透明性樹脂による機構部品の切削加工
◇透明度と寸法精度・はめあいの両方を必要とする、可視化機構部品の
製作を得意としています。

フルフラット加工品

寸法精度

高透明度部品加工事例

■各種冶具設計製作・研究開発支援
試験片作成 / 実験・試験用冶具・部品製作 / 購入品追加工 / 各種試作
軽くてさびないプラスチックの多様な特性を生かして、「図面がないけど欲しい」
ものの設計や加工のご相談に応じます。3D データからの部品図展開も対応。
各種治具設計･製作事例
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技術アピールシート
ぎふせいきこうぎょう

岐阜精器工業株式会社
所在地

[本社]〒143-0024 東京都大田区中央 8-45-6

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

海外生産、試作、絞り加工

4 名 海外 130 名

設立年（西暦）

1970 年

金属加工
http://gifu-seiki.flips.jp/
http://tech-journey.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

技術分野

波多野

03-3754-8888

慎平
E メール

(プレス絞り加工

shenping@gifu-seiki.co.jp

 得意な技術・製品

金属加工

マシニング加工

板金

MIM メタルインジェクション)

 得意な顧客・市場分野

電気デバイスメーカ

電子部品メーカ

自動車部品メーカ

 生産拠点・研究体制

東京都大田区にて製品および金型設計

中国工場にて生産

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001

ISO14000
PR 詳細

試作品一つから低コストで対応いたします！
複雑マシニング加工品、難易度の高い深絞り加工/プレス金型設計/MIM

マシニング加工品①

マシニング加工品②

順送プレス金型

メタルインジェクション

絞り加工品

中国、ベトナムをはじめとしたアジアの地域にて金属加工品の生産をいたします。自社工場と弊社の独
自監査に合格した優秀なサプライヤー企業と共に試作加工から量産まで柔軟に対応させていただきま
す。海外生産というと大量生産のイメージがあると思いますが、弊社は研究開発用の加工品一個からで
も対応いたします。品質管理に関しては現地にある弊社の自社工場にて対応し出荷前に検査、検品を行
います。このような取り組みで低コスト加工品を安心安全に海外調達することが可能です。
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技術アピールシート
きょくえいけんまかこう

旭栄研磨加工株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 3-6-22

資本金

1,885 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

14 名

硝子加工、
精密穴あけ・研削・研磨

設立年（西暦）

硝子やセラミックス等、脆性材の精密穴あけ、研削、研磨
http://www.kyokuei-kenma.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

加工

技術分野

平林

042-471-3034

三記央
E メール

h.mikio@kyokuei-kenma.co.jp

 得意な技術・製品

硝子加工部品

 得意な顧客・市場分野

光通信、レーザー、半導体、センサー

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

高精度精密加工
① 密集穴加工（石英ガラス）

φ0.1×0.5（止め穴）土手幅 5μm

② 微細加工（石英ガラス）

□1×0.5 の箱

φ1.2×685 個（貫通）土手幅 0.2 ㎜

③難加工材（ｼﾘｺﾝｶｰﾊﾞｲﾄﾞ：SiC）

φ23SiC

●試作、開発から応じます。 数量は問いません、是非、ご用命下さい。
●高精度研削・研磨に関わる、多数の特許、実用新案を出願してきました。
これらを駆使した高度な加工技術を特徴としております。
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1968 年

技術アピールシート
くぼきんぞく

久保金属株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

異種材料接合、有機物分解

[本社]〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 4-5-5
[営業所]〒193-0834 東京都八王子市東浅川町 539-2
1,960 万円

15 名

従業員数

設立年（西暦）

1946 年

光学および医療部品製造、異種材料接合技術、環境対策技術、伸銅品販売
www.kubo-kinzoku.com

連絡先（部署・氏名） 遠藤
TEL

技術分野

とも子

042-661-1165

to-endo@kubokinzoku.com

E メール

 得意な技術・製品

異種材料接合技術（マルチマテリアル対応）

 得意な顧客・市場分野

軽量化を検討される業界（輸送機関連）

 生産拠点・研究体制

八王子ならびに都留（山梨県）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

① 適材適所のマルチマテリアル設計対応技術
塑性流動を利用した異種材料接合技術「iMPACT 工法(特許)」

異なる材料がしっかりと締結されています
アルミを溶かして型に流す工法ではありません。
塑性を流動させ固定しています！技術にご興味
ある方は、ぜひ面談を機会としてください。
接合部写真：軸＝鉄、受＝アルミ

② 有機物分解技術および装置
固形物（廃棄物）
、臭気・花粉（工場環境）などの「有機物」を、酸素と熱を利用し分解する技術
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技術アピールシート
くぼぷら

株式会社クボプラ
所在地

[本社]〒198-0052 東京都青梅市長渕 4-239-2

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密切削

20 名

設立年（西暦）

1966 年

プラスチック総合加工および関連事業
http://www.kubopura.com

連絡先（部署・氏名） 営業部・主任
TEL

従業員数

技術分野

須崎

0428-24-5511

玲之央
E メール

suzaki@kubopura.com

 得意な技術・製品

エンプラ・スーパーエンプラを 1 個から製作

 得意な顧客・市場分野

プラスチック製品を使用するあらゆる業種

 生産拠点・研究体制

本社工場

 特記事項（取得資格・認証等）

エコアクション 21 取得 認証・登録番号 0008032
PR 詳細

スーパーエンプラ、豊富な加工経験により安定品質を提供します！
耐熱性（150℃～約 300℃）、機械的強度、耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性等に優れる、これまでの
エンプラ材を上回る性能を持つスーパーエンプラ。
スーパーエンプラにおいて、20 年以上の加工実績を持つクボプラでは、マシニングセンタ・NC 旋
盤を用いて、これまでに様々な形状を作り上げて参りました。

PEEK・PPS・PAI・PI (ベスペル)・PES・PEI・PSU・PTFE(テフロン)・PFA・PCTFE(ダイフロン)等、寸法公
差・形状の相談、加工提案もいたします。
半導体関連装置部品、液晶関連装置部品、医療器関連部品、精密測定機器部品、各種分析機器部品
等、独自のノウハウで微細加工・超精密加工を実現させます。
また、設備増設により、これまで以上に短納期対応も可能となりました。
創業より 50 年にわたる経験の中で培われた加工技術・知識・ノウハウを駆使し、エンプラ・スー
パーエンプラを 1 個から製作いたします。
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技術アピールシート
くらふてっくおかもと

株式会社クラフテックオカモト

技術分野

加工

技術キーワード

精密板金、金型レス生産

（旧社名：渡邊プレス工業株式会社）
所在地

[本社]〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-71-1

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1947 年

薄板（鉄、ステンレス、アルミ他）の板金、プレス、溶接、組立までの加工全般
http://www.craftec-ok.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

60 名

従業員数

課長 梶谷 宏伸

042-560-0551

kajiya-hironobu@craftec-ok.com

E メール

 得意な技術・製品

高精度（金型品レベル）の板金加工技術、各種箱物製品、コストダウン提案

 得意な顧客・市場分野

医療機器、食品機器、電機機器等の大手メーカー様

 生産拠点・研究体制

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かし茨城（塗装）
、静岡（組立）にも生産拠点あり

 特記事項（取得資格・認証等）

第 15 回多摩ﾌﾞﾙｰ・ｸﾞﾘｰﾝ賞（多摩信用金庫主催）にて経営部門奨励賞受賞
PR 詳細

弊社は今までプレス、板金加工の両方を行ってきたノウハウを生かして、金型を製作しなくてもプレス金型品に近い寸
法精度を板金加工で実現する工法、いわゆる

を得意としております。最近においてはプレス金型

品同等またはそれ以上の精度で板金加工を行う

を国内メーカーとしてはじめて実現した

板金加工メーカーとして、PR 活動を行っております。
以下の最新鋭の設備機械と弊社のプレス・板金ノウハウを融合させた

を皆様も是非

ご覧いただきたいと思います。薄板板金加工でのこれからの “ものづくり” に是非ご活用ください。

レーザー機にチェンジャー機構
が備わっており、弊社保有の
豊富なパンチ型を搭載可能

レーザーパンチ複合機

TruMatic7000

レーザー機の金型チェンジャー機構部

金型精度並の±0.03mm の繰り返し精度で加工可能
全自動曲げ加工システム

画像測定器 IM-6025

TruBend Cell7000
日本初導入のロボットベ

画像認識技術を用いて

ンダー機。写真にあるア

全自動で各種寸法測定

ームロボットが曲げ加工

が可能な測定器で、量

の他、金型交換も行う

産の全数測定にも対応
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技術アピールシート
こーわすぷりんぐ

株式会社コーワスプリング

技術分野

加工

技術キーワード

バネの製造

所在地

[本社]〒189-0003 東京都東村山市久米川町 4-42-15

資本金

2,100 万円

主要事業

バネの製造

Web サイト

63 名

E メール

ofuji@kowa-sp.co.jp

設立年（西暦）

1970 年

http://kowa-sp.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

大藤

昌宏

04-2942-2815

 得意な技術・製品

線径 0.1ｍｍ～6.0ｍｍの、押しバネ・引きバネ・トーションバネなどバネ全般の製造

 得意な顧客・市場分野

自動車関連・建機関連・鉄道関連・
ガス関連・医療機器関連の業界など

 生産拠点・研究体制

埼玉県所沢市下富 1430-47

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001

エコアクション 21
PR 詳細

企業の特徴：線径 0.1ｍｍ～6.0ｍｍのバネを、1,800 アイテム/月

1,700 万個/月製造しております。

創業以来、自動車関連のお客様を中心にお取引きさせて頂き、技術を磨いて参りました。
お取引きの業界としましては、自動車関連・建機関連・ガス関連・鉄道関連・医療機器関連
空調機器関連など、多岐に亘っております。
主な設備：コイリングマシン
電気炉

40 台

荷重試験機

39 台
両端研磨機

6台

超音波洗浄機

3台

フォーミングマシン
32 台

荷重選別機

1台

6台

バレル研磨機

テンションマシン

1台

3台

ブラストマシン

3台

耐久試験機 3 台

画像寸法測定器

1台

クリープテンパー炉
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3台

技術アピールシート
さいぷら

加工

技術分野

株式会社サイプラ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

技術キーワード

ブロー成形容器、部品
射出成形容器、部品

[本社]〒939-2243 富山県富山市中大久保 173-17
[都内所在地]〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-5-5 近江屋ビル 3 階
1,000 万円

従業員数

37 名

設立年（西暦）

1993 年

医薬品及び化粧品の容器、キャップの製造・印刷
http://www.saipla.co.jp/
代表取締役社長
076-468-2233

斉藤

公彦
E メール

 得意な技術・製品

ブロー成形容器、部品

 得意な顧客・市場分野

医薬品業界・化粧品業界

 生産拠点・研究体制

富山県富山市

saipura@m8.dion.ne.jp

射出成形容器、部品

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【１】サイプラオリジナルミニチューブ容器（ブロー成形）
容器部品、化粧品容器、化粧品ミニチューブ容器をメイン
で成形しております。
製品 2 次加工、製品自動印刷機も自社にて製作しておりま
す。
特にミニチューブのシルク印刷、ホットスタンプ、キャッ
プ、中栓セットは、お客様の多様なニーズにこたえられる
よう体制をとっております。

【２】医薬品、医薬部外品、化粧品用部品（射出成形）
薬品、医薬部外品、化粧品用の（ボトル、樹脂チューブ、
アルミチューブ、ラミチューブ）キャップ中栓、専用部品
をメインに成形しております。
目視判断の難しい商品は、成形直後のカメラ判別装置を導
入し、ヒンジキャップの折りたたみ装置、製品キャビ分け
プログラムなど、多種多様な技術を成形機に取り入れてお
ります。
クリーンな環境で生産しております。
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技術アピールシート
さかにしせいき

坂西精機株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒192-0919 東京都八王子市七国 1-32-1

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

94 名

歯車・減速機の設計・開発及び製造、
精密機械加工部品の製造及び組立

設立年（西暦）

1953 年

精密歯車・減速機・精密機械部品の設計及び製造
http://www.sakanishi.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

加工

技術分野

坂西 秀之

042-632-0212

E メール

hideyuki_sakanishi@sakanishi.co.jp

 得意な技術・製品

精密歯車／精密機械部品の材料から熱処理・表面処理・組立までの一貫生産体制構築

 得意な顧客・市場分野

ロボット・工作機械・一般産業機械

 生産拠点・研究体制

同上

 特記事項（取得資格・認証等）

ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１
PR 詳細

精密歯車・減速機及び精密部品の提案・設計・加工・組立までおまかせ下さい！
○1945 年(昭和 20 年)創業以来積み重ねてきた、各種精密歯車・減速機及び精密部品の加工技術に基づき、
提案・設計・加工・組立まで、トータルで対応いたします。
○品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１及び環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１を取得、
お客さまの高い品質・環境要求にお応えいたしますとともに、地球環境負荷の低減に努めています。
○マシニングセンタから各種歯切盤まで、豊富な機械設備で加工いたします。

◎工作機械業界との繋がりが深

◎一般材料から、鋳造・ロスト

いため、高度な加工技術の収得

ワックス・ファインブランキン

が容易です。

グ・鍛造・圧造・引き抜き・焼

◎あらゆる業界の加工技術情報

結・メタルインジェクションま

を収集しています。

でお取り扱いいたします。
2009 年 9 月 新社屋竣工
●内外径研磨
：ミクロン管理と１Ｓ以下の平準化
●平行平面研磨 ：平面度、平行度、厚さのミクロン管理
●各種歯切
：Ｍ0.2～Ｍ8.0 平歯車、ハスバ歯車、ラック、
かさ歯車、まがりかさ歯車、ネジ歯車、内歯車、
マイタ歯車、ウォ－ム＆ウォ－ムホイール
●マシニングセンタ：φ0.2 ㎜の穴あけからφ300 のボーリング
まで、竪横並びに任意割出及びカム、
リード加工
●ＣＮＣ旋盤
：自動機加工、チャック加工、薄物加工、
φ1000 ㎜の大物加工
自社製品
Ｖシリーズ減速機(写真左)、Ｃシリーズ減速機(写真右)
※産業機械等に貢献しています
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技術アピールシート
さしだせいさくしょ

株式会社指田製作所

技術分野

加工

技術キーワード

精密切削､切削､組立調整

所在地

[本社]〒198-0023 東京都青梅市今井 3-4-20

資本金

4,500 万円

120 名

従業員数

設立年（西暦）

1960 年

精密金属部品の機械加工、耐超高真空部品の溶接、装置品の組立、調整などのとりまとめ

主要事業
Web サイト

http://www.sashida.co.jp

連絡先（部署・氏名）

営業Ｇ・グループリーダー
0428-31-8811

TEL

高橋

仁
htakahashi@sashida.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

耐超高真空部品の加工・溶接・組立調整

 得意な顧客・市場分野

半導体製造装置・医療（体外診断機器）・各種分析装置

 生産拠点・研究体制

東京都青梅市・山形県鶴岡市

 特記事項（取得資格・認証等）

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ISO9001:2008

ISO13485:2003 ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 認証取得

PR 詳細

『精密金属加工から各種装置組立、組立配線はお任せ下さい』
1960 年の創業以来、お客様満足を第一に、信頼・信用
を重視したモノづくりを継続して参りました。
小物から中物までのあらゆる素材・形状の加工を承ると同時に
設計図面に従い部品・資材調達から加工・組立・調整試験と「中間
ユニットや装置の完成」まで実施し、付加価値を高めております。
特に半導体製造装置や医療機器、分析装置の分野では、実績多数でお客様から高い評価をいただいております。
試作段階におけるモノづくり（少量多品種）においても、汎用の加工機と熟練工を多数揃えており、加えて
耐超高真空溶接にも対応するなど、お客様の様々なニーズに応える体制が整っております。
また山形県鶴岡市にも 100 名規模の切削加工工場を所持しており、大物や 24 時間稼働による量産品への対応
も承ります。
試作から量産までの装置立ち上げについて、なんでもご相談下さい。

《設備機械》
縦型マシニングセンタ

13 台

横型マシニングセンタ 4 台

NC 旋盤 10 台

ロボドリル

平面研削盤

他(汎用フライス

3台

溶接機器（Tig、銀ロー付け）

7台

五軸マシニングセンタ 1 台

旋盤付マシニングセンタ

1台

ワイヤーカット

汎用旋盤も多数有、熟練工が対応します)

三次元測定機

表面粗さ測定機
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3台

技術アピールシート
さてりっと

株式会社サテリット
所在地

[本社]〒192-0033

資本金

9,500 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

微細精密成形、３Ｄ造型

東京都八王子市高倉町 38-1
従業員数

10 名

設立年（西暦）

1985 年

ワイヤー放電、レーザー加工機による精密部品、３Ｄプリンターによる精密造型、試作加工など。

http://www.satellyt.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部・取締役部長
TEL

技術分野

042-643-3411

 得意な技術・製品

山崎

重人

E メール

yamazaki@satellyt.co.jp

ベンダー、手曲げ作業による精密金属成形加工。
３Ｄプリンター造型の樹脂部品と金属部品の ASSY 加工

 得意な顧客・市場分野

電機、機械、自動車、医療、部品、製品、試作

 生産拠点・研究体制

本社工場

 特記事項（取得資格・認証等）

レスポンスの良さ、納期、コスト面の要望にも柔軟に対応
PR 詳細

弊社製品のできあがるまで（概要）
金属材料

ワイヤーカット後

ワイヤー放電加工機
３D プリンター

プレス成形

必要に応じて表面処理（外部）
成形型を造形

を行い 検査後出荷
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技術アピールシート
さとうこうき

佐藤工機株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

精密切削・研磨・表面処理

所在地

[本社]〒192-0046 東京都八王子市明神町 2-8-9

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1970 年

省力化機器設計製作・精密部品加工 リハビリテーション器具開発・製作
http://www.satoukouki.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

18 名

従業員数

佐藤 良子

042-644-5032

yoshiko.satou@satoukouki.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

高精度の金属加工部品、多品種少量の試作品（量産の場合は 50～200 個程度対応可）

 得意な顧客・市場分野

半導体・光学・自動車・医療・食品・装置等、あらゆる分野からご注文いただいています。

 生産拠点・研究体制

八王子市大和田町。部品加工から組立（最大 1200×1700×2000）まで行っています。

 特記事項（取得資格・認証等）

リハビリ器具“楽楽リハちゃん”特許取得済第 5451936 号
PR 詳細

【 加工 】
お客様からいただいた図面に忠実に難度の高い精密加工に挑戦しています。
試作・開発品等の加工方法や予算等のご相談にも応じております。

■加工部品 No.1
■加工部品 No.1

■加工部品 No.2

 鉄・アルミ・ステンレス・真鍮 他特殊新素材の加工にも対応しています。
 お得意先様から部品精度及び面精度の美しさには評判を頂いています。
 試作品から量産(100～200)に対応しています。
 キーエンス三次元測定機を導入し、1000 分の 1 精度の加工に対応しています。
 部品加工から溶接・熱処理・研磨・表面処理を行い完成品として納品しています。

 納期・単価についてはお客様のご要望にお応えできるよう努力しています。
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技術アピールシート
さとうせいさくしょ

加工

技術分野

極小・極細部品の高強度接合、

株式会社佐藤製作所

異種金属接合、薄板金属の接合、

技術キーワード

金属線・ﾜｲﾔｰの接合、ロウ付け
所在地

[本社]〒152-0004 東京都目黒区鷹番 3-20-7

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

12 名

設立年（西暦）

1957 年(創業 61 年目)

特殊技術である金属の【銀ロウ付け溶接】を軸とした総合金属加工（ｱﾙﾐのロウ付けも可）
http://sato-ss.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

佐藤 修哉

03-3712-6652

E メール

info@sato-ss.co.jp

 得意な技術・製品

技術：金属接合、ﾊﾟｲﾌﾟ曲げ等 製品：ﾋｰﾄｼﾝｸ、ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ、磁気ｼｰﾙﾄﾞｹｰｽ、精密医療器具

 得意な顧客・市場分野

多品種小ﾛｯﾄ、都心近くのﾒｰｶｰ様、試作・開発、美観が必要な製品、微細品

 生産拠点・研究体制

拠点：本社 研究体制：他業種のﾒｰｶｰ様と精密接合製品の試作開発

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得(2003 年)、ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 取得(2008 年)
PR 詳細

47

技術アピールシート
さとうでんきせいさくしょ

株式会社佐藤電機製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒181-0005 東京都三鷹市中原 3-1-53

資本金

2000 万円

主要事業
Web サイト

62 名

従業員数

精密板金、溶接、
ステンレス、アルミ

設立年（西暦）

1961 年

医療機器、半導体装置、情報通信機器等の精密板金筐体、部品の製造及び組立
http://www.s-d-s.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

加工

技術分野

常務取締役

0553-23-0037

営業部長

佐藤

薫宏
yoshihiro@s-d-s.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

レーザー切断、パンチング、折り曲げ、溶接（レーザー、アーク、スポット）、組立

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界、半導体装置業界、電機業界

 生産拠点・研究体制

山梨工場（山梨県山梨市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得(2001 年)、KES ステップ 2 取得（2015 年）、BCP 策定（2011 年）
PR 詳細

【強み 1】 設計から板金・塗装・組立までのワンストップ生産が可能
【強み 2】VE 提案によるコストダウンを得意としています。
★半導体関連装置

★鉄道関連部品

①レーザー加工によるバ

従来品は金型を作
り、プレス加工をし
ていた製品をファ
イバーレーザー溶
接での加工を提案。
初期費用の大幅な
削減につながった。

リ取り作業の削減
②バーリング、タッピン
グ、成型加工を自動化
③溶接を使わないリベッ
ト式構造の採用などによ
り、従来の筺体に比べ、
大幅なコストダウンを実
現。

【強み３】アマダ社の最新鋭の機械設備により、

【強み４】工場の IT 化により、多品種少

精度・外観品質の高い製品の製作が可能です。

量から量産まで幅広い生産が可能です。

パンチ・レーザー複合機
ACIES-2512T
ロボットファイバーレーザー溶接機
FLW-4000M3
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iPad を使った進捗実績管理、図面閲覧

技術アピールシート
さんあろー

加工

技術分野

サンアロー株式会社

技術キーワード

樹脂、ゴム、蒸着、接着
インサート成形、ゴム塗装

所在地

[本社]〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-10-4 ヒューリック八丁堀第二ビル

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

100 名

設立年（西暦）

1959 年

樹脂部品・ゴム部品の受託製造
http://www.sunarrow.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

中村 晃大

090-5964-1748

E メール

akihiro.nakamura@sunarrow.co.jp

 得意な技術・製品

樹脂/ゴム加工 金型～成形～加飾～アッセンブリまでの一貫対応

 得意な顧客・市場分野

車載部品、電子機器部品、医療分野、雑貨、アクセサリー

 生産拠点・研究体制

国内工場 3 拠点(新潟県見附市・佐渡市)、タイ工場(サラブリ県)

 特記事項 （取得資格・認証等）

医療→ISO13485(佐渡工場)、自動車→IATF16949(タイ工場)、 ISO9001、 ISO14001
PR 詳細

【アピールポイント①：多様な社内技術と生産設備】
設計～成形～加飾～アッセンブリまで、多彩な技術を社内に保有
開発・デザインの際には…
→豊富な経験と技術を視野に入れた技術検討をもとに
お客様が求める製品の実現をお手伝いします。
量産品立ち上げの際には…
→各工程間の調整によるタイムリーな、品質向上、
課題解決、納期短縮を行います。
→工程間の調整が必要な高難易度仕様も対応が可能。

【アピールポイント②：幅広い業種への納入実績】
自動車、電子機器、医療分野などを中心に幅広い
業界・企業への納入実績があります。
ご要望に合わせた管理/立ち上げ体制にて対応
致します。皆様のご要望をお待ちしております。
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技術アピールシート
さんこうでんきせいさくしょ

有限会社三幸電機製作所

技術分野

加工

技術キーワード

射出成形、金型

所在地

[本社]〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 2-6-5

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

6名

設立年（西暦）

1979 年

精密プラスチック成形加工・精密金型製作
www.sankoh-denki.jp.net

連絡先（部署・氏名） ソウムブ
TEL

従業員数

近藤伸二

042-560-9405

E メール

sanko.kondo@nifty.ne.jp

 得意な技術・製品

導電性樹脂・エンジニアプラスチック・スーパーエンプラ等

 得意な顧客・市場分野

電気通信部品・搬送部品・

 生産拠点・研究体制

メイドイン東京

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

お客様のニーズに合わせたオーダーメイドを仕事を承ります。
写真―１は最小部品となります。成形品中央にはリング状のインサートを同時成形してあります。

写真―２は環境に優しいバイオマス素材を利用した食器類となります。｛紙｝パウダー５１％混合で全国どこで
も可燃物で処理が可能であり、燃やしてもダイオキシンガスは発生しない素材です。射出成形や真空成形が出来
ます。当社では[東京未来素材]のブランドで展開をしております。６月無印商品が運営するキャンプ場で販売が
開始されます。
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技術アピールシート
さんしんこうぎょう

三鎮工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

精密切削・難削材切削

所在地

[本社]〒205-0023 東京都羽村市神明台 4-10-10

資本金

2,035 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1967 年

ＮＣ(複合)自動旋盤による金属の精密切削加工業
http://www.sanshin-i.com/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

15 名

従業員数

山田 浩司

042-513-0718

yamada@sanshin-i.com

E メール

 得意な技術・製品

高精度の小径部品の大量生産が得意・特殊形状も加工可能

 得意な顧客・市場分野

空調機器分野・自動車分野・光学機器分野・医療機器分野・デジカメ分野 等

 生産拠点・研究体制

本社兼工場（東京都羽村市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得(2005 年)・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 取得(2006 年)・TAMA ブランド企業認定(2014 年)
PR 詳細

＜製品・技術・サービスの内容＞
◆NC 自動旋盤による小径精密部品（φ10～φ60）の提供
・創業以来約 60 年、一貫して小径精密部品の切削加工に特化。
・小型で高精度が要求される部品に対して、最適な切削加工に関するノウハウを有し、微細な精度が要求され
る製品を、多様な分野に展開。
（空調機器部品、光学機器部品、医療機器部品、自動車部品、モーター部品、デジカメ部品等）
・最新鋭のものを含め、NC 自動旋盤を 51 基保有。
＜競合品・従来品に比べて製品・技術・サービスが優れている点＞
◆特に高精度（５μ程度）小径部品の大量生産が得意
・51 基の NC 自動旋盤を 4 人(＋サポート 3 人)で運転することで、低価格を実現。
・少人数の会社ではあるが品質管理部があり、多種検査設備(真円度測定機、画像ユニット付工具顕微鏡等)を
用いて、高品質を保証。
・豊興工業㈱より原価改善の部、ｻｲﾍﾞｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱より品質信頼ブランドの部にて表彰実績あり。
・最新鋭の設備(LFV・高圧クーラント付も有り)もあり、
SUS304 やチタン等難削材の深穴加工製品の量産も可能。
・取引実績のある会社に限っては、短納期も対応可能。
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技術アピールシート
さんわにーどるべありんぐ

三和ニードルベアリング株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

切削加工、精密研削、熱処理、
樹脂成型、一貫加工

[本社]〒300-4351 茨城県つくば市上大島 1904
[都内所在地]〒125-0062 東京都葛飾区青戸 5-30-4 ※ご連絡はつくばにお願いします
10,000 万円

従業員数

206 名

設立年（西暦）

1946 年

精密マイクロシャフト、ならびに各種精密金属部品の製造販売
http://www.tnksanwa.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

加工

技術分野

営業 1 課 川村 一志

029-866-0811

E メール

kawamura@tnksanwa.co.jp

 得意な技術・製品

高精度コロ、ニードル及びリードスクリュー、精密シャフト、精密金属部品

 得意な顧客・市場分野

自動車部品、機械部品関係

 生産拠点・研究体制

筑波事業所、福州三和精密軸有限公司（中国福建省）

 特記事項（取得資格・認証等）

IATF16949：2016、ISO14001：2015
PR 詳細

【高精度シャフト＋樹脂成型の複合部品】
・高精度シャフト製造技術がもたらす、ひとクラス上の樹脂成型部品
・インサート成型後の希望精度が出ないとお困りではありませんか？
・樹脂部の二次加工も可能です。

【高精度円筒コロ】
・外径精度±0.0005

φ1×1 小径コロの加工が出来ます。

【非磁性高硬度シャフト】
・非磁性 透磁率 1.01 以下、硬度Ｈv700 を両立したシャフトです。
磁性を嫌う環境で、耐摩耗性・耐衝撃性を要求される部品に最適です。
※自動車部品への量産実績あります。
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技術アピールシート
しょうじょうてくの

株式会社猩々テクノ

技術キーワード

所在地

[本社]〒123-0872 東京都足立区江北 6-7-7

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

加工

技術分野

21 名

従業員数

プラスチック精密金型、

設立年（西暦）

精密切削

1960 年

プラスチック射出成形用金型の設計・製造
https://www.shoujoh.co.jp
営業部

前島

良

03-3856-0505

eigyo@shoujoh.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

カメラ鏡筒部品、継手をはじめとするネジ、筒物用プラスチック金型製作

 得意な顧客・市場分野

光学機器、生産設備、医療機器等

 生産拠点・研究体制

親会社のレンズメーカー、株式会社 nittoh（長野県諏訪市）とも連携します

 特記事項（取得資格・認証等）

足立ブランド認定企業・経営革新計画承認
PR 詳細

【ねじ・筒物でお困りの方へ】
当社は、カメラのズーム機構用部品等の精密機構部品用のプラスチック
射出成形用金型の設計・製造を得意にしています。
最新のマシニング・ワイヤ放電加工機等で高精度加工を行い、金型に
内側にすぼむ内径スライド（コラプシブルコア）や回転抜き等の機構も
盛り込みます。
カメラ鏡筒部品用プラスチック精密金型で培った経験を基に次のような
ご提案をします。
■プラ化・一体化で組立工数を削減したい
⇒金属部品のプラスチック化や複数部品の一体化で、組立工数削減と共に
小型化・軽量化でトータルコストの削減を提案します。
■二次加工をなくしたい
⇒内スライド（コラプシブル・コア）や回転抜きで、内径の溝やねじを
１回の射出成形で部品製作を完結する提案をします。
■金型の立ち上げ期間を短縮したい
⇒金型へ±2 ミクロンの高精度加工を行い、修正回数の削減と共に成形品
の品質を向上させ、市場投入のタイミングを逸しません。
■樹脂の対応実績
⇒PC、 POM、 PBT、 PA、 ABS、 PP、PE、PPS、 液晶ポリマー(LCP)、
フッ素樹脂 等
■主要設備
〇CAD/CAM：UG NX5 3 台他

〇マシニング：牧野フライス V33・2 台 V22・1 台他

〇ワイヤ放電加工機：ソディック SLN400G 他

〇型彫放電加工機：ソディック AQ35L 他

〇CNC 三次元測定機：ミツトヨ Crysta-Apex C775 他
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〇画像測定器：ミツトヨ QuickVision Apex302

技術アピールシート
しんえいすくりーん

株式会社新栄スクリーン

技術分野

加工

技術キーワード

機能性印刷

所在地

[本社]〒141-0031 東京都品川区西五反田 6-17-16

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

9名

設立年（西暦）

1974 年

スクリーン印刷・ディスプレイ製品・イベント製品に付帯する製品の設計・製造・販売
http://www.shineiscreen.com

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

従業員数

鈴木 勝政

03-3493-6201

E メール

info@shineiscreen.com

 得意な技術・製品

導光板・拡散板・機能性印刷・LED 面発光ユニット

 得意な顧客・市場分野

照光やサイン表示などでお困りの企業様

 生産拠点・研究体制

国内・付加価値の高い製品開発に積極的にチャレンジ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・ISO14001 認証取得

可変表示器特許取得 第 4463706
PR 詳細

【Ⅰ】スーパー拡散シート：透明な材料に機能性印刷を施す事により、直下型 LED からの高さ 10 ㎜程度で
も玉見えせずに明るいシートです。
（写真①）
【Ⅱ】可変表示器：1 枚のシートに特殊印刷をし、光源の色を切り替える（赤⇔青・赤⇔緑）ことで、同じ
場所に 2 種類の表示が可能です。
（写真②）
【Ⅲ】LED バックライト：オリジナルのインキを開発で導光板のムラを最小にし、輝度を上げる事ができま
す（写真③）

写真①

スーパー拡散シート

一般品

写真②
可変表示器

写真③ LED バックライト
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技術アピールシート
しんけんこうぎょう

株式会社慎研工業
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

ステンレスの溶接研磨チャン
バーの製作

[本社]〒959-0222 新潟県燕市下粟生津 3061
[都内所在地]〒101-0031 東京都千代田区東神田 3-5-1-304
400 万円

従業員数

16 名

設立年（西暦）

ステンレスの溶接、研磨、製缶、容器、真空チャンバー、配管
www.y-shinken.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

加工

技術分野

鈴木 寿明

080-1051-3070

E メール

suzuki@y-shinekn.co.jp

 得意な技術・製品

ステンレス溶接、研磨、配管、真空チャンバー

 得意な顧客・市場分野

半導体、食品、医薬品

 生産拠点・研究体制

本社工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

高品質と信頼性
弊社では従来、熟練職人の手作業による TIG 溶接とバフ研磨の
一体製作をモットーに信頼性の高い品質の製品をコア・コンピ
ータンスとしてまいりました。TIG 溶接分野について、アルゴ
ンなどのバックシールドガスをコントロールと手さばきの応
用により通常では困難とされる形状や精度に対応しています。
この工法とその為の冶具について特許も取得しています。（溶
接のためのガスノズル、およびこのガスノズルを用いた溶接方
法 2013 年 6 月 7 日 5286442 号）職人の手作業によるカスタム
プロダクトとして半導体や真空装置の試作の分野では評価を
頂いていると自負しております。
注文に応じ出荷前にヘリウムディテクターテストを行います。
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1975 年

技術アピールシート
しんこうせいさくしょ

株式会社伸光製作所
所在地

[本社]〒142-0063 東京都品川区荏原 5-7-3

資本金

3,000 万円

加工

技術キーワード

精密切削

85 名

従業員数

設立年（西暦）

1963 年

樹脂切削加工

主要事業
Web サイト

http://www.shinkohss.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

桑原

雅之

03-3785-1148

kuwahara@shinkhss.com

E メール

 得意な技術・製品

小径細物の旋盤加工。月産 100 万個の機械設備保

 得意な顧客・市場分野

医療業界、半導体業界、各種バルブ材

 生産拠点・研究体制

生産拠点：東京都品川（少ロット対応）栃木県那須塩原（量産対応）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 取得
PR 詳細

【プラスチック切削加工

ミクロの世界に挑戦！】

精密部品に求められる精度をミクロの単位で追求し、医療機器から機械部品まで
幅広い分野の微細加工ニ－ズに対応
【加工技術】

寸法公差±0.02mm

【得意分野】

小径細物の旋盤加工

【PR ポイント】

、同芯度：0.02mm、面粗度：Ra1.6μm
外径：φ0. 5～φ12、

内径：φ0. 2～

形状、材質、加工精度に応じた切削用バイト（刃物）の自社製作
ロボットア－ム導入による自動化推進（コスト低減、信頼性向上）

【応用分野】

【機械設備】



精密機器、計測機器（検査モジュ－ル用絶縁部品）



半導体製造装置（継ぎ手、各種バルブ材）



医療機器（血液検査装置、内視鏡、各種シール材）



マシニングセンタ（ブラザ-、高島産業）



コネクタ（同軸コネクタ用絶縁部品）



ロボットア－ム（ファナック、デンソ⊶）



CNC 旋盤 50 台
（シチズンマシナリー、北村、オ－クマ等）
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技術アピールシート
しんせいこう

株式会社真精工

技術分野

加工

技術キーワード

難加工材切削

所在地

[本社]〒190-0153 東京都あきる野市小峰台 42-2

資本金

1,500 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2001 年

丸棒金属からの複合旋盤加工
http://shinseiko.tech

連絡先（部署・氏名） 生産管理部
TEL

36 名

従業員数

042-588-5590

曽我部

一美
shinseiko@themis.ocn.ne.jp

E メール

 得意な技術・製品

旋盤加工，ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工，ﾜｲﾔｰ加工

 得意な顧客・市場分野

医療機器，自動車部品，機械部品

 生産拠点・研究体制

東京都あきる野市小峰台 42-2

 特記事項（取得資格・認証等）

2008 年

ＩＳＯ９００１

認証取得 2013 年 東京消防庁より防災設備に対する感謝状を頂きました
PR 詳細

複合旋盤 28 台（5 軸複合機含む）を、10
名のｵﾍﾟﾚｰﾀｰが 24H 体制にて、急ぎの試作
や大量生産に対応しております。

三次元測定機、画像寸法測定顕微鏡
表面粗さ輪郭形状測定機、
真円・円筒・同軸測定機等を設備し
正確に測定致します。

市販されていない内径ｻﾞｸﾞﾘﾊﾞｲﾄを自前にて
研ぐ技術が若い世代まで継承されています。
ﾂｰﾙﾒｰｶｰに注文した場合 1～2 週間かかる所、
弊社の場合平均時間 30 分で研ぎあげます。
よって短納期が実現致します。
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技術アピールシート
しんわしょうこう

伸和商工株式会社
所在地

[本社]〒171-0044 東京都豊島区千早 1-3-11

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

技術分野

加工

技術キーワード

表面処理

7名

従業員数

設立年（西暦）

1985 年

不溶性電極の製造、ガラス・その他各種基板への薄膜加工及びパターンエッチング、スクリーン印刷

http://www.shinwa-shk.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

03-3957-6276

info@shinwa-shk.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

不溶性電極、薄膜加工、スクリーン印刷

 得意な顧客・市場分野

試作 1 個から小・中ロット生産，量産まで承ります

 生産拠点・研究体制

平塚(工場)

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１．不溶性電極の製造販売
不溶性電極とは Ti を基体とし白金系コーティングを施したもので様々な分野で使用されています。
用途（1）海水電解用（次亜塩素酸ソーダ発生装置、苛性ソーダ、殺菌装置＜下水処理設備＞
（2）塩素発生用（プール殺菌、カップ式自動販売機殺菌装置、他）
（3）金属採集・回収用（Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、他）
（4）電気透析用（製塩、脱塩、他）
（5）電着塗装（自動車、アルミサッシ、他）
（6）防食用（海水系、淡水系、他）
（7）メッキ用（Ｓｎ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ，Ｃｒ、他）
（8）金属箔製造用（銅箔、他）
（9）イオン水用
(10)センサー用
(11)電解研磨用
(12)機能水用
２．薄膜加工
真空蒸着、ｽﾊﾟｯﾀ、ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ等で製膜しエッチング等で微細なパターンを形成します。
３．ｽｸﾘｰﾝ印刷
ガラス・金属・プラスチック・合成樹脂など様々な素材に微細な印刷・パターン形成が可能であり印刷
する際の印刷圧が小さいのでデリケートな素材についても対応が可能です。
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技術アピールシート
すたっふ

株式会社スタッフ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

簡易金型

[本社]〒571-0048 大阪府門真市新橋町 1-4
[都内所在地]〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-11-3 8F
1,500 万円

58 名

従業員数

設立年（西暦）

1988 年

受託設計及び受託加工、自社製品開発、OEM 事業など
http://www.rd-stuff.com/

連絡先（部署・氏名） 営業推進チーム
TEL

技術分野

06-6366-8100

 得意な技術・製品

小山

純平
jun-koyama@rd-stuff.com

E メール

簡易金型を用いた射出成形
自社にて開発設計を行った IoT アルコールチェッカー「TISPY」

 得意な顧客・市場分野

電気機器、自動車、医療、産業機器、設備、IT など

 生産拠点・研究体制

大阪本社・韓国工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

1.簡易金型
【PR ポイント】
・最短 3 日の超短納期対応
・インサート成形、薄肉成型、2 色成型も対応可能
・試作～小ロット量産、量産までアルミ・鋼材 2 種類を駆使した
VE 提案
・精密部品～大物まで成形可能
・入れ子式スライドコア対応可能
・軟質樹脂から高硬度な樹脂、ガラス入り樹脂の成形も可能
・小ロットの量産対応可能
【特徴】
・共有のモールドベースを用いたカセット型による樹脂射出成型
アルミ：3,000 ショット
S55C：5,000 ショット
NAK：10,000 ショット

（左記保証ショット）

2.学習型アルコールチェッカー「TISPY」（自社製品）
【PR ポイント】
・ソフト、回路、基板、筐体の各種設計～試作、量産、組立、
梱包まで全て自社対応
・呼気のアルコール濃度を測定、スマホのアプリでデータ
を蓄積することで使用するほど所有者にパーソナライズされる。IoT の機能を兼ね備えたアルコールチェッカー。
・
「今日はペースが速いよ」
「そろそろ水を飲もう」などのアドバイスが表示されることで個人の健康管理に役立
てることができる。
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技術アピールシート
せきこーぽれーしょん

株式会社セキコーポレーション

技術分野

加工

技術キーワード

精密板金

所在地

[本社]〒192-0913 東京都八王子市明神町 2-9-22

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

100 名

設立年（西暦）

1954 年

精密プレス加工及び組立
http://www.seki-corp.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

従業員数

安部 昭彦

0426-44-3991

E メール

a-abe@seki-corp.co.jp

 得意な技術・製品

精密プレス、音響用部品

 得意な顧客・市場分野

AV 情報機器

 生産拠点・研究体制

生産拠点：日本（甲府）
、中国、タイ

 特記事項（取得資格・認証等）

経産省：
「ものづくり日本大賞」優秀賞 「元気なものづくり中小企業３００社」選定
「戦略的基盤高度化支援事業」法認定、
「多摩ブルー・グリーン賞」優秀賞
PR 詳細

自動車関連
・クラッドアルミ材の角形絞り
・異種単品を重ね合わせた時の隙間調整可能
・穴は当然！バーリング位置度φ0.06 保証実績あり
・三次元自動測定による変化点管理の実施

ＡＶ関連
・ＳＵＳ３０４バネ材 厳しい絞り対応可能
・外周絞り 基準面 1.5mm 幅の枠を平面度 0.05 の実績あり
・社内製造のレーザー測定機にて全数保証

電流端子
・Ｃ1100、高額素材な為カットに必要なサンを限界幅まで
狭め、順送加工の材料費を削減しました。

バスバー
従来タイプ：下地無電解ＮＩメッキ＋仕上げ電解ＮＩメッキ
の２層仕上げ。
ＶＡタイプ：電解ＮＩメッキの１層仕上げ
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技術アピールシート
せきだいこうぎょう

セキダイ工業株式会社
所在地

[本社]〒146-0082 東京都大田区池上 8-14-13

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

高精度・難形状切削加工

62 名

設立年（西暦）

1965 年

五軸マシニング及び複合加工機などを使用した高精度金属切削加工
http://www.sekidai.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

従業員数

技術分野

柿沼 秀明

03-6410-6446

E メール

kakinuma@sekidai.co.jp

 得意な技術・製品

チタン・マグネシウム合金の切削加工。1 個の試作～月産 100 個までを対応

 得意な顧客・市場分野

ホンダレーシング様のオフィシャルパートナーであり、自動車業界中心に培った技術と
ノウハウにて高精度・難形状部品を得意としております。

 生産拠点・研究体制

東京工場と福島工場の二拠点体制

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001（2013 年 4 月取得）
PR 詳細

【加工対応材質】

【主要ワークサイズ】

・マグネシウム・チタン・アルミ全般・アルミダイカスト

～X350 x Y350 x Z350

・普通鋼、特殊鋼・鋳物・ステンレス全般

～φ800

・伸銅、インコネル、スーパーインバーなど

検査室の室温を常時 22℃に設定。検査員が各々の三次元測定器を用い
て、各箇所を測定。その後、仕上げ担当者、出荷担当者の複数回のチ
ェックをする事を徹底しております。
レースのコア部品を長きに渡って製作し続けてきた弊社だからこそ、
他業種のお客様からも品質面においてご信頼いただいております。

切削後の表面処理（アルマイト、メッキ、塗装…）
、熱処理、圧入、圧検、研磨、ホーニング、溶接などの
二次処理・加工までを一貫で対応し、納品時の品質を保証します。
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せきね

株式会社セキネ

技術分野

加工

技術キーワード

大型ホッパー、大型筐体

所在地

[本社]〒190-0153 東京都あきる野市小峰台 34-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

18 名

従業員数

製缶事業⇒大型筐体、筐体関連板金

設立年（西暦）

1966 年

組立事業⇒機械粗組立

https://www.sekine-sys.co.jp/
業務部 高野 幸江
042-533-0333

E メール

info@sekine-sys.co.jp

 得意な技術・製品

大型筐体製作、厚物溶接を得意としています。

 得意な顧客・市場分野

自動機、半導体業界

 生産拠点・研究体制

所在地と同様

 特記事項（取得資格・認証等）

工場内を動画で見ることが出来ます。
PR 詳細

機械本体（製缶、塗装、組立）

連結ﾌﾚｰﾑ

SUS ﾌﾚｰﾑ（酸洗い・ﾊﾞﾌ後出荷）

厚物溶接
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技術アピールシート
だいいちかがくこうぎょう

第一化学工業株式会社
所在地

[本社]〒115-0051 東京都北区浮間 5-7-9

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

高精密メッキ

17 名

設立年（西暦）

1963 年

硬質クロムめっき（ハードクロムめっき）専門加工業
https://www.daiichi-kagaku.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

技術分野

課長

小川 裕之

03-3966-2476

E メール

info@daiichi-kagaku.com

 得意な技術・製品

１μ単位で膜厚管理するハードクロムめっき（硬質クロムめっき）の専門メーカー

 得意な顧客・市場分野

半導体・液晶・省力機器・コネクター等メーカー様の精密部品を中心にめっき処理

 生産拠点・研究体制

検査部門：寸法管理（めっき前寸法→めっき後寸法）、部分めっき等マスキング技術

 特記事項（取得資格・認証等）

バリ無し・光沢・艶・品質を第一に、全国どこからでも数量１個から対応出来ます
PR 詳細

『創業 50 年になる硬質クロムめっきの専門メーカー』
手のひらサイズの品物を中心に、膜厚を１μ（ミクロン）単位で管理するフラッシュメッキが得意な、
ハードクロムめっき（硬質クロムめっき）の専門メーカーです。
1.公差内寸法を保証！
：膜厚をμ（ミクロン）単位で管理するめっき施工を得意としています。
2.花咲き無し！角部のバリを独自の電極技術で解決！
：独自の治具製作技術により、花咲きやバリ等の諸問題を解決しています。
3.内径めっきも部分めっきも可能！
：内径めっきは∮４以上から施工出来ます。多彩なマスキング技術により部分めっきが可能。
4.他社にない“美しい光沢”鏡面加工部も曇りません！
：高効率浴のめっき液を使用することで非常に光沢の良いめっきをお届けしています。

①可能材料：鉄・ＳＵＳ・銅・真鍮

②大きさ：手のひらサイズ中心。

③重量：最大２０㎏位まで

④長さ：８７０ｍｍ位まで。

取引先：省力機器、自動組立機、医療機器、油圧・空圧機器、半導体製造装置、治工具等
※全国約８００社（大手～中小企業）
環境への配慮：エコアクション２１認証取得

2011 年 4 月 8 日

「工場からの排水をゼロに」「有害な排気をゼロに」
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認証・登録番号 0006871

技術アピールシート
たいせいこうぎょう

大生工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

ファインバブル洗浄

所在地

[本社]〒170-8428 東京都豊島区南大塚 3-53-11 今井三菱ビル 6F

資本金

4,500 万円

主要事業
Web サイト

200 名

設立年（西暦）

1957 年

産業機械向け各種フィルタ・クーラ及び関連機器、ファインバブル発生器の設計製造
http://www.taiseikogyo-fb.jp

連絡先（部署・氏名） FB 事業部
TEL

従業員数

主任 島岡 進

03-6912-9923

E メール

shimaoka@taiseikogyo.co.jp

 得意な技術・製品

産業用フィルタ・熱交換器で培った流体解析技術を応用したファインバブル発生器の設計製造

 得意な顧客・市場分野

産業用機械製造メーカ、船舶・自動車・航空機産業

 生産拠点・研究体制

宇都宮工場、北茨城工場、R&D センター（宇都宮工場内）
、
栃木県産業技術センターと共同研究を実施中

 特記事項 （取得資格・認証等）

ISO9001、14001 取得、特願 2016-079739（ファインバブル発生器）
PR 詳細

●産業用に最適なノズル型ファインバブル発生器「HELIX NOZZLE」
HELIX NOZZLE は、ノズルに水圧をかけて内部に負圧を発生させることで、空気ほか各種気体を吸入・粉砕してファ
インバブルを生成します。ノズル中心部でキャビテーション・混合・せん断の作用を複合化させているため、非常に
効率よく気体を粉砕し、自吸能力は最大 100％に達します。生成できるファインバブルは、マイクロバブル（1μm～
100μm）と UFB（ウルトラファインバブル、1μm 未満）の両方を含み、発生分布ではマイクロバブルは 16～20μm、
UFB では 100nm 付近にピークを持ちます。この泡をノズルから旋回噴射し汚れにぶつけることで、衝突圧や気液界面
相互作用、泡の圧壊作用を引き出し、洗浄力をより高める事ができます。

●ファインバブルとは
ファインバブル
⇒
ウルトラファインバブル ⇒
効果
⇒
利用されている分野

ISO20480-1 で定義される粒径 100 ㎛ 以下の微細な気泡を指します
ISO20480-1 で定義される粒径 1 ㎛ 以下の極微細な気泡を指します
微細化する事で、長期残存し表面積(界面)が増大する事から、「洗浄効果」
、
「浮上分離効果」、
「気体溶解効果」など様々な効果が引き出せます
⇒ 「洗浄」、
「加工促進」、
「水処理」、
「養殖」、
「食品保存」など

●HELIX NOZZLE の特徴
・SUS304 製、頑丈な構造により産業用途に最適です
・吸気量の調整範囲が広く用途別に最適化できます
・インライン接続、バイパス接続、オフライン接続
など様々な設置方法で利用できます
・コンプレッサ不要、駆動源は圧送ポンプのみです
・強力な旋回流エネルギーを発生させます

水中噴射での洗浄効果（40℃）

●ファインバブル洗浄
・乱流とバブルの衝突圧壊効果で汚れを剥ぎ取ります
・吸着分離作用により液中に漂う汚れを浮上させます
・微細な泡が細かな隙間や製品の裏側にも届きます
・水や少量の洗剤のみでも油分を除去します
・環境にやさしい水系洗浄に最適です

部品洗浄イメージ

●ファインバブル産業会に所属
・産業界・学界・政府が協力し設立したファンバブル専門の業界団体で、
日本主導の国際標準化（ISO）や原理の解明、応用化推進しています。
・大生工業は、2015 年より同会正会員として活動しています。
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技術アピールシート
たいせいとそうでんきせいさくしょ

有限会社大成塗装電機製作所

技術分野

加工

技術キーワード

塗装、表面処理

所在地

[本社]〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 861-2

資本金

300 万円

主要事業

塗装事業

Web サイト

設立年（西暦）

1963 年

http://www.taisei-toko.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

7名

従業員数

斗光

裕一

042-556-1110

info@taisei-toko.com

E メール

 得意な技術・製品

溶剤及び粉体による焼付塗装全般、特殊塗装、樹脂製品の塗装

 得意な顧客・市場分野

建築金物、什器、看板、工業製品等

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

木目調塗装特許取得(特願 2003-011166)
PR 詳細

対応可能な塗装

溶剤系塗装

事業内容

粉体塗装

■ﾒﾗﾐﾝ系

■ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系

■ｱｸﾘﾙ系

■ｴﾎﾟｷｼ系

■ｳﾚﾀﾝ系

■ｴﾎﾟｷｼﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系

■ﾌｯ素系

■建築金物、建築建材(内・外装ﾊﾟﾈﾙ、手摺、目隠しﾙｰﾊﾞｰ等)
■商業施設、オフィス向け什器の塗装
■照明、ｻｲﾝ、ﾓﾆｭﾒﾝﾄ、遊具、ｼｮｰｹｰｽの塗装
■試験装置、基盤検査装置、産業用インクジェット機等の塗装
■建築塗装

ｵﾌｨｽ什器 ﾘﾍﾟｱ塗装

塗装実績

(木目調塗装)

当社の強み
■特許技術の木目調塗装の他、錆風塗装や石目調塗装等、意匠性豊かな塗装が可能
■大型乾燥炉（W=4,500mm）を完備しており、長尺物の塗装が可能
■小ロットから多ロットまで幅広い対応が可能
■営業窓口を完備しているため、柔軟性ある対応が可能
■アウトソーシングにより、金物製作・塗装・取付けまで一貫した対応が可能
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技術アピールシート
だいにち

株式会社ダイニチ
所在地

[本社]〒143-0024 東京都大田区中央 8-42-5

資本金

2,300 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

ゴム、樹脂、耐熱材

設立年（西暦）

1971 年

各種シール、パッキン、ガスケットの製造及び関連工業用品の販売
http://www.k-dainichi.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

25 名

従業員数

技術分野

河野 貴志

03-3754-6131

kohno@k-dainichi.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

裁断、打ち抜き、切削、曲げや複合材ライニング縫製等

 得意な顧客・市場分野

産業機器、装置、家電、OA 機器等

 生産拠点・研究体制

本社工場及び千葉工場

 特記事項（取得資格・認証等）

エコアクション 21
PR 詳細

ゴム・樹脂・耐熱材を創造する企業
＊ゴム、樹脂、耐熱材の提案・提供
フイルム、シート、ブロック、スポンジやマットなど、様々な素材の中から、ご要望の仕様に合わせて試作品
を提供可能です。製品開発時の試作品ご依頼など多くのご依頼を短納期で実現可能ですので、課題検討のスピー
ドアップをお手伝いいたします。
＊裁断、打ち抜き、切削、曲げや複合材ライニング縫製等
防塵、防振、防水シール材、クッション材の製作又断熱材、保温材を
ご要望の製品に合わせた加工はもちろん、縫製による手作業等も承ります。
＊お客様の新製品開発へ参加致します。豊富な経験値を持ち合わせたスタッフが素材選びから対応します。
部品 Q(品質）
、D(納期）
、C（コスト）を常に意識しており
価値ある製品開発をお客様と共に作り上げるパートナーとしてご利用ください。
＊環境対応(Rohs 指令/REACH 規則等)の材料も幅広く取りそろえております

主要設備
設備名・スペック

台数

油圧裁断機 70T・30T・32T・100T・55T

9

高性能プロッター

1

オートショットカッター及び丸ナイフ裁断機

4

NC 裁断機

1

電動カッター

3

旋盤（5 台）・ボール盤（5 台）・フライス盤（2 台）・昇降盤（3 台）
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技術アピールシート
たいようでんき

大洋電機株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

非鉄金属加工

所在地

[本社]〒165-0024 東京都中野区松が丘 1-28-8

資本金

1,000 万円

主要事業

従業員数

3名

設立年（西暦）

非鉄金属加工

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

専務

田上

03-3385-0693

純一
E メール

tagami@taiyo-denki1959.co.jp

 得意な技術・製品

非鉄金属（主にアルミニウム及び真鍮）極少量ロット生産

 得意な顧客・市場分野

光学機器

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

大型ＮＣ加工機では難しい極少量ロットにも
柔軟に対応いたします。

67

1959 年

技術アピールシート
たかいでんき

高井電機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

ガラス加工

[本社]〒675-2455 兵庫県加西市大内町 945
[都内所在地]〒105-0004 東京都港区新橋 3-9-10 天翔新橋ビル 508
2,000 万円

従業員数

75 名

設立年（西暦）

1973 年

石英硝子、ホウケイ酸硝子などの火加工、機械加工（機械加工は軟質ガラスも対応）、硝子プレ
ス加工、ヒーター保護管など特殊品硝子製作
http://www.takaidenki.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京オフィス
TEL

技術分野

内藤

03-6803-4321

E メール

naito@takaidenki.co.jp

 得意な技術・製品

石英、ほうけい酸ガラス等の火加工、研削加工、プレス加工

 得意な顧客・市場分野

自動車、照明、紫外線、ヒーターカバー、電子デバイス製造装置用部品、分析理化学

 生産拠点・研究体制

本社及び中国上海工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 14000
PR 詳細

弊社は兵庫県及び中国上海にガラス加工工場をもち、比較的小物の商品（パイプ径で
いうとφ100ｍｍ以下）を中心に火加工、機械加工両面で対応するガラス加工メーカー
です。手加工品含め 1 品から大量生産まで対応可能です。

上記は石英、ホウケイ酸硝子等で作成した製品例

素材は主には欧州、中国より輸入。製品量産の場合自社独自マシンを自社開発
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技術アピールシート
たかはしせいさくしょ

株式会社髙橋製作所
所在地

[本社]〒203-0043

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

加工

技術キーワード

金属プレス加工

東京都東久留米市柳窪 5-4-11
10 名

従業員数

設立年（西暦）

1955 年

金属プレス加工・金型・各種試作
http://www.takahaship.co.jp
専務取締役

髙橋

0424-70-1955

 得意な技術・製品

晃一
tkk-no2@gb3.so-net.ne.jp

E メール

薄板（t0.03～t0.3t）から厚板（t6.0）まで、幅広く曲げ、絞り加工を得意として
おります

 得意な顧客・市場分野

金属プレス加工のニーズがあれば、業界は問いません

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

・振動検出センサー特許取得

・ﾉﾝﾌﾛﾝ水系 4 槽洗浄装置完備

PR 詳細

弊社は、創業から 63 年の経験と実績を基に、技術・品質の向上、コスト低減に日々努力を重ね、抜き・
曲げ・絞り等あらゆる加工技術を研究し、より高いレベルでの顧客満足達成に努めております。
プレス加工に加え、金型の設計から製作、各種金属部品の試作から量産までと金属に関しては幅広く事
業を展開しております。また、品質の向上・品質管理の徹底を図る為導入したﾉﾝﾌﾛﾝ水系４槽式超音波洗浄
装置で仕上げる製品は、多くの顧客より満足をして頂いております。

AMADA 150t プレス

ﾉﾝﾌﾛﾝ水系 4 槽洗浄装置

順送型にて製作

SUS304 t0.5

・プレス機は 15ｔ～150ｔまで、計 11 台保有しております。
・その他主要設備一覧につきましては、弊社ホームページにて掲載しております。
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t0.3

技術アピールシート
たけうちせいさくしょ

株式会社竹内製作所

技術分野

加工

技術キーワード

金属加工､組立て､医療機器

所在地

[本社]〒182-0025 東京都調布市多摩川 1-33-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

46 名

設立年（西暦）

1937 年 5 月

金属加工(機械加工)および組立・実装
http://www.ttt-takeuchi.com

連絡先（部署・氏名） 総務部業務課営業
TEL

従業員数

042-440-8661

瀬谷 信夫
E メール

seya@ttt-takeuchi.com

 得意な技術・製品

設計から加工、組立、調達、梱包、出荷までの一貫生産

 得意な顧客・市場分野

放送機器、医療機器

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器製造許可、第二種医療機器製造販売許可、ISO14001
PR 詳細

弊社で設計から加工・組立まで実施した製品例
◆圧着機（端子加締め機）

電動圧着機(TM-1)

電動圧着機(TM-5)

手動圧着機(T-6)

◆医療機器

温覚計

医療用音叉
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ポンプ接続アーム

技術アピールシート
たじませいさくしょ

株式会社田島製作所

技術分野

加工

技術キーワード

精密めっき、アルマイト

所在地

[本社]〒132-0021 東京都江戸川区中央 3-13-10

資本金

1,200 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

30 名

設立年（西暦）

1953 年

表面処理
https://www.tajima-tokyo.com/
営業開発部

田島

正一

03-3653-5385

E メール

shoichi-t@tajima-seisakusho.co.jp

 得意な技術・製品

高精度、耐食性、潤滑性、高硬度、部分めっきなどの特殊めっき

 得意な顧客・市場分野

医療機器、自動車部品、建築金物、光学部品、通信機器など。

 生産拠点・研究体制

本社工場

 特記事項（取得資格・認証等）

潤滑アルマイト TS-LUB 処理にて特許取得。
PR 詳細

当社は表面処理全般を行っております。
○めっき部門では

亜鉛めっき（6 価ユニクロ・クロメート・黒、3 価クロメート・黒）、銅めっき、ダブル
ニッケルめっき、クロムめっき、黒クロムめっき、硬質クロムめっき、無電解ニッケル
めっき、潤滑無電解ニッケルめっき、無電解スズめっき他

○アルマイト部門では

硬質、ダブル、各種カラー、光沢、艶消し、潤滑、抗菌、導電性など様々な機能を付
与したアルマイトなどの処理を行っております。

・特に近年は製品が精密化しており、それに合わせた精度を重視しためっき、アルマイト。
・マスキング処理を行う部分めっき。
・特殊素材である CFRP 上に行うめっき。
など様々なお客様の要望に合わせた表面処理、または研究開発を行っております。
また、多品種少ロットに合わせた処理ラインになっており、製品 1 個からでも承ります。

＜当社の表面処理例＞
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技術アピールシート
たてかわすぷりんぐせいさくしょ

有限会社竪川スプリング製作所

技術分野

加工

技術キーワード

スプリング製造

所在地

[本社]〒188-0011 東京都西東京市田無町 1-3-3

資本金

400 万円

主要事業

従業員数

11 名

設立年（西暦）

1960 年

各種精密スプリング及び板バネ

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

端山 朝雄

042-461-6063

E メール

tate-sp@amber.plala.or.jp

 得意な技術・製品

時計部品、脳波用先端チップ、ロングシュートスプリング製造等々

 得意な顧客・市場分野

農機具用エンジン部品、医療用スプリング開発

 生産拠点・研究体制

当社瑞穂工場

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社のコンセプトとしては顧客満足度の製品作りを心がけています。
他社では製作困難であるとされたスプリングなどを先方様の技術関係の方と打ち合わせをして機能的な状態に
満足して頂ける製品開発を進めています。
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技術アピールシート
ちばだいす

株式会社チバダイス

技術キーワード

所在地

[本社]〒125-0054

資本金

4,800 万円

主要事業
Web サイト

精密切削部品･成形部品
試作から量産まで

東京都葛飾区高砂 1-26-2
従業員数

30 名

設立年（西暦）

小形歯車／金型／工具 製造･販売
http://www.chibadies.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業技術
TEL

加工

技術分野

上原 真吾

048-997-6621

E メール

sales@chibadies.co.jp

 得意な技術・製品

小形歯車の開発･生産技術･製造･研究

 得意な顧客・市場分野

自動車･時計･カメラ･OA 等

 生産拠点・研究体制

葛飾区高砂工場／埼玉県八潮工場／PGS 研究所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001/14001 取得
PR 詳細

①圧倒的な効率！

独自の金属加工法

量産部品加工において、数々のコストダウンの実績

②最短３日！

射出成形部品試作

③画期的新製品！超ハイリードのリードスクリュー
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1966 年

技術アピールシート
つかだりけんこうぎょう

塚田理研工業株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

プラスチックへの表面処理

[本社]〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂 16397-5
[都内所在地]〒182-0035 東京都調布市上石原 1-26-17
3,750 万円

184 名

従業員数

設立年（西暦）

1946 年

プラスチック上への表面処理(めっき、塗装、イオンプレーティング)、基板への表面処理
http://www.tukada-riken.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業課
TEL

技術分野

原

勝明

0265-82-3256

k-hara@tukada-riken.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

多彩な色調のめっき、エンプラ材へのめっき、イオンプレーティング処理

 得意な顧客・市場分野

自動車、家電、医療、航空機

 生産拠点・研究体制

生産拠点：日本・中国

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・ISO14001 日本経営品質賞

本社工場に研究技術あり
奨励賞

受賞

PR 詳細

多彩なめっき色をまとめた「めっきサンプル帳」
多くのデザイナー、設計者より好評を得ております。

エンジニアプラスチックへのめっき
高機能樹脂材にめっきを行うことで、金属部品と同等の強度や熱伝導性、導電性、ノイズ対策などに最適な
めっき工法

【TP マスク】
独自開発の TP マスク液を使用した特殊部分めっき工法
めっきが付いていることで不具合の改善に繋がります。
（素材が露出する）
❒１点もの試作～量産まで幅広く対応いたします。
❒めっき対応樹脂（ABS、PC/ABS）を始めエンプラ材、Mg 等の特殊素材へも可能
❒プラスチックめっきに対応したイオンプレーティングも可能
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技術アピールシート
でぃーぷら

株式会社ディープラ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

樹脂の切削加工

[本社]〒146-0092 東京都大田区下丸子 4-17-13
[工場]〒146-0092 東京都大田区下丸子 4-19-10
1,000 万円

従業員数

21 名

E メール

yusei.yokoyama@d-pla.co.jp

設立年（西暦）

1987 年

樹脂の切削加工
http://d-pla.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

横山

雄星

080-1324-4033

 得意な技術・製品

成型品追加工、二次加工、フライス加工・OA 機器、デジタルカメラ、携帯電話

 得意な顧客・市場分野

OA 機器メーカー

 生産拠点・研究体制

本社、第二工場、取手事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

大田区「優」工場認定
PR 詳細

「成型品の追加工や短納期で樹脂部品を作って欲しい！」
そのような“ご希望”をお持ちの方は、お問い合わせ下さい。
弊社は樹脂の切削加工を行っております。
現在、OA機器の分野で多くの実績があります。
お客様のご希望する納期に対応するために、弊社はマシニングセンタを 22 台所有しております。
各拠点に品質管理課を置くことにより、高品質な品物をお客様にご提供させて頂きます。
小ロットでのご注文や成型品の追加工も対応可能です。
お客様にとって、どこよりも便利な会社としてお役に立たせて頂きます。
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技術アピールシート
てぃけいわいぷろだくつ

株式会社ティケイワイプロダクツ

技術分野

加工

技術キーワード

精密機械加工

所在地

[本社]〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 424-7

資本金

1,200 万円

主要事業
Web サイト

18 名

設立年（西暦）

1991 年

φ200～φ900 位までの、リング・フランジ加工 平行・平面 0.005
http://www.tky-products.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

従業員数

生地

042-650-7531

E メール

ikuji@tky-products.co.jp

 得意な技術・製品

縦型旋盤加工・5 軸 MC 加工・三次元測定・（ポゴフレーム・カードホルダなど）

 得意な顧客・市場分野

半導体装置・通信機器・分析機器・航空宇宙・防衛

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

JIQ9100（2016 年度更新審査中）・ISO9001-2015・JISO14001-2015
PR 詳細

弊社は、半導体製造装置部品・通信機器・分析機器及び航空宇宙・防衛品の、部品加工を主としております
CSR(コンプライアンス遵守・人権・環境・値域社会貢献)活動の取り組み。
BCP 対応及び RoHS 対応（フエル酸エステル類の対応勉強会の実施）

弊社では、縦型旋盤加工・フライス加工・5 軸加工・3 次元測定
メッキ・ブラスト・溶接・ロー付・研磨

（特殊工程は外部委託）

加工素材

アルミ・ステンレス・真鍮・銅・ノビナイト・鉄

旋盤加工

概ねφ800.0 平面平行度 0.005（素材はアルミ・真鍮）

フライス加工

マシニングセンター加工・5 軸機加工（斜め穴の加工・傾斜加工）

表面処理

各種有色アルマイト、アロジン、SBCR、パシベート処理
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技術アピールシート
てくだいや

テクダイヤ株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

表面処理、RF プラズマ窒化

所在地

[本社]〒108-0023 東京都港区芝浦 4-3-4 田町きよたビル 2 階

資本金

6,000 万円

従業員数

95 名

設立年（西暦）

1976 年

主要事業

精密機械加工技術 / セラミック応用技術 / ダイヤモンド応用技術 / OEM による製品、サービスの展開

Web サイト

http://www.tecdia.com/jp/

連絡先（部署・氏名）
TEL

広報室

南谷

03-5765-5400

真緒
E メール

m_minamiya@tecdia.co.jp

 得 意 な技 術 ・製 品

【技術】窒化技術（特許）
【技術】精密機械加工技術 【製品】ディスペンサーノズル / 精密ニードル

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界、航空宇宙部品業界、カメラモジュール、半導体、医療業界、バイオプリンティングなど

 生 産 拠 点 ・研 究 体 制

フィリピンセブ島 自社工場での生産、東京港区（本社）での研究開発

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 5582809 号、特許第 6260996 号など
PR 詳細

【新技術】これまでの窒化を覆す「RF プラズマ窒化技術」

2018 年 4 月 1 日より、当社の新技術として「RF プラズマ窒化処理技術」をリリースしました。本技術は、より早く、より高精度な表面処理を実現しま
す。表面処理技術精密金属加工も得意とするテクダイヤでは、「加工」と「表面処理」のソリューションで、新たな価値を提供します。

寸法変化のない、新しい表面処理

RF プラズマ窒化は、従来の窒化方法よりも高圧力かつ広範囲での窒化が可能です。チャンバー内が、高窒素イオン状態に保たれ、低温度での窒化
となります。ワークの表面に化合物層を生成しないため、処理前と処理後で寸法変化のない、より精密な表面処理を実現します。

自由自在な硬度の設定

従来と異なり、「窒素イオンの加速度」と「プラズマ密度」を別々にコントロールすることで、より細かな硬度の設定が可能になります。これにより、さまざま
な素材を、目的に合わせた硬度に変更することができます。

表面粗さを極限まで抑えた表面美

双極子を用いた高周波電流によるプラズマ発生法を採用することで、イオン衝突による衝撃を軽減化。製品の表面を傷つけることなく処理を行うことに
成功しました。

【業界最小】8μm の穴開け技術

40 年以上のノウハウで、「穴あけ」をはじめとする精密機械加工を得意とするテクダイヤ。使用する装置にはそれぞれに特有の「クセ」が存在し、そのクセ
の把握は精密加工において不可欠なものです。テクダイヤでは熟練加工職人によって独自のクセを把握し、データ化することで安定的な精密加工を
実現しました。卓越した穴開け技術により、業界最小先端径「Φ8μｍ」のディスペンサーノズルの製作に成功。赤血球をも通すこのディスペンサーノズ
ルは、先端医療に寄与するバイオマテリアルプリンティングや、3D プリンターなどに活用されています。

高精度な同芯度と真円度

ディスペンスにおいて最も重要とされるのが先端の同芯度ですが、穴径が小さくなるほどその精度を保つことは困難です。また、加工の際の工具の振れ
が穴の真円度を左右します。テクダイヤでは、工具の振れを±1μに抑えるノウハウと、±2μm の同芯度を実現する技術力で高精度な極細穴開けを
可能としています。

《実績》材質：SUS303 穴深さ：40μm ドリル径 7.0μm 時の実測値：8.3μm

《その他》長軸微細加工技術（http://www.tecdia.com/jp/case/17.php）
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てっくらぼ

株式会社テックラボ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

設計、CFRP と他複合材の成型、
金属加工・板金、検査

[本社]〒206-0032 東京都多摩市南野 2-6-3
[関西工場]〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通 1-2-25 神戸ものづくり工場 B 棟 409/410
1,000 万円

従業員数

15 名

設立年（西暦）

2012 年

企画、デザイン、設計、モデリング、製造、アセンブリ、検査・検証までの全工程を代行、バックアップ致します。

http://www.techlab-coltd.com

連絡先（部署・氏名） 試作グループ
TEL

加工

技術分野

郷 慎之輔 / 日比野 俊雄

042-319-6417

E メール

go@techlab-coltd.com

 得意な技術・製品

プランニング力、マネージング力、設計、製作、検査

 得意な顧客・市場分野

自動車メーカー、工業デザインメーカー、家電業界、アミューズメント業界

 生産拠点・研究体制

開発センター（多摩市南野）、関西工場（神戸市兵庫区）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

1) プランニング
多種多様なプロジェクト経験から、クライアント企業様の最終イメージを想像し、最適な実現手法をご提案します。
2) デザイン
業界で長年培った豊富なネットワークから、案件の特性に合わせた優秀なデザイナーをアサインします。
3) 機構設計
ハイエンド 3D CAD を導入し、経験豊富なエンジニアが担当。機械加工、板金、複合材、鋳物等加工方法にあった
設計提案が可能です。
4) 構造解析
自社による構造解析の他、大手解析会社とも連携し、構造解析、複合材解析、動解析等を実施します。
5) モデリング
リバースエンジニアリングからクラス A サーフェース製作まで対応し、プロジェクト関係者が的確な意思決定を行う
ためのモデルをご提案します。
6) 成形・機械加工
自社の設備でスピーディーに対応する他、必要に応じて豊富なネットワークを活用し、プロジェクト達成に向けた最
適な方法を選択。確実なアウトプットが可能です。
7) アセンブリ
経験豊富なスタッフ、および、業界ネットワークの各エンジニアが持つ技術や知見を包括的にコラボレーションする
ことにより、最適なアウトプットとします。
8) 検査・検証
製作物の測定、品質保証を実施するための検査を社内で行い、高精度、高品質の製品を確実にお届けします。
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技術アピールシート
とうきょうおーとまっく

東京オートマック株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

超振動技術加工機

所在地

[本社]〒142-0064 東京都品川区旗の台 2-7-10

資本金

3,870 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1969 年

超振動式剥離機、ヤスリ研磨機、木彫機など
http://www.automach.com

連絡先（部署・氏名） 技術部
TEL

20 名

従業員数

杉山

03-5702-0522

治久
a@automach.com

E メール

 得意な技術・製品

超振動技術応用の機器開発

 得意な顧客・市場分野

建設業界向け剥離機、木工機械（木彫機）、機械工具業界（研磨機）

 生産拠点・研究体制

タイル剥離実験場（大田区中央）、試作室（大田区上池台）

 特記事項（取得資格・認証等）

ＵＬ認定工場、特許

数拾件
PR 詳細

１、この度、外壁タイルの騒音・振動無し、
「タイル剥離工具、工法」の特許２件を取得したので
実際の現場で試行して諸効能をＰＲしたい。又、適用されれば効能は大きい。
２、具体的には
①クラック・欠け・浮き等のあるビル外壁タイルを掴んで静かに剥す為、病院・ホテル・学校など
振動・騒音を嫌う建物リニューアル工事に貢献出来ると思われる。
②何のキズ等の無いタイルも、ソックリ剥離出来るので目立たない所の同変色レベルのタイルを剥し、
ビル正面などの劣化タイルを剥した跡に、同変色タイルを貼り、リニューアル効果を出せる効果がある。
３、外壁塗装の剥離機（チーゼルワイス）も、紛塵を発生しないのでもし、塗料に有害物質が含有していた
場合でも、飛散させない効果があります。
以上
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技術アピールシート
とうきょうぶれいず

東京ブレイズ株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

ろう付加工

所在地

[本社]〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 3-23-10

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

64 名

従業員数

設立年（西暦）

1970 年

ろう付トータル企業
http://www.tokyobraze.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

03-3300-1141

info@tokyobraze.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

ろう付材料・加工設備・熱交換器の製造販売、ろう付・熱処理受託加工

 得意な顧客・市場分野

自動車産業業界・ガス機器業界・切削工具業界など

 生産拠点・研究体制

埼玉県志木市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001,14001 取得
PR 詳細

東京ブレイズは「ろう付」のあらゆるニーズに独自の技術と製品で応える「ろう付専門企業」です。
営業品目①：ろう付加工
ろう付の方法、設備や条件など長年の実績から最適なろう付をご提案致します。
ステンレス鋼・銅・真鍮・チタン・セラミックスのろう付、熱処理加工
営業品目②：ろう付装置
ろう付専門のメーカーが作るろう付装置です。高い安全性やお客様の用途に応じてカスタマイズできます。
営業品目③：ろう付材料
規格品や東京ブレイズ製オリジナルろう材の中から最適なろう材をご提供致します。
営業品目④：プレート式熱交換器
ろう付技術を生かしプレート式熱交換器を自社製造しています。インナーフィン構造により高耐圧用途で優れて
います。ステンレスとチタン製の 2 種類ございます。
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技術アピールシート
とうこうつうしょう

株式会社東光通商

技術分野

加工

技術キーワード

射出成形

所在地

[本社]〒192-0034 東京都八王子市大谷町 399-1 東光ビル

資本金

1,800 万円

主要事業
Web サイト

16 名

設立年（西暦）

1984 年

MIM(金属粉末射出成形)製品の試作及び量産
http://www.tokotsusho.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業推進本部
TEL

従業員数

出浦

042-644-8860

康次
E メール

toko@tokotsusho.co.jp

 得意な技術・製品

当社独自の MIM 製法にて 3D 形状金属部品を成形にて量産を可能に。

 得意な顧客・市場分野

産業機械業界、医療機器業界、自動車産業

 生産拠点・研究体制

青森工業(青森県五所川原市)、ベトナム工場(ハノイ)、工学院大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

2017 年 11 月「金属焼結体の製造方法及び金属焼結体」で特許取得
2016 年 2 月 ISO9001、ISO14001 取得
PR 詳細

■ＭＩＭ（Metal Injection Molding/金属粉末射出成形)
ＭＩＭとは、プラスチック射出成形技術と粉末冶金技術との複合加工技術から生まれた金属粉末射出成形品
で、三次元形状の金属部品を切削加工することなく成形で製造することでき、従来加工に比べ低コストでの量産
を可能にします。当社のＭＩＭ製品には下記のような特徴があります。

① 高い寸法精度、高剛性、高耐摩耗性の確保！
自社開発の収縮率の少ないオリジナルコンパウンド材料(特許取得)を
用いることで、高剛性、高耐摩耗性を確保。
また、高い寸法精度（0.5％以下）も実現。

② グループ内一貫生産の強み
材料開発、設計、金型製造、量産まで、全ての工程を
グループ内一貫生産することで、納期短縮、コスト低減を実現。

③ 安定した量産体制
ベトナムに自社量産工場を完備！

④ 材質も幅広く対応可能
ステンレス鋼、インコネル等の難削材まで、幅広い材質に対応。

■５軸マシニングセンターによる精密加工
テーブルに傾斜軸、回転軸が加わったことで、工程数、工程時間の短縮、
仕上がり面が向上し、従来の３軸マシニングセンターでは難しかった加工も
可能となります。材質も幅広く対応しており、難削材の加工も可能です。
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技術アピールシート
とうこうでんきせいさくしょ

株式会社東興電機製作所
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

微細加工

[本社]〒180-0006 東京都武蔵野市中町 1-9-5 第一中央ビル 4 階
[工場所在地]〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-3-5
1,000 万円

従業員数

33 名

設立年（西暦）

1963 年

医療機器・精密機器の受託製造、仕様書/取扱説明書などの技術翻訳
http://www.tokods.com/tds/

連絡先（部署・氏名） 営業部長
TEL

技術分野

松浦 巧

070-5362-5233

E メール

salesteam.japan@tokods.com

 得意な技術・製品

超微細配線加工、極細線同軸ケーブル加工をスピード対応、実績豊富

 得意な顧客・市場分野

医療機器・精密機器の受託製造

 生産拠点・研究体制

東京都青梅市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO13485、ISO9000、医療機器製造業、エコアクション 21
PR 詳細

機械化が困難な 「超微細配線加工」
「極細線同軸ケーブル加工」はお任せください！！
各種製品（医療機器、精密機器など）の組立・半田付け、圧着などを請負っています。
なかでも、超微細配線加工や半田付けを得意としており、手術用、特定部位検査用プローブなどの
特殊加工、および精度が要求される各製品に、弊社の微細加工技術が生かされています。
●AWG48 番線まで対応可
少量多品種で自動化が難しく、精度が要求される分野の製造を得意としています。
厳密な精度が必要となる新製品などの試作についてもお任せください！
その後の量産品製造においても、各工程でお手伝いさせていただきます！

全工程において徹底した品質管理を実施し、最高の品質を備えた製品を作り上げています。
・ISO9001:2008
・ISO13485:2005 ※医療機器の製造および品質管理に関する国際規格
・医療機器製造業登録 [登録番号：13BZ201143]
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技術アピールシート
とうしょうごむこうぎょう

東商ゴム工業株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

金型成形、押出成形、研削・研磨

[本社]〒130-0026 東京都墨田区両国 2-9-12
[横芝工場]〒289-1741 千葉県山武郡横芝光町中台 808-1
4,800 万円

従業員数

38 名

設立年（西暦）

1966 年

工業用ゴム製品製造業
http://www.nc-net.or.jp/company/48606/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

技術分野

0479-82-3251

末永

大介
E メール

suenagatsroller@ai.wakwak.com



OA 機器、他各種あらゆる用途のゴムローラ、スポンジローラ、樹脂ローラ

 得意な顧客・市場分野

金融端末・ラベルプリンター・大型インクジェットプリンター

 生産拠点・研究体制

工場（千葉県山武郡横芝光町）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

小ロット（1 本/1 個）・多品種
各種ゴムローラーを一貫生産
（ゴム部巻替のシャフト再利用も承ります）
各種合成ゴム～シリコーンまで
用途に合わせた専用配合
押出成形～プレス成形・焼付～圧入まで
最適な加工方法をご提案致します
吸油・吸水・各種スポンジ・2 次加工まで
外径Φ２㎜～Φ300・長さ 20L～2000L まで
参考例：ゴム単体・外径Φ2×内径Φ1×長さ 0.9L
様々なニーズに柔軟にご対応致します。
私たち東商ゴム工業は、ゴムローラー・スポンジローラー
樹脂ローラー並びに、金型成型ゴム単体・押出成形ゴム単体等の
製造を得意とする会社です。
これらの製品（部品）は、OA 機器用に幅広く使用されています。
又、それ以外の食品生産設備、介護製品、医療関係機器、建築関連
機器、繊維関連機器、輸送機械器具、等々にも使用されています。
その他、スポンジ単体・樹脂単体・シャフト類の金属加工単体や
コーティングなどのご要望も承っております
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技術アピールシート
とうせいえれくとろびーむ

東成エレクトロビーム株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

溶接、切断、穴あけ、
微細加工、洗浄

[本社]〒190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根 651-6
[都内所在地]〒205-0023 東京都羽村市神明台 4-4-11
8,500 万円

従業員数

58 名

設立年（西暦）

1977 年

受託加工(電子ビーム溶接・レーザ加工)、レーザクリーニング装置【イレーザー®】販売
http://www.tosei.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

加工

技術分野

土方 優太

042-556-0611

E メール

info@tosei.co.jp

 得意な技術・製品

電子ビーム溶接(異種金属・高強度接合)、レーザ加工(穴あけ・切断・溶接・微細加工)

 得意な顧客・市場分野

自動車・航空宇宙・半導体・医療・その他産業

 生産拠点・研究体制

羽村工場、九州営業所、
（子会社：東成イービー東北㈱）

 特記事項（取得資格・認証等）

●【取得資格・認証】
JIS Q 9100、ISO 9001、医療機器製造業登録証
●【イレーザー®】
（2017 年度受賞）
『東京都ベンチャー技術特別賞』
、
『2017 年産業洗浄優秀新製品賞』受賞
PR 詳細

～電子ビーム溶接～
・真空中での溶接のため、酸化や窒化を防止します。
・高融点材料や異種金属の溶接が可能。
・幅の狭い深溶け込みや低歪での溶接が可能。
・約 3m 角のチャンバーと 6 軸制御が可能な大型の
電子ビーム溶接機を保有(その他 EBW 機 5 台保有)

はやぶさ２に搭載されたインパクターでも
弊社の技術が使用されています。(SUS と銅の溶接)

～レーザ加工(穴あけ・切断・溶接・微細加工)～
・穴あけ・切断・溶接・微細加工まで幅広く
対応いたします。
・高精度な 3 次元切断・穴あけ加工が可能な装置を導入。
・極短パルスレーザでは、バリや熱ダレを抑制した
加工が実現可能です。
パイプへの微細加工

・各種レーザ加工機 15 台保有
最新設備による斜め穴加工

～レーザクリーニング装置販売～
【除去事例】

・薬液やブラスト材を使用しないため、
環境負荷の少ないドライプロセスでの除去が可能。
・ランニングコストは電気代のみ。

レーザによる赤錆除去

・射出成型金型やゴム金型の洗浄工程で導入実績あり。

※塗装や酸化膜等の除去にも最適
※母材にダメージを与えずに除去が可能

※その他にも錆・塗装除去での導入実績あり
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技術アピールシート
とうようせいさくしょ

株式会社東陽製作所
所在地

[本社]〒183-0046 東京都府中市西原町 1-4-1

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

切削、研削、転造、ブローチ

63 名

設立年（西暦）

1952 年

自動車部品製造、農機用エンジン部品製造、工作機械部品製造
http://www.toyo-inc.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

従業員数

技術分野

042-362-2266

長谷 貴弘
E メール

haset@toyo-inc.co.jp

 得意な技術・製品

切削・転造・ブローチ・焼入れ・研削を含むシャフト・ハブ等

 得意な顧客・市場分野

自動車部品、刈払い機・チェーンソー等のエンジン部品

 生産拠点・研究体制

東京都府中市：本社・工場、大分県豊後高田市：子会社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001/2015、環境マネジメント KES STEP2、H15 東京都中小企業ものづくり人材育成大
賞
PR 詳細

ドライブシャフト（パワーステアリング部品）

ハブ・タービン（トルクコンバータ部品）



自社製 縦型（平ダイス）転造盤

焼入れ工程を有するシャフト・ハブ等の切削加工・転造加工・ブローチ加工・フライス加工・マシニン
グ加工・研削加工などのワンストップ供給が可能



自動車部品・農機用小型エンジン部品対応の高精度・品質保証体制



重要保安部品も加工経験あり（ナックルスピンドル、スタブシャフト etc.）



自社開発の縦型転造盤を保有しており、スプライン・セレーション・ネジ等の冷間加工が得意（丸ダイ
ス転造盤もあり）



H15 年東京都中小企業ものづくり人材育成大賞 受賞の多能工集団
是非ご相談下さい。

85

技術アピールシート
とみやま

株式会社富山

技術分野

加工

技術キーワード

精密板金

所在地

[本社]〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-2-2

資本金

5,500 万円

主要事業

設立年（西暦）

1959 年

精密板金

Web サイト

http://www.k-tomiyama.co.jp/

連絡先（部署・氏名）

営業・専務取締役 富山 容匡

TEL

66 名

従業員数

042-556-3390

y.tomiyama@k-tomiyama.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

精密板金技術（一貫生産）

 得意な顧客・市場分野

医療関連機器、事務関連機器

 生産拠点・研究体制

第一工場（東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-1-1）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・ISO14001/2015 年版取得済
PR 詳細

＜特徴＞
資材調達・板金加工・溶接・表面処理・組立を含めた一貫生産
が最大の特徴です。精密板金に特化カスタマイズした生産管理
システムの活用により、細やかな進捗管理が可能となり少量多
品種のオーダーや短納期のご要望にも対応可能です。
＜強み＞

板材からの抜き（切断）加工においては、最新の大型パンチ・レーザー複合機により大判の鋼材（3048×
1524）への高精度無人加工も可能です。曲げ加工では、３ｍ超の長尺から小物部品までの加工をサーボ・
油圧等さまざまな仕様の加工機で製品の特性に合わせた最適な加工を行います。加工データは、ネットワ
ークで共有化されており繰り返しオーダーに対し高い再現性を維持しています。溶接加工では、レーザー
溶接やロボットによる溶接にも対応しています。塗装・メッキ・シルク印刷等の表面処理は、協力工場で
の安定した品質での供給実績があります。
創業以来長きに渡り大手製造メーカー様から直接お取引いただいて
おり、2015 年からは医療関連機器の組み立ても開始し、ねじ・ハー
ネス・機械加工品等の調達も含め対応しております。1959 年に会社
設立、その後工場移転 1982 年に現在の場所に工場を新設、精密板金
プレスで培った技術を生かして事務機器等の生産を行ってきました。
2007 年に現在の本社工場にデジタル板金化を目指し最新鋭のネット
ワーク対応の板金加工設備導を一式導入しレジ釣銭機・業務用プリンター・コインパーキング精算機等の生
産を行ってきました。最近では、2015 年の長尺ベンダーを始めパンチ・レーザー複合機・サーボベンダーと
毎年設備増強を行っております。2018 年は、最新鋭のファイバーレ
ーザー溶接機・高速溶接技術を搭載したテーブルスポット溶接機の
導入を進めており、さらなる生産体制の充実を図ってまいります。
今後もお客様のご要望にお応えできる精密板金加工のファースト
コールカンパニーを目指していきます。
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技術アピールシート
ながせ

株式会社ナガセ

技術分野

加工

技術キーワード

絞り

所在地

[本社]〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 3-21-3

資本金

1,200 万円

主要事業

金属加工業

Web サイト

71 名

設立年（西暦）

1968 年

http:/www.nagase-shibori.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 臼井
TEL

従業員数

均

042-560-6253

E メール

h-usui@nagase-shibori.co.jp

 得意な技術・製品

絞り及び 板金、溶接、機械加工等含む一貫生産加工

 得意な顧客・市場分野

重電、省力化機器、照明、食品、半導体、医療機器、航空、宇宙関連の部品

 生産拠点・研究体制

東京都 武蔵村山市 伊奈平 3-21-3「本社工場」

 特記事項 （取得資格・認証等）

ISO9001：2015 取得（初年登録 2004 年）産業振興功労賞、元気なモノ作り中小企業 300 社
PR 詳細

1945 年に創業した、ヘラ絞り加工メーカーです。特に、特殊技術として熟練の技術が要求される「ヘラ絞り加工」
を中心とした製品作りの実績があり、近年は板金・溶接加工、3 次元レーザ加工、機械加工等組合せた複合製品
の一貫生産体制で対応してます。
1. 軸対象製品であれば全て加工出来ます。
2. 機械加工で困難な薄肉パイプ形状の製作が出来ます。
3. プレス加工で不可能な複雑な形状も 1 工程で出来ます。
4. 一体成形でないと信頼性が保てない物に最適。
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技術アピールシート
にいづませいき

新妻精機株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒146-0092 東京都大田区下丸子 2-29-8

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

62 名

従業員数

短納期、高精度、複雑形状、
同時 5 軸機械加工

設立年（西暦）

1974 年

金属・非鉄金属・樹脂等の切削加工
http://www.niizuma.co.jp

連絡先（部署・氏名） マーケティング営業部
TEL

加工

技術分野

高橋

03-3759-7123

聡司（たかはしさとし）

E メール

Satoshi.takahashi@niizuma.co.jp

 得意な技術・製品

高難易度の切削加工とその他の機械加工

 得意な顧客・市場分野

市場問わず・大手メーカー様や商社様との取引多い

 生産拠点・研究体制

東京・山形・長野

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14000・国家技能資格
PR 詳細

同時 5 軸マシニングセンター（最大ワークサイズ 1400×1240×750）
3 軸マシニングセンター（最大ワークサイズ

99 台

ワイヤーカット・放電加工機・NC 旋盤・ホブ盤・研磨機・3 次元測定器・画像測定器・真円度・面粗度・形状測定器
各生産拠点にて CAD/CAM～加工～測定～品質保証まで完結。各種表面処理・熱処理・高周波等も可能。
IoT・IoP 導入で各拠点の稼働状況を可視化し短納期でもフレキシブルに対応。

加工事例（同時 5 軸加工）

↑直径φ700
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技術アピールシート
にしはらりこう

ニシハラ理工株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

軽量化、コストダウン

所在地

[本社]〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 2-1-1

資本金

7,620 万円

170 名

従業員数

主要事業

半導体及び電子部品のめっき加工業

Web サイト

http://www.nishihararikoh.co.jp/

連絡先（部署・氏名）
TEL

営業部 開発営業課 髙山
04-2934-6116

設立年（西暦）

1951 年

正幸

E メール

takayama@nishihararikoh.co.jp

 得意な技術・製品

【アルミへのフープめっき】で軽量化＆コストダウン【変色しない Sn めっき】

 得意な顧客・市場分野

車載部品、半導体部品

 生産拠点・研究体制

東京都、埼玉県、佐賀県

 特記事項（取得資格・認証等）

IS09000、ISO14000 取得、
『TPM 優秀賞』受賞
PR 詳細
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技術アピールシート
にっこうせいさくしょ

株式会社日興製作所

技術分野

加工

技術キーワード

ケーブル加工、基板実装

所在地

[本社]〒143-0015 東京都大田区大森西 3-3-16

資本金

6,500 万円

主要事業
Web サイト

87 名

設立年（西暦）

1959 年

ケーブル・ハーネス加工，プリント基板実装（SMT/IMT）
http://www.nikko-seisaku.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

横山

将博

03-3768-2661

E メール

m.yokoyama@nikko-seisaku.co.jp

 得意な技術・製品

半田・圧着でのケーブル加工全般

 得意な顧客・市場分野

産業機器等

 生産拠点・研究体制

工場（茨城・群馬・東京）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001（2001 年取得）／ ISO9001（ 2011 年取得）
PR 詳細

試作から製造、試験、検査、出荷までを一貫対応、短納期で提供。
■ケーブル・ハーネス加工
月々5,000 アイテムの加工、少量・多品種の対応が可能。
長尺のマルチハーネス加工から細かな線材加工まで対応できます。
最長実績：150m

最小実績：25mm

最太実績：60SQ（1 本あたりの導体径 8.7mm）
最細実績：AWG30（0.3mm）
■プリント基板実装
大型（XL）から中型基板（最大 510×460mm から最小 50×50mm）まで対応が可能
IMT 部品、アナログ系部品の対応も可能で、RoHS、非 RoHS 共に加工可能
長きにわたり大手情報通信機器メーカ様から当該指定会社となっております。
生産管理システムにて、納期管理はもちろんの事、部材調達を実施、お客様の負担軽減と共に
短納期対応を実現。
品質の維持・徹底に向けお客様にお納めするものは全数検査を自社にて実施しております。
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技術アピールシート
にほんこーてぃんぐこうぎょう

日本コーティング工業株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

表面処理

[東京営業所]〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-2-18 海老屋ビル 8 階
[東京工場]〒361-0026 埼玉県行田市大字野 3341-5
2,000 万円

従業員数

70 名

設立年（西暦）

1961 年

溶射法によるセラミックコーティングおよび金属コーティング並びに伴う加工、研磨
http://www.nipponcoating.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

技術分野

小山

03-3270-2185

 得意な技術・製品

孝志
E メール

koyama@nipponcoating.co.jp

セラミックコーティング

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

東日本地区：東京工場（埼玉県行田市）、西日本地区：関西工場（兵庫県赤穂市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

■セラミックコーティングで、機能性を向上
①耐摩耗性の向上／カーボン、アルミなど硬度の低い基材でも耐摩耗性が向上
・摩耗比較：シール部（約１年間使用）

HCr ﾒｯｷ品→摩耗大

ｾﾗﾐｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ品→摩耗なし

②絶縁特性を付ける／焼結セラミックス品から金属へ変更し必要な箇所へ絶縁コーティング
・焼入れコイルの絶縁、延命化

・半導体部品への絶縁

③耐熱･断熱性の向上／耐熱性を向上させ、熱伝導を抑えることで生産性向上又高温酸化防止にも有効
・ロケットノズル耐熱目的

④耐食性向上／耐腐食･摩耗性を向上させることで部品のメンテナンスフリー化
・化学工場向けポンプ部品等回転機器に多数の実績あり
弊社は、溶射前加工、溶射、研磨まで社内一貫で施工しております。
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技術アピールシート
にほんぷらずまとりーと

日本プラズマトリート株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

表面処理

所在地

[本社]〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4−5−2

資本金

1,250 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2001 年

大気圧プラズマ装置、大気圧プラズマコーティング装置の輸入販売、メンテナンス、
表面処理に関する提案
http://www.plasmatreat.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

8名

従業員数

西岡

拓哉

03-3244-0035

takuya.nishioka@plasmatreat.jp

E メール

 得意な技術・製品

表面処理、接着力・密着力の向上、塗布性・印刷性の改善、表面クリーニング

 得意な顧客・市場分野

自動車/医療機器/電子機器/印刷/包装 （表面処理を検討しているお客様）

 生産拠点・研究体制

ドイツ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001：2008

シュタインハーゲン

（生産/研究開発拠点）

2014 年取得

Würth Future Champion Award 2015 受賞
PR 詳細
エポキシ接着剤
80℃ ２H で硬化

プラズマ処理後

処理前

接着力の向上に！

塗装・印刷の改善に！

【大気圧プラズマのメリット】
①様々な素材の処理が可能！

（金属、プラスチック、ゴム、ガラス）

②インライン処理が可能！

（既存の生産ラインに組み込み可能）

③三次元処理が可能！

（複雑な形状や深い溝の処理に最適）

④ポテンシャルフリーの処理が可能！（電子基板の処理が可能）
⑤環境にやさしい！

（プライマーから大気圧プラズマへ）

弊社ラボにてプラズマ処理をお試しいただけます。
お気軽にお問い合わせください。
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技術アピールシート
にほんめかにっく

日本メカニック株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

超短納期

所在地

[本社]〒175-0083 東京都板橋区徳丸 3-18-7-203

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

1970 年

設立年（西暦）

精密機械加工、素材の提供（すべるｺﾞﾑ）、表面処理（ブラスト、植毛など）
www.nichimecha.jp

連絡先（部署・氏名） 営業課

鈴木

正浩

029-889-1205

TEL

40 名

E メール

suzuki.masahiro@nichimecha.jp

 得意な技術・製品

複写機、印刷機、カメラなどの機器への精密機械加工部品

 得意な顧客・市場分野

OA 機器、光学機器、装置、建築資材

 生産拠点・研究体制

阿見工場（茨城県稲敷郡阿見町）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001
PR 詳細

当社ではミクロン単位の精密機械加工を得意としており、お客様のご要望にお応えする形で最小ロットを１個か
ら納期は最短で即日納品できるよう生産体制を整えております。
お客様から FAX やメールで届く引き合いの図面はすべて電子データ化されすべての営業担当者が共有します。
窓口となる見積り専従者が図面受領後１５分以内に加工の可否を回答いたします。
加工可能なものは二次加工を除き、３０分以内に見積り回答する事を目標にしております。
受注が確定した案件は見積り専従者と製造現場の責任者がひざ詰めで納期調整をします。
検査部門もこれらの情報を共有している為、加工品を停滞させることなく後工程に送ります。
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納品

検査・梱包

加工

見積り

引合い

この工程を
最短 1 日で
対応致します

技術アピールシート
ぱーるこうがくこうぎょう

パール光学工業株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒153-0052 東京都目黒区祐天寺 1-3-8

資本金

5,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

従業員数

薄膜パターニング
成膜・フォトリソ・エッチング

設立年（西暦）

1971 年

光学測定機器／テストチャートの製造販売、特注光学機器の開発・製作、薄膜事業
http://www.pearl-opt.com/index.html

連絡先（部署・氏名） マイクロパターン営業グループ
TEL

加工

技術分野

03-3760-8871

 得意な技術・製品

古田

耕太郎
k_furuta@pearl-opt.com

E メール

薄膜パターン加工サービス（成膜・フォトリソ・エッチング）/マイクロ流路製作/DOE・
CGH 製作

 得意な顧客・市場分野

半導体前工程、各種研究現場、宇宙開発関係

 生産拠点・研究体制

自社ビル地下クリーンルーム、協力施設

 特記事項（取得資格・認証等）

CGH・DOE の設計から生産まで一括受託可能
PR 詳細

●数量 1 個から依頼が出来ます。
●作業単位での依頼が出来ます。
・成膜 「PVD」 → Cr,Al,Cu,Au,Ti,Ag,Ni,NiCr,Mo,Rt,W,ITO,Al2O3,TiO2,SiO2,MgF2 等
「CVD」 → W,TEOS,SiN,BPSG,PSG,SiO2,MgF2 等
・フォトリソ （マスク製作、アライナー露光、ステッパー露光、レーザー描画、EB 描画）
・エッチング 「ウエットエッチング」 → Cr,Al,Cu,Au,Ti,Ag,Ni,ITO,SiO2 等
「ドライエッチング」

→ Si,SiO2,GaAs,GaN 等

・リフトオフ （ウエットエッチングが困難な膜の場合は、リフトオフが有効です。）
●材料支給なら最短 2 日での仕上げが出来ます。
●CGHやDOEの製作もお手伝いします。（設計～製作まで一括受託可能）
・CGH （コンピューターホログラム）
・DOE （回折光学素子）
●大判へのパターニングが可能です。
・石英ガラス基板 700×800mm
（高精度キャリブレーションプレート 等）
・φ12 インチシリコンウエハへの加工
●極小線幅パターニングも得意です。
・50nm～数百 nm 線幅
●マイクロ流路特注製作承ります。
・PDMS 樹脂、ガラス等、パターニング可能な基板であれば製作致します。
・御所望のデザインにて、一枚から製作できます。（Φ4 インチサイズ）
流路内、多段（段付き）パターンの製作が可能です。
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技術アピールシート
ぱいおにあせいこう

パイオニア精工株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密板金・金型

[本社]〒671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田 906
[都内所在地]〒140-0014 東京都品川区大井 4-4-2 オフィスビル大井 MAX-1 1201
3,000 万円

従業員数

180 名

設立年（西暦）

プレス金型設計・製作、プレス加工、精密板金加工
http://www.pioneer-seiko.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

技術分野

別名

範久

03-6429-7018

E メール

be-norihisa@pioneer-seiko.co.jp

 得意な技術・製品

精密板金加工、組立、プレス金型設計・製作、プレス加工

 得意な顧客・市場分野

キーエンス、リコー

 生産拠点・研究体制

本社・鳥取事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・14001、医療 ISO13485、航空機 JISQ9100 を取得済み
PR 詳細

多品種少量製作も金型製作の量産加工も対応。
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1990 年

はただ

株式会社ハタダ．
所在地

〒144-0045 東京都大田区南六郷 2-38-18

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

微細精密成型

50 名

設立年（西暦）

1955 年

精密ゴム部品製造
http://www.ha-ta-da.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業購買部
TEL

従業員数

技術分野

安達 峻平

03-5710-2818

E メール

adachi.syunpei@ha-ta-da.co.jp

 得意な技術・製品

精密ゴム部品･特殊物性ゴム部品

 得意な顧客・市場分野

カメラメーカ、OA 機器メーカ、工作機メーカ等

 生産拠点・研究体制

成形～検査～出荷まで一貫した生産管理により、数量を問わず高品質･短納期で対応。

 特記事項 （取得資格・認証等）

JIS Q 9001/JIS Q 14001･グリーン調達 認証･大田区「優工場」認定(2010 年)
PR 詳細

【弊社の特徴】
･試作 1 個から量産、短納期に対応可能
･徹底した品質管理、情報管理
･試作品等の材料データ、測定データ提出可能
･特殊な特性を持つゴム部品の製作
･製品含有物質の管理、環境負荷の低減(RoHS、REACH 対応可能)
･形状、数量によっては低コストで出来る方法もご提案
･図面が無くてもスケッチ、絵等があれば CAD にて図面を作成

【主要事業･主要製品】
･防水、防塵、防振、収納ゴム(O リング、オイルシール、ジョイントゴム等)
･精密ゴム部品(精密機器極小部品、機能部品、複雑形状、細微なクリック部品、
成形精度 50µm・ゴム板厚み 0.2 ㎜から)
･ゴム研磨品(各種ローラ、研磨精度 5µm、クラウン状等の特殊形も可)
･美観部品(カメラ外観部品、タッチパネル用透明カバー、医療部品、航空機客室用ゴム部品等)
･ゴムと他素材の焼き付け接着品(医療用ホース、各種ストッパ、工具シャンク等)
･特殊特性対応(ゴム配合例 1000 種以上、硬度 5～90 度、
導電/絶縁、高反発/低反発、耐熱/耐寒、耐薬品、耐油、耐オゾン、環境に配慮した配合等)
･カラーゴム部品
･樹脂と金属の切削加工(航空機客室用装備品等)
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技術アピールシート
はちよう

株式会社八洋

技術キーワード

所在地

[本社]〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 5-3-5

資本金

1,120 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

28 名

精密切削加工、
銀ろう付（小物）

設立年（西暦）

精密機械加工、ろう付け溶接、メカトロ組立
http://www.hachiyoo.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

加工

技術分野

主任

042-486-0622

倉田

幸男
E メール

kurata@hachiyoo.com

 得意な技術・製品

精密機械加工、ろう付け溶接、メカトロ組立

 得意な顧客・市場分野

インフラ・通信・電力・防衛業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

TAMA ブランド企業認定 JIS Q9100：2016 ISO 9001:2015 認定
PR 詳細
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1964 年

技術アピールシート
ぱぱす

加工

技術分野

株式会社パパス

技術キーワード

所在地

[本社]〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布 1-14-22(東京本社)

資本金

1,000 万円

主要事業

金属加工業

Web サイト

130 名

機械加工、溶接

設立年（西暦）

1970 年

http://www.papas-kk.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

プレス、絞り、

天倉

042-761-4078

康輔
E メール

Kousuke-amakura@papas-kk.co.jp

 得意な技術・製品

プレス・絞り加工・機械加工・溶接等

 得意な顧客・市場分野

金属加工全般(主な材質ステンレス)

 生産拠点・研究体制

相模原工場、田名工場(神奈川県相模原市)、愛川工場(神奈川県愛甲郡)、
タイ工場(アマタナコン)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001・ISO14001 認証工場
PR 詳細

絞り加工等で材料板厚が部分的に必要板厚より薄くなってしまう等の問題はありませんか？
弊社では絞り加工にプレス加工を組み合わせそのような問題を解決します。
弊社は様々な金属加工設備を所有しており、単一加工だけだと難しい加工も複数の加工を組み合わせる事により高い精度で高品質
な製品作りが可能です。金属加工でお困りでしたら是非１度ご相談ください。
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技術アピールシート
ばばせいさくしょ

株式会社馬場製作所
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密金属加工

[本社]〒191-0011 東京都日野市日野本町 4-25-10
[都内所在地]〒191-0012 東京都日野市日野 1005-1
1,000 万円

従業員数

27 名

E メール

k.abe@baba-ss.com

設立年（西暦）

1967 年

精密金属加工業
http://baba-ss.com/

連絡先（部署・氏名） 阿部
TEL

技術分野

和宏

042-581-8617

 得意な技術・製品

φ1～180 程度までの旋盤加工とマシニング加工

 得意な顧客・市場分野

医療機器部品、赤外線カメラ部品、産業機器部品

 生産拠点・研究体制

生産拠点:1（日野市）

 特記事項（取得資格・認証等）

平成 29 年度第 1 回革新的事業展開設備投資支援事業に採択されました。
PR 詳細

医療分析機器分野で養った技術力で、SUS、アルミから難削材まで対応。マシニング・旋盤・汎用機との
複合技術で、材質/形状に合った工程で低価格・短納期を特徴としています。
【ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工】・・・直交 3 軸のみのマシニングながら、治具作りからマクロを使った 3 次元曲面加工まで
現場での手組みに拘った加工を行っています。
【旋盤加工】
・・・・Φ1～約Φ180 のバー材から穴径 0.1mm の極小加工まで、数量としては少量～1,000 個
程度を得意としています。必要に応じ工具も自作し、低価格＋短納期を実現致します。
【汎用加工】・・・・手作業技術を武器に、ドリル（Φ0.15～Φ10）・タップ（M1～M6）・ダイス（M1～M8）等に
よる加工や、外径/内径の▽▽▽仕上げ等を得意としております。

医療分析機器/赤外線カメラ部品等に多くの実績がございます。
実績で最も多いのはステンレス加工ですが、チタン・インコネル、軽量化が図れるアルミ、更には真鍮、
鉄や銅などに対応しています。
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技術アピールシート
はやしふぇると

林フェルト株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒111-0042 東京都台東区寿 2-1-1

資本金

20,000 万円

主要事業
Web サイト

104 名

従業員数

OA 機器、光学機器、自動車部品
(内/外装)外装、少量多品種

設立年（西暦）

1948 年

OA、光学、自動車、楽器等各業界向け部品の加工及び販売
http://www.hfelt.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 本社営業部
TEL

加工

技術分野

営業部員 中島 憲一

03-3843-9437

Kenichi.nakajima@hfelt.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

プレス、ロータリー、曲げ等の加工各種

 得意な顧客・市場分野

OA、光学機器、自動車業界

 生産拠点・研究体制

八潮工場(埼玉県八潮市)、山梨精密㈱(山梨県上野原市)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得、ISO14001 取得(共に 2015 年)
PR 詳細

・林フェルトの製品は多くの企業様に信頼され、自動車、光学機器、OA 機器、携帯電話など、
様々な商品に組み込まれています。
・多様化する製品ニーズに合わせ、エンプラフィルムをはじめ、粘着テープ、発泡体、不織布、織物、金属箔、複合
素材等多彩な素材バリエーションを取り揃えています。
用途・機能から材料をご紹介します。
・多様化する製品ニーズに合せ高品質、短納期、低コストにお応えします。
様々な素材を加工する高い技術力を提供します。
プレス、ロータリー、曲げ、レーザー等、多様な加工技術を保持しています。
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技術アピールシート
ひきふね

株式会社ヒキフネ

技術分野

加工

技術キーワード

高精密めっき

所在地

[本社]〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 2-4-12

資本金

2,400 万円

主要事業

めっき加工

Web サイト

http://www.hikifune.com

連絡先（部署・氏名）
TEL

技術部

部長

03-3696-1981

従業員数

小林

130 名

1932 年

設立年（西暦）

道雄
E メール

kobayashi@hikifune.com

 得意な技術・製品

機能性装飾めっき、超精密 Ni 電鋳および特殊表面処理から生まれる新しいめっき技術

 得意な顧客・市場分野

車載部品、精密産業機器、デジタル家電など

 生産拠点・研究体制

国内：本社東京都葛飾区、技術同場所、海外：タイ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO Q 9001(1999 年取得)、ISO Q 14001(2008 年取得)

チョンブリ

PR 詳細

製造拠点がアジア新興諸国へ急速に移り変わる中、我々は何をすべきか、何を伝えたいのか。ヒキフネの答え、それは「伝統」
「和」です。日本人の持つ感性や繊細さを Made in Katsushika で表現し全世界へ発信したいという想いです。
◆めっきによる色調のバリエーション（プレミアムカラー）
「めっきで青・緑などの色があれば」との要望につき業界初の
「めっき＋α」で 色めっきが創生されました。めっきは金属を電気的に
析出するため色調は 銀色系・金色系・銅色系・黒色系が知られて
いるに過ぎません。プレミアムカラーは種々の色調を安定して施すこと
ができます。さらに耐食性も中性塩水噴霧試験 連続 72 時間
（JIS H 8502）、対指紋性もクリアされています。
写真. 青、黄、赤、緑カラーバリエーション
◆積層 Ni/Cu 電鋳ベルト
当社の 20～40μm 積層電鋳ベルトは、電解ニッケルおよび銅めっきの皮膜物性を
コントロールすることにより、変形に対する耐久性を著しく向上することができました。
対応可能な寸法はφ3～φ30×400mm となります。
40 ﾐｸﾛﾝの Ni/Cu/Ni ﾍﾞﾙﾄ
◆無反射・光吸収皮膜
6 価クロムイオンを含有する黒クロムめっきが使用禁止になり、無電解 Ni 合金の黒色化
を進めて来ました。表面の凹凸形状を制御することで可視光の全波長領域での光吸収を得
ることができました。最近では半導体製造装置に広く用いられています。
黒色無電解ニッケル
◆製品受注
当社の基幹技術のひとつにダイカスト手配からめっき加工まで一貫生産により、品質と生
産性を飛躍的に高めることができました。亜鉛やアルミニウムのダイカストは素材に多くの欠
陥が見られます。めっき加工側からダイカスト加工への技術展開は、最終製品への品質向上
へと繋がりました。デジタル家電、車載部品へと広く採用されています。
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亜鉛ダイカスト製品

技術アピールシート
ひさまつきこう

株式会社久松機工

技術分野

加工

技術キーワード

高精度・高品質切削加工

所在地

[本社]〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 3-11-5

資本金

2,500 万円

主要事業

金属加工業

Web サイト

設立年（西暦）

1978 年 5 月

他

http://www.hisamatsukikou.biz

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

32 名

従業員数

久松

元大

042-533-5755

hisamatsu.kikou@ace.ocn.ne.jp

E メール

 得意な技術・製品

大型部品・精密機械部品加工（半導体製造装置部品・液晶製造装置部品加工他）

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、航空宇宙業界他

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

■積み重ねてきた経験と信頼される確かな技術を生かし、高品質・高精度の製品を安定して提供します。
■アルミ・ステンレス・銅、チタン・スーパーインバー・インコネル・ニレジスト・ノビナイト・ガラスエポキ
シ・カーボン樹脂等、金属・樹脂全般対応。
マシニング加工・複合旋盤加工他で見積りから納品まで全てを迅速に対応します。
■1µm にこだわる徹底した品質管理
検査室を常時 20℃に設定。
検査員が三次元測定器を用いて、各箇所を測定。
その後、仕上げ担当者、出荷担当者の複数回のﾁｪｯｸをすることにより不良品を流失させません。
■表面処理・加工まで一貫して対応
切削後の表面処理（ｱﾙﾏｲﾄ、ﾒｯｷ、塗装･･･）、までを一貫対応し、品質を保証します。

■高精度・高品質・精密な切削加工
同時 5 軸制御複合旋盤・立型、門型ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀを保有し、最大 3,200m の長尺加工が可能です。
表面粗さ Ra0.2 以下の仕上げが可能です。

■ﾘﾋﾟｰﾄ品でも寸法精度・品質安定の実現
徹底した品質管理と熟練した技術でお客様のご要望にお応えします。
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技術アピールシート
ふぉとぷれしじょん

フォトプレシジョン株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

微細精密成形

所在地

[本社]〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-7-5

資本金

1,200 万円

主要事業
Web サイト

15 名

設立年（西暦）

1980 年

フォトエッチングによる精密加工全般、その他周辺技術
http://www.photopre.co.jp

連絡先（部署・氏名） 石井
TEL

業員数

隆弘

042-666-8211

E メール

webmaster@photopre.co.jp

 得意な技術・製品

フォトリソグラフィ技術全般・真空蒸着・レジスト加工・ダイシング・サンドブラスト

 得意な顧客・市場分野

開発部門、製造・検査機器

 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

加工例

ガラス（0.15ｔ）
KMPR（0.1ｔ）
（エポキシ樹脂）

0.5mm

CrAu（0.5μm）
線幅0.1mm
ガラス（2ｔ）

加工内容

使用技術

ガラス基板への堀込（深さ=0.5mm）

サンドブラスト

立体形状の CrAu パターン(幅＝0.1mm)

真空蒸着、フォトエッチング

封止用樹脂パターン（厚み=0.1mm）

高アスペクト比レジストパターン

フォトエッチング加工は、ガラスや樹脂などの基板上に金属・非金属薄膜の微細なパターンを形成する技
術です。高い精度が求められる微細加工は勿論のこと、弊社では、立体や特殊形状の基板の表面にも薄膜
パターンを形成することができます。また、真空蒸着機を保有し、成膜可能な薄膜の種類も幅広く対応し
ております。その他、ガラスのウェットエッチング、シリコンウェハのウェットエッチング、サンドブラ
ストやダイシングなど、精密部品製造に関わる技術を複数保有し、それらを駆使することでお客様のご要
望にお応えいたします。例えば、上図のようなパッケージ基板が社内一貫加工にて可能です。
最近の傾向としては、バイオ関連ガラス流路のようなガラスのウェットエッチング加工、多種レジストの
パターニング、樹脂コーティング、センサー実装用基板のお引き合いが多いです。
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技術アピールシート
ふかだぱーからいじんぐ

深田パーカライジング株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

溶融亜鉛めっき、電気めっき

所在地

[本社]〒144-0033 東京都大田区東糀谷 1-6-16

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

49 名

設立年（西暦）

1953 年

表面処理業(溶融亜鉛めっき、電気めっき等)
http://www.fukadaparker.co.jp

連絡先（部署・氏名） 工場長
TEL

従業員数

深田

明生

03-3743-0216

E メール

akio@fukadaparker.co.jp

 得意な技術・製品

溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、スズめっき、銀めっき、はんだめっき、鉛めっき

 得意な顧客・市場分野

電機、電力、建設、道路、機械、工作、その他めっきでお困りの方

 生産拠点・研究体制

東京都大田区

 特記事項（取得資格・認証等）

溶融亜鉛 JIS 認証工場、エコアクション 21
PR 詳細
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技術アピールシート
ふじせいき

富士精器株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 1-12-15

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

15 名

従業員数

複合 5 軸旋盤を使用した
棒材からの連続加工（材径φ102）

設立年（西暦）

1936 年

複合 NC 旋盤を使用した金属切削加工
http://www.fujiseiki.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業グループ
TEL

加工

技術分野

高橋 良尚

03-3715-5401

E メール

takahashi@fujiseiki.co.jp

 得意な技術・製品

複合 5 軸 NC 旋盤を使用した棒材料からの連続加工

 得意な顧客・市場分野

真空ポンプ・医療・航空・鉄道・建築・産業機器

 生産拠点・研究体制

本社工場 東京都目黒区

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

★加工工程を見直しませんか？

安価に作ります

★品質を保証します

写真①～⑧【工程集約 加工事例】を基にご説明いたします。
四角柱形状のワークを加工する場合、今までは使用する材料は取り代の少ない 6Ｆ材等を購入し、
バイスにて 6 回のチャッキングをへて、最終加工としておりましたが、弊社では丸棒より加工を行い、
一工程で 5 面の加工まで終了致します、この間自動送りの連続運転加工となり、人手によるチャッキングが
ありませんので人件費削減となります。突切り後、最後に残った 1 面を二次工程で仕上げ、終了となります。
人の手の介在が少ないので、ヒュ－マンエラ－は有りませんし、穴間のピッチや平行度、
裏側との位置関係なども正確な加工が行えます。
材料費も算出しますとブロック材の 4F や 6F を購入するより丸棒の方が安価な事も分かりました。
又 、品質管理は造り込みで構築し、品質保証も少ない人数ながら専任担当者が責任をもって行っておりま
す。
【工程集約 加工事例】
①

⑤

②

⑥

③

⑦
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④

⑧

技術アピールシート
ふようこうぎょう

芙蓉工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

金属プレス加工、金型設計製作

所在地

[本社]〒207-0021 東京都東大和市立野 3-574

資本金

1,200 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

20 名

従業員数

設立年（西暦）

1966 年

精密金属プレス加工・金型設計・金型製作
http://www.fuyou-kougyou.co.jp
業務

岩崎

哲

042-562-0221

E メール

iwasaki@fuyou-kougyou.co.jp

 得意な技術・製品

金型設計製作から精密金属順送プレス加工・SUS プレート、ターミナル等

 得意な顧客・市場分野

自動車ランプ業界

 生産拠点・研究体制

本社工場(東大和市)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001 2004 年 1 月認証取得 ・

ISO 14001 2007 年 6 月認証取得

PR 詳細

順送プレス加工により品質を安定させ、低コストにて供給いたしております。
(自動車のヘッドライト、リアコンビランプ、ルームランプ等の内部部品)
金型は社内にて設計、製作しております。
加工品一例
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技術アピールシート
ふるかわぶっさん

古川物産株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

レーザ加工

所在地

[本社]〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 11-8 SK 美土代町ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

10 名

設立年（西暦）

1962 年

電線加工装置の製造及び販売、工業材料、機器、紙製品の販売及び輸出入
https://www.fbc.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

原田

03-3292-1391

圭介
E メール

harada@fbc.co.jp

 得意な技術・製品

電線加工用ﾚｰｻﾞ加工機、ﾚｰｻﾞ溶接機、ﾚｰｻﾞ薄膜剥離装置等の各種ﾚｰｻﾞ装置

 得意な顧客・市場分野

顧客：電線ﾒｰｶｰ、ｺﾈｸﾀﾒｰｶｰ、ﾊｰﾈｽ加工ﾒｰｶｰ ・ 分野：医療、半導体、通信の関連機器

 生産拠点・研究体制

生産拠点：日本国内、中国(東莞) ・ 横浜ﾗﾎﾞ(研究開発、各種ﾃｽﾄ及びﾃﾞﾓ 等)

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社はレーザ技術とプロセス技術を融合したレーザ装置メーカーです。
医療機器や高速大容量データ伝送、高周波通信機器向けの極細同軸線や高
周波同軸線、Twinax ケーブル等の端末加工向けに電線の外被や内部絶縁体
等の樹脂を切断する CO2 レーザを搭載したレーザジャケットカッタと同軸
線のシールド線や芯線等の金属を切断する YVO4 レーザを搭載したレーザシ
ールドカッタをご提供しております。

AWG44 極細同軸線

AWG40 同軸線(編組ｼｰﾙﾄﾞ)

Twinax ｹｰﾌﾞﾙ(高速伝送)

電線加工に特化したレーザ加工装置です。特にシールド線の切断に用いるレーザシールドカッタは、独自の
4 方向レーザ照射技術により電線側面のシールドを切れ残し無く、且つ、内部絶縁体にダメージを与えずに
電線を全周均一に加工することが可能です。

その他、各種レーザ装置
電線加工用レーザ装置に加えて、パルス YAG レーザやファイバーレーザを用いた汎用レーザ溶接装置、UV
レーザ被膜除去装置など、各種レーザ装置のカスタム対応も承っております。
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技術アピールシート
ぷろきおん

株式会社プロキオン

技術キーワード

所在地

[本社] 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町 3-18-5

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

5名

従業員数

試作、微細精密切削、

微細精密板金

設立年（西暦）

1992 年

金属及び樹脂の微細精密切削部品の試作、微細精密板金の試作、インサート光造形の製作
http://www.procyon.cc/index.html

連絡先（部署・氏名） 営業部・常務執行役員
TEL

加工

技術分野

03-5721-6688

須貝 和樹
E メール

sugai@procyon.cc

 得意な技術・製品

・金属、樹脂の切削（主に医療内視鏡用部品の試作）
・精密板金（主にコネクタ用部品の試作）

 得意な顧客・市場分野

・医療機器業界 ・コネクタ業界

 生産拠点・研究体制

・関東近郊及び関西

 特記事項（取得資格・認証等）

・ISO13485 / ISO14001
PR 詳細

弊社は小ロット、短納期対応の試作部品製作会社です。
下のサンプル写真にありますような金属と樹脂の切削（医療内視鏡用部品、カメラ用部品、試作治具等）、
精密試作板金（コネクタ、プリンタ等）の製作を得意と致しております。
多品種、小量生産も多数実績がございますので一個からでも喜んで対応させていただきます。
医療内視鏡用部品

新技術

板金試作加工

インサート光造形

光造形に試作板金をインサートします。
金型の必要が無い為インサート型起工の手間が省け納期が短縮できます。
条件にもよりますが 250℃までのリフローが可能です。
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技術アピールシート
へいわこうぎょう

平和工業株式会社
所在地

[本社]〒143-0003 東京都大田区京浜島 2-2-4

資本金

1,000 万円

従業員数

80 名

技術分野

加工

技術キーワード

表面処理、射出成形、金型

設立年（西暦）

1946 年

めっきを中核に、金型製作並びに射出成形を整えたプラスチック製品の一貫生産態勢を有す

主要事業

http://www.heiwakogyo.com

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 専務取締役

内藤

隆夫

03-3790-1031

TEL

E メール

t_naito@heiwakogyo.com

 得意な技術・製品

成形品の表面を金属に変えて、様々な機能を付与し、製品価値を飛躍的に高めている。

 得意な顧客・市場分野

自動車、アミューズメント、家電、電子、住宅関連、水栓金具、医療関連、健康等業界

 生産拠点・研究体制

東京都大田区に集中・業務に関連する産官学の動向を監視しつつ連携を強化している。

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001(1998 年)/9001(2001 年）取得・高機能抗菌めっきライン(2018 年 4 月設備稼働開始）
PR 詳細

１）事業の概要：
認証を取得して以来、２０年に亘る積極的な運用によって定着してきた ISO マネジメントシステムを経営基盤とし
て全業務に適用し、プラスチック成形品の表面を金属に変えることによって、
「装飾性・高級化・耐候性・導電性・
電磁波シールド性・光反射性・耐摩耗性・耐擦傷性・耐熱性・剛性・耐薬品性・清潔性・汚染防止性・衛生性・抗
菌性等々」の様々な機能と性能を付与し、製品価値を飛躍的に高めるめっき工程を中核に備え、金型製作、射出成
形の各業務を整えた一貫生産態勢を以て、プラスチック製品に対するお客様の多様で広範なニーズにお応えしてお
ります。
２）主要設備：
・プラスチック成形品へのめっきライン： ３ライン
・プラスチック射出成形機：

型締め力５０～８５０トン計１６台（ガスアシスト成形用設備完備）

・金型加工用機械設備： 各種
・分析・測定・解析用機器：

各種

３）希望する案件：形状の大小、数量の多少を問わず、プラスチック成形品へのめっきに関するあらゆる案件、特に
製品に「抗菌性の機能付与」を期待されている、或いはお考えの案件がございましたら是非ご相談下さいますよう
お願い申し上げます。
４）製品説明：
①自動車のラジエーターグリル

②スロットマシンの前面筐体

製品サイズ：８２０×２３０×１００

製品サイズ：４７５×８００×１１０

工程：金型製作～射出成形～めっき

工程：金型製作～射出成形～めっき
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技術アピールシート
ほうようじゅしこうげい

有限会社寶洋樹脂工芸

技術分野

加工

技術キーワード

プラスチック板加工

所在地

[本社]〒202-0005 東京都西東京市住吉町 1-9-8

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

10 名

E メール

Takara.8-31-2000@df7.so-net.ne.jp

設立年（西暦）

2000 年

プラスチック板加工
http://hoyo-jushi.com／

連絡先（部署・氏名） 嶋田
TEL

従業員数

洋介

04-2946-9992

 得意な技術・製品

プラスチック板の加工、切削組み立て特に接着加工
スーパーの展示ケース、化粧品。家電製品等のディスプレー製品
ＮＣ、レーザー加工機による工業部品等

 得意な顧客・市場分野

デザイン会社、企画会社

 生産拠点・研究体制

所沢工場

所沢市南永井１０６２－５

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

未来へ新たな価値を生み出す樹脂加工
手加工品ケース等、精密な加工を素早く行う工場設備と、
経験で研ぎ澄まされた人間の五感により、製品をどこよりも
美しく仕上げるとともに、不良品を未然に防ぐ体制を築いております。
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技術アピールシート
まくろす

株式会社マクロス
所在地

[本社]〒190-0004 東京都立川市柏町 3-23-9

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

加工

10 名

従業員数

設立年（西暦）

CAD/CAM 販売＆難加工支援
http://www.macros-cad.co.jp

連絡先（部署・氏名） 技術営業
TEL

技術分野

マネージャー

042-537-1113

田代

健一郎

E メール

tashiro@macros-cad.co.jp

 得意な技術・製品

5 軸 NC 加工機用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

 得意な顧客・市場分野

試作（鉄、ｱﾙﾐ、樹脂、ｹﾐｶﾙｳｯﾄﾞ、木）

 生産拠点・研究体制

立川市・加工者 4 名

 特記事項（取得資格・認証等）

CAD1 級

2名
PR 詳細

・Roland 社製
・AUTODESK 社製

MDX-50 にて即日加工を行いお届け致します。
Fusion360 の CAD/CAM 教育を行ってます。

・3D ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ作成から NC 加工ﾃﾞｰﾀ作成まで実務業務支援を主としてます。
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1991 年

技術アピールシート
まさおぷれす

株式会社マサオプレス
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

試作、鈑金、プレス、レーザー、
金型、バレル研磨、組立

[本社]〒210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜 4-4-6
[都内所在地]〒144-0047 東京都大田区萩中 2-11-18
1,000 万円

8名

従業員数

設立年（西暦）

1979 年

提案設計・開発試作・小ロット量産
http://www.masaopress.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表
TEL

加工

技術分野

宮澤

章

044-270-3400

E メール

akira@masaopress.co.jp

 得意な技術・製品

ステンレス部品加工

 得意な顧客・市場分野

インフラ・エネルギー

 生産拠点・研究体制

川崎工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001：2015 ISO14001：2015 蒲田工業協同組合・（社）大田工業連合会
PR 詳細

ステンレス製品の最速立上げ+小ロット量産
マサオプレスは 1979 年に大田区で設立、板バネの試作から始まった経験と知識を用いて
良品質の試作品を短納期で製造、お客様の開発競争力の向上に貢献いたします。
特徴

◯レーザー加工技術とプレス加工技術の複合加工による最適工法のご提案
◯設計から試作、社内仮型製作で小ロット量産を短納期で提供
◯組立アッセンブリを大田区ネットワークで一貫生産
◯ISO によるコンプライアンスの遵守

長年のステンレス加工での実績、多くのノウハウを蓄積しておりますので
開発の段階から量産時に発生しうる問題点を提起し、早期に課題解決します。
また最適なプロセスで開発コスト低減と早期市場投入を目指します。
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技術アピールシート
まつだかながたこうぎょう

松田金型工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

多次元要素導入の革新金型

所在地

[本社]〒116-0011 東京都荒川区西尾久 5-19-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1935 年

プラスチック射出成形金型
http://www.matsuda-kanagata.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役会長
TEL

11 名

従業員数

松田

03-3800-3531

正雄
mkk@matsuda-kanagata.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

多機能型式の金型及び成形品の設計製作

 得意な顧客・市場分野

工業部品、自動車小物部品

 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）

H21 年経済産業省製造局長賞、東京都信用金庫協会より優良企業賞、

都内一部海外

H28 年荒川区最優秀技術賞

他特許認可 6 点
PR 詳細

画期的一体成形ターボファンの紹介
各産業向けに開発を目的とした多種型式の金型を確立
1）MSL.No1、MSL.No2、MSL.No3 の 3 種類のサイズによる分類
2）高風量、高風圧、低騒音の高機能タイプの分類
3）省エネを低公害と目的とした分類
金型開発の進化に伴い成形能率の向上と品質向上に努めています。
ファンの採用目的による設計構造を中心とした受注タイプの他に弊社が開発した省エネ、高機能を目指した
一体成形ターボファンのご紹介と成形品のみご相談にも答えます。
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技術アピールシート
まるしんかこう

丸信化工株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

合成樹脂製品

所在地

[本社]〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4-15-5 第 15 シグマビル秋葉原

資本金

9,600 万円

主要事業
Web サイト

合成樹脂加工品

真空成型品

接着剤

設立年（西暦）

1960 年

射出成形品

http://www.marushin-kako.com

連絡先（部署・氏名） 東京営業部
TEL

110 名

従業員数

瀬沼

伸朗

03-3866-2831

n.senuma@marushin-kako.com

E メール

 得意な技術・製品

真空成型、バーチカルカット、抜きプレス、熱プレス、押し出し成型（輸入）

 得意な顧客・市場分野

大手（弱電、住宅設備、住宅、メディカル、ゼネコンメーカー）

 生産拠点・研究体制

栃木県（小山工場）

 特記事項（取得資格・認証等）

品質管理ＩＳＯ９００１

長野県（あづみの工場）
環境取り組みＫＥＳ活動
PR 詳細

ウレタン、ポリエチレン等各種フォーム材他、合成樹脂製品を空調、家電、建材、住設、土木、包装、生活関連
等の分野に対して機能素材の提案から技術力を生かした加工までを行っております。
又、発泡体を中心とした真空成型品の物流トレー（保護を要する）を製造販売しております。
特約店業務展開として各種、発泡体素材の販売他スリーエムジャパンのテープ、接着剤の特約店でもあり
様々な業界向けに販売を行っております。
お客様のニーズにお応えすべく他素材と複合した製品製造
主要用途
断熱（空調機器、白物家電、住設関連、建材、土木）
緩衝材（化粧品容器搬送トレー、メディカル商品、ケース内装、ヘルメット内装、サーキット場コーナーパット）
フィルター（空調機器、住宅関連、水処理等各種フィルター）
スポーツ関連（柔道畳他各種運動用具）
育苗（水耕栽培）
スリーエム商品（テープ、接着剤）
業界：（ＯＡ、弱電、住設、土木、建材、看板、金属機械）

真空成型機

スライス加工機

バーチカルカット機
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技術アピールシート
みたかせいこう

株式会社三鷹精工

技術分野

加工

技術キーワード

手仕上げに拠る超精密加工

所在地

[本社]〒196-0021 東京都昭島市武蔵野 3-2-32

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

27 名

設立年（西暦）

1966 年

精密部品類、各種ゲージ類、送りねじ類、真円度測定機、静圧空気軸受
http://www.mitakaseiko.com/

連絡先（部署・氏名） 営業課
TEL

従業員数

棚瀬

042-543-5161

成人
E メール

tanase@mitakaseiko.com

 得意な技術・製品

ゲージ製造を基幹技術とした精密加工部品・真円度測定機

 得意な顧客・市場分野

半導体・真空・航空・宇宙向け精密機器の製造と測定

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

2017 年度日本機械学会優秀製品賞を受賞（世界初の長尺シャフト用横型真円度測定機）

真円度測定市場

PR 詳細

あらゆる製品・部品の仕上がりの寸法（交差）を計
測するために、当社が作っているゲージ自体の寸法
精度は、非常にシビアです。
厳しい精度が求められるゲージの製造技術が当社
の基幹技術です。その高度な技術力で機械加工後手
作業によるラップ・磨き・摺り合せ加工を付加して
限界まで発塵を抑え、1 万分の一ミリの技で、人工
衛星にも使われている超精密部品を作っています。
一般社団法人日本機械学会

2017 年度日本機械学会優秀製品賞受賞
現場型真円度測定機は、A3 サイズで設置可能で押
しボタン一つで素早く簡単に測定が出来ます。
世界初の長尺シャフト用横型真円度測定機は、2017
年度日本機械学会優秀製品賞を受賞しました。
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技術アピールシート
みついこくいん

有限会社三井刻印

技術分野

加工

技術キーワード

微細工具、金属刻印

所在地

[本社]〒203-0032 東京都東久留米市前沢 3-1-5

資本金

800 万円

従業員数

主要事業

①金属刻印の製造・販売

Web サイト

http://www.kokuin.co.jp

連絡先（部署・氏名） エンドミル部
TEL

042-473-2586

三井

11 名

1984 年

設立年（西暦）

②オーダーメイド微細工具の製造・販売

豊
E メール

yyy@kokuin.co.jp

 得意な技術・製品

極小文字の金属刻印。特殊形状の微細工具。

 得意な顧客・市場分野

腕時計業界・ベアリング業界（金属刻印）、微細加工全般（微細工具）

 生産拠点・研究体制

工具開発においては大学・研究機関（非公表）と連携あり。

 特記事項（取得資格・認証等）

特許 3 件。実用新案 2 件。各種専門誌に掲載歴あり（微細工具）。
PR 詳細

【 金属刻印(焼入れ鋼) 文字サイズ：0.8mm 】

【 超微細ダイヤモンド工具

先端径：10μｍ 】

当社は大正元年(1912 年)創業の彫刻業出身の微細金属加工ひと筋の町工場です。
①刻印事業においては、微細な文字（最小文字サイズ：0.3 ㎜）や細かな模様を切削加工（彫刻）ではなく放電
加工で成形するため、耐久力に優れた高硬度焼入れ鋼(SKD11 HRC60 など)での対応が可能です。
当事業開始以来、ベアリング業界ではトップシェアの実績を誇ります。
②工具事業においては、高精度マニュアル研削盤を使い、大手メーカーが苦手とする『多品種・小ロット』での
対応が可能です。外径 1.0Φ以下（最小径 10μｍ未満）の特殊工具をオーダーメイドで 1 本から製作します。
最大の強みは工具を作る人（当社）と使う人（お客様）が直接対話することで、用途に合わせた最適な工具
を提供できること。工具素材はＰＣＤ(多結晶焼結ダイヤ)・ｃＢＮ(立方晶窒化ホウ素)・超硬の 3 種類。
エンドミル以外でも、微細パンチ・微細ピン・微細測定子などの製作実績があります。
100 年を超える歴史で蓄積された微細加工のノウハウやネットワークを貴社でもご活用ください。
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技術アピールシート
みなみでざいん

南デザイン株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

設計、切削、金型、量産

所在地

[本社]〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-10

資本金

4,000 万円

主要事業

切削加工を軸とした試作総合支援

Web サイト

http://www.minamidesign.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

100 名

従業員数

設立年（西暦）

1971 年

尾崎 康

0428-32-3731

ozaki@minamidesign.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

デザイン、設計等の上流から切削、金型、射出成形まで総合的な試作支援技術

 得意な顧客・市場分野

OA 機器業界、自動車業界、弱電機器、ものづくりベンチャーなど

 生産拠点・研究体制

本社青梅工場、ベトナム支社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001(2015 版)取得
PR 詳細

試作、ものづくり総合支援！デザインから量産まで一社完結！
●樹脂、金属の切削加工を軸とした試作、開発支援専門会社です。
デザイン、設計、試作、塗装、金型、量産まで一社完結を実現しております。
●高精度試作部品を 1 台から 1000 台等小ロット量産まで提案が可能！
・60 台以上の加工機で高精度、切削加工から量産まで、幅広く対応！
・切削加工から、注型、光造形まで、様々な加工技術を自社で保有！
・アルミ試作金型から本型まで金型対応、射出成形までワンストップ！
・デザイン、設計等の上流から試作、量産支援まで、一社完結を実現！
●（例）2

医療器開発を、企画の段階から量産まで支援！

開発のリソースをお持ちではないベンチャーのお客様から、デザイン、設計、
試作、金型量産まで対応できる会社として弊社を選定頂きました。企画段階
から下流工程である金型等のスタッフも同席してヒアリングを行う事で、
後戻りのない開発を心掛け、歩留りの削減を実現。また、タスク管理を弊社が
行い進歩状況を共有することで、お客様の雑務に費やす時間を削減。
本来行うべき業務に注力頂く時間を作り出す事を実現しました。
●（例）3

見回りロボット開発、ハード全体をまとめて対応！

デザイン、筐体設計を含むハードの開発を南デザインで担当しました。
店内を自動で動く見回りロボットの為、各種センサー及び動力部のコント
ロールユニットは、幅広い弊社のネットワークで専門会社と協力して対応。
お客様の工数削減を実現しました。また、店内での実証試験までお客様と
一緒に立ち合い、実施することで、納品後のフォローまでしっかり対応。
信頼のおける試作品の製造に、絶対の自信をもって対応しております。

117

技術アピールシート
みやませいこう

株式会社三山精工
所在地

[本社]〒181-0014 東京都三鷹市野崎 1-18-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密切削・研削・研磨

70 名

設立年（西暦）

1967 年

①金属部品（アルミ・黄銅）切削加工、樹脂フィルム・粘着テープ・スポンジの打ち抜き加工
②金融・通信端末等の精密機器組立、検査。
http://www.miyama-seiko.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

従業員数

技術分野

田中

卓（たなか

0422-47-7426

たかし）

E メール

tanaka@miyama-seiko.co.jp

 得意な技術・製品

幅広い材料の加工が可能です。

 得意な顧客・市場分野

医療、金融、電子部品

 生産拠点・研究体制

東京本社・工場

 特記事項（取得資格・認証等）

部品の加工から組み立てまで一貫した製造も可能です。

群馬・小川工場

群馬・白倉工場

群馬・福島工場

PR 詳細
【金属切削加工事業】
弊社には３種類の工場があり、三鷹市の本社工場ではマシニングセンタ
を駆使したアルミ、ステンレス、黄銅などの切削・加工を行っております。
起業当時(1966 年)にマイクロホンの部品加工からはじまり、現在では
医療機器、計測機器等の部品の加工を主に行っております。

【ビク型打抜加工事業】
当社のビク型打抜加工事業は三山精工 群馬・小川工場が行っております。
ビク型打抜加工とはビク型（トムソン型）と呼ばれる抜型（木板に抜型の刃を
埋め込んだもの）を打抜機にセットして、素材を打ち抜く加工のことです。
型代が安く、数千円～1 万円程度で型を作成できます。絶縁シートとして使用
されるフィルム、ポリアミドなど、また吸音材として多く用いられるウレタン
フォーム、緩衝材として利用されるネオプレンゴムなど、複雑な仕様が求められる
素材の打抜加工を行っています。さらには裁断、曲げ加工、両面テープ張り、
組み立てまで、ワンストップで行える環境を整えています。

【機器組立・調整事業】
当社の機器組立・調整事業は三山精工 群馬・白倉工場が行っております。
主に情報通信機器、金融機器、医療機器、計量器機などの部品・パーツ、
アッセンブリー、ユニット単位での組立・調整、またそれらを当社で製品
として仕上げる組立・調整を行っています。

弊社の事業で御社のお役に立てるところ、ご興味いただけるところ等ございましたら、是非ご面会の機会を頂きたいです。
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技術アピールシート
みゅーてくの

株式会社ミューテクノ

技術分野

加工

技術キーワード

精密板金、金型加工

所在地

[本社]〒191-0003 東京都日野市日野台 1-18-6

資本金

1,700 万円

主要事業
Web サイト

28 名

設立年（西暦）

1990 年 7 月

精密板金(レーザー加工・ワイヤー加工)、金型製作、プレス加工
http://www.mutechno.co.jp

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

従業員数

谷口 栄美子

042-586-0411

E メール

mut@mutechno.co.jp

 得意な技術・製品

精密板金加工(レーザー加工・ワイヤー加工)、プレス金型設計製作

 得意な顧客・市場分野

事務機・計測機器、医療用機器、食品機器、プリンタ基板、筐体、シャーシなど

 生産拠点・研究体制

東京都日野市日野台1-18-6

 特記事項（取得資格・認証等）

納期や技術で出すところが無くて困った！を解決します
PR 詳細

【技術について】
●複合的な加工に対応。
・精密板金・プレス金型加工から機械加工まで一貫した高精度加工に対応
精度は工程によるが、抜きで±0.02、曲げで±0.05、溶接で±0.1 を確保
・曲面形状の加工、反りのない加工、絞りのある一体型の加工が得意
●複雑な形状加工ができる。
（多種の曲げ金型を保有）
●簡易金型で生産コストを大幅ダウン
●溶接は綺麗な仕上がり（YAG レーザー溶接機の使用で薄板をヒズミ無く溶接）
●大型ベンダー（2500ｍｍ幅）を導入
【サービスについて】
●迅速な見積もり、短納期に対応している体制
・見積もり担当者が社内に常駐、自社オリジナルのソフトで生産管理
・短納期、自主的検査を徹底し各作業工程、検査工程でも検査を実施。高品質でリピート率 93.3％の実績
●メッキや塗装、シルク印刷まで後加工も含んだワンストップ体制
●量産から少ロット、試作品（得意）にも対応
●加工の相談に対応
●各種データ形式に対応。送られた３Ｄデータから部品図を起し、加工が可能
＜加工例：特に絞りや曲げの多い板金加工が得意。デザイン性の豊かな製品に対応＞
精密板金加工例

プレス加工例
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一枚板で仕上げた精密加工サンプル

技術アピールシート
めでぃあまーく

株式会社メディア・マーク
所在地
資本金
主要事業

加工

技術分野
技術キーワード

チタンを射出成形で作ります。
金属部品・用品

[本社]〒110—000 東京都台東区上野桜木 2-16-3
[都内所在地]〒110—0005 東京都台東区上野 7-3-9619
1,000 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

1984 年

チタンを射出成形で様々な形状の部品や用品を作ります。

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 金光
TEL

秀行

080-4055-3955

 得意な技術・製品

チタンの射出成形

 得意な顧客・市場分野

今はありません。

 生産拠点・研究体制

韓国

E メール

Tokyo-media@mediamark.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

私たちメディア・マークではチタン材でお客様の用途・性能に合わせた自由自在な形状の部品や用
品を 製造・提供することになりまして、紹介させていただきます。全体の総称をET22としました。
E=Eternal=永遠という意味でチタンの非腐食性を表しています。
T=Tian=チタンそのものです。 22=チタンの原子番号を表し、22世紀までも考えながら、
商品づくりができればいいなと 思いました。 チタンは、丈夫で、軽く、耐腐食、ノンアレルギー
と最理想な特性を持っています。 そして、その性質上、加工方法は削るか、プレスするしかあり
ませんでしたが、 切削ですと、工程時間も長く、材料も無駄になり、加工賃もかかり、形状も限
定的でした。今回、私たちは射出成形でほぼ、必要な形状で作れることができるようになりました。
テントに使うペグなどもチタンで作れます。海水の中でつかう腐食しない部材などの製作が可能で
す。お尻のポケットへ入れても、折り曲がることのないスマホの筐体も作れます。金型をつくるに
は費用はかかりますが、プラスティックの金型と同程度と考えます。
大量生産ができますので、材料も無駄にしません。コストも削減されます。
その他、ご不明な点やご要望などがございましたら、お知らせください。
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めとろーる

株式会社メトロール

技術分野

加工

技術キーワード

精密切削・研削・研磨

所在地

[本社] 〒190-0011 東京都立川市高松町 1-100-25-5F

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

126 名

設立年（西暦）

1976 年

工場の自動化に貢献する、高精度工業用センサ
http://www.metrol.co.jp

連絡先（部署・氏名） マーケティング部
TEL

従業員数

042-527-3278

菊地 勝史(きくち かつひと)
E メール

sales10@metrol.co.jp

 得意な技術・製品

産業機械の精密位置決め・原点出し

 得意な顧客・市場分野

トヨタ自動車／本田技研工業／日産自動車／ヤマザキマザック／森精機製作所／オーク
マ／デンソー／ミスミ／ FOXCONN（世界最大の受託生産会社）など

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

［工場］〒190-0011 東京都立川市高松町 1-100 立飛リアルエステート 14 号棟/38 号棟
2015 東京都産業労働局 『東京都ベンチャー技術大賞 優秀賞』受賞
2014 経済産業省 『グローバルニッチトップ企業 100 選』受賞
PR 詳細

「CNC 工作機械の精密加工の不良がゼロになる！」
【１】 エア式精密着座センサ

0.5μm 繰返し精度！
切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知。
製造工程の段階で、加工不良品の発生を防止。
・株式会社デンソー様 ABS 自動車部品の、
切削加工時の着座確認
・アルミダイカストエンジンの精密着座確認
・CNC 研削盤の、砥石磨耗検知
・加工ワークの内径良否判別など実績多数！

【２】 CNC マシニングセンタ用
ワイヤレス 3 次元タッチプローブ

高品質・低価格
ノイズに強い、新無線通信方式
赤外線通信では、困難な 5 軸加工機やロボット、
大型複合機の精密計測が実現。
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技術アピールシート
やぎせいさくしょ

加工

技術分野

株式会社八木製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒191-0053 東京都日野市豊田 4-36-16

資本金

1,000 万円

従業員数

36 名

精密切削(金属、樹脂)
精密研削(金属)

設立年（西暦）

1963 年

事務機器、医療機器、光学機器、測定機器等の部品の精密加工及び治具の設計、組立

主要事業

http://www.yagiseisakujo.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 総務営業部

八木 博之

042-583-3682

TEL

E メール

support@yagiseisakujo.co.jp

 得意な技術・製品

精密切削加工(金属、樹脂) 精密機器製品の部品

 得意な顧客・市場分野

事務機器、医療機器、光学機器、測定機器等の精密機器分野

 生産拠点・研究体制

八王子第一工場、八王子第二工場 設計者 3 名体制

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001(品質)、ISO14001(環境)取得
「東京のキラリ企業 200 社」に選出(2016 年東京都中小企業振興公社発行)
「日野おもてなしロボットプロジェクト」(産官学信連携)で外装切削部品担当(2013 年)
PR 詳細

「困ったときも八木製作所」
特徴１.精密切削加工

特徴２.困ったときも八木

創業 55 年、多品種少量(試作)から量産までの精密

①短納期対応(1 個から対応)

機械加工及び治具製作を一筋で行ってきました

・軸部品(複写機部品)φ20 以下までなら即日対応

金属(SUS,AL 合金,銅合金,ﾁﾀﾝ,超鋼等の難削材)
樹脂(ABS,POM,ｱｸﾘﾙ,PC,PPS,PEEK,MC ﾅｲﾛﾝ等)
焼結材及びその他(SBF,SMF,ﾏｼﾅﾌﾞﾙｾﾗﾐｯｸ等)

・その他,板材,丸材にも適時対応

②追加工対応(1 個から対応)
φ0.05 穴(超鋼 t=0.2)

0.03 ｽﾘｯﾄ穴(SUS

・丸材の内外径を調整(軸物,ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等現物合せ)

比較対象物：髪の毛

t=0.2)

・支給品での加工(ﾐｽﾐ製品,量産部品等)
・測定しながら研削(開発者とその場で現物合せ)

特徴３.設計から組立

・表面処理,熱処理後の切削加工

・治具の設計 製作 組立

③難加工材対応(1 個から対応)

・ポンチ絵からの製作(2D,3D 図面作成し加工)
粉攪拌機

・ﾁﾀﾝ,ｲﾝｺﾈﾙ,超鋼材等の難削材の切削加工

①～③に対し、何故お客様対応出来るのか？
・切削加工が出来る一連の加工機を所有している為
(ﾌﾗｲｽ,旋盤,MC,研削盤,ﾜｲﾔｰ加工機,放電加工機)
・品質保証体制構築している為

産官学連携製品

大学連携製品

(ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰの確保,品質判別する測定機器保有)
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技術アピールシート
やなぎとそうこうぎょう

柳塗装工業株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

表面加工

所在地

[本社・工場]〒207-0021 東京都東大和市立野 3-575

資本金

1,000 万円

主要事業

従業員数

31 名

E メール

yanagitosou@road.ocn.ne.jp

設立年（西暦）

1930 年

仕上げ塗装（静電塗装）

Web サイト
連絡先（部署・氏名） 常務取締役
TEL

浦川

042-561-2311

忠義

 得意な技術・製品

金属部品を含む、仕上げ塗装

 得意な顧客・市場分野

重機・建設機械・その他金属部品に関わる仕上げ塗装

 生産拠点・研究体制

東京都東大和市内にて工場を所有

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

・自動機による量産ラインがあるほか、パッチ型設備もあり。大量ロットのものから
少ロット多品種対応も可能です。
・長年重機・建設機械の金属表面処理にも携わっており、仕上がりの品質には自信があります。
【主要設備】
・粉体手吹き静電塗装
・溶剤手吹き静電塗装
・自動静電塗装
【その他】
・金属以外の塗装・表面処理もご相談下さい。
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技術アピールシート
やまてっく

株式会社ヤマテック

技術分野

加工

技術キーワード

接合、拡散接合

所在地

[本社]〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 3-3-5

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1990 年 10 月

拡散接合加工
http://www.yama-tech.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

25 名

従業員数

山口 和範

042-557-5660

Kazu.yamaguchi@yama-tech.com

E メール

 得意な技術・製品

拡散接合、中空部品（3D）加工。ハイサイクル金型、ヒートシンク部品

 得意な顧客・市場分野

大手重工企業、金属にかかわるすべての企業

 生産拠点・研究体制

上記本社に同じ

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001(2008 年取得)、溶接学会（界面接合研究委員会）
PR 詳細

◎拡散接合とは金属と金属の平面を接着剤、ろう材などの介在物を使用せずに、接合する方法です。
融点より低い温度ですが（溶かさず）
、加熱と接合面に圧力を加えることで、接合する金属間で原子レベルでの
移動が起き、接合されます。
（結晶が一体化します）

●特長
・介在物を使っていないので、1ｍｍ+1ｍｍ＝2ｍｍに正確になります。
・接着剤などが気化してしまうような高温下でも使用できます。
・ハイトが許せば、何枚でも接合が可能です。
・拡散接合を主業とする企業は日本でも 10 社未満です。都内は弊社だけです。
・機械加工では不可能な、中に自由な流路を持った金型やヒートシンクが実現できます。

SUS40 枚積層蒸着マスク

アルミヒートシンク

φ0.075 金属メッシュフィルタ
円筒加工後
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技術アピールシート
やまとじゅし

大和樹脂株式会社
所在地

[本社]〒110-0005 東京都台東区上野 3-9-1

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

各種成形（TOM 成形）

92 名

従業員数

1963 年

設立年（西暦）

各種成形（TOM 成形）・試作・塗装・印刷・組立
http://www.yamato-jushi.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業推進

山下

雅幹

03-5807-6501

TEL

技術分野

m-yamashita@yamato-jushi.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

樹脂製品全般、少量・多品種・小形から超大形製品まで対応

 得意な顧客・市場分野

医療機器・航空機・車両

 生産拠点・研究体制

工場：栃木県鹿沼市・栃木県那須塩原市・群馬県藤岡市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001

他

ISO14001 JISQ9100
PR 詳細

大和樹脂はこの度、TOM 工法（３次元加飾工法）の設備を新規導入いたしました。
高機能熱可塑性フィルムを、様々な製品に被覆することにより製品のデザイン性のみならず、
機能も飛躍的に向上させる革新的な表面被覆工法です。
お客様の新たな市場を生み出し、ニーズにお答えできるものと確信いたします。

Three dimension Overlay Method（TOM）３次元被覆成形法
基材･表皮フィルム供給

上ボックス下降

上下ボックス内 真空･加熱

大気圧加圧

圧空加圧

基材突上げ

表皮材構成
透明フィルム
加飾層
接着層

加飾層
易成形フィル
接着層

成形品取出

基材
＋ 表 皮フ ィ ル ム

フィルム
（エッチン
接着層

トリミング加工
（別工程）
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技術アピールシート
やまねせいさくしょ

株式会社山根製作所
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

機械、旋盤、板金、溶接加工

[本社]〒245-0065 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 923
[都内所在地]〒198-0086 東京都青梅市大柳町 1586
2,000 万円

従業員数

28 名

設立年（西暦）

1918 年

電子機器・通信機器・医療機器等の部品製造
http://www.yamaneworks.co.jp

連絡先（部署・氏名） 渡邉
TEL

技術分野

茂則

045-851-0107

E メール

watanabe@yamaneworks.co.jp

 得意な技術・製品

機械加工から板金溶接まで一貫加工が得意です

 得意な顧客・市場分野

ビアメカニクス（株）・
（株）日立製作所（生産技術研究所）
・住友電気工業（株）

 生産拠点・研究体制

横浜戸塚本社工場・東京第一工場・東京第二工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001:2008

ISO 14001:2015
PR 詳細

弊社は、今年創業 100 年です。この長きにわたり技術と信頼を御客様に提供してきました。
また、機械加工（フライス・マシニング・自動旋盤等）
、板金加工（タレパン・レーザー・ベンダー等）
溶接加工（スポット・半自動・ＴＩＧ・ロー付け等）
、弊社協力会社で外装仕上げまで一貫して弊社だけで
賄えるので納期管理、品質管理、単価管理がしやすくなります。
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技術アピールシート
ゆないてっどぷれしじょんてくのろじーず

ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

微細・精密金属加工

所在地

[本社]〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 2-37 千代田ビル

資本金

5,000 万円

主要事業

超微細精密金属加工

Web サイト

https://upt-co.com/

連絡先（部署・氏名）
TEL

営業管理部
03-6265-0495

小崎

従業員数

15 名

E メール

go.ozaki@upt-co.com

設立年（西暦）

2015 年

豪

 得意な技術・製品

超精密微細金属加工（フォトエッチング加工

+ 拡散接合）

 得意な顧客・市場分野

半導体、電子機器、医療部品

 生産拠点・研究体制

生産拠点・・・国内（川越・横浜）海外（タイ・韓国）
研究体制・・・国内（川越）海外（カリフォルニア大学・アーバイン校内ラボ）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

ETCHING＋ONE
次世代の超精密金属“微細”加工技術 ～どこよりも小さく、薄く、細く、進化は続く～
試作から量産まで 万全のグローバルなフォロー体制
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技術アピールシート
ゆにおんごうせい

ユニオン合成株式会社

技術分野

加工

技術キーワード

２色成形技術、金属代替技術

所在地

[本社]〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-7-13

資本金

3,000 万円

従業員数

60 名

1964 年

設立年（西暦）

プラスチック成形加工（単色射出成形・２色射出成形）、金型設計・製作

主要事業
Web サイト

http://www.union-gosei.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部

小林 洋一

03-3967-5266

TEL

E メール

y.kobayashi@union-gosei.co.jp

 得意な技術・製品

２色樹脂成形・樹脂流動解析技術、金属代替技術

 得意な顧客・市場分野

自動車・商用車業界向け

 生産拠点・研究体制

国内生産拠点：栃木県足利市、海外生産拠点：ベトナム

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO-9001/14001 取得

ホーチミン

PR 詳細

１） ２色成形技術
２色成形（二色成形）は、ダブルモールドとも呼ばれ、一台の射出成形機に２つの射出シリンダーと２つの
金型が付いており、金型内で異種材を熱融着及び構造接着させる技術です。ユニオン合成では色違いのプラス
チックの組合せだけではなく、「硬質プラスチック＋ＴＰＥの２色成形」など、付加価値のある２色成形を提
供します。
２色成形のメリット
・インサート成形や組み付け作業、溶着作業などの後工程が不要。
・自動成形の為、成形のバラツキがなく、安定した製品品質が保てる。
・生産性の向上
自動成形

⇒

工数削減

⇒

・品質の安定
・コスト低減

・異素材、多色の組合せが可能。デザインのバリエーションが増えます。
色違いの 2 色成形

硬質プラスチック＋TPE の 2 色成形

２）金属代替技術(エンプラ・スーパーエンプラによる)
①金属代替による軽量化(車載吸気･冷却系機能部品に採用実績あり)
②金属インサート成形（竪型成形機保有）
③金属代替化における形状の提案と材料の提案力（流動解析・内製金型製造）
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融着をしない同士の 2 色成形

金属代替フランジパイプ

技術アピールシート
よしざわ

ヨシザワ株式会社
所在地

[本社]〒181-0005 東京都三鷹市中原 2-12-7

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密切削・研削・研磨

25 名

従業員数

設立年（西暦）

1948 年

計測器、特殊検査装置、半導体製造装置の金属部品機械加工（AL、SUS、ﾁﾀﾝ等）
https://www.4430.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

吉澤

伸夫

0422-48-3344

ny@4430.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

難加工材切削・微細精密加工・精密切削加工・多面加工

 得意な顧客・市場分野

計測機器業界・精密加工を必要とする分野

 生産拠点・研究体制

本社・工場（東京都三鷹市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 取得（2006 年）
（本社工場）
PR 詳細

少量でも多面加工に対応いたします。

社内加工現場風景

●高い精度要求にも対応します。
●図面アイディアの段階で最適な加工方法を提案いたします。
●特殊工具を必要とする加工にも対応します。
●協力ネットワークを活用し、図面により素材から加工、仕上、表面処理まで一括で
対応します。
●加工だけでなく、部品の組立にも対応します。
＜主な設備＞
【CAD/CAM】3 次元:SolidWorks、2 次元:AUTOCAD、専用 CAM
【NC 旋盤】MINC26、LB-3000EX
【マシニングセンター】MB-56VA（2 台）、MB-46VAE(2 台)、NV5000、ａ51
【複合加工機】NT3200
【測定器】CNC 画像測定器

VMR-3020、三次元計測器

【その他】レーザーマーカー

(YVO4)
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技術アピールシート
よしますせいさくしょ

加工

技術分野

株式会社吉増製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒197-0815 東京都あきる野市二宮東三丁目 6 番地 14

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

248 名

通電加熱成形

設立年（西暦）

1956 年

航空機エンジン部品及び航空宇宙部品の製造、各種精密金属部品の加工・製造
http://www.yoshimasu.com/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

難加工材切削、精密板金、

営業二課 水田 行紀

042-558-2151

E メール

y-mizuta@yoshimasu.com

 得意な技術・製品

プレス、ヘラ絞り、エキスパンド、機械、溶接等 各種金属加工及び組立

 得意な顧客・市場分野

（株）IHI 様、三菱重工（株）様、川崎重工（株）等各重工業様、航空・宇宙関連業界

 生産拠点・研究体制

本社秋川工場（東京都あきる野市）新潟工場（新潟県村上市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9002、NADCAP 認証取得（レーザ/ワイヤ加工、TIG 溶接、熱処理、蛍光浸透探傷検査）
JISQ9100、ISMS 認証取得
PR 詳細

航空機エンジンで採用されることの多いチタン、コバルト、ニッケル合金等の特殊金属。
これらの金属は加工が極めて難しく、高度な技術と経験が求められます。
当社はこの分野に深い経験と加工実績を持ち、60 年以上もの間、航空・宇宙関連産業に携わっており、ジェット
エンジンや宇宙ステーション等に使用されるあらゆる高精密部品を皆様にお届け致します。

特殊工程を含め

プレス（熱間・冷間）

ヘラ絞り加工

レーザ

溶接・組立

非破壊検査

私たちは航空宇宙業界のリーディングカンパニーを目指します。
〒197-0815 東京都あきる野市二宮東三丁目 6 番地 14
TEL.042-558-2151

130

FAX.042-558-2157

技術アピールシート
よしもとせいさくしょ

株式会社吉本製作所
所在地

[本社]〒198-0023 東京都青梅市今井 3-9-17

資本金

1,600 万円

主要事業
Web サイト

加工

技術キーワード

精密切削

25 名

従業員数

設立年（西暦）

1977 年

金属切削加工
http://www.yoshimoto-fc.co.jp

連絡先（部署・氏名） 長谷川
TEL

技術分野

淳

0428-32-0177

j.hasegawa@yoshimoto-fc.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

マシニングセンターによる精密切削。

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、医療機器業界。

 生産拠点・研究体制

東京都青梅市、本社工場での生産。ベトナム生産委託。

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 14001、ISO 9001 認証取得。
PR 詳細

◎ベトナムを活用した海外調達のご相談にお応えします。
ベトナム調達においては日本品質を確保しつつコストパフォーマンスを追及しています。
万が一の不良も弊社本社工場の設備をバックアップとして対応可能。
海外調達のリスクを回避できます。
鉄・アルミ・ステンレス等様々な材質の加工実績があります。

◎量産品の対応にもお応えします。
弊社本社工場では 5 軸制御のマシニングセンターや
横形マシニングセンター、ワイヤーカットにて
あらゆる分野の量産品を加工しております。
特に鉄鋳物、アルミ鋳物など異形物の量産品製作を
得意としています。
日本品質の価値あるものづくりでお客様に応えていきます。
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技術アピールシート
よねやませいさくしょ

株式会社米山製作所
所在地

[本社]〒190-1222

資本金

1,575 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

加工

技術分野
技術キーワード

ウォータジェット、
難加工材切断

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 24-10
従業員数

・ウォータジェット加工

9名

設立年（西暦）

1975 年 5 月

・ウォータジェット応用、特殊加工

http://www.yoneyama.co.jp/
ウォータジェット事業部
042-556-2358

米山
E メール

俊臣
info@yoneyama.co.jp

 得意な技術・製品

チタン・CFRP・アルミなど高強度軽量部材のカット

 得意な顧客・市場分野

装置・医療・プラントなど



東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 24-10

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 取得
PR 詳細

ウォータジェット加工事例

～形状カット・粗カット・観察用カット・特殊加工～

アルミ 115×250mm×10t (形状カット･穴あけ)

アルミ、銅、真鍮、チタン、ニッケル、エンプラ、ガラスなどあらゆる素材
に対応します

CFRP

φ290mm×3t（内外形状カット）

CFRP や GFRP、SiC、アルミナなどの難削材に有効です

シリコンスポンジゴム 2t×55×91mm（内外形カット･穴あけ）
ゴム、発泡材、ゲルなどのやわらかい素材にも有効です

石英ガラス φ800mm×70t(粗カット)
ガラス、石材、フェライトなど欠けやすい素材にも有効です
薄板から厚板まで切断が可能です

特殊モジュール断面カット(観察用カット)
内部評価、不具合確認、ティアダウンなど素材機能を壊さずに確認できます

ダイヤモンドホイール溝掘り加工 幅 3mm 深 5mm(溝掘り)
ダイヤや CBN 砥石など硬質材に貫通させない溝掘りが可能です

GFRP･CFRP･特殊樹脂 JIS 試験片切り出し (形状カット)
ダイヤや CBN 砥石など硬質材に貫通させない溝掘りが可能です
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技術アピールシート
りこうでんき

加工

技術分野

株式会社理工電気

自動機(ロボット)設計製作、制
技術キーワード

御盤設計製作、ＭＩＬ規格コネ
クタの生産、切削部品加工

所在地
資本金
主要事業
Web サイト

[本社]〒022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前 37-4
[都内所在地]〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-22-37 11 階
3,000 万円

80 名

設立年（西暦）

1976 年

電子部品受託生産（組立検査）
・自動機の設計製作・制御盤の設計製作・切削部品加工・ケーブ
ルＡＳＳＹ・MIL 規格コネクタ及びハーネス加工
http://www.best-quality.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京営業部
TEL

従業員数

部長 吉田 宰幸

03-6869-2581

E メール

Tadayuki.yoshida@best-quality.co.jp

 得意な技術・製品

精密切削部品加工・自動機の設計製作

 得意な顧客・市場分野

電子部品（コネクタ、スイッチ、端子台）、工作機械、半導体、通信機器

 生産拠点・研究体制

岩手県赤碕町工場・岩手県盛工場・川崎市内協力工場・大田区協力工場

 特記事項（取得資格・認証等）

電子部品の受託生産に限定で ISO9001 取得済み
PR 詳細

弊社は創業時から電子部品の組立、検査の生産、品質保証を行っております。現在はこの基本事業
から、広がりを見せて「自動機の製作」
、
「工作機械」「半導体装置」
、などのもの作りのご対応を行って
おります。
設計から製作までの受注体制を持っております。
また、
「ＭＩＬ規格コネクタ」の供給（開始済み）
「石英系ファイバーチューブ」の生産供給も新たな
事業として開始の予定です。
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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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他

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

143

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。
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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

→
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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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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
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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

200

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）
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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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技術アピールシート
あいだっくす

株式会社アイダックス

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

無線、レーダー、ミリ波

所在地

[本社]〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-13-5 M&I ビル 2F

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2001 年

無線研究向け超高速 A/D,D/A システム
http://www.idaqs.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

03-6762-1210

戸部

英彦
E メール

hidehiko@idaqs.jp

 得意な技術・製品

高速 A/D.D/A(1.0GHz ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ),FPGA(Xilinx UltraSCALE)基板の開発設計

 得意な顧客・市場分野

無線、放送、電機メーカーの通信研究所

 生産拠点・研究体制

電子回路設計 1 名、ロジック設計 1 名、システム設計 1 名、RF 設計協力会社あり

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015 取得(初回登録 2011 年)
PR 詳細

１．自社技術：

高速 A/D,D/A,FPGA ボードの設計製造、デジタル信号処理の FPGA や DSP への組込み

２．応用分野：

次世代無線(5G,W-LAN)等の通信方式研究、車載レーダ(79GHz,60GHz)等のミリ波研究

３．製品特徴：

移動体通信など“動く”対象は、データを長時間記録しなければ現象の解析対策が出来ない。
また、無線やレーダの信号は広帯域化が進みデータ量が多く高速なデータ転送が要求される。
弊社では高速 A/D,D/A のデータを長時間 RAID に記録再生するデータ収集再生装置を開発製造
しています。

４．開発体制：

ミリ波のアンテナ、回路設計の得意な協力会社（RF テストラボ：盛岡）があり、RF 部含めて
トータルな装置を提供可能です。

写真１：アイダックス静データ収集再生装置

写真２：79GHz ミリ波アンテナ４素子
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技術アピールシート
あすねっと

株式会社アスネット

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

IT・VR サービス

所在地

[本社]〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-23-1 ＴＳビル 5Ｆ

資本金

1,000 万円

主要事業

IT サービス

Web サイト

設立年（西暦）

2001 年

https://www.asnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業プロダクト企画グループ
TEL

70 名

従業員数

03-5338-9080

松浦

E メール

輝尚
tmatsuura@asnet.co.jp

 得意な技術・製品

VR サービス・IT インフラサービス・開発

 得意な顧客・市場分野

IT メーカー、サービス・不動産・官公庁

 生産拠点・研究体制

VR 事業連携パートナー32 社

 特記事項（取得資格・認証等）

プライバシーマーク・時差 Biz2017 年度（東 京 都 ）ワークスタイル部門推進賞
PR 詳細

近年多様化する WEB システムや業務効率化のためのスマートフォン＆タブレットの活用など、お客様に最適なシ
ステムのご提案や運用に関するご相談から、セキュリティ面でより信頼性の高いパフォーマンスを発揮できるネ
ットワークインフラの選定から設計・構築まで IT に関する業務全般において幅広く対応致します。
またVR（バーチャルリアリティ）を活用した製品で企業のブランディングにもお役立ちいただけるVRサービス
「360PRO」（ http://360pro-vr.com/ ）を提供させていただいております。
素材となる写真撮影からコンテンツ制作、VR 専用の自社サーバーからの URL 発行をオールインワンにご提供いた
します。
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技術アピールシート
あすぷろーば

アスプローバ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

生産スケジューラ

所在地

[本社]〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-9-2 KDX 五反田ビル 3F

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

設立年（西暦）

1994 年

SCM / 生産スケジューリングシステム”Asprova”の研究・開発・販売およびシステムインテグ
レーション・システムコンサルテーション
https://www.asprova.jp

連絡先（部署・氏名） アライアンス営業部
TEL

従業員数

03-6303-9933

周

翊（シュウ
E メール

 得意な技術・製品

生産スケジューラ Asprova

 得意な顧客・市場分野

製造業全般

 生産拠点・研究体制

東京本社

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし

ヨク）
shu@asprova.com

PR 詳細

製造業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、工場においてはより一層の生産プロセス全体の改善と生産
効率向上が求まれています。
生産スケジューラ Asprova は、従来から得意とする山崩し（ディスパッチ、資源負荷平準化）に加え、タイムベ
ースの MRP と「どこ」から「どこ」へとつなぐ紐付けロジックを搭載し、短納期対応・多品種少量化・即時納期
回答・生産能力調整・在庫削減の実現など製造業のあらゆる課題解決を支援し、調達から生産、配送に至るすべ
てのプロセスのひと・モノ・資源をつなげ流れを改善し、在庫削減や資源最大活用を実現します。
国内外ではすでに 2,600 サイト以上の導入実績がありまして、日本の市場シェア 50％以上を占めております。
IoT による計画連動型『現場管理』を推奨していおり、ERP、MES といったシステムとシームレスに連携し、「つ
ながる」工場、「見える」工場、「止まらない」工場の実現にサポートいたします。

217

技術アピールシート
あるふぁこーど

株式会社アルファコード
所在地

[本社]〒113-0034 東京都文京区湯島 3-1-3

資本金

1,800 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AR、VR、MR、ゲーム、アプリ

MS ビル

80 名

設立年（西暦）

2015 年

ネットワークコンテンツの企画・研究・開発及びコンサルテーション
http://www.alphacode.co.jp/

連絡先（部署・氏名） ビジネス開発部
TEL

従業員数

技術分野

佐々木

拓

03-5812-1522

E メール

bd@alphacode.co.jp

 得意な技術・製品

VR ソリューション「VRider」を使用した人材・安全教育 VR や AR・MR・アプリ実績

 得意な顧客・市場分野

製造業界、出版業界、VR 業界

 生産拠点・研究体制

本社が拠点

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS-SR0229/ JIS Q 27001:2014
PR 詳細

【実績】
VR ソリューション「VRider」をはじめ、その他のゲームやアプリも実績多数ございます。
【得意分野】
ゲーム、アプリの企画・開発・運用に加え、インフラの設計・構築・運用までワンストップでご提案可能です
【アピールポイント】
スマートフォン向けアプリやゲームの企画・開発・運用をご提案できます。近年は VR 事業にも力を入れており、高品質・高没入度の最大８K 対応
VR ソリューションパッケージ「VRider」をご紹介いたします。
【8KVR 動画ソリューションパッケージ「VRider」
】
VRider は複数台カメラで撮影した動画を高解像度で円周動画としてオーサリングし、低コストで VR コンテンツの制作が可能です。
本ソリューションは、バーチャルリアリティ用のヘッドマウントディスプレイ向けに最大８K の動画コンテンツの企画・撮影・編集・エンコード・
再生までをワンストップで提供致します。また統合された制作ノウハウと独自開発ソフトウェアを連携できる強みを活かし、今までにない体験を提
供できる高品質・高没入度の VR 動画コンテンツを制作・提供する事を可能にしました。
超高精細 8KVR 動画の VR コンテンツ制作例として、株式会社タダノ様の「安全教育ツール 360°VR」をご体験頂けます。実際に発生した事故を VR を
通して体験、危険に対する感受性の向上だけではなく体験者同士の議論のきっかけにもなります。
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技術アピールシート
いーあいそる

株式会社イー・アイ・ソル

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

IoT、LabVIEW、計測、組込

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 5-33-7 徳栄本館ビル 8F

資本金

3,000 万円

25 名

従業員数

設立年（西暦）

2005 年

計測・制御・組込、IoT 関連分野におけるシステムの受託開発、販売、サービス

主要事業

http://www.ei-sol.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 営業部

伊永

沙織

03-6722-5040

TEL

saori.korenaga@ei-sol.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

音・振動含めた計測システム構築～見える化までをトータルで構築

 得意な顧客・市場分野

自動車、自動車部品、精密機器、重工、大学

 生産拠点・研究体制

東京/大阪

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS 認証（ISO27001 を認証基準とする）・EMS 認証・QMS（ISO9001）認証
PR 詳細

製品例

リアルタイム音源可視化装置
リ

サーモカメラを使用した計測システム

業界最高速 25fps・低コスト化・国内販売数 1 位

受託開発例

サーモグラフィ用 LabVIEW ソフトウエア

◇Ｃ
Ｃ様

◇錢高組様

インクジェットプリンタの電位計測効率

【IoT（状態監視）システム】TUNNEL EYE

を大幅に改善したマルチオシロシステム

トンネル工事見える化システム
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技術アピールシート
いーそる

イーソル株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

組込みソフト・画像処理

所在地

[本社]〒164-8721 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー

資本金

26,500 万円

主要事業
Web サイト

365 名

設立年（西暦）

1975 年

コンピュータ並びに周辺機器のソフトウェアとハードウェアに関する研究開発・製造・販売
http://www.esol.co.jp

連絡先（部署・氏名） EP 事業部
TEL

従業員数

事業推進室

03-5365-1280

佐藤

幸晴

E メール

satou@esol.co.jp

 得意な技術・製品

組込み機器のソフトウェア開発及び画像認識（ディープラーニング）

 得意な顧客・市場分野

製造業、電機

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001:2008 / JIS Q 9001:2008
PR 詳細

・IoT では必要不可欠な組込みソフトウェアの開発／販売
・センサー等の組込み機器で収集したデータをクラウドへアップロード
・組込み機器にディープラーニング機能を実装。データ学習のお手伝い
［適応分野］
ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）
マシンビジョン
ロボット
監視カメラ
モバイルアプリ
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技術アピールシート
いんぷりむ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社インプリム

技術キーワード

所在地

[本社]〒165-0026 東京都中野区新井 2-3-10 平井ビル 202 号室

資本金

600 万円

主要事業
Web サイト

2名

ノンプログラミング

設立年（西暦）

2017 年

コンピュータソフトウェア及びハードウェアのコンサルティング、企画、研究、開発、販売、保守

https://implem.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

従業員数

Web データベース、

森井

康吏

03-5942-6640

E メール

contact@implem.co.jp

 得意な技術・製品

オープンソースの Web データベース「プリザンター」の開発

 得意な顧客・市場分野

情報通信業

 生産拠点・研究体制

弊社のみで開発したもので、共同開発等はありません

 特記事項（取得資格・認証等）

商標登録済み、『第 30 回中小企業優秀新技術・新製品賞ソフトウェア部門』優秀賞
PR 詳細

当社は、大企業・中小企業を問わず組織活動に必要なマネジメントに時間をかけず、かつメンバー全員でマネ
ジメント活動が出来る「マネジメント快適化」をコンセプトに掲げ、現場の生産性向上を目的とした IT サービ
スを提供しております。そのコンセプトをもとに”オープンソースの Web データベース「プリザンター」”の開
発を行っております。
この製品は、企業が持つ複数の業務を Web アプリ化するための機能を提供します。プログラミングせずにデー
タ項目や表示形式を自由に設定したデータベースを作成できるため、業務に合わせた Web アプリを 10 分程度で
作成可能です。エクセルやメールではやりにくかった、多人数による頻繁な更新、バージョン管理、横断的なキ
ーワード検索、自動的な更新通知といった機能を備えています。これらの機能により組織の生産性を向上させ、
「働き方改革」の実現に寄与します。

▼製品紹介ページ
・オープンソースの Web データベース「プリザンター」
https://pleasanter.org/
・プリザンターのクラウド版「Pleasanter.net」
https://pleasanter.net/
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技術アピールシート
えいしーてぃ

エイシーティ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

構造解析シミュレーションソフト、

技術キーワード

AI

[本社]〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-8-3 渋谷安田ビル 8 階
[立川研究室]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-11-8 ドゥエール・エモン 205 号室
1,400 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

2002 年

構造、熱、流体、連成解析、及び AI 技術ソフトウェアの開発、販売、受託解析。共同研究。
http://www.actact.co.jp

連絡先（部署・氏名） 技術管理部・取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

03-6868-7304

山縣

延樹

E メール

yamagata@actact.co.jp

 得意な技術・製品

高品質の解析モデリング・解析ソフト技術開発。最先端 AI 技術を用いた構造最適化。

 得意な顧客・市場分野

自動車、機械・精密機械、電子機器、防衛。

 生産拠点・研究体制

立川研究室（大規模計算ができる高速処理コンピュータ（GPGPU 計算が可能）を設置）

 特記事項（取得資格・認証等）

国際学会 ICEP2014 で優秀技術論文賞受賞。H28 ものづくり・商業・サービス開発支援補
助金採択・実施[SPH 粒子法による高精度で欠陥予測ができる鋳造解析ソフトの開発]
PR 詳細

弊社では、広範囲の産業分野において解析シミュレーションソフトウェアーの研究開発、販売、コンサルティン
グサービスを実施しており、「特徴」、「優位性」は以下の通り。


（弊社所有のマルチフィジックス解析ソフト）

製造・設計工程における複雑な材料挙動、
機械特性を精度よくシミュレーションで
きるツールを持っている



ソースプログラムを持っているため、顧
客のニーズに合わせカスタマイズできる



各産業分野で、豊富な解析実施がある



最新の AI 技術による最適形状解析が可能

[解析実施例]
1.プラズマショット現象のシミュレーション
[解析概要]

材料流動、伝熱、

（解析モデルと結果）

材料拡散、相変化等を伴う放電
加工処理現象のシミュレーション
を実施。実験結果（右図）と比較
検証することにより本シミュレー

（実験結果）

ションの妥当性を確認した。
2.金属エンジンブラケットの最適塑性設計計算
[解析概要]

有限要素法を用いて金属性ジェット

初期形状

エンジンブラケットの塑性設計計算を実施。
なお、最新の AI 技術（例：アルファ碁のアルゴ
リズム）を用い、多目的最適化問題（例：重量
とコストを目的関数）を解くことも可能。

解析モデル(CAD データ)
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塑性設計が示す最適形状

技術アピールシート
えいぞうけん

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社映像研

技術キーワード

所在地

[本社]〒207-0015 東京都東大和市中央 4-922-11 トップヒルズ B101

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

電子応用装置設計・製造・販売
http://www.ezk.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

林

幸夫

042-563-7808

E メール

hayashi@ezk.co.jp

 得意な技術・製品

映像処理技術を基盤とした設計・開発・製造・販売。

 得意な顧客・市場分野

映像処理

 生産拠点・研究体制

東京都東大和市内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【デジタル映像処理は当社におまかせ!!】
・3 次元 YC 分離、IP 変換、解像度変換、DVE（特殊効果）等の技術。
・パソコンと接続してビデオ信号（SDI）を発生/取込する装置の開発。
・FPGA による高速信号処理。
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映像処理

1993 年

技術アピールシート
えーあい

株式会社エーアイ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

音声合成・TTS

所在地

[本社]〒113－0024 東京都文京区西片 1-15-15 KDX 春日ビル 10 階

資本金

4,380 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2003 年

音声合成システムにかかわるソリューションのご提供
https://www.ai-j.jp/

連絡先（部署・氏名） ビジネスソリューショングループ
TEL

40 名

03－6801-8461

E メール

マーケティングチーム 西村 綾
nishimura@ai-j.jp

 得意な技術・製品

音声合成

 得意な顧客・市場分野

防災無線・IoT・ロボット・館内放送・電話ガイダンス/IVR・CTI

 生産拠点・研究体制

開発センター 京都府相楽郡精華町光台 2-2-2

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

テキストの文章が簡単に肉声に近い音声に！
高品質音声合成エンジン
★AITalk®

AITalk®

3 つの特徴★

１．人間的でなめらか 人に近い自然な音声
２．総勢 15 名以上の話者 感情表現も実現！豊富な音声ラインナップ
３．誰の声でも短時間の収録で音声合成用データに変換
★豊富な提供形態をご用意しています★

WebAPI（SaaS 型）

サーバー設置型

機器組込み型（SDK）

★例えば・・・こんな所で使われています★

音声対話

防災無線

機器組込み
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ロボット

スマホアプリ

技術アピールシート
えくすぱんど

XPAND 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

サイン、多言語、バーコード、
空間リンク

[本社]〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町 1-11-7 ハイムグランデ東松山 2F
[都内所在地]〒104-0061 東京都中央区銀座 6-6-1
900 万円

従業員数

5名

銀座凮月堂ビル 5F
設立年（西暦）

2017 年

空間リンク用バーコード「XPAND コード」及び関連サービスの開発・運営
https://xpand.codes/

連絡先（部署・氏名） 南木
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

徹

03-6215-8400

E メール

nanmoku@xpand.co.jp

 得意な技術・製品

空間リンク用バーコード「XPAND コード」

 得意な顧客・市場分野

顧客層：公共施設・大型商業施設・交通機関・コンテンツプロバイダー
市場分野：サイン・標識・看板・屋外広告・モバイル

 生産拠点・研究体制

本社及び銀座支社

 特記事項（取得資格・認証等）

商標・意匠・実用新案登録済、商標国際登録出願済、特許出願準備中
PR 詳細

1.東京メトロの駅案内表示など、鉄道・バスのサインデザインを数
多く手がけてきた専門デザイン会社が開発したバーコード。QR コ
ードなどと異なり、空間へ大きく掲示しても、サインを圧迫せず、
景観を損ねずに、空間とネットをリンクできる。
2 接写が必要な QR コードと異なり、数 m 以上の中遠距離からスキャ
ンできるため、公共空間や商業空間の案内サインと連携させるのに
適している。建築や土木などの大きな構築物にも美しく設置するこ
とができる。
3.QR コードと同じアプリでシームレスに読み取れる。他のアプリで
も使えるライブラリーが供与されるほか、アプリ不要のブラウザー
版バーコードリーダーも提供している。
4.QR コードと同様、他社のアプリやモバイルサイトへ自由にリンク
できるオープンなサービスであるため、既存の情報資産を有効活用
できる。
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技術アピールシート
えすえすゆー

株式会社エスエスユー(Smart Solution Unity)

技術キーワード

所在地

[本社]〒191-0024 東京都日野市万願寺 3-48-7-103

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト
絡先（部署・氏名）
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

従業員数

4名

信号処理、組込み制御、

設立年（西暦）

回路設計

2011 年

組込みシステムのハード／ソフト受託開発／コンサルティング
http://www.ss-unity.com/
SS マネージャー 内村 芳春
042-843-4855

E メール

uchimura@ss-unity.com

 得意な技術・製品

組込みシステム開発時の構成提案／試作、検証、改善提案

 得意な顧客・市場分野

医療／計測／制御分野のメーカ様、IoT 関連機器開発

 生産拠点・研究体制

会津大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は、ソフトウェアおよびハードウェア両面で知見のある技術者が、要件定義の段階から検討に参加し、組込みシス
テムのスペシャリストとして、要求仕様の先にあるプラス・アルファまでを提案いたします。また、お客様の方針に沿
った、品質およびコストパフォーマンスを検討し、最適なシステム構成と実装方法の提案、試作、検証、量産試作（一
部量産も含む）まで対応いたします。
★「Think Smart, Act Smart」をモットーに、お客様から信頼を頂けるように努力しています。
【製品紹介１】Smart Iot モジュール(SDL-1)
SDL-1 は WiFi、BLE、USB、RS232C などを介して対象機器と接続することができ、
遠隔メンテナンスやデータ収集など、既存システムの IoT 化を容易に実現します。
各種センサー(温湿度、9 軸ジャイロ、GPS 等)の情報収集評価用にも利用可能です。
【製品紹介２】Smart Rfid モジュール(SRF1356)
SRF1356 は 13.56MHz 帯を用いた近距離型 RFID モジュールです。UART、WiFi、BLE
などの通信インタフェースを用いて既存システムへの機能追加を含め、幅広い用途
に使用する事ができます。
★ 弊社製品のハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズにも対応致します。
★ 計測/通信/制御/医療/交通/緑化などの分野で実績があり、新しい技術分野にも積極的に取り組みます。
主な対応実績（技術要素）
センサー技術

温湿度、振動、音、光、磁力、GPS、加速度、画像、各種生体信号、超音波、レーザー計測

信号処理

特徴点検出、FFT、各種フィルター処理、心電図解析、ディープマイニング

画像処理

高速画像入力、画像計測、パターンマッチング、動体認識

通信

USB、Ethernet、CAN、Bluetooth、Modbus、UART

表示

各種 LED 制御、LCD 制御、OSD、DVI、VGA

電源制御

電源監視／切替(AC/DC、電圧、電流）、バッテリー充放電制御

遠隔制御

遠隔制御送信機／受信機(情報収集／状態制御)、モニタ監視、データ取集

モータ制御

モータ駆動回路、トルク制御、回転数制御、位置制御、加減速制御
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技術アピールシート
えっちあいしー

株式会社エッチ・アイ・シー

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

スマートフォンアプリの開発

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 4-11-5 田町ハラビル 6 階

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

39 名

設立年（西暦）

1990 年

ソフトウェアの受託開発
http://www.hic-soft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 開発部
TEL

従業員数

鳥居

03-6435-1101

一仁
E メール

Kazuhito_torii@hic-soft.co.jp

 得意な技術・製品

各種言語に精通したベテラン技術者が多数在籍しており、様々なシステム開発に対応しております。

 得意な顧客・市場分野

メディア産業、各種メーカー、インターネット関連、教育関連

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO27001（ISMS 認証）、2017 年 E ラーニング大賞受賞アプリの制作
PR 詳細

【弊社の紹介】
1990 年の設立以来、一貫して受託開発業務に従事しており、当時では珍しかったシステム系の開発とエンタテインメント
（ゲーム）開発を同時に開発できる企業として長く営業してきました。

昨今は、スマートフォン向けアプリケーションの開発に強みを持っており、センサーから収集した情報の見える化、蓄積
分析などの IoT 分野での開発実績や、Fintech 分野でのバンキングアプリの受託開発など、分野を特定しない
受託開発ならではフットワークを利用して新規分野、異分野での開発実績を蓄積しております。

また、エンタテインメント系の開発でも BtoC 分野で必須の受け入れやすい UI や UX などに関する知見や発想にて 2017 年の
e ラーニング大賞受賞アプリの制作を弊社で受託しております。

受託開発が中心ということで、自社でアピールできる目新しい新規技術は保有しておりませんが、受託開発専業企業という
特色にて培ってきたプロジェクト実績と、経験豊富なエンジニア、経験に伴うエンジニア目線でつまずきそうなポイントや
開発の効率化に伴う提案などを弊社特有のスキルとして御社に提供できればと考えております。

弊社に開発相談を行った結果、後悔することなく❝良い仕事ができた❞と最後におっしゃっていただけるように日々精進を
重ねております。

【対応言語】

Kotlin,Java,Swift,Go 言語,Objectiv-c,C/C++,C#,JavaScript,Puby,PHP,Python 等
【クラウド】

AWS
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技術アピールシート
えなじーぱーとなー

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社エナジーパートナー

技術キーワード

コールセンターシステム、

所在地

[本社] 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-29-6 エルツ 6 ビル 8F

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

設立年（西暦）

2011 年

CTI のクラウドコールセンターシステム構築、ソフトウエアカスタマイズ
http://www.eng-partner.com/

連絡先（部署・氏名） 経営管理 G
TEL

従業員数

CTI、CRM 連携

嶋﨑

03-5291-1941

真理
E メール

kanri@eng-partner.com

 得意な技術・製品

クラウド型 CTI サービス・コールセンターシステム

 得意な顧客・市場分野

電話での受発信を扱う業務

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

届出電気通信事業者、一般派遣事業者、プライバシーマーク（ 17000995（04））、
ISO27001(2013 年取得)、ISO9001(2013 年取得)
PR 詳細

●「salesforce」連携、その他外部 CRM 連携も簡易 API を用意
弊社 CTI システム（CT-MAX）は、WEB システ
ムであれば連携機能を実装しております。
「salesforse」との連携は、多数の実績が
あります。
画面からのクリック発信も可能です。
他 CRM との連携開発についても素早く柔軟に対
応できる製品です。

●拡張性が高く、容易なカスタマイズ
CT-MAX の特徴として、
・業務（電話番号）毎、発信リスト毎で CRM 画面の項目追加やレイアウト変更が可能
・スクリプトボタンにより javascript の組み込み
・セカンダリ URL 機能で簡易に外部 WEB アプリケーションと連携
自由に画面レイアウトを変更でき、スクリプトボタンやセカンダリ URL 利用により、自社でちょっとした開発
も可能となります。そのままでも十分利用できる機能となっていますが、多様化する業務ではカスタマイズが容
易なクラウドであることが、長く利用いただけるポイントとなります。

●音質とサポート体制
どんな PBX（電話制御）を利用しているかで、音声品質や繋がり易さに大きな差が出てきます。
PBX 性能が高い製品であれば、ベストエフォート型の回線でも十分な音質が保てます。
逆に低い製品ですと、QOS サービスで音声劣化する場合もあります。
CT-MAX の BrekekePBX は、数千席まで同時利用が可能で、大手通信キャリア・金融機関等含め、多数の導入
実績もあり、信頼性の高い製品となります。また、Asterisk（アスタリスク）製品と異なり、弊社技術者がサポ
ートする製品となります。
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技術アピールシート
えぬぴーしー

株式会社エヌ・ピー・シー

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

真空、組立、搬送、検査装置

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 1-7-15 ヒューリック東上野一丁目ビル 5F

資本金

281,270 万円

主要事業
Web サイト

166 名

設立年（西暦）

1992 年

太陽電池製造装置の製造、工場用生産装置の製造、研究機関用装置の製造など
http://www.npcgroup.net/

連絡先（部署・氏名） 装置関連営業部
TEL

従業員数

03-5817-8830

古田
E メール

furuta.takahiro@npcgroup.net

 得意な技術・製品

真空ラミネーター、搬送装置、供給装置、組立装置など

 得意な顧客・市場分野

太陽電池製造メーカー、自動車業界、食品業界など

 生産拠点・研究体制

松山工場（愛媛県松山市西垣生 2889）

 特記事項（取得資格・認証等）

東証マザーズ上場、各国安全規格対応（国内：ISO、海外：CE、NEC など）
PR 詳細

真空包装機の製造・販売を目的として事業を開始し、真空技術を応用して真空ラミネーターを開発。太陽電池関
連で真空ラミネーターが評価され、電極付装置、搬送装置、検査装置などの製造を手掛けるようになる。装置納
入数は 2,000 台超。装置製造技術を活かし、自動車業界（部品組立装置や塗布装置など）、食品業界（梱包装置
や搬送装置など）、ディスプレイ業界（貼り合せ装置など）を始めとする業界に自動化・省力化装置を供給。
【松山工場】

（延べ床面積：35,991.49m2 / 大型装置・ライン単位での組立も可能）
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技術アピールシート
えぬぶいてぃー

株式会社 NVT
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-25

資本金

6,700 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

Web サービス開発

MARU ビル 4F

2名

設立年（西暦）

2015 年

製造業向けクラウド見積 Web サービス TerminalQ の開発・管理・運営
https://nvtnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

従業員数

技術分野

名取 磨一

042-595-7090

E メール

k.natori@nvtnet.co.jp

 得意な技術・製品

中小製造業を対象とした Web サービス開発

 得意な顧客・市場分野

中小製造業

 生産拠点・研究体制

東京都立川市錦町 3-1-25 4F

 特記事項（取得資格・認証等）

IT 導入補助金の対象ツール
PR 詳細

プロダクトの概要
TerminalQ は、製造業を対象としたクラウド型の見積支援サービス
機能（右図）
データベース機能、見積機能、経営分析機能、パートナーリンク機能
の４つの機能を有する
（詳細は https://terminal-q.com/terminalq を参照のこ
と）
特徴・用途
クラウドサービスの強みを活かした、場所や時間を選ばない見積支援
システムであり、見積時間の短縮、売値の適正化、外注業務の効率
化、経営分析などのニーズに応える。
HP など
・

プロダクトのランディングページ
https://terminal-q.com

・

プロダクトの Facebook ページ
https://www.facebook.com/terminalq.tq/

収益確保手段
・

有料ユーザに対する月額課金（無料ユーザには機能制限あり、詳細は https://terminal-q.com/price 参照のこと）

基本利用料 10,000 円/月、１アカウント毎に 6,000 円/
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技術アピールシート
えむえすでー

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社 MSD

IoT、AI、センサ,介護・福祉機器、
技術キーワード

医療機器、センシング等の高齢者見守り技術、
予防・保全技術

所在地

[本社]〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-16-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

4名

設立年（西暦）

2013 年

屋内位置即位を応用した施設・プラント・医療・介護におけるソリューション提供
http://www.m-sd.co.jp/

連絡先（部署・氏名）
TEL

03-5835-1521

E メール

yagi@m-sd.co.jp

 得意な技術・製品

屋内位置情報を使ったソリューション提案・開発・運用

 得意な顧客・市場分野

医療・介護業界、屋内施設における所在確認及び動線と分析

 生産拠点・研究体制

ハードウェア：東京エレクトロニツクシステムズ株式会社、TDK 株式会社、トーカイ株
式会社、福岡大学及びその他病院・クリニック・介護施設と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

屋内における無線通信端末装置が所定の位置に移動したことを認識する仕組みの特許取
得（その他出願中 26 件※共同出願含む）
、テクノエイド協会推奨貸与（介護保険対象商
品）商品５製品
PR 詳細

１．屋内位置情報システムのソリューション提供
複数年にわたり、医療・介護業界における人のうごき動線と滞在時間から、アラートの発報（ナースコール
連携）やコストの見える化を対応してきました。
２．バイタル連携ソリューション
ウェアラブデバイスによるバイタル情報と屋内・外位置情報ソリューションの提供が可能です。
ウェアラブルデバイスは、医療用（駆動日数：約 10 日）とヘルスケア用（駆動時間：約 14 日）があり、位
置情報との連携によるソリューションのご提案から開発、運用、サポートまで対応可能です。
３．研究・開発
顧客ニーズに応える、新規サービスの調査・研究・開発
ケア市場：医療・介護
➡� 転倒・転落検知、他
集合住宅市場：富裕層
➡� 新型コンシェルジュサービス
新市場：オフィス、プラント等
➡� 業務改善・効率、安心・安全
４．強み
単に、位置情報を提案するのではなく、顧客のニーズや課題・問題点に対して、様々なシステムや機器との
連携・連動を考慮し、顧客にマッチした提案を行うことが可能です。
５．デバイス
受信機

送信機
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技術アピールシート
えむそふと

株式会社エム・ソフト
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

画像処理、AR

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 2-18-10 日本生命上野ビル 6F
[都内所在地]〒110-0005 東京都台東区上野 6-16-20 松村ビル 2F
10,000 万円

従業員数

300 名

設立年（西暦）

1987 年

ソフトウェア受託開発、プロダクト・サービス（AR/VR サービス、映像切り抜きサービス）
https://www.msoft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 新事業推進部
TEL

技術分野

宮本

03-5812-4440

淳生
E メール

sales_info@msoft.co.jp

 得意な技術・製品

画像・映像ソリューション、AR ソリューション及び企画・提案・アプリ開発

 得意な顧客・市場分野

観光業界、不動産・建築業界、店頭・イベントデモ

 生産拠点・研究体制

上野事業所、筑波大学と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得、ISO/IEC27001 取得、プライバシーマーク認定
PR 詳細

■AR を活用した空間メモアプリ

「STag」
□メモを貼る

□メモを共有

■観光 AR アプリケーション

「かんぷら」

観光向けに特化した８つの機能
□エアタグスポット
□ルート案内
□AR 動画
□スタンプラリー
□ビーコン機能
□プッシュ通知機能
□フォトフレーム
□多言語表示
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技術アピールシート
おのでんきせいさくしょ

技術分野

株式会社小野電機製作所
所在地

[本社]〒142-0051

資本金

1,000 万円

技術キーワード

システム・ソフトウェア
メカトロ・組込み機器開発
(研究用ロボット・試験装置の受託)

東京都品川区平塚 2-4-17
従業員数

23 名

1947 年

設立年（西暦）

研究用ロボット、宇宙関連実験装置、研究用医療機器の受託開発、精密機械部品の加工

主要事業

http://www.ono-denki.com

Web サイト

営業部

連絡先（部署・氏名）

03-3783-6781

TEL

E メール

eigyou@ono-denki.com

 得意な技術・製品

「機構設計～加工～組立～組込み機器開発～動作確認」の受託

/

精密機械加工

 得意な顧客・市場分野

大学工学系研究室、公的研究機関、民間企業の研究開発部門（研究用ロボット）

 生産拠点・研究体制

本社・第 2 工場

 特記事項（取得資格・認証等）

中小企業新事業活動促進法による「経営革新計画承認企業」
「経営力向上計画に係る認定」

(東京都品川区)

PR 詳細

【得意な技術】
 製造部門の機械加工のノウハウを生かし、3 次元 CAD/CAM と CAE（機構・構造解析）を使用した高性能に特
化した機構設計と組立・調整
 NC フライスや汎用旋盤も利用した「多品種少量生産」と「コストダウン対応」
 同時 5 軸複合旋盤・同時 5 軸マシニングセンタなどによる難形状・微細形状の加工
 長年の熟練技能のノウハウとして、手作業（接着、圧入、はめあわせ）と難削材の加工
【製品の優れている点】
 宇宙・海洋・災害救助・医療・福祉・VR の分野において様々な納入実績があるため、使用用途に応じて最適
な製品を開発・納入できる。
 自社内一貫生産のため、納入後のメンテナンス・改良の対応が迅速である。
【PR】
 自社内にて「機械設計～基盤開発・ソフトウェア開発～配線・組立・調整～実機評価」まで対応可能なため、
積極的な提案をし、コストダウンや納期短縮を実現させます。
 昭和 13 年の創業を基盤とし、現在は、民間企業研究開発部門、大学工学系研究室、公的研究機関と多くの
取引実績があります。
以下は納入実績品の一例です。
宇宙・航空関係：

介護・福祉関係：

月面走行車輪（地上実験用）

移動支援ロボット（研究用）

機構設計・機械加工・組立/調整

機構設計・機械加工・組立／調整・配線

海底・海洋関係：

医療関係：

海底探査ロボット（実機）

触覚鉗子付外科手術支援ロボット（研究用）

機構設計・機械加工・基板開発

機構設計・機械加工・組立／調整・配線

組立／配線・ソフトウェア開発

【特記事項】
平成 14 年 11 月
平成 23 年 6 月

宇宙開発事業団

品質管理功労賞

受賞

宇宙航空研究開発機構（JAXA）から「IKARABOS 成功記念の感謝状」
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技術アピールシート
おふぃすめいぷる

オフィス・メイプル
所在地

[本社] 〒166-0003

資本金

－

技術キーワード

観光、インバウンド、
商店街、まちづくり

東京都杉並区高円寺南 3-46-9 プラザ U401
3名

従業員数

設立年（西暦）

2009 年

まちづくり・商店街活性化、IT システム企画・開発、プライバシーマークコンサルタント

主要事業
Web サイト

https://www.office-maple.net/

連絡先（部署・氏名） 上原
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

正

03-5929-9436

Tadashi_uehara@office-maple.biz

E メール

 得意な技術・製品

商店街・商店関連業務分析

 得意な顧客・市場分野

商店街・商店街を中心としたまちづくり、地域活性化

 生産拠点・研究体制

エンデバーネットワークス株式会社

 特記事項（取得資格・認証等）

なし
PR 詳細

多言語（16 か国）翻訳対応の商店街向けホームページでページ内の個別の案内をスマホ・タブレットでお
店がリアルタイムに更新できるホームページ CMS（商店街版・観光地版）です。
杉並区商店会連合会の青年部企画として、廉価な仕組みを商店街加盟の利点となるよう開発いたしました。
以下、４つの基本機能がベースとなっています。
１．

インバウンド対応としての多言語機械翻訳機能（国内翻訳会社提供）

２．

各ページの案内内容をスマホ・タブレットで更新

３．

スマホアプリ連携
・ビーコン（発信機）とＧＰＳ、NFC チップでのご来客の位置測定機能による道案内や近くの個店
の情報発信、クーポン発行、イベント等においてもポイントラリーや移動する目標の追跡などで、
まちめぐりを促す機能と連携できます。

４．

複数商店街をまとめた地域ごとの特徴のあるポータル機能と検索機能

杉並区高円寺の５商店街の多言語ポータルをリリースしたほか、アートイベントでのポイント取得や東京
高円寺阿波おどりでの阿波おどり連追跡を実施しました。
こちらが、高円寺単独商店街（パル商店街振興組合）のポータル HP です。
http://pal.kouenji-street.tokyo/
高円寺は 7 商店街をまとめたポータルとして以下があります。
http://高円寺.tokyo/
全国の商店街、観光地が対象の製品となるため、本製品を地域活性化ツールとして展開、導入をしていた
だける企業、団体様を募集しております。杉並区商店会連合会青年部を通して全国の商店街との橋渡しも
可能ですが、加盟店のそれぞれの情報の収集や商店街のプロジェクト体制や使い方の加盟店への周知など
のコンサルティングが必要です。
製品を代理店価格で提供させていただき、導入コンサルタント等で活用いただけないかと考えています。
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技術アピールシート
がいあしすてむそりゅーしょん

株式会社ガイア・システム・ソリューション
所在地

[本社]〒141-0031

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

東京都品川区西五反田 2-25-2

ソフトウェア検証

飯嶋ビル 5F

10 名

従業員数

画像処理、

技術キーワード

設立年（西暦）

1996 年 1 月

調査・コンサルティング、米国 Sension 社製注目度計測技術のライセンス販売
米国 CodeDx 社製、セキュアプログラミング検査支援ツール販売
http://www.engagement.style

連絡先（部署・氏名） 営業統括部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

岡崎

Corporate: https://codedx.com/

幹夫

03-5434-7148

okazaki@gaiaweb.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

カメラを使った注目度測定技術の研究・開発 / CodeDx ツール製品販売

 得意な顧客・市場分野

教育、広告宣伝 / 車載（自動運転）
、通信、エンタープライズ

 生産拠点・研究体制

日本、米国

 特記事項（取得資格・認証等）

特許

第 6055535 号

他、特許取得、特許出願中多数
PR 詳細

●技術１：人の注目度をカメラで数値化

●技術２：数週間の作業を数分に短縮！

 スタンフォード大学発の技術をベースに人の注目度を非接
触に計測します
 注目度は人の興味や関心、集中等の度合いを知るための指
標となります

セキュアプログラミング検査支援ツール

セキュアプログラミング検査に必要な
複数ツール結果のレビューに困っていませんか？
TOOLS

 必要なのは標準的なデジカメ/ウェブカメラとソフトウェ

コーディング・ルール

QA・C
LDRA
Coverity
Compass/
ROSE
など

アだけ

：

 顔画像は一切記録しないためプライバシーを侵害しません
designed by Benzoix - Freepik.com

A

D
C

B

活用例

SERIOUS
LEVEL1
SEV-HIGH
Code Dx

E

MLK
MEM-LEAK
MEMORY

Standards mapping
Severity

Error

CWE

…

Critical

Pointer error

123

…

High

Array bounds error

476

…

Low

Memory Leak

…

…

 IoT デバイスや組込み製品の、セキュリティの確保は非常に重
要となっています
 セキュアプログラミング検査時に、全ての検査項目を単独で
カバーするツールは無い為、現場では、複数のツールを使っ
て総合的な検査を行わなければならない状況にあります
 しかし、検査結果はツール毎に異なっており、エラーの呼称

教育：
生徒の注目度計測で教師の
パフォーマンスを客観的に評価

視聴率：
視聴者の注目度計測
で真の視聴率を測定

も様々であるため、複数のツールを使った場合の検査結果レ
ビューには、膨大な時間とコストが必要となっています
 Code Dx Enterprise は、様々なテストツールの結果を１つに
統合された結果セットとして自動で統合し、品質やセキュリ

小売り：
消費者の商品に対する注目度計測で
パッケージ方法や陳列方法を改善

ティの問題を一括管理するため、レビューの為の作業や結果
の判断までの時間を劇的に短縮します
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技術アピールシート
がなしす

ガナシス株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

企業用業務アプリケーション

所在地

[本社]〒165-0026 東京都中野区新井 5-29-1 西武信用金庫新井薬師ビル 502 号

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

2006 年

ソフトウェア常駐 SES・受託開発、ソフトウェアソリューション事業
http://www.ganasys.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

任

昇均

03-6454-0461

E メール

sales@ganasys.com

 得意な技術・製品

Java による業務アプリケーションの開発

 得意な顧客・市場分野

システム開発

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

特定労働者派遣事業許可[特 13-304936]
PR 詳細

ネット DE フォト。写真注文管理システム！
ネット上で写真を選んで印刷枚数を申請することができるシステム！
For Your Delight
ガナシスは「やさしい最先端」を創造します。
「人と人をつなぐ言葉、その言葉の始まり、またいつまでも初心を忘れないこと、その全てがガナシスです。」
常駐型ソフトウェア開発と受託開発も行っております。
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技術アピールシート
くらふとわーく

株式会社クラフトワーク

医療機器組込ソフトウェア、AI、

技術キーワード

所在地

[本社]〒190-0023 東京都柴崎町 3-5-15 ＯＳビル 5Ｆ

資本金

2,500 万円

49 名

従業員数

スマフォアプリ、Web システム

設立年（西暦）

1995 年

ソフトウェア開発

主要事業
Web サイト

http://craft-server.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

田井中

由紀

042-512-8287

y-@tainaka@craft-server.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

制御組込ソフトウェア開発、Deep Learning AI 開発、Web システム基盤構築

 得意な顧客・市場分野

医療機器メーカー、医療機器ベンチャー、大手 SIer

 生産拠点・研究体制

東京都立川市・東京大学大学院工学系研究科・玉川大学脳科学研究所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO27001 認証取得(2008 年)
IPA SECURITY ACTION

ISO9001 認証取得(2013 年)

IEC62304 プライベート認証取得中
PR 詳細

当社は医療を中心としたソフトウェア開発で社会貢献に寄与しております。
これまで培ってきた技術に加えて、AI といった新しい技術を取り込み、より多くの方々の健康と幸せに寄与で
きるソフトウェア開発を目指している会社です。
■医療機器ソフトウェア開発■
IEC62304 に準拠したソフトウェア開発とドキュメントを得意としています。
開発実績：超音波診断装置、医療用分析機器、骨密度診断装置、磁気プローブ
iOS(iPhone、Mac、Apple Watch)、Bluetooth 通信（Ubuntu、bluez）
技術スキル：Windows Embedded、OS レス、RTOS(ITRON 系)、iOS(Swift)
要件定義からシステムテストまで IEC62304 の開発プロセス及びテクニカル文書に対応可能。
システムテストでは「ユーザビリティを考慮したシナリオテスト」を得意としています。
■Deep Learning AI 技術■

MRI 画像解析 AI と生活支援ロボットをアカデミアと共同研究開発
開発環境：Linux(Ubuntu)、NVIDIA GPU サーバ、Tensor Flow、Python
＜MRI 画像解析 AI＞
・画像識別のグループ化、共通点/特徴点の抽出
・取得した画像の判別判断
＜生活支援ロボット＞
・トヨタの生活支援ロボット「HSR」を使用し、画像・音声を識別・判別をする機能
⇒対象者の要求物（声で認識）を探して対象者に手渡す等の一連の動作
■Web システム基盤構築■
SPLE アーキテクチャでの Web システム基盤構築
開発環境：Windows、Eclipse

動作環境：Linux、Apach、Tomcat

開発実績：キャリア向け Web システム基盤開発、官庁（海外）向け Web システム基盤開発等
その他 Web アプリ全般対応
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技術アピールシート
けいさんりきがくけんきゅうせんたー

株式会社計算力学研究センター
所在地

[本社]〒142-0041

資本金

7,300 万円

主要事業
Web サイト
連絡先(部署・氏名)

TEL

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

科学技術系ソフトウェア開発

東京都品川区戸越 1-7-1
従業員数

57 名

設立年（西暦）

1982 年

医理工学系のソフトウェアの開発および受託開発。海外製専門ソフトウェアの販売
http://www.rccm.co.jp/
第 3 技術部 石川 宏
03-3785-3659

E メール

ishikawa@rccm.co.jp

 得意な技術・製品

科学技術系ソフトウェア開発、各種音響解析技術、計測データ活用技術

 得意な顧客・市場分野

研究開発・製品設計・解析部門の顧客、製造業・土木建築業・医療業界

 生産拠点・研究体制

東京都品川区戸越 1-7-1、技術開発部 5 部制、技術者 44 名

 特記事項（取得資格・認証等）

H24,25 ものづくり補助金採択、H25,27,28 新製品・新技術開発助成事業採択
PR 詳細

■活動実績

①

創業以来、航空宇宙・自動車・防災・土木・化
学・医療等の分野で、構造・熱流体・音響・溶
接・メッキなど、幅広いテーマの数値解析ソフ
トウェアの開発、販売・サポート、解析業務を
行う。そこでは、大学(東京・京都・金沢工業大
学他)・国立研究機関（JAXA他）
・各種委員会（土
木学会、生体機構制御研究会、医療関係）との
連携や、30年前から開始した海外優秀製品の紹
介・導入という強みを発揮させている。
■主要製品
1.Macs（マスコンクリートの 3D 温度応力解析）
2.Mechanical Finder（骨強度評価）
3.NX NASTRAN（構造解析業界標準ソルバー）
4.FactSage（熱力学平衡計算）
5.ACTRAN（有限要素法による汎用音響解析）
■近年の開発品
①風力発電高品質設計システム(メッシュ作成

②

から流体・構造・音響解析まで)
②走行騒音の波動音響評価システム
③FEMS（二関節筋理論に基づく実行筋力の評価）
④地震・地すべり・津波解析システム
⑤光音響解析ソフトウェア
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技術アピールシート
こすもえあ

コスモエア株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

フリーWi-Fi 認証システム

所在地

[本社]〒146－0091 東京都大田区鵜の木 2-2-8

資本金

5,039 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2002 年

法人向けネットワーク及びセキュリティインテグレーション
http://www.cosmoair.co.jp

連絡先（部署・氏名） ＡＵＴＨ１１事業部
TEL

6名

03-5732-1502

事業部長 村上 武人
E メール

mur@cosmoair.jp

 得意な技術・製品

フリーWi-Fi 認証システム ワイファー(英語名 Wi-FAA)

 得意な顧客・市場分野

企業向けプロバイダ向けネットワーク及びネットワークセキュリティ、認証

 生産拠点・研究体制

品川データセンター設備にてワイファークラウドサービス提供

 特記事項（取得資格・認証等）

第二種電気通信事業者
PR 詳細

FreeWiFi 認証システム 「ワイファー」
CATV 局、自治体向けメトロ FreeWiFi 認証システム AUTH.11 を開発提供している当社は、従来のメトロ WiFi 向
け無制限ユーザ認証システムのラインアップとして、新たにミュージックホール、スポーツスタジアム、コンフ
ァレンス会場、展示会場、商業施設、ホテル、企業、その他パブリックスペース向けゲスト WiFi・FreeWiFi 認
証システム、ワイファー(英語名 Wi-FAA)を 7 月にリリースし、2020 年オリンピックイヤーに向けて、さらなる
市場規模とシェアの拡大を目指しております。
・マルチベンダーAP に対応
CISCO、HPE ARUBA、RUCKUS を始めとする主要海外メーカ各社のＡＰ（アクセスポイント）にとどまらず、国産
ＡＰ含めどのようなメーカの WiFi AP においても、ワイファーは独自の方法で連携し FreeWiFi サービスを提供
できる仕組みを提供しております。
・導入費用削減
マルチベンダー対応により、既設ＡＰを交換せずそのままにゲスト WiFi システムで活用できるため、ＡＰを
新設するよりはるかに低コストでゲスト WiFi、FreeWiFi の導入が可能です。既設ＡＰの交換は製品毎に異なる
電波特性に適した付け工事が要求されるため、再度の無線サーベイ、ヒートマップ作成、取り付け位置の見直し
変更、それに伴う配線工事など多大な工費が再度発生するため、既設ＡＰを交換せずそのままにゲスト WiFi シ
ステムで活用できることで、大幅な導入費用削減が可能となります。
・導入／運用が容易に
またワイファーでは、一般的な認証システムではＳＮＳ認証の際運用上必要とされていたＷＬＡＮコントロー
ラによるＳＮＳプロバイダで採用しているＣＤＮサービスに対応する複雑なウォールガーデン管理・ホワイトリ
スト管理・認証前ロール管理が不要となります。
メンテナンスフリーとなるため運用管理コストを大幅に軽減できます。
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技術アピールシート
さんわこうき

三和工機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

機械設計、装置、電気・電子、
マイコン、ソフトウェア、制御

[本社]〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町 12 番地 2
[事業所]〒190-0012 東京都立川市曙町 1-36-3 東芝立川ビル 2 階
10,000 万円

908 名

従業員数

設立年（西暦）

1959 年

設計開発型エンジニアリング（機械・電気・電子・ソフト設計、各種装置の設計製作）
https://www.sanwakoki.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業企画部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

本間

昇

03-6859-1551

n_honma@sanwakoki.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

生産設備の設計製作、組込みソフト・自動瓶飾り装置、産業用組込みソフト開発

 得意な顧客・市場分野

産業用生産設備、半導体設計、マイコン制御ソフト、医療器ソフト、自動車関連

 生産拠点・研究体制

立川と府中に設計拠点、神田本社にメカ系開発センター、国内２社と台湾に設計子会社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は 1959 年設立のエンジニアリングサービスの会社 です。
自動瓶飾り（ひも結び）装置

・ＦＡ/メカトロ装置設計及び設計･製作
・各種製品開発設計（建設機械、医療機器、液晶モジュール等）
・半導体設計/評価、組込みソフトウェア開発、各種基板設計
設計製作・派遣・請負で、三和工機グループ 1000 名の技術者 がお客様をサポ
ート致します。
装置設計では、自動車生産設備・液晶生産設備・各種自動化装置で培った技術
の蓄積で、ご要望に合わせた オリジナルの設備を開発 致します。

アルミホイールハンドリング設備

※開発装置の一例は YouTube でも公開中
YouTube 三和工機公式チャンネル
http://goo.gl/eFSEkg

またはこちらから

→

当社は長く半導体設計に携わってきた経験から、マイコン応用システム開発
に強みがあります。マイコンの選定からソフトウェア開発、専用基板の設計
から各種ドライバ開発、評価まで。量産を除くソフト・ハードをワ
ンストップで対応が可能です。

組込みソフト用
学習教材

マイコン評価用基板
・ドライバソフト

各種製品開発の分野では 技術者の派遣・請負 で、メカ・電気・半
導体・制御・ソフトウェア開発等、様々な分野で経験豊かな技術者
がお客様の製品開発をサポート致します。
三和工機は“Biyond2020”を応援します。 ※自動瓶飾り装置は日本伝統産業品（日本酒）の魅力発信をお手伝
い（蝶結び＝日本文化の伝統美）し、未来に向けたレガシー創出を応援しています。
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技術アピールシート
しーしーでー

株式会社シー・シー・デー
所在地

〒192-0046 東京都八王子市明神町 1-25-11

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

外観検査、プログラム製作

5名

従業員数

設立年（西暦）

1982 年

外観検査装置、画像入力ボード製造・画像処理ハード・ソフト製作
www.ccdimage.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業
TEL

技術分野

西川 信一

042-646-6679

sales@ccdimage.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

外観検査装置、画像入力ボード製造・画像処理ハード・ソフト製作

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制

〒192-0046 東京都八王子市明神町 1-25-11

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

シート外観検査装置

（例）

(1)シート外観検査装置
シート状の製品をＣＣＤラインカメラで画像入力し、キズや汚れ、凹凸などの欠点を検出します。
パターン印刷されたシートの検査に対応し、印刷パターンの外観検査および指定位置の寸法測定も
可能です。
品種設定画面と欠点検出画像

(2)CCD カラーカメラによる垂直反射率画像計測装置
約□4 ㎜（約 19 万点）の反射率（R,G,B）を、開発したデータ処理により表面粗さと
反射色彩値の同時測定が可能です。

(4)チップカウンタ
(3)錠剤検査装置

241

技術アピールシート
しすてむけいかくけんきゅうしょ

株式会社システム計画研究所

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AI、機械学習、画像処理

所在地

[本社] 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 2 番 9 号 カスヤビル

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1977 年

AI・医療・通信・画像関連のソフトウェアの開発・販売
http://www.isp.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 事業本部
TEL

102 名

従業員数

第２セグメント 石塚 寛之

03-5489-0232

 得意な技術・製品

h-ishi@isp.co.jp

E メール

AI、画像処理、医療情報、通信・ネットワークの諸分野を中心としたソフトウェア開発、
システム開発、システムインテグレーション、コンサルテーション

 得意な顧客・市場分野

AI、画像処理、ロボティクス、インフォマティクス、外観検査、医療情報

 生産拠点・研究体制

ラボラトリ（東京都渋谷区）

 特記事項（取得資格・認証等）

2008 年 11 月 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）認証取得
PR 詳細

当社は今期 41 期目となる独立系研究開発型のソフトウェア開発会社です。事業領域を高度技術分野に絞り込み
ソフトウェアの開発・販売を行っており、現在 AI 分野を事業としても研究としても取り組んでおります。当社
は AI のコンサルティングからシステム構築、サービス化までワンストップでお手伝いいたします。
○自社製品・研究開発
・小規模データから始める高速学習型検出エンジン『REEL』
・製造業向け AI 外観検査ソフトウェア『gLupe』
・監視ソリューション向け AI エンジン『SENLI』
・コンクリートのひび割れ検出エンジン『ひびここ』

○業務実績
・自動車業界、通信キャリア、製造業、人材紹介業等
・AI 立ち上げ支援、コンサルティング、システム構築、
および企業向けプライベートセミナー実施多数
・NVIDIA 様「ディープラーニング相談室」パートナー企業
・NVIDIA 様 Deep Learning スーパーコンピュータ「DGX-1™」正規代理店 GDEP アドバンス様と連携した「導入支援プ
ログラムのご提供」

○共同研究・公募案件
・京都大学 奥野研究室との「ビックデータ創薬」に関する共同研究
・宇都宮大学 尾崎研究室とのつくばチャレンジに関する共同研究
・経済産業省「省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業（機能性材料の社会実装を支える高速高効率な安全
性評価技術の開発-毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法の開発-）
」への参加
・農林水産省「人工知能未来農業創造プロジェクト（ＡＩを活用した土壌病害診断技術の開発）
」への参加
・練馬総合病院様との共同研究
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技術アピールシート
しすてむもーめんつ

株式会社システムモーメンツ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

アプリケーション開発

所在地

[本社]〒107-0062 東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビルＭ２

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

1998 年

システム構築に伴うコンサルテーション、設計、製造 ビッグデータに対するデータマイニング等

http://www.moments.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

03-6804-5430

大松

穣二
E メール

g.daimatsu@moments.co.jp

 得意な技術・製品

Java、PHP、.net 系の言語を駆使したシステム構築

 得意な顧客・市場分野

物流倉庫、不動産賃貸管理、データマイニング、システム運用

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

主な開発事例
・物流倉庫系のシステムリプレース及び開発（某製造系企業直契約）
弊社は小規模ながら昨年より本システムを手掛け、近々リリース予定です。
規模は８０人月強で弊社レベルの企業ではなかなかこなせる規模ではありませんが、ほぼスケジュール通り完成
を迎えようとしています。（VB.net ORACLE Linux 環境下での開発）
・不動産賃貸管理システム（某化粧品製造販売企業子会社直契約）
第一フェーズ開発より足かけ８年システム保守維持管理、追加機能開発を手掛けております。
開発総規模は５０人月強におよび、現状新機能追加開発の提案中です。
（Java VB.net

SQL Server Windows 環境下での開発）

・データマイニング
国立情報学研究所との契約により博物館、美術館等の来場者データ活用等のシステム構築。
国立民族学博物館、東京都美術館、国立新美術館、横須賀美術館等のシステム構築を手掛けております。
（Java PHP MySQL Linux 環境下での開発）
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技術アピールシート
じゃこむ

株式会社ジャコム

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

組込みデータベース

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-19-1 ビッグス新宿ビル

資本金

4,900 万円

設立年（西暦）

1974 年

システム・アプリケーション開発

主要事業
Web サイト

http://www.jacom.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 新規ビジネス推進室
TEL

193 名

従業員数

03-3354-6701

室長

尾島

泰弘
ojima@jacom.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

組込みデータベース、BI ダッシュボード、高速開発プラットフォーム、POC 支援

 得意な顧客・市場分野

産業機器メーカー様、他、業種問わず

 生産拠点・研究体制

新宿本社、名古屋事業所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO27001、ISO14001
PR 詳細

EMPRESS 組込みデータベースを、機器のインテリジェンス化、エッジコンピューティングにご活用ください。
ジャコムの EMPRESS 認定技術者が、導入のご検討や製品評価、実証実験のフェーズから手厚くサポート致します。
高速データベースエンジン
Empress のデータベースエンジンはインプロセス型です。クライアントサーバ型に比べると通信時間
のロスが無く、少ないメモリ消費量で稼働します。
ANSI SQL 準拠
ANSI SQL 92 に準拠したリレーショナルデータベースで、JDBC / ODBC / ADO.Net 等の標準仕様にも
対応しており、各種プログラム言語や開発環境に適合します。
非断片化構造
データ登録と削除を長期間繰り返しても、データ領域の断片化が発生しにくい構造を持ちます。
データ格納効率低下やデータアクセス速度低下を回避する処理(デフラグ・バキューム)が不要です。
断電回復機能
電源の瞬断による不整合が発生しても、再起動後に素早く修復されます。トランザクションのロール
バックや、破損した辞書データやインデックスの再作成等が、高速で実行されます。
In-Memory機能
登録データをメモリに格納できます。リアルタイム性が求められるデータはメモリに格納し、その他
のデータはファイルシステムに格納する使い分けが可能です。
レプリケーション機能
同じデバイス内の異なるデータベース間から、異なるデバイス・OS 間まで、データ連携が可能です。
データの漏れや重複が発生しない仕組みは、サーバ・クラウド連携にも活用されています。
暗号化機能
NSI 標準のブロック暗号化方式(AES256 等)を採用しており、ユーザの暗号化アルゴリズムを使用でき
ます。データベースの部分的な暗号化が可能で、暗号化による性能劣化は僅かです。
導入実績：FA コントローラ、PLC／加工機、成形機など各種工業機器／MFP、業務プリンタ／通信カラオケ端末／
医療機器／POS 機器／各種通信機器／タブレット、モバイル機器／ロボット／IoT/M2M ゲートウェイ等
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技術アピールシート
すたじおわおりえんと

スタジオ和オリエント株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

VR、3DCG、シミュレータ

所在地

[本社]〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町 1 番地

イケダビル 9F

資本金

600 万円

設立年（西暦）

主要事業
Web サイト

2005 年

VR コンテンツ開発（労働災害体感アプリケーション、訓練シミュレータ等）及びモデルデータ作成

http://www.studiowa.com/

連絡先（部署・氏名） 情報機器部
TEL

6名

従業員数

部長補佐

03-5207-8080

井口

修
iguchi@studiowa.com

E メール

 得意な技術・製品

触覚を利用した VR 体感コンテンツ

 得意な顧客・市場分野

安全教育

 生産拠点・研究体制

東京本社、島根支店（島根県松江市）、スタジオ和ベトナム（ベトナム・ホーチミン）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

10 年以上に渡って、VR を使った訓練シミュレータ（運転シミュレータ、ショッピングシミュレータ等）や安全教育向
けの CG 映像等の作成を行って来ました。
・RiMM 危険体感 VR システム
・運転手・車掌向け鉄道運転シミュレータ
・消費行動調査向けショッピングシミュレータ
・自然災害危機管理訓練シミュレータ
・原子力発電施設向け防護設備設計の訓練シミュレータ
・原子力発電施設向け遠隔操作訓練シミュレータ
【RiMM 危険体感 VR システム】
VR を使用した災害事故を安全に体感する製品の開発を行って
おり、事故そのものを体感することで危険感受性を向上させ、
効果的な安全教育を目指しています。視覚、聴覚だけでなく
他の感覚の刺激やデフォルメ表現等の演出を行っており、強
い印象を残すことで高い教育効果が期待されます。安全教育
にとどまらず、技能伝承や技能向上にも活用できるプラット
フォームの開発を進めています。

【原子力発電施設向け防護設備設計の訓練シミュレータ＆遠隔操作訓練シミュレータ】
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技術アピールシート
そうぞうでざいん

有限会社創造デザイン

[本社]〒194-0212 東京都町田市小山町 3643-5

資本金

300 万円

Web サイト

従業員数

4名

遠隔現場、技術支援

設立年（西暦）

1997 年

製造業向けパッケージソフト開発販売
http://sozodg.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技能伝承、作業分析、

技術キーワード

所在地

主要事業

システム・ソフトウェア

技術分野

鹿又 祐二

042-774-2246

 得意な技術・製品

E メール

sozo@sozodg.com

・効率的な技能伝承を可能とするｼｽﾃﾑ構築
・映像圧縮技術/ｾｷｭｱな通信を基にした遠隔支援ｼｽﾃﾑ構築

 得意な顧客・市場分野

・製造業 ・サービスメンテナンス業

 生産拠点・研究体制

自社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

〇技能伝承・映像電子マニュアル作成ソフト
映像マニュアルが簡単に作成でき、
既存の手順書と一緒に本棚形式で
区分け整理できる技能伝承ソリュ
ーションです。
複数カメラを同時撮影する仕組み
もあります。

〇作業分析・技術レベル見える化ソフト
1:1、1:N の作業分析・作業改善・技術レベル見える化が可能なマルチプレイヤーです。
熟練者との映像比較により社員のスキルチェック、スキルアップを図ることができます。

〇遠隔地現場リアルタイム技術支援ソフト
遠隔地（国内・海外）現場でのトラブ
ルに素早く、簡単に現場にアクセスし
て熟練技術者が出張せずに
技術支援ができる IoT ソリューション
です。両者で図面、ライブ映像を共有
して、指示・指導が可能。
本部（技術部門）で現場情報を共有し
ながらリアルタイムサポートが可能に
なります。
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技術アピールシート
そふとさーぼしすてむず

システム・ソフトウェア

技術分野

ソフトサーボシステムズ株式会社

制御装置、モーションコントローラ、
EtherCAT、半導体製造装置、

技術キーワード

ロボット制御、CNC、PC ベース
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-13 立川 AS ビル 2F

資本金

43,237 万円

従業員数

15 名

設立年（西暦）

1996 年

PC ベースのモーションコントローラメーカの開発及び販売
主要事業

①半導体製造装置等、各種製造装置向けモーションコントローラ
②産業用ロボットコントローラ

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

http://www.softservo.co.jp
取締役 技術部長 大塚 久人
042-512-5377

 得意な技術・製品

E メール

h_otsuka@softservo.com

専用のハードや基板なしに PC 一台で複数の産業装置に対して高速同期制御を可能にす
るソフトウェア技術

 得意な顧客・市場分野

日立製作所、リコー、DISCO、サムスン電子（韓国）
、鴻海（台湾）
、Huawei（中国）
半導体製造装置メーカ、スマホ製造装置メーカ、産業用ロボットメーカ、加工機メーカ

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

登録番号：US 6826434、出願番号：US 09/344433、第 14 回多摩ブルー賞優秀賞受賞
PR 詳細
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技術アピールシート
とうようしすてむ

東洋システム株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

ソフトウェア開発、業務パッケ
ージ、ネットワーク基盤

[本社]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-3-17 第 1 東洋ビル
[都内所在地]〒197-0003 東京都福生市熊川 1490-4 第 2 東洋ビル
5,000 万円

170 名

従業員数

設立年（西暦）

1976 年

ソフトウェア開発、ネットワーク構築、ICT 技術サポート、セキュリティコンサル
http://www.toyosystem.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

グループリーダー

042-551-1040

永吉

E メール

保夫
Nagayoshi_yasuo@toyosystem.co.jp

 得意な技術・製品

生産管理・物流関連のシステム開発、業務システム開発、セキュリティ製品導入

 得意な顧客・市場分野

製造業、物流業

 生産拠点・研究体制

開発本部（福生市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISMS 認証、P マーク認証、労働者派遣事業許可、有料職業紹介事業許可
PR 詳細

当社は多摩エリアに拠点を持つ一部上場企業の大手メーカー様をはじめ幅広いクライアントに対して、独立系 IT
企業の強みである系列にこだわらない最適なシステムの提案で、クライアントの各種業務の効率化に貢献してま
いりました。
●生産管理システム開発実績

●物流システム開発実績

（需給調整、生産管理等）

（倉庫ロケーション、配送管理等）

●食堂精算システムパッケージ開発・保守

●UTM（統合脅威管理アプライアンス）TISG3000

IC カードで簡単決済

全ての機能を統合したオールインワンのセキュリ
ティソリューション。本製品は 100 名規模に最適。

●UTM（統合脅威管理アプライアンス）TISG3000
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技術アピールシート
にほんびじゅあるさいえんす

技術分野

日本ビジュアルサイエンス株式会社

技術キーワード

システム・ソフトウェア
システム・ソフトウェア
画像処理

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-26-2 コーラルビル 4 階

資本金

2,700 万円

従業員数

10 名

設立年（西暦）

1997 年

1.画像処理を中心としたソフトウエア開発と販売
主要事業

2.光学機械、計測機器及びその周辺機器の販売
3.システムインテグレーション 4.産学連携による先端技術の研究開発

Web サイト

http://www.nvs.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

滝 克彦

03-5155-5561

 得意な技術・製品

下記参照

 得意な顧客・市場分野

下記参照

E メール

info@nvs.co.jp

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

[ソフトウエア]
○三次元画像の再配布と簡単再生を実現するソフトウエア「ExFact VR 2.1」
○三次元画像解析ソフトウエア ExFact Analysis
・多孔体や粒子のネットワーク構造解析「ExFact Analysis for Porous/Particles」
・繊維構造の三次元解析「ExFact Analysis for Fiber」
○リバースエンジニアリングソフトウエア「PointMaster」
[ハードウエア]
○多角的偏光イメージングシステム「Polamazing 1000」
○動的イメージング用小型万能試験機「Dynamazing 150」
[透明模型]
○実物の三次元画像からつくる立体模型制作「ExhiBits」
弊社は先端的な科学技術、産業、医療等の分野で用いられる「3D と画像処理」に関するソフトウエア
に特化した事業を1997 年から20 年間、継続しております。客層は大学、研究所、公設試、企業の研究開
発部門といったアカデミックな法人が主体です。特に産業用X 線CT やFIB SEM といった画像デバイスか
ら得られた断層画像を3D 可視化/ 解析するアプリケーションに注力しており、非破壊検査や分析といっ
た業界で島津製作所、東芝等国内大手装置メーカーと関係が深く、特徴あるソフトウエア製品群と、専門
化された高度な技術力、豊富な経験からくるノウハウによる受託解析業務が弊社の強みとなっておりま
す。ここ5年あまり、上記検査用、試験機などのハードウエアや立体透明模型などの新しい事業領域に進
出致しました。ハードウエアとソフトウエアの融合により生み出されたデータ本位のビジネスを志向して
います。
[ソフトウエア適用分野]
材料工学、化学、エネルギー、地質、原子力分野など
電池材料、触媒、不織布、セラミックス、樹脂、金属材料、ゴム、生体材料、
炭素繊維、繊維、紙、薬顆粒、コンクリートなど複合材料全般
[ハードウエア適応分野]
樹脂成形品、ガラス、フィルム、光学部品、レンズ、高分子材料、光学結晶、
光ディスク、半導体ウェハ、文化財、その他透明/半透明物
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技術アピールシート
にゅーしすてむずてくのろじー

株式会社ニューシステムズテクノロジー
所在地

[本社]〒181-0012 東京都三鷹市上連雀 4-3-3

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

計測・制御ソフトウェア

20 名

従業員数

設立年（西暦）

1991 年

計測・制御・組込み系、Web・データベース、Labview 等の各種システム受託開発
http://www.newsys.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部

林

0422-48-1411

TEL

技術分野

淑夫
nst-sales@newsys.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

計測、制御、メカトロ系ソフトウェア開発技術

 得意な顧客・市場分野

計測・制御及び実験・設備装置メーカー、研究所、制御・計測系システム市場

 生産拠点・研究体制

本社・開発部門（三鷹）

 特記事項（取得資格・認証等）

BCP 策定、労働者派遣事業
PR 詳細

【 自社ＰＲ 】
 計測・制御・組込み系ソフトウェア受託開発に特化した技術サービスを提供できます。
 大手メーカー・SIer・研究所様向け各種システム構築で多く開発実績を有しています。
 「ハードが分かるソフトの会社」としてご評価をいただいております。
 近年はご要望の多い、Web やデータベース、Android 端末へも応用範囲を拡大しております。
【 開発実績例 】
 計測データ収録・解析システム、ロギングシステム、性能試験システム
 防災監視制御システム、温度監視システム、医療装置制御システム
 制御装置メンテツール（Android）
、デジタルサイネージ表示システム
 各種試験機用ソフトウェア、測定装置ソフト、LabVIEW ソフトウェア
 「試験効率化エビデンス採取ツール」の販売
膨大なキャプチャ採取とその整理などをサポートします。
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技術アピールシート
のーとすぺーす

株式会社ノートスペース
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

アプリ、IoT

[本社]〒196-0002 東京都昭島市拝島町 5-9-16
[都内所在地]〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-25-10 TR ビル 5 階
300 万円

従業員数

6名

設立年（西暦）

2011 年

スマホ向けアプリ受託開発、ウェブシステム受託開発およびシステム設計・構築・運用
https://www.notespace.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

0422-26-8790

河村

真也
E メール

kawamura@notespace.jp

 得意な技術・製品

スマホアプリやセンサ技術を使った現実世界での利便性向上、ワクワク感の演出

 得意な顧客・市場分野

BtoC 向けにサービス提供している企業

 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、事業の主軸をスマホ向けアプリ開発とウェブシステム開発としており、サーバ・ネットワークを含め
たシステム全体の設計・構築・運用までトータルで受託している会社です。デザイナーも所属し、イラスト作成
やウェブ・アプリのデザイン、ノベルティ作成、動画作成などデザイン面でも幅広く受託しております。また、
ハードウェア系のエンジニアが所属しており、センサやマイクを使用した製品のプロトタイプやデモ機作製等も
行っております。
弊社は仕事をする上で「ハッピーのカタチを考える。」をテーマにすべてのことに取り組んでいます。弊社の持
っている技術力やデザイン力を駆使して、社会を笑顔にできるように日々の仕事を進めております。
具体的には、サービスや製品の企画段階からお打ち合わせをさせて頂き、世にある技術を組み合わせてどのよ
うな事ができるのかを提案させて頂く関わり方が、弊社の最も得意とする進め方となります。
■ タッチセンサ搭載ディスプレイを使用したテーブルディスカッションシステム
AGC旭硝子社を含め 4 社で共同開発を行いました。新規開発したハードウェア製品にどのようなソフトウェア
を搭載することでイノベーションが起きるか、企画段階から参加しグループディスカッションをデジタル化
する仕組みを開発しました。（https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP470917_Y8A200C1000000/）
■ ピザハット社スマートフォン向けアプリ
日本ピザハット社注文アプリのUI/UX企画および開発・開発保守を受託しており、UIリニューアルや決済機能
追加の組み込み等を行っております。（http://www.paymentnavi.com/paymentnews/67268.html）
■ アプリと IoT デバイスを使用した館内案内システム
展示品のある施設において、展示品紹介のスマホ向けアプリを作製し、IoT デバイス（Intel Edison/Raspberry
Pi）設置により、展示品に近づくことで解説を受けられるサービスを開発しました。
館内ルートにデバイス設置を行うことにより、お客様の回遊ルートや留まった時間の計測等の結果分析に必
要なデータの取得も同時に行い、企業側にも大きくメリットの出るサービス開発となりました。
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技術アピールシート
のぞみ

システム・ソフトウェア

技術分野

のぞみ株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-23-1

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

従業員数

8名

通信、メカトロ、
制御組込みソフト

設立年（西暦）

2008 年

組込みシステム、特に無線機器の開発、製造、販売。
http://www.nozomicorp.jp/
髙田

淑朗

042-319-6146

E メール

takata@nozomicorp.jp

 得意な技術・製品

429MHz 帯無線機器

 得意な顧客・市場分野

電気機器業界、通信業界、農業業界（無線機器の開発、組込みシステムの開発）

 生産拠点・研究体制

情報通信研究機構 etc.と連携。工事設計認証、技適を取得し生産は外部に委託。

 特記事項（取得資格・認証等）

IC システムセキュリティ協会会員、平成２９年多摩ブルーグリン賞優秀賞
PR 詳細

★無線通信モジュール
429MHz 帯無線で国内最速（他社比 3 倍）の無線機を開発・生産中。日刊工業新聞 2018 年 1
月 25 日号に紹介された。通信速度：14,400bps、通信距離：見通し数 km（右の写真）。
世界最小、高性能の 400MHz 帯無線モジュールを開発（２段目の写真）


小型：12.5mm x 22.5mm x 2.0mm（アンテナを含む）



周波数：429MHz、ﾁｬﾝﾈﾙ数：40、出力：10mW、通信速度：7,200bps、通信距離：見
通し 500m 以上



BAN プロトコル搭載可能。血圧計・体重計・パルスオキシメータなどに内蔵可能。



特定小電力モジュールのほか、ZigBee、WLAN、Bluetooth モジュールも開発製造。



小型生体センサ・温湿度センサ等の無線ネットワーク・データロガー構築。

★コーデックおよび各種画像処理


応用製品：携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、Android 端末、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｹﾞｰﾑ
機など。

★組込みシステム＆モジュール開発・製造
各種組込みシステムの開発・製造。
実績：
（独）理化学研究所

X 線自由電子レーザー（XFEL）施設 SACLA に各種制御装置（次の写真）を納入、ほか

多数。
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技術アピールシート
ばーねっと

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社バーネット

技術キーワード

所在地

[本社]〒162-0814 東京都新宿区新小川町 9−6 新畑戸ビル 2F

資本金

100 万円

主要事業
Web サイト

11 名

検品、照合、在庫

設立年（西暦）

2013 年

物流・制御・業務システムの設計・開発・保守、スマホ/タブレットアプリ設計・開発
http://www.barnet.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業企画部
TEL

従業員数

バーコード読取、受託開発、

高橋

ケイ

03-3513-5971

E メール

sales@barnet.co.jp

 得意な技術・製品

物流システム・機器制御の設計・開発・保守

超速でバーコードを読取るスマホアプリ

 得意な顧客・市場分野

電機・電子・機械・医用機器業界、農業環境関連

 生産拠点・研究体制

東京都新宿区

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

iPhone, Android の内蔵カメラで、瞬時にバーコードが読み取れる！

「動くもの」や「動かすもの」などの「モノ」の管理・制御するシステムはお任せ下さい！

253

技術アピールシート
ばいおねっとけんきゅうしょ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社バイオネット研究所

技術キーワード

所在地

〒190-0022 東京都立川市錦町 2-3-28 アルブ立川ビル 2F

資本金

8,250 万円

主要事業
Web サイト

10 名

構造解析シミュレーション

設立年（西暦）

2010 年

計測機器、医療機器のシステム（ソフト・ハード）の受託開発
赤外、紫外、X 線 CT、電子線、超音波画像計測システム、パターン認識、シミュレーション
http://www.bio-net.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

従業員数

機械学習、AI、IoT、画像処理、

野口 文恵

042-512-9021

E メール

noguchi@bio-net.co.jp

 得意な技術・製品

機械学習、システム・ハード/ソフト開発

 得意な顧客・市場分野

医療機器・計測機器メーカー、インフラ企業、IoT 企業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項 （取得資格・認証等）

平成 26 年ものづくり助成金にて X 線 CT 特許取得
PR 詳細

物理・工学・生物・薬学・統計学・組込みシステム・AI エキスパートによるユニークな製品開発

物理設計

ﾍﾙｽｹｱ

機械学習

http://www.bio-net.co.jp/SP-elbis/
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技術アピールシート
びじゅあるうぇあ

ビジュアルウェア株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 3-1-25 4F

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

4名

従業員数

3D グラフィックス、
クラウド、CAD、BIM/CIM

設立年（西暦）

1999 年

ソフトウェア受託開発、販売
http://www.vware.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 奥島
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

隆司

042-540-2738

okushima@vware.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

図面・地図・３Ｄ等のグラフィックス表示による専用システム開発

 得意な顧客・市場分野

建築・測量・土木・インテリア、（空間レイアウトシミュレーション・積算）

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

経済産業省補助金採択事業、製品の独自機能は特許出願中
東京都中小企業振興公社マーケティング戦略策定支援製品
PR 詳細

図面入力＋3D 表示＋データ連動機能をインストール不要なクラウド上で実現するアプリケーションを開発しました。
２Ｄ、３Ｄグラフィックスがインストール不要で、タブレット等原則として OS や機種を選ばずに動作します。
空間レイアウトを図面表示・３Ｄ表示・属性表示する業務のニーズに、システム構築のベースとして導入いただくことで、
開発期間・コストの大幅な削減が可能となります。（業務に応じたデータ設定を行うだけで基本機能が動作）
◎CAD＋３Ｄソフト＋表計算ソフト等で別々に作業していた企画・設計・積算・プレゼン・報告書等の資料等が一連の操
作だけで同時に生成可能となります。（著名企業に導入実績）
◎図面や３D 編集と属性データが連動するため、建築 BIM／土木 CIM を手軽な環境で実現することができます。
■アプリケーションベース（およびカスタマイズ製品）の特徴
☆ 図面入力と同時に 3D表示され、イメージを確認しながら編集できます
☆ 独自工夫のグリッドによる入力方法で、簡単に図面作成ができます
☆ 図に連動する属性データを定義して、詳細・一覧・積算等を同時表示できます
☆ 現場と事務所のリアルタイムデータ共有・編集が PC やタブレット間で実現できます
〇レイアウト図面･３Ｄ・積算同時処理アプリ（オリジナル）

〇測量･調査データリアルタイム送信アプリ（応用開発）

〇地形図表示・編集・積算（オリジナル）

〇Web-Cad データ編集（応用開発）
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技術アピールシート
ひゅーまんりんぐ

株式会社ヒューマンリング

技術キーワード

所在地

[本社]〒167-0021 東京都杉並区井草 2-10-13

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

5名

E メール

info@humanring.net

スマホ、Android、
QR コード、Wifi 通信

設立年（西暦）

2009 年

オープン系システム開発
http://humanring.net

連絡先（部署・氏名） 管理部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

馬場

芳郎

03-3396-3150

 得意な技術・製品

Android スマホにおける QR コード読取 http 通信・出荷 Location 管理システム

 得意な顧客・市場分野

部品製造業・ネット販売業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

◆ ＬＯＣＡＴＩＯＮ管理システム
・ＱＲコードを利用して、在庫管理を細かく徹底、期限管理・棚番管理などを実現します
Point１．ミスの撲滅
デジタルカメラ読取ですから、部品番号の読み間違い等
ヒューマンエラーの発生を防止できます。
Point２．情報更新を即時化
入出荷のその場で読取処理しますから、在庫情報の更新が迅速に可能です。
Point３．作業の円滑化・簡便化
倉庫内で在庫を探す時間ロスなし、出庫作業に熟練者は不要です。

在庫管理システム

現在

現在の在

の在

庫場所

ロケーション DB
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技術アピールシート
ふぃぐら

フィグラ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

自律型走行ロボット

所在地

[本社]〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 15 神田ＴＫＭビル 8 階

資本金

9,000 万円
清掃用ロボット（他

主要事業

337 名

従業員数

設立年（西暦）

1973 年

化粧品製造・ガラス建材加工有り）

http://www.figla.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） ＦＴ事業・ロボット部

03-5256-5015

TEL

扇谷

敏明
t-ogiya@figla.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

自律走行型・清掃用ロボット

 得意な顧客・市場分野

ビルメンテナンス業界

 生産拠点・研究体制

工場・開発（埼玉県本庄市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO-14001（2002 年）

ISO-9001(2009 年)取得（工場）
PR 詳細

《業務用清掃用ロボット》

F.ROBO CLEAN（エフ・ロボクリーン）は
2009 年 10 月に発売を開始し、空港施設、美術館、図書館
オフィスビル、病院、ホテル、学校など、様々な場所で
ご活用頂いております。
※ドライバキューム清掃用ロボット

《主な機能や特徴》
①自律走行

建物に付帯設備を増設することなく、センサーで壁との距離を測りながら、予めプログラミング

したルートを自律走行致します。
②安全設計

複数の内蔵センサーにより、人や障害物の直前で停止し、万が一、接触してもバンパーセンサーで

衝撃を大幅に軽減、階段や凹凸のある床面を検知し、転落、転倒を未然に防ぎます。
③走行設定

プログラミング方式を採用し、長年の経験を活かした、走行ルート設定をメーカー側で行い

より確実に、より安全に、より細やかな設定が可能です。
※例

走行速度の途中変更、開始・終了位置の指定などプログラミングならではの、細やかな設定が可能です

④安心の吸引力

AC バキューム清掃機に近い吸引力です。

⑤脱着可能なバッテリー

バッテリーが脱着可能で、予備バッテリーと交換する事により、充電による作業

待機時間ロスが発生いたしません。満充電時、通常条件で約 2 時間弱の作業が可能（充電時間は約 2.5 時間）
⑥効率ノズル幅が 750 ㎜タイプと 500 ㎜タイプの 2 種類を採用しており、効率的に作業する事が可能です。
タイマー機能を有しており、作業スタッフ様不在でも清掃スタートが可能です。
⑦分解可能な本体【本体】・【吸引タンク】・
【吸い込みノズル】の 3 分割に分解でき
宅配便での配送が可能です。
・本体

：W510 x L516 x H430 (mm)

12.2kg

・ノズル

：W756 x L136 x H184 (mm)

3.5kg

・集塵ボックス ：W295 x L308 x H413 (mm)

6.6kg

以上の主な機能を有し『清掃の高品質化・人とロボットの作業の最適化』を実現しております。
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技術アピールシート
ぶいてっくけんきゅうしょ

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社ブイテック研究所

技術キーワード

ブレ補正、歪み補正、顔認識モ
ザイク処理、道案内動画

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH6 階

資本金

4,160 万円

主要事業
Web サイト

18 名

設立年（西暦）

2015 年

動画制作、メディア事業
https://www.vteclaboratories.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営企画部
TEL

従業員数

03-6856-4127

縄田

陽介
E メール

y.nawata@vteclaboratories.co.jp

 得意な技術・製品

映像のブレと歪みの補正、顔認識によるモザイク処理を活用した高速再生一人称動画

 得意な顧客・市場分野

個店や施設の道案内動画、不動産物件紹介動画等

 生産拠点・研究体制

画像処理について東京大学工学部相澤研究室と共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）

主要研究成果については特許出願中
PR 詳細
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技術アピールシート
ふたいてん

システム・ソフトウェア

技術分野

有限会社フタイテン

技術キーワード

組み込みソフト、FPGA、
電子機器設計、電子機器製造

所在地

[本社]〒190-0004 東京都立川市柏町 5-1-18 エルシオ玉川上水 104

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

2名

設立年（西暦）

1999 年

組み込みソフトを中心とした電子機器設計・製造、FPGA 設計
http://www.futaiten.co.jp

連絡先（部署・氏名） 黒田 丞司
TEL

042-534-6784

E メール

info@futaiten.co.jp

 得意な技術・製品

組み込みソフト、電子機器設計、電子機器製造、FPGA 設計

 得意な顧客・市場分野

電子機器業界、製造・検査装置業界

 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、創業以来２０年近く、組み込みソフト設計を中心に事業を進めてまいりました。
お客様の要望を実現するため、喜ばれる製品作りを目指しております。
１．組み込みソフト設計
言語：Ｃ言語、アセンブラ
ＯＳ：μＩTron、Linux
２．FPGA
FPGA 設計（主に Xilinx 社製 FPGA）、
Zynq（Xilinx 社製の CPU 内臓の FPGA）を使用した設計。
３．回路設計
・回路設計
・アートワーク
４．電子機器製造
主に試作品、小ロット品の製造。
簡単なケースであれば作成も可能です。
５．設計から製造まで
小ロット品、試作品等に限りますが、弊社は、設計から製造までを請け負うことができますので、お客様の余
計な手間を省くことができます。
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技術アピールシート
ぶれいんはーつ

ブレインハーツ株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

システム・ソフトウェア

所在地

[本社]〒135-0034 東京都江東区永代 2-31-15 BellWood 永代 3 階

資本金

1,000 万円

従業員数

34 名

設立年（西暦）

主要事業

クラウド・インテグレータ事業・クラウド・サービス事業

Web サイト

http://www.brainhearts.com/ ・http://www.uranba.com/

1999 年

連絡先（部署・氏名） 次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』事業部

マーケティング担当 南 千尋（みなみ ちひろ）
TEL

03-5875-8332

E メール

minami@brainhearts-next.com

 得意な技術・製品

次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』

 得意な顧客・市場分野

製造業、ストックビジネス

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

セールスフォース上級デベロッパー他
PR 詳細

次世代クラウド販売管理サービス『ウランバ！！』は Salesforce プラットフォーム上で使用するアプリケーションです。
ウランバ！！は経営者、営業スタッフ、経理スタッフ、購買スタッフがみんなで使える「働き方改革」クラウド・サービスです。
Salesforce CRM（顧客管理）と SFA（営業支援）、そして売上、販売、在庫管理が一つになった事で経営スピードを上げ、企業経
営を安定化させます。
主な機能としては、見積・在庫管理・請求機能・入金消込等を搭載しております。
また管理が難しいとお悩みの、原価管理に特化した機能もございますので、原価・粗利を意識した予実管理も可能となります。
特に、ストックビジネスや製造業をされている企業様にオススメです。
例えば、ストックビジネスの場合、前受金の処理や多様な売上計上形式（日割計上、一括計上）に対応しております。
また、前年度の売上実績を元に今年度の売上予算を自動作成する事ができ、効率的に売上予算を把握することが可能になります。
製造業の場合は、価格見積から出荷までを一元管理する事ができます。
具体的には２度目以降の注文も数量を変えるだけで簡単に作成できる機能がございます。
また、商品だけでなく原材料の在庫や発注・入荷の管理をおこなうことができます。

その他にもウランバには様々な機能がございますので、ぜひ一度お話を聞きにきてください。
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技術アピールシート
ぷろぐれすてくのろじーず

システム・ソフトウェア

技術分野

プログレス・テクノロジーズ株式会社

制御・シミュレーション、
技術キーワード

組込みソフトウェア、通信、
電気、機構設計、ロボット

所在地

[本社]〒135-0064 東京都江東区青海 1 丁目 1−20 ダイバーシティ東京オフィスタワー15F

資本金

26,000 万円

主要事業
Web サイト

474 名

設立年（西暦）

2005 年 6 月

設計・開発における各種サービスの提供、AI、IoT、ロボットに関わる製品開発
http://www.progresstech.jp/

連絡先（部署・氏名） 設計開発サービス営業部
TEL

従業員数

050-3816-5787

大﨑 雅也
E メール

m-osaki@progresstech.jp

 得意な技術・製品

制御、ソフト、エレキ、メカ分野での設計開発全般

 得意な顧客・市場分野

自動車、電子・精密機器、医療機器分野など

 生産拠点・研究体制

東京本社（開発）

 特記事項（取得資格・認証等）

ダッソーシステムズ社 プラチナパートナー認定
PR 詳細

■制御開発
MATLAB/Simulink を用いた制御開発・シミュレーション
⇒自動ブレーキシステム開発、電動パワートレイン制御、HILS 検証環境構築
■ソフトウェア設計
組込ソフトウェア、アプリケーション、上流システム設計
⇒X 線診断装置 FW 開発、プリンターインク射出 FW 開発など
■電気設計
アナログ/デジタル回路設計、論理回路設計
⇒パワーエレクトロニクス設計、EV 用バッテリー制御回路設計、エンジン ECU 開発など
■機械設計
機構設計、1DCAE、CAE 解析（構造・流体）
（ツール：CATIA、Creo、Pro/ENGINEER、SolidWorks、NX、Abaqus、ANSYS、Isight）
⇒自動車エンジン、複合機・プリンター、半導体製造装置の設計など
■製品開発
AI、IoT、ロボットをテーマとしたイノベーション新製品開発
■関係会社：株式会社アラヤ

・・・人工知能事業

ハイボット株式会社

・・・ロボット事業

エフエステック株式会社、先端技研株式会社 ・・・解析事業
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まいくろてくのろじー

マイクロテクノロジー株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

制御･組込ソフト、通信、IoT

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 12 階

資本金

13,180 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1983 年

組込系ハード･ソフト開発、業務･Web ソフト開発、IoT サービス･製品開発
http://www.microtechnology.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

152 名

従業員数

長本 貴茂

03-3845-8080

E メール

takashige_nagamoto@microtechnology.co.jp

 得意な技術・製品

組込系ハード･ソフト開発、IoT プラットフォーム、センサーデバイスの製品開発

 得意な顧客・市場分野

車載･カメラ･複合機メーカー、建設業

 生産拠点・研究体制

-

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、 一般労働者派遣事業認可
PR 詳細

弊社マイクロテクノロジーは、主に組込系ハード・ソフト開発や業務・Web 系開発を行っている
システム会社です。
組込分野では車載計測器や ECU ソフト、カメラレンズ制御ソフト開発を得意としており、業務・Web 系分野では、
生産管理システムや Web サイト開発を受託開発及びオンサイト開発にて支援しております。
近年では、IoT 分野での自社サービスや GPS トラッカーを代表とするデバイス製品開発
を行っております。
弊社でご提供をしている IoT プラットフォームの”CUMoNoSU”は
機器の状態・データ可視化を容易に実現出来るサービスとなっております。
使用例としては、建設現場で稼働している工事用エレベータやタワークレーンの遠隔
監視及び稼働状況をリアルタイムにモニタリングすることで、異常や故障を把握する
システムを実現しました。
デバイス製品開発では、屋内外の位置情報を検知する GPS トラッカーやインフラ施設
の斜面部の状態を検知する傾斜センサー端末の開発実績がございます。
GPS トラッカーは建設資材のパレットや近年流行しているシェアサイクル事業に
使われている自転車に取り付け、
位置情報を Web 上からリアルタイムに確認が出来ます。
傾斜センサー端末では、通信に SIGFOX(省電力広域無線通信 LPWA の規格の 1 つで)を採
用しており、弊社の CUMoNoSU までデータを送り、グラフでの傾斜度の可視化を実現し
ました。
センサー端末の開発、CUMoNoSU へのデータの集約と可視化までを
弊社単体・一気通貫でご提供できる点を強みとし、仕様検討や試作品開発段階から
承っております。
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まいそふと

株式会社マイソフト

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

信号処理・画像処理

所在地

[本社]〒192-0082 東京都八王子市東町 3-9 鈴木ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1990 年

ソフトウェア設計・製造、ハードウェア（電子回路）設計・製造、教育サービス（研修講師）
http://www.mysoft.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営管理部
TEL

30 名

従業員数

藤井

亮子

042-656-1023

r_fujii@mysoft.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

防衛、民生向けのハードウェア、ソフトウェアの開発

 得意な顧客・市場分野

防衛関係、ソフトベンダー

 生産拠点・研究体制

八王子市・昭島市

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

■果樹園盗難警戒システムの開発(試作)
果実をもぎとる際に発生する人為的な振動を検知し、指定されたメールアドレスに警報を発報す
るシステム。振動センサ制御、多点無線通信データ制御、情報処理技術と、環境発電技術等を用
いている。平成 25 年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る
補助金制度を利用しての開発。

■犬の視覚応答判定装置の開発（試作）
犬の緑内障等の早期発見を目的とし、視野角を定量的に計測可能とする装置を開発。視野角度の
計測に画像処理を用いて、連続して入力される犬の眼球画像から、眼球の動きを検出し視野角を
測定。同装置は麻布大学との共同研究によるもの。

■自立走行無人ボート(RC-S3)
GPS およびソナーを搭載した調査用の無人リモコンボードのソフトウェアを開発。有人ボートで
は困難な浅瀬や危険水域でも安全に測量・調査を行うことができる。操船およびデータ取得のた
めの基地局ソフトウェアの開発。

■防衛装備品関連システム開発
ソナーシステム関連のソフトウェア設計、開発、テスト。防衛省規格に準じた設計管理により高い品質を実現。

■転倒予測システム(産学連携の基礎研究)
歩行者の歩行パターンを解析し、転倒に至る歩行を予測するためのシステム開発。転倒予測が可能なデバイス制
御が実現することによって転倒による救助の遅れから死に至るケースや、怪我が原因で寝たきりとなる高齢者増
加の抑制を期待。

■スマートキー運用・管理システム
電気錠、スマートフォン、WEB アプリが連携し、スマートキーの運用・管理を行うシステム開発。ファームウェ
アから WEB アプリケーションまで幅広い技術へ対応し、セキュリティ面を含むシステム構成の立案から参加。

■IP 電話端末
自社開発した SIP プロトコルスタックを用いた Linux ベースの IP 電話端末。
回線に応じてコーデック（ソフト/ハード）を切り替える等、適切な音声データの制御を行うことで、最小限の
遅延、クリアな音質を実現。
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みらっくこうがく

株式会社ミラック光学
所在地

[本社]〒192-0362

資本金

1,000 万円

システム・ソフトウェア

技術キーワード

AI、画像処理検査ソフトウェア

東京都八王子市松木 34 番地 24
従業員数

27 名

設立年（西暦）

1963 年

光学関連機器、精密機械工具の設計・製造及び AI ソフトウェアの販売

主要事業

http://www.miruc.co.jp/

Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

技術分野

営業部 今井 康博
042-679-3825

E メール

sales@miruc.co.jp

 得意な技術・製品

通常の画像処理検査では識別が困難な検査への対応が可能な AI ソフトウェア

 得意な顧客・市場分野

製造業（自動車関連、半導体関連、食品関連など）

 生産拠点・研究体制

函館市に AI ソフトウェアの研究開発に特化した『株式会社 AI ハヤブサ』を設立

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【AI ハヤブサの概要】
目視検査や既存の画像処理検査での課題を AI(人工知能)＋機械学習
による検査で解決致します。AI ハヤブサを導入することで、熟練検査員
に頼っているような微妙な判定も高精度で行う事が可能で、「自動化」
「省人化」「高速化」「品質改善」「検査効率向上」などが期待できます。
【AI ハヤブサの特徴】
・AI ハヤブサは機械学習機能に AI 機能をプラスしたソフトウェア。
・ご希望される仕様に応じプログラムを作成するカスタムタイプの製品。
・モデル構築は不要ですぐにご使用頂けるが、OK, NG の基準(閾値)変更、
追加学習などはユーザーサイドで対応可能。
・ハードウェアメーカーと協業し、曲面 鏡面外観検査ロボットに
AI ハヤブサを搭載した製品を開発中！
AI 搭載型曲⾯・鏡⾯外観検査ロボット(開発中)

【AI に特化した会社の設立】
人工知能に知見のある公立はこだて未来大学と連携し、AI の研究開発に
特化した『株式会社 AI ハヤブサ』を設立しました。将来的には幅広い分野
で活用できるソフトウェアのプラットフォームの開発を目指します。

■現状検査にご不満をお持ちの会社様からのお問合せをお待ちしております■
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みんとも

Mintomo 株式会社

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

音声認識、音声合成、声紋認証

所在地

[本社]〒145-0071 東京都大田区田園調布 2-42-5 アパートメントカヤ田園調布 105

資本金

700 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2012 年

KOEPASS 他クラウドサービスの企画・開発・運営、アプリ・ウェブの企画・開発及び受託開発
https://mintomo.co.jp

連絡先（部署・氏名） 新井
TEL

4名

従業員数

茂成

03-3721-3585

info@mintomo.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

転売防止チケットサービス、声紋認証による会員証不要の会員サービス等、音声関連

 得意な顧客・市場分野

アプリ開発

 生産拠点・研究体制

東京本社（大田区田園調布）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

これまでの技術ノウハウを活かして、自社の企画力をベースにオリジナルサービスの運営や、異業種他社との
協業による新規事業創出に資源を集中させています。プロスポーツアプリは NHK ニュースおはよう関西で取材・
放送されました。声紋認証・音声認識・音声合成関連を得意としています。
＜取扱品目＞
・KOEPASS
・クラウド型 EC ショップ
・クラウド型電子チケット／声チケット
・クラウド型電子会員証／声パスポート
・ToDo ベース 勤怠管理サービス
・ホームページ制作
・VR／ゲーム制作
・受託開発
＜KOEPASS とは＞
声紋認証で本人確認を行い、本人と確認した場合のみサービスを有効化するサービスプラットフォームです。
声紋認証は指紋など他の生体認証に比べスピーディーでローコスト、個人情報の面でも利用者の抵抗感が少な
く、スマートフォンがあれば特別な装置も不要なので導入・運用にかかるコストも抑えられます。
例えば、転売防止チケットの販売、会員証不要の会員サービス等に利用できます。また、落としたときなど、
紛失による被害も、最小限に食い止めます。
他に、防犯や他のサービス等の多要素認証連携や認証連携として KOEPASS の声紋認証を利用することで、連携
先のサービスの安全性を向上します。手軽に低コストで実現でき、連携先のサービスに負担を掛けることなく、
少ないコストで様々なサービスと連携します。
KOEPASS を導入することで利用者に対するサービスの公正な提供を促進し、同時に防犯による安全性を向上し、
より安全で安心できる世界を実現できます。
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めでぃあらぼ

株式会社メディアラボ
所在地

[本社]〒190-0012 東京都立川市曙町 2-32-8

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

システム・ソフトウェア

技術キーワード

医療・AI

31 名

従業員数

設立年（西暦）

病院・健診向けのソフトウェア開発
http://www.media-labo.co.jp

連絡先（部署・氏名） 医療営業部
TEL

技術分野

小川

042-532-1340

貴弘
E メール

ogawa@media-labo.co.jp

 得意な技術・製品

電子カルテ・オーダリング、健診システム・進捗管理システム

 得意な顧客・市場分野

病院・健診

 生産拠点・研究体制

東京都立川

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO27001、医療情報技師
PR 詳細

医療データの扱いのプロ集団。
現在利用しているデータを HL7、SS-MIX2 等の統一規格の変換ツール
機械学習・研究に利用できるデータへクレンジング作業等を行っております。

最適なクレンジングデータをもとに、患者の自動呼出しシステム、
問診・過去の患者属性情報から担当医をマッチングするシステム等を開発中
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技術アピールシート
もふぃりあ

株式会社モフィリア

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

生体認証

所在地

[本社]〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ五反田ビル 7 階

資本金

7,334 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2010 年

指静脈認証技術の開発、提供
https://www.mofiria.com

連絡先（部署・氏名） 営業部門
TEL

11 名

従業員数

山田

知宏

03-6417-9411

Tomohiro.yamada@mofiria.com

E メール

 得意な技術・製品

指静脈認証

 得意な顧客・市場分野

セキュリティ全般

 生産拠点・研究体制

国内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【概要】
株式会社モフィリアは、ソニー株式会社が独自に開発した指静脈認証テクノロジーを継承し、認証用のデバイスやソ
フトウェア開発キットを開発・販売しています。 業種、業態を問わず全世界に向けて、事業者が自社の製品やソリュ
ーションに静脈認証を組み込むためのサービスを提供しています。独自の静脈パターンの抽出アルゴリズムと気候・
体調による影響が少ない中心部検出方式との組み合わせで、高速で正確な認証と高い操作性を両立しています。
また、Bluetooth 対応デバイスによるワイヤレスでの静脈認証の実現、Windows だけでなく、Linux、Android、macOS
用のソフトウェア開発キット提供など、お客様のニーズに幅広く迅速に対応する姿勢が高く評価されています。
銀行窓口や ATM、勤怠管理、各種キャビネット、コンピューターへのログオン/シングルサインオンなど、鍵の代わり、
パスワードの代わりとしてセキュリティ性、利便性向上のために様々な用途、場面に採用されています。

【静脈認証機器】

FVA-U4ST

FVA-U4BT

FVA-U3SX

FVA-M2ST

タイプ

据置型

据置型 (ワイヤレス)

据置型

組込型

寸法
(幅 x 高さ x 奥行、㎜)

49 x 63 x 92

49 x 63 x 92

70 x 22.5 x 58

45.3 x 60 x 76
※突起部含まず

インターフェイス

USB

Bluetooth

USB

USB、RS-232C

消費電力 (動作時)

DC 5V 220mA

最大 220mA

DC 5V 180mA

DC 5V 250mA 以下

説明

使いやすさを重視した平

Bluetooth 接続、バッテリ

指の横置きによって、軽

USB/RS-232C に対応した組

置き型の USB 接続機器で

ー内蔵により、世界で初

量薄型コンパクトを実現。

込用機器で、ATM、キャビネッ

す。 FVA-U4BT との互換

めてワイヤレスでの静脈

情報セキュリティ用途で多

ト、ロッカー、ドア、金庫など、

性があります。

認証を実現しました。

くの導入実績があります。

多用途に対応します。

(左：FVA-M2ST、右：FVA-U4BT)
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技術アピールシート
りねおそりゅーしょんず

リネオソリューションズ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

組み込み Linux、高速起動、
受託開発、サポート、開発環境

[本社]〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 1589-1
[都内所在地]〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-19-7 新花ビル 5F
8,830 万円

従業員数

40 名

設立年（西暦）

1984 年

組み込み Linux の受託開発及びサポート、ソリューションや開発環境のライセンス販売
http://www.lineo.co.jp

連絡先（部署・氏名） セールス・マーケティング統括部
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

03-5367-9098

E メール

統括部長

小沢

義久

ozawa@lineo.co.jp

 得意な技術・製品

組み込み Linux のプラットフォーム開発、組み込み Linux 超高速起動ソリューション

 得意な顧客・市場分野

車載、医療機器、オフィス機器、計測機器、家電、産業機器

 生産拠点・研究体制

エンジニアリングセンター（長野県塩尻市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
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技術アピールシート
りべるわーくす

システム・ソフトウェア

技術分野

株式会社リベルワークス

医療 IT、画像処理、

技術キーワード

ソフトウェア開発

所在地

[本社]〒112-0014 東京都文京区関口 1 丁目 47 番 12 号 江戸川橋ビル

資本金

1,000 万円

45 名

設立年（西暦）

2006 年

医療ソフトウェア開発受託、医療ハードウェア受託、医療認証取得コンサル、医療サポート・

主要事業

保守

Web サイト

http://www.liberworks.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

医療システムグループ・リーダー 高橋 雅貴

03-5225-6970

 得意な技術・製品

E メール

mtakahashi@liberworks.co.jp

医療・ヘルスケア分野の IEC 62304（JIS T 2304）に準拠したソフトウェア受託開発お
よび認証支援

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界・ＩＴ業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器 製造業、第二種医療機器 製造販売業
PR 詳細

『リベルワークスは医療・ヘルスケア業界における IT 分野で「医用画像」を軸とした技術力に加え
「院内の IT 構築」の対応力を兼ね備えております。業界の発展に更なる事業貢献を目指します』

医療ソフトウェア受託開発
医療ソフトウェア受託：ソフトウェア受託実績多数

病院

改正薬事ソフトウェア：IEC 62304（JIS T 2304）対応

施設

自社ソフトウェア製品：DICOM・HL7・画像表示ライブラリ

ＩＴ
患者様

医療機器
メーカー

医療機器単体プログラム開発
IEC62304 ソフトウェアライフサイクル
リスクマネジメント ISO14971
ソフトウェアバリデーション
医療機器ソフトウェア認証：国内薬事・IEC62304

医療認証取得支援コンサル
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医療 CE マーク取得：MDD・AIMDD・IVD（MDR）
医療系 ISO 認証取得：ISO 13485・ISO 22716

技術アピールシート
れなーた

株式会社レナータ

技術分野

システム・ソフトウェア

技術キーワード

3D、顔認証、来店客属性計測

所在地

[本社]〒150-0044 東京都渋谷区円山町 6－7 渋谷アムフラット 1F

資本金

200 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

2016 年

コンサルティング事業、人財サービス、システム開発
http://renata.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

村井

03－6416－0615

良吉
E メール

r.murai@renata.co.jp

 得意な技術・製品

IT 業界における総合商社です。人財サービスやビジネスマッチングを行ってます。

 得意な顧客・市場分野

情報通信系企業をメインに全業種を対象

 生産拠点・研究体制

本ソリューションは中国・東京

 特記事項（取得資格・認証等）

弊社のパートナー企業のソリューションのご紹介です。当日は技術担当も参加します。
PR 詳細

① 3D モデリングシステム
カメラを使用して同じ場所を違う角度で撮影したものを用いて、対象物の 3 次元上の座標位置を算出します。
これは人間の「両眼立体視」と同じ考えです。
人の眼ではその位置を精度よく計測することは不可能ですが、位置が明確なカメラで異なる角度を撮影した
ものをコンピュータ処理することで、3 次元座標を計測して３Ｄモデルを作成します。
作成した３Ｄモデルは PC に無料ビューワーをインストールすれば容易に見ることが可能です。対象物を PC
画面上でグルグル回すことで、様々角度から確認することができます。
主な導入実績としましてはトンネルの地層調査の技術に使われており、国交省のＮＥＴＩＳ（新技術ＤＢ）
に登録されております。
② 顔認証システム
赤外線の照射とキャプチャリングを同時に行い、ユーザーの顔の３次元データを登録します。
人間の顔の中で最も変化の少ない、目周辺の逆三角形帯を中心に 7,000 ポイントのデータに変換、テンプレ
ート化。
顔追跡は顔におけるもっとも特徴の大きい目の部分から認識することで、動作物体が顔だと判断し自動で追
跡を行います。
また顔認証時に、追跡と同時に瞬時に顔のテンプレートを作成、データベースとの照合を行います。認証時
間は 1 秒以下です。最高水準の制度とスピードを快適な認証方法で実現させた最先端の生体認証システムで
す。
③ 来店客属性測定システム
独立行政法人産総研で開発されたバイオメトリクスソフトです。サイネージ版、クラウド版があります。
30 人規模の集団でも瞬時に顔を判定、年齢、性別、笑度を測定します。サイネージが発信しているコンテン
ツ毎に視聴率、性別、年齢を分析。サイネージの費用対効果測定も可能です。
顔検出 90%程度、笑顔検出 90%以上、性別判定 90%以上、年代判定 70%程度の精度となります。
Web カメラと PC で利用可能なため、安価での利用が可能です。
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技術アピールシート
わきゅう

和丘株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

基幹システム、顧客管理システ
ム、画像認識(顔認証)、AI

[本社]〒108-0074 東京都港区高輪 2-14-14
[都内所在地]〒125-0026 東京都中野区新井 5-29-1 西武信用金庫薬師駅前ビル 404
300 万円

9名

従業員数

設立年（西暦）

コンピュータシステム（ERP、BI、グループウェアなど）の提供
http://wa-q.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

システム・ソフトウェア

技術分野

渡邉

寛和

050-1207-1631

watanabe@wa-q.jp

E メール

 得意な技術・製品

業務管理システムおよび AI の活用による業務分析

 得意な顧客・市場分野

小売業界、物流業界、アパレル業界

 生産拠点・研究体制

新井薬師事務所

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１、OSS を利用した ERP 及び CRM システム

２、CRM をカスタマイズした顔認証システム
３、CRM をカスタマイズした名刺管理システム
４、ERP などの業務システムから抽出したデータ分析
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2012 年

技術アピールシート
あいこんぽろじー

アイ-コンポロジー株式会社

技術分野

材料

技術キーワード

ウッドプラスチック

所在地

[本社]〒140-0015 東京都品川区西大井 1-1-2-206

資本金

950 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2016 年

プラスチック複合材の製造販売
http://www.i-compology.com

連絡先（部署・氏名） 小出
TEL

2名

従業員数

秀樹

03-6410-7077

Hideki.koide@i-compology.com

E メール

 得意な技術・製品

「射出成形できるウッドプラスチック」他、新規プラスチック複合材

 得意な顧客・市場分野

プラスチック複合材分野

 生産拠点・研究体制

委託製造

 特記事項（取得資格・認証等）

バイオエコノミーの概念に沿ったプラスチック複合材の開発を推進しています
PR 詳細

プラスチック中に高濃度で様々な粉体を分散できる独自技術を応用して、様々なプラスチック複合材ペレット
の開発販売を行っています。
中でも「射出成形できるウッドプラスチック」は、再生可能なバイオマス原料を使用しており、最終的に焼却
した際の CO2 削減につながるため、国際的に提唱されているバイオエコノミーの概念に沿った材料といえます。

バイオエコノミーとは、生物資源（バイオマス）
やバイオテクノロジーを活用して、地球環境に負
荷をかけず、長期的に持続可能な成長を目指す概
念であり、既に欧州では様々なバイオマス材料を

ペレットの販売を
行っています

取り入れた製品の開発が進められています。
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技術アピールシート
あさひもーるでぃんぐ

材料

技術分野

旭モールディング株式会社

切削用肉厚材、開発、高精度評価、

技術キーワード

所在地

[本社]〒116-0012 東京都荒川区東尾久 5-2-1

資本金

3,200 万円

12 名

従業員数

高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、開発期間短縮

設立年（西暦）

1950 年

工業用プラスチック成形品、金型の製造販売

主要事業

http://www.asahimolding.com/index.html

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 代表取締役

福田

晴通

03-5855-3560

TEL

fukuda@asahimolding.com

E メール

L-cube』

 得意な技術・製品

射出成形による積層金型を利用した樹脂肉厚化技術（特許取得済）『積層成形ブロック

 得意な顧客・市場分野

試作切削用プラスチック先端素材を求めるメーカー

 生産拠点・研究体制

弊社茨城工場、金型メーカー、切削加工メーカー、材料メーカーとのネットワークによる開発体制。

 特記事項（取得資格・認証等）

積層成形ブロック

自動車・医療・精密機械など製造業全般。

平成 25 年度もの補助取得、平成 27 年度経営革新取得、平成 29 年度特許取得
PR 詳細

※現状の課題

『積層成形ブロック

L-cube』誕生の背景

プラスチック製品の製造工程では、量産用金型を製作する前に、板素材の切削で試作品製作が行われる。ところが、一般に市販
されている切削用プラスチック板材の主な材質は、需要の多い汎用的材料がほとんどで、現在数百種類以上と言われているプラ
スチック材料をほとんどカバーできていない現状があり、代替素材の切削にて評価の精度で困っている企業が多い。
この状況を打開する為に開発したものが弊社の製品、
『積層成形ブロック

L-cube』である。

※特長
1.量産に予定するプラスチック材料で肉厚の切削用素材を提供できる。
ﾌﾞﾛｯｸｻｲｽﾞ２種

100×100×65（3mm ﾋﾟｯﾁ）,300×300×65（4mm ﾋﾟｯﾁ）

2.汎用樹脂～エンプラ～スーパーエンプラまでブロック化可能。
3.1 層づつ積層する成形法なので（肉厚成形ではない）内部にボイド
（気泡）が発生しない。

100×100×(希望厚み)

4.積層成形ブロックより得られる切削品は、材料スペックに相当する性能

300×300×(希望厚み)

積層成形ﾌﾞﾛｯｸ L-cube

を発揮することができ、量産品に匹敵する評価ができる。
評価項目：機械的性質

変形・破壊・摩擦・摺動、

熱的性質、耐熱性・燃焼性
化学的性質、耐薬品性・耐候性
電気的性質、絶縁性・誘電性・帯電性
物理的性質、比重・屈折率・吸湿性・光透過度
意匠デザイン、見栄え、色調、感触（手触り、重量感）
二次加工性、塗装性・印刷性・組立性

PSU

PAR

PPSU

PSU

などを精度よく評価することができる。
5.現物での評価ができるため、開発期間を短縮することができる。

積層成形ﾌﾞﾛｯｸ L-cube とその切削品

6.ブロックは 1 個から製造、提供できる。
7.少数の量産では、積層成形ブロックからの切削で得られた製品を提供することにより金型が不要となり費用削減になる。
8.電機メーカー、自動車メーカー、樹脂素材メーカー、試作切削メーカーなど出荷実績多数あり。
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技術アピールシート
う゛ぇろぱわーず

ヴェロパワーズ合同会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒206-0824 東京都稲城市若葉台 4-35 J-601

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

1名

空気フィルター、
ナノファイバー、新粘着素材

設立年（西暦）

2012 年

IT 技術・デザイン・新素材を組み合わせた用途開発、市場開発
http://www.vero.pw

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

材料

技術分野

末次

正憲

050-3131-8748

E メール

masa@vero.pw

 得意な技術・製品

最高級空気フィルターの量産ナノファイバー、新粘着生地、新素材用途発明

 得意な顧客・市場分野

医療、福祉

 生産拠点・研究体制

RESPILON 社チェコ共和国(ナノファイバー)、東京近郊パートナー（加工）

 特記事項（取得資格・認証等）

PM0.025®、Wrappii®（らっぴー）

商標登録済

PR 詳細

【強み！発見】弊社は、新素材・技術と市場をつなぐ用途発明を情熱をもっておこないます。http://vero.pw/
【PM0.025®】年間 700 万人！都市生活者が世界中で増え続け、大気汚染が原因の世界中の早死者数
世界で都市住人の 80％が吸う空気の汚染度は、WTO の基準値を超えている（Newsweek 誌 2017）
安価で高性能な空気フィルターは、人類に必要な素材です。http://www.pm0025.com/
量産世界最大級のナノファイバーメーカーRESPILON社の日本の代表です。http://www.respilon.com/ja/
PM2.5 基準値の 1/100 のサイズを 99％以上防ぐ（米国ネルソン研究所実験）0.025μm のウィルスレベル
欧州 RESPILON 社の技術は、20 年以上の歴史がある
ナノファイバー量産で世界に革新を起こしたもの。
難しい量産を実績ベースで世界中に素材供給中。
弊社とは、2011 年未曾有の福島原発の事故を受け、
内部被ばくを防ぐ目的で日本発マスク化開発。
✓５０万㎡／年 以上の量産出荷実績
✓多様な用途製品化
【Wrappii®】包むくっつける新粘着素材

マスク・寝具・住宅部材

http://www.wrappii.com/

「らっぴー」と読む新素材を加工し、包みくっつける。仕事の生産性を向上。特徴：①なめらかな表面②べたつ
かず粘着③何度も使える④洗濯可能⑤様々な形に加工可能
の万能道具、電気が要らない暖房器具、身体サポーター
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シーン：工場やオフィスでの生産性向上、外出先で

技術アピールシート
えぬでーしーはんばい

エヌデーシー販売株式会社
所在地
資本金

材料

技術キーワード

アルミニウム吸音材販売

[本社] 〒275-0002 千葉県習志野市実籾 2-39-1
[都内所在地] 〒140-002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー17F
9,000 万円

25 名

従業員数

主要事業

アルミニウム吸音材販売

Web サイト

http://ndc-sales.co.jp

連絡先（部署・氏名） カルム拡販室
TEL

技術分野

菊地

03-6711-4030

設立年（西暦）

2002 年

宏佳
info@ndc-sales.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

長年の自動車部品製造で培われてきた焼結技術を応用した吸音材

 得意な顧客・市場分野

業界問わず

 生産拠点・研究体制

千葉県内

 特記事項（取得資格・認証等）

国土交通省不燃認定 NM-9209
PR 詳細

■吸音性能

1.2

カルム表面拡大写真（ｘ100）

多様な騒音源に対応！

アルミ粉末

空孔

独自の焼結技術で

1.0

残
響
室
法
吸
音
率

0.8

0.6

A.カルム+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50mm

0.4

B.カルム+空気層100mm
0.2

C.カルム+空気層50mm

高い空孔率を実現！
0.0
125

250

500

1000

2000

4000

中心周波数（Hz)

■加工性

丸め加工

■意匠性

円盤状プレス打ち抜き
吸音板カルム

重さはアルミ板のほ
ぼ半分でアルミ板と
同等の加工が可能！
エンボス加工・指定色塗装・
ＮＣパンチ加工＋曲げ加工

プリントが可能でデザイン自由！
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技術アピールシート
くらもとさんぎょう

株式会社倉本産業
所在地

[本社]〒170-8417 東京都豊島区東池袋 3-7-4

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

粘着、製膜

220 名

設立年（西暦）

1953 年

粘着剤の設計・開発・製造から粘着シート、最終製品形態まで一貫体制
http://www.7tak.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業１部２課
TEL

従業員数

技術分野

03-3989-6713

佐藤

靖夫
E メール

sato-y@7tak.co.jp

 得意な技術・製品

粘着剤の設計・開発・製造を自社対応

 得意な顧客・市場分野

2 輪 4 輪関連、半導体関連、各種部品関連、各種電機メーカー

 生産拠点・研究体制

埼玉県（川越市、狭山市、児玉郡）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001,14001 認証取得

ＵＬ認証取得(材料・印刷)
PR 詳細

■ ラインナップ(一例)
・油面ラベル
防錆油が塗布された状態の鉄骨部材や、自動車等の金属加工品に直接貼れる粘着ラベルです。

従来困難であった塗装前からの生産管理を実現。
熱転写プリンターを併用することで、ＱＲコード、バーコードを用い
入出庫の管理やトレーサビリティが簡便化出来ます。
■開発製品
●三次曲面追従金属調シート・・・薄膜ウレタンフィルム
●耐熱性・難燃性ラベル・・・数百度に対応するラベル。
●医療向けラベル・・・セルフラミネートラベル・水溶性ラベル
●特殊両面テープ・・・水活性両面テープ、再剥離性厚手両面テープ
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技術アピールシート
すりーらっくす

株式会社スリーラックス

技術分野

材料

技術キーワード

金属から樹脂への切替

所在地

[本社]〒188-0014 東京都西東京市芝久保町 3-4-6

資本金

300 万円

主要事業

-

設立年（西暦）

2017 年

国内外製樹脂高機能材料、部品販売、国内外製金属材料、部品販売

Web サイト

開設中

（部署・氏名）

影山

TEL

従業員数

俊樹

042-410-3104

E メール

t.kage3lucks@onlyone.zaq.jp

 得意な技術・製品

高機能射出成型用 Compound 及びその製品

 得意な顧客・市場分野

軽量化を検討している動力製品メーカー及び製品メーカー

 生産拠点・研究体制

欧米、台湾（調達材料メーカー）

 特記事項（取得資格・認証等）

無し
PR 詳細

超高強度ファイバー強化プラスチック

Kyron MAX

ＣＦＲＰや金属の代替として提案致します。
1. CFRP 代替

CFRP に近い高強度を達成しうる射出成型可能材なので、低コストで大量生産が可能なうえに

形状自由度が高い
2. 金属代替 金属と同等もしくはそれを超える強度が可能で、軽量化が図れる。
特徴
高強度

鉄よりも高い引張強度を達成可能

軽量化

低比重で、鉄よりも約 75％、アルミよりも 40％軽い

ウエルドライン強度 フィラー充填量を少なくし、ウエルドライン強度を高くする事が可能
高靭性

降伏点伸びが大きく、粘り強く割れにくい

参考画像
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技術アピールシート
たーなーしきさい

ターナー色彩株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

加工表面処理、
ゴム用ペイント

[本社]〒532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北 2-15-7
[都内所在地]〒171-0052 東京都豊島区南長崎 6-1-3

7,500 万円

従業員数

80 名

設立年（西暦）

1946 年

絵具、塗料の製造販売
http://www.turner.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京支店
TEL

材料

技術分野

営業部

03-3953-5161

塗料課

千葉

E メール

茂晴
s_chiba@turner.co.jp

 得意な技術・製品

ゴム部材への塗装が可能な塗料

 得意な顧客・市場分野

塗料販売店、学校教材分野

 生産拠点・研究体制

大阪

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001（1999 年取得）
PR 詳細

弊社は、絵具・塗料の製造メーカーです。
全国の子供たちの絵具も数多く製造しており、常に安心・安全や環境に配慮した製品作りを心がけていま
す。
絵具製造の強みを活かした、カラー提案や小ロット生産の対応が可能です。
また、塗料では日本一のテーマパークの外装用塗料や一般ユーザー向けのペイント DIY 商材を数多く手掛
けています。
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技術アピールシート
たかやす

高安株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

機能性プラスチック

[本社]〒504-0828 岐阜県各務原市蘇原村雨町 3-47
[都内所在地]〒110-0005 東京都台東区上野 3 丁目 22 番 4 号（MOT ビル 4 階）
9,000 万円

119 名

従業員数

設立年（西暦）

1952 年

再生ナイロン樹脂ペレットの製造・販売
http://www.takayasu-rf.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京営業所
TEL

技術分野

縄田

03-6806-0240

浩幸
h-nawata@takayasu-rf.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

ナイロン及びその他エンプラ樹脂の各種コンパウンド

 得意な顧客・市場分野

自動車、電気、建材関係の顧客、各種樹脂ペレットの委託加工

 生産拠点・研究体制

工場（岐阜県加茂郡、中国）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001 取得
PR 詳細

ナイロン繊維ウェストやフィルム端材等の高品質で安定して発生する廃プラスチックを原料に、リサイクル樹脂
ペレットの製造を行っています。当社では、プラスチックリサイクルのパイオニアとして蓄積してきた高度な技
術とノウハウにより、汎用樹脂から特殊エンジニアリング樹脂まで、用途に合わせたコンパウンドに対応。
また、専門工場における一貫生産の強みを生かし、PA・PP・PC・PET・PLA 等の真空乾燥委託加工、メーカー様の
自己循環型マテリアルリサイクル等をご提案しています。
6 ナイロン、66 ナイロンにガラス繊維、ミネラル、炭素繊維、エラストマー、難燃剤を付与したグレードがあり、
自動車、電気、雑貨といった様々な用途の成型品に弊社のナイロンチップ“タナジン”をお使い頂いております。
また調色も可能で、着色品も対応可能です。その他、UL 規格 94 項の認定を受けた難燃グレードもラインナップ
として持ち合わせております。
また昨今では、PPS、ABS、PA 等のエンジニアリングプラスチックに各種添加剤を付与した委託コンパウンドもお
受けしております。

279

技術アピールシート
とうわこうぎょう

東和工業株式会社
所在地

[本社]〒174-0043 東京都板橋区坂下 3-29-11

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

防水材、シール材

44 名

設立年（西暦）

1953 年

アスファルト加工による防水材、シール材の製造・販売
http://www.towaltd.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 研究開発部
TEL

従業員数

技術分野

河原

049-258-3613

真
E メール

m_kawahara@towaltd.co.jp

 得意な技術・製品

アスファルト加工品の製造

 得意な顧客・市場分野

防水業界

 生産拠点・研究体制

東京工場(東京都板橋区)、埼玉工場(埼玉県入間郡三芳町)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得(2001 年)
PR 詳細

(1)アスファルト加工技術
弊社では改質アスファルトを原反に含浸・塗覆させた防水
シートの製造を行っております。下記のアスファルト加工技
術はそれに付随するものです。
①改質アスファルトの製造
・改質アスファルトはアスファルトに樹脂などを混合し、
高温・低温特性を改良したものです。
・配合によっては粘着力を持った改質アスファルトもあり
ます。
図1

②各種原反のアスファルト含浸

アスファルト使用の防水シート

・ポリエステル不織布やガラスクロスなどに改質アスファルトを含浸させることができます。
③芯材へのアスファルト塗覆
・芯材(アスファルト含浸原反など)の両面または片面に改質アスファルトを塗覆することができます。
・塗覆後の表面にはシートの用途に応じて、各種面材(PE フィルム，ハクリ材など)を貼り合わせたり、鉱物
質粒子(硅砂，砂鉄など)を散布したりすることができます。(図 1 はハクリ材を使用した製品例)
(2)シール材の製造
弊社では水酸基末端ポリブタジエンを主成分とする 2 液反応型のエラストマー(製品名：ビルダンシール)の製
造を行っております。
①製品の特徴
・高い水密性、復元性、耐候性、耐老化性が挙げられます。
②主な用途
・土木、建築構造物の繋ぎ手の防水用シール材、保護コンクリートの目地材、コンクリートの保護材(塗膜)、
防食材などが挙げられます。

280

技術アピールシート
なかのせいさくしょ

株式会社中野製作所

技術分野

材料

技術キーワード

複合材

所在地

[本社]〒124-0021 東京都葛飾区細田 3-30-6

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

23 名

設立年（西暦）

1987 年

高機能ゴム製品の開発・製造・評価・分析及びゴムと樹脂の複合化製品の開発・製造
http://www.nakasei.co.jp
タスクマネジメントグループ
03-3568-7257

E メール

マネージャー

中山

義一

Yoshi_nakayama@nakasei.co.jp

 得意な技術・製品

高機能ゴム製品の開発・製造・評価・分析及びゴムと樹脂の複合化製品の開発・製造

 得意な顧客・市場分野

弱電業界、スポーツ業界、介護・福祉業界

 生産拠点・研究体制

本社工場（東京）、長崎事業所（研究開発・評価分析）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO1401、9001 取得、平成 24 年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援助
成金取得
PR 詳細
接着剤を使わないゴムと樹脂の複合材製造技術『ラジカロック®』

1.

技術の概要
『ラジカロック®』とは、ゴムの成形時に生じるゴムの架橋反応をゴムと樹脂の間でも発生させることでゴムと樹脂の
分子を化学結合させる技術です。化学結合による分子間架橋結合のため、結合強度（接着強度）が高いのが特徴です。

2.

技術の特徴
優れた接着強度
『ラジカロック®』はゴムと樹脂を化学結合させるので接着剤を使わず強固に結合した複合材を製造することが可能です。
難接着材でも接着が可能
特に接着が難しいと言われるシリコーンやナイロン樹脂においても十分な接着強度を確保できます。
安全性の向上
接着剤の毒性や臭気などの理由で接着剤を使わずにカシメやネジで固定する場合、部品の脱落の心配がありますが、
『ラジカロック®』ならそのような問題も起こりませんので、飲料や食品医薬関連分野でも活用できます。
金属代替による軽量化が可能
通常、ゴムを接着して使用する場合、ステンレスやアルミなどの金属部品を使用するため重くなります。『ラジカロック®』
なら金属を樹脂に置換ることができ、軽量化が可能となります。
複雑な形状や微小な製品も製造が可能
『ラジカロック®』はゴムと樹脂の界面で架橋反応が起こり結合します。そのため、接着剤を塗布する必要が無く、
小さな部品や複雑な製品でも安定して結合させることが可能です。
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技術アピールシート
なのこーとてぃーえす

ナノコート・ティーエス株式会社

技術分野

材料

技術キーワード

DLC、薄膜、トライボロジー

所在地

[本社]〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1-19 アルベルゴ御茶ノ水 1006

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

29 名

設立年（西暦）

2000 年

硬質薄膜コーティング受託加工
www.nanocoat-ts.com

連絡先（部署・氏名） トライボロジーラボ
TEL

従業員数

042-519-7504

 得意な技術・製品

熊谷

泰

E メール

kumagai@nanocoat-ts.com

樹脂成形金型用離型コーティング、摩擦低減用ダイヤモンドライクカーボン（DLC）コー
ティング

 得意な顧客・市場分野

光学部品製造、自動車部品製造

 生産拠点・研究体制

生産拠点（石川県能美市）トライボロジーラボ（東京都昭島市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得（2009 年）
PR 詳細

樹脂成形金型用離型コーティング
1. 光学レンズ等の精密樹脂成形において型汚れ
を防ぎ、離型性を向上させ、NiP めっき等の
耐擦過性を改善します。
2. レンズ成形、精密コネクター部品成形におい
て豊富な実績があります。
3. 用途や課題に応じて最適の被膜を提供しま
す。
4. 前処理や後処理にも豊富なノウハウを有しま
す。

摩擦低減用 DLC コーティング
1. 自動車・2 輪の動弁系部品の量産で豊富な実
績があります。
2. 最先端のプラズマ技術を利用した密着力と
耐摩耗性にすぐれた DLC コーティングです。
3. 小ロットの金型・治工具へも対応可能です。
4. 用途や課題に応じて豊富なラインアップか
ら選択できます。
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技術アピールシート
ならきかいせいさくしょ

株式会社奈良機械製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒143-0002 東京都大田区城南島 2-5-7

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

160 名

従業員数

超小型卓上粉砕機、
高粘度スラリー用ポンプ

設立年（西暦）

1924 年

粉粒体処理装置の製造・販売
（粉砕装置・乾燥装置・混合造粒機・表面改質装置・集塵・供給・受託加工処理）
http://www.nara-m.co.jp

連絡先（部署・氏名） マーケティング戦略部
TEL

材料

技術分野

03-3790-8011

部長

板橋

博通
itabashi@nara-m.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

粉体、高粘度スラリーに関する処理全般

 得意な顧客・市場分野

化粧品業界、食品業界、化学業界、医薬業界、ゴム業界、インキ業界

 生産拠点・研究体制

本社工場、四日市工場

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO140001 取得済
PR 詳細

超小型卓上粉砕機

ジーナ
研究開発及び実験用の非常にコンパクトな粉砕機
■分解、洗浄、組立が容易
■少量・多品種サンプルでの実験が可能
■操作盤、製品回収タンクがないため非常に
コンパクト
■液体窒素を用いることで、粉砕時の熱で溶けや
すい樹脂の深冷粉砕が可能

GENA 本体

粉砕部 分解後

コンタミネーションフリー・高粘度スラリー用ポンプ

ヨーリー

コンタミネーションのない画期的な高粘度スラリー用ポンプ
■摺動部がない
■分解、洗浄性に優れているため、化粧品・食品・医薬品製造ラインの
ポンプとして最適
■低粘度から高粘度まで対応可能
■接液部は、PTFE と SUS で構成されており、耐腐食性に優れる
■溶剤耐性あり
■防爆仕様可
←（左上より時計回りに）
接液部ベローズ部分／スラリー輸送イメージ／ベローズ型式ラインナップ
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技術アピールシート
にほんみらこんさんぎょう

日本ミラコン産業株式会社

技術分野

材料

技術キーワード

業務用抗菌、防カビ、防藻剤

所在地

[本社]〒185-0023 東京都国分寺市西元町 2-16-18 日建第 1 ビル 2 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1982 年

住宅用洗浄剤製造販売、抗菌・防カビ・防藻剤製造販売、建築用補修材製造販売等
http://www.miracon.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

20 名

従業員数

主任

浅見

042-321-3666

和寿
k-asami@miracon.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

JIS 規格を遥かに上回る抗菌効果と極めて高い安全性を有した業務用抗菌・防カビ剤。

 得意な顧客・市場分野

ホームセンター業界、GMS 業界、通販業界、建築・金物業界

 生産拠点・研究体制

工場・研究所（茨城県久慈郡大子町）

 特記事項（取得資格・認証等）

703 種類の菌に対しての抗菌データと各種安全性データを保有。
PR 詳細

1．703 種類に及ぶ広範囲の抗菌スペクトラム
病気やアレルギー、食中毒の原因となる菌種を含めた、あらゆるカビ・細菌・藻類に対し抗菌試験を実施。
MRA500 が効果を発揮した 703 種類に及ぶ菌の一覧表を保有（菌種は今後も増えていく予定です）。
長期にわたる効果の持続性も確認されています。
【参考：JIS 規格】13 菌のうちいずれか 5 菌、または指定 3 菌の試験菌に対して有効であれば防カビ剤として認定。
なお居住空間に頻出するカビは 85 種類あると言われています。
2．農薬系、環境ホルモン系成分不使用の他に類を見ない安全性（通常、有機系防カビ剤は必ず数種類含む）
MRA500 は極めて高い安全性が日本食品分析センターの各試験によって確認されています。
3．MRA500 を使用した製品開発の例
（1）PP、PET 等の樹脂、プラスチック素材の抗菌化。
MRA500 粉体から素材に合わせたマスターバッチを作成し各素材と混練。抗菌化樹脂、抗菌化プラスチックの
作成に成功しています。
（2）各種塗料、セメントの抗菌化。
抗菌化したい塗料やセメントに MRA500 添加剤を入れ攪拌したものを施工。屋内壁やタイル目地等内装の
抗菌、防カビはもちろん、外壁に発生する藻の発生も防ぐ事に成功しています。
※病院や食品工場、美術館やホテル、温泉施設に至るまで多くの施工実績があります。

樹脂製品練込み用粉体薬剤

水系塗料添加剤

溶剤系塗料添加剤

とマスターバッチ

タ イ ル 目 地 材 用 業務用燻煙剤
防カビ剤
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技術アピールシート
はしながきんぞく

橋永金属株式会社

技術分野

材料

技術キーワード

アルミセンターレス

所在地

[本社]〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂 3-3-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

10 名

設立年（西暦）

1946 年

非鉄金属卸売業
http://www.hashinaga.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

久保田

長吉

03-3421-1916

E メール

kubota@hashinaga.co.jp

 得意な技術・製品

アルミセンターレス加工・製品センターレス加工

丸棒・パイプも可

 得意な顧客・市場分野

自動車がメイン、医療、産業機器（半導体製造装置用）他

 生産拠点・研究体制

センターレス加工は埼玉県の協力会社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015、14001:2015
PR 詳細

１、非鉄金属卸売業です。
２、アルミセンターレスを商品登録して日本で唯一在庫販売を行っています。
３、在庫明細は、A2017B-T4、A6061B-T6、A7075B-T6511 で在庫を保有しています。
A5056B-H34 も近日中に在庫明細になります。
４、アルミ及びアルミ合金以外でもセンターレス加工販売と受託加工も受けています。

アルミセンターレス

製品センターレス

アルミセンターレス材よりの加工製品

285

技術アピールシート
はしもとりけんこうぎょう

橋本理研工業株式会社
所在地

[本社]〒123-0841 東京都足立区西新井 4-1-8

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

材料

技術キーワード

セラミックス

設立年（西暦）

1977 年

セラミックス各種部品及び素材の製造・販売
http://www.h-riken.co.jp/index.html

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

技術分野

橋本

03-3853-5151

敬
E メール

info@h-riken.co.jp

 得意な技術・製品

セラミックス各種素材による産業機械部品の製造・販売

 得意な顧客・市場分野

産業機械メーカー、金属材料メーカー

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

セラミックス業界にて 40 有余年の蓄積した技術とノウハウにより広範な協力工場のネットワーク
も利用し、セラミックスに関するいかなるご要求にも品質・コスト・納期において最適解を提供で
きると自負しております。
各種ファインセラミックス素材による部品製造、耐熱チューブ、保護管、ルツボ、アイレット、ガ
イドピン、粉砕用ボール、セラミックベアリング、等のセラミックス規格品の販売。
支給品セラミックスの切断・穴あけ・研削研磨による追加工、
高温炉用の耐熱セラミック炉材、碍子、焼成用セッター等の販売。
高温用セラミックヒーター（SiC 発熱体、二珪化モリブデンヒーター、遠赤外線ヒータ、他）
その他加工品目
カーボン加工、石英など耐熱ガラス加工、各種耐摩耗目的の皮膜処理、
産業用ヒーター、電気炉の製造・販売。
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技術アピールシート
ひらかたぎけん

株式会社枚方技研
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

防振、耐震

[本社]〒573-0128 大阪府枚方市津田山手 2 丁目 20 番 10 号
[都内所在地]〒206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘 3 丁目 34 番 9
3,000 万円

38 名

従業員数

設立年（西暦）

1972 年

防振材ノンブレン製造・販売、機械設計
http://www.hirakata-g.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 枚方技研
TEL

技術分野

東京営業所

042-319-3900

所長

吉岡

永敏
yoshioka@nonburen.com

E メール

 得意な技術・製品

防振材、衝撃緩衝材、耐震固定材、機械設計

 得意な顧客・市場分野

精密機械・装置分野

 生産拠点・研究体制

本社（設計技術部、開発部、ノンブレン製造部）

 特記事項（取得資格・認証等）

特許 4 件取得、2 件出願中
PR 詳細

『防振新素材「ノンブレン」と機械設計技術の融合』
・当社は「機械設計」を業務として設立された会社で、45 余年の実績とノウハウを積みあげてきました。
現在も弊社の売上の約 50％は「機械設計費」によるものです。
・防振材「ノンブレン」は社員の自社ブランドの商品が欲しいという強い意識の中から、約 20 年前に生ま
れ、以来商品としてタテ・ヨコに広がりながら現在に至っています。
・「ノンブレン」の材料は、ポリウレタン・エラストマー、近ゲル体で、これ自体が従来の防振ゴムに使われ
ている合成ゴムに比べ約３～４倍の防振性、衝撃吸収性を有しています。
・この優れた材料と精密な成形技術、長年機械設計で蓄えたノウハウをコラボレーションして、ユー
ザーの振動、衝撃で困っている事例をユーザー、弊社双方の技術者同士で検討、解決策を具体的に「形」
として製作し、ユーザーに提供しています。

・「ノンブレン」の応用製品として開発した耐震固定材「ノンブレン・タックゲル」は強力な粘着力を生かし、
装置・機械等を地震時の転倒、移動から守るアンカーボルトに代わる物として注目され、その耐震固定
技術は、近畿経済産業局の「関西ものづくり新選 2013」に選定されました。
・1 個から試作を行います。

中小企業総合展 2009 年と 2011 年で
優秀賞受賞

ノンブレン防振台

丸形ノンブレン
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技術アピールシート
ふじせらみっくす

株式会社富士セラミックス

技術分野

材料

技術キーワード

圧電素子

[本社]〒418-0111 静岡県富士宮市山宮 2320-11

所在地

[都内所在地]〒161-0034 東京都新宿区上落合 1-29-7 ムサシヤビル 4Ｆ
4,500 万円

資本金

250 名

従業員数

設立年（西暦）

1975 年

圧電セラミックスをベースとした電子セラミックス素子の製造販売

主要事業
Web サイト

http://www.fujicera.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部

国内営業部

0544-58-4651

TEL

国内営業一課
E メール

塩川

紘基

k_shiokawa@fujicera.co.jp

 得意な技術・製品

圧電セラミックスをベースとして、ニーズ、シーズ製品の開発・試作・製造技術

 得意な顧客・市場分野

医療業界、自動車業界、半導体業界

 生産拠点・研究体制

本社工場・白糸工場・北山工場・外神工場(静岡県富士宮市)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO 9001 2008、ISO 14001 2004、ISO/IATF 16949 2009（白糸工場）
PR 詳細

【圧電セラミックス】
材

料

技

術：基礎研究・開発、組成設計、精製プロセス開発

素

子

技

術：原料精製～焼結プロセス、バルク加工、メタライズ、電解処理

応

用

技

術：振動子、センサ、アクチュエータ、応用製品開発・設計
精密加工事例でセラミックスと樹脂のコンポジット素子があります。

標準 作製 範囲：大きさ…1 ㎜角程度～70 ㎜角程度、厚さ…0.2 ㎜～10 ㎜程度
加

工

精

度：仕様に拠るが加工最小精度±10μm、標準公差…外形±0.15 ㎜、厚さ±0.05 ㎜
※作製形状・加工精度等、別途ご相談に応じます。

【焦電センサ】
弊社焦電型赤外線センサの特長
豊富なバリエーション…用途に最も適した焦電素子を用いたセンサをお選びいただけます。
侵入警報器、自動ドアスイッチ用、温度計測、炎検知用、ガス分析・測定用など
高感度…素材の持つ最大感度を得る設計により、どのような用途においてもご満足いただける性能を実現しています。
高信頼性・高耐久性…TO-5 ハーメチックシールに不活性ガスを封入したパッケージにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
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技術アピールシート
ベるせーど

株式会社ベル・セード

技術キーワード

所在地

[本社]〒124-011 東京都葛飾区四つ木 5-10-8

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

100 名

従業員数

反射防止材料、植毛、

設立年（西暦）

エッジ加工

1975 年

反射防止シート材料の製造、車・光学機器（車載、デジタルカメラ、携帯カメラ、OA 機器等）
向け工業フィルム、両面テープの打ち抜き加工
http://www.vel-suede.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

材料

技術分野

マネージャー

伊藤

03-3694-9656

佳明
y.itou@vel-suede.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

反射防止材料含め、各種材料の打ち抜き加工、成型品への直接植毛、フィルム材料斜め抜き加工

 得意な顧客・市場分野

カメラ業界、自動車業界

 生産拠点・研究体制

工場（東京本社、茨城県牛久市、タイ・バンコク、中国・上海）、香港営業事務所

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 認証取得（2005 年）・ISO9001 認証取得（2005 年）
PR 詳細

【植毛シート】
静電植毛の技術を生かした当社オリジナル製品です。耐薬品性や耐候性に優れ、経年劣化しにくく、
これまで光学業界で長年御使用頂いております。弊社の植毛シートは光吸収効果が高く反射防止に
高い性能を発揮するため、光学機器・車載関連の乱反射防止材として最適です。
そのほかに、摺動 ・緩衝 ・防塵等の役割も果たします。
裏面にご希望の両面テープ等をラミネートし、打ち抜き加工を致します。
【成型品植毛加工】
金属 ･プラスチック ・ゴム等成型された部品に様々な機能を持たせる為に
直接静電植毛を行うことも可能です。
<主な用途>
・レンズフード・光学機器の乱反射防止・摺動部品・火傷防止
・コピー機部品等の断熱・エアコン（ルーバーの防滴）

・緩衝・防滴・化粧ケース・ポストカード等の装飾
・自動車部品（内装・窓枠）・建築資材（窓枠、戸当たり等）の浸水防止
【NSシリーズ、摺動性CRゴムシート】
NS シリーズは、滑り処理を施した弊社オリジナルのゴムシートです。
CR ゴムの薄ゴムシート 0.1mm を基材として使用し、ゴムの柔軟性を損なうことなく高い摺動性を有します。
デジタルカメラ等の鏡筒 ・筐体部分で摺動膜として使用され、遮光 ・防塵・簡易防水として機能します。
片面摺動シートと、両面に処理を施した両面摺動シートがあり、お客様のニーズに合わせてご選択いただけます。
また、ゴム成形品に直接滑り処理することも可能で、経年変化による相手部材との固着を防止します。
【打ち抜き加工】
シートと合わせて使う接着剤・両面テープ・剥離紙に関しても多数取り扱っております。
各種素材を組合せ、遮光・乱反射防止・防塵・防滴・防水・防振・防音・摺動・放熱・
電磁波シールド・導電・光拡散といった機能を持った部品の製作が可能です。
部品の使用用途を伺い各種部材・仕様等のご提案も行っております。
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技術アピールシート
みすとらる

ミストラル

技術キーワード

所在地

[本社]〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 1941

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

1名

ＣＦＲＰ、カーボン、炭素繊維、
強化プラスチック、複合材料

設立年（西暦）

2004 年 8 月

炭素繊維強化プラスチック(カーボンファイバー)を使った試作品製作
http://www.mistraldesign.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表
TEL

材料

技術分野

大橋

正

042-652-0450

E メール

masashi-o@mistraldesign.jp

 得意な技術・製品

炭素繊維強化プラスチックを使った試作部品の社内一貫製作

 得意な顧客・市場分野

自動車業界、産業業界、医療機器業界

 生産拠点・研究体制

東京都八王子市

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

●炭素繊維強化プラスチックとは

カーボンファイバー、ＣＦＲＰとも呼ばれ、航空・宇宙業界に始まり、その

軽量・高強度な特性を生かし現在は多くの産業で採用されております。
●現在、自動車業界では遂に量産車に採用する流れが始まり、従来までの課題であった高コスト、少量生産のみ
といった問題も改善されつつあり、今後その流れは大きく加速すると思われます。
炭素繊維強化プラスチックを使った製品製作には、そのメリットを製品に十分生かせる様な設計・試作・データ
収集が大変重要になってきます。現在、自社製品の素材をＣＦＲＰに置き換え、今後迎える低コストＣＦＲＰ時
代に向け試作開発といった案件が増えております。
●当社は小さいながら都内でも数少ないＣＦＲＰ試作成形を社内で一貫して行える事業所となっています。
今まで、金型製作→成形→仕上げ・塗装、と分担して工場で行っていた事業所が多く、その機能をコンパクトに
まとめ、打ち合わせから部品の塗装仕上げまでを一貫して社内で行うことにより、打ち合わせロスの低減、時間
短縮、コスト低減に努めています。
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技術アピールシート
やそじまぷろしーど

八十島プロシード株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

高機能樹脂加工

[本社]〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 1-2-6 尼崎フロントビル 6F
[都内所在地]〒105-0003 東京都港区西新橋 1-10-2 住友生命西新橋ビル 6F
3,000 万円

従業員数

140 名

設立年（西暦）

1937 年

高機能樹脂部品加工、３Ｄプリンター出力、３Ｄデータ作成
www.yasojima.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

村上

045-440-3560

卓弥
E メール

murakami@yasojima.co.jp

 得意な技術・製品

精密樹脂切削加工、大型製品の３Ｄプリンター出力、超音波透過材料（工業、医療）

 得意な顧客・市場分野

航空機、自動車、医療

 生産拠点・研究体制

生産工場（仙台、大阪、滋賀、神戸、大分）開発拠点(神戸、横浜、名古屋)

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO13485、MSJ4000、医療機器製造業許可証取得
PR 詳細

■3D プリンター受託サービス
①安定した生産体制：保有台数 18 台は国内トップクラスの生産体制です。
②幅広い取扱い材料：ABS、PA12、PC などの汎用プラスチックから、PEI、カーボン繊維入りナイロン等の
高機能プラスチック、ゴムライク（硬度 30～95°）の対応可能
③大型サイズの造形が可能：FDM x914X y610X z914mm 4 台、SLS x670X y360X z550mm 1 台

＊バンパー写真（3D プリンターで造形後、塗装）
■PEEK 炭素繊維強化プラスチック材料（カーボン繊維 70%、PEEK 樹脂 30%の複合材料）による軽量化
金属並みの剛性と耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れた PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）をベースポーリ
マーにした炭素繊維強化プラスチック材料。金属製の摺動部品代替をご提案いたします。

■超音波透過材料（エコーパッド）のご提案
エコーパッドは対象物の凹凸によるアーチファクトを軽減し、より明瞭なエコー画像を得るための
ジェルに変わる素材として開発。凹凸のある特注形状、特注サイズでの受託製造可能です。医療や工業分野で採
用されています。
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技術アピールシート
やましたまてりある

山下マテリアル株式会社

技術分野

材料

技術キーワード

熱伝導プラスチック

所在地

[本社]〒140-0004 東京都品川区南品川 3-5-13

資本金

25,000 万円

主要事業
Web サイト

150 名

設立年（西暦）

1965 年

プラスチック・回路基板材料販売。放熱ソリューション。
http://www.yamashita-net.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

山脇

秀一

03-3474-0611

E メール

 得意な技術・製品

放熱ソリューション

 得意な顧客・市場分野

車載、LED、産業機器等々

 生産拠点・研究体制

東京都品川区

netsusage@yamashita-net.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

熱を伝えるプラスチックを紹介しております。
プラスチックで放熱する事によって金属からの置き換えによる軽量化や、絶縁をしながらの放熱が可能になり
ます。今までの放熱手段として金属での放熱が主流ですが、新たな工法として参入しております。
また、試作の際には金型レス試作を提案しております。新しい材料をより身近に感じて頂きたいので 1 個から
請け負っております。
是非宜しくお願い致します。
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技術アピールシート
やまもとほーるでぃんぐす

ヤマモトホールディングス株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

材料

技術キーワード

ガラスコーティング

[本社]〒270-2267 千葉県松戸市牧の原 2-32
[都内所在地]〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 東京都立産業技術研究センター 製品開発支援ラボ 304
1,200 万円

従業員数

50 名

設立年（西暦）

2000 年

住宅リフォーム業
http://matsudo-paint.com/

連絡先（部署・氏名） 研究開発部
TEL

技術分野

主幹研究員

03-6450-4176

小田原
E メール

玄樹
odahara@y-hd.com

 得意な技術・製品

外壁塗料の製造

 得意な顧客・市場分野

建築業界

 生産拠点・研究体制

研究所(東京都立産業技術研究センター内)、工場(東京都)、東京都立産業技術研究センター・木更津高専・千葉工大と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

千葉のちから「中小企業表彰」受賞、ISO14001:2004 認証取得(2009 年)、ハドラスの特許取得、ベンチ
ャークラブちば 第 34 回ビジネスプラン発表会「優秀賞」受賞
PR 詳細

10 年以上に及ぶ研究の結果、ガラス化する主成分(ポリシラザン)の品質と純度を極限に高め、ナノ粒子化して
溶剤に分散させることに成功した。完全ガラス硬化後は、緻密なガラス薄膜がナノスケールで形成するレベルま
で品質を向上させた。ナノサイズのガラス原料が素材表面の隅々に浸透して薄膜化することで、素材の外観・意
匠性を損ねることなく防傷・撥水・防汚・防錆・防カビ・耐摩耗効果などの付加価値が発現する。
東京都立産業技術研究センターをはじめとする公的研究機関にて、ハドラスの検証試験を続けてきたため膨大
な実証データの蓄積がある。現在も公的研究機関と共同研究体制を敷いて品質向上に取り組んでいるため、製品
の信頼度が高い。
少量で大面積塗布可能(コーティング液 1L 当り普通自動車
は 200 台、スマートフォンは 5,000 台塗布可能)なので、原
料費が安価で利益率が非常に高い製品である。
ハドラスは 1 液タイプかつ室温下でガラス硬化するので、
特殊な施工方法は不要で一般ユーザーでも簡単にナノサイ
ズのガラス薄膜がコーティングできる。他社製品は 2 液タイ
プであったりガラス化する成分の純度が高くないこと、ガラ
ス以外の有機成分が多く含まれていることなどから施工方
法が難しく、硬度不足や紫外線劣化によるコーティング膜の
剥がれ・クラックが生じる。これに対してハドラスは素材の
純度・品質が高いことから耐候性に優れ、特に車コーティング業界では他社製品と一線を画して高評価を受けて
いる。
金属などの固体表面に限らず、石材・木材や樹脂・皮革製品にもコーティング可能で 素材の自由度が高い。
一般的には塗装不可能なポリプロピレン樹脂にも濡れ性が良好で、樹脂フィルム業界においても高評価である。
コーティング後はガラスの表面硬度が発現しつつ、ナノレベル薄膜ゆえに下地の変形にも追従可能な柔軟性を
合わせ持つ。
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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。
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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。

306

技術アピールシート
あいえむえー

株式会社アイ・エム・エー
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

垂直タワー型植物栽培方式

[本社]〒193-0824 東京都八王子市長房町 1350 番地
[都内所在地]〒183-0042 東京都府中市武蔵台 2-18-18 荒川ビル 1F
1,000 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

1981 年

植物工場運営コンサルタント・建築設計事務所
http://www.i-m-a.jp/

連絡先（部署・氏名） 大湾
TEL

技術分野

理江子

042-313-9615

 得意な技術・製品

E メール

info@i-m-a.jp

人工光植物栽培技術・縦型植物栽培装置（小型・中型・工場向各種）
・3D プリンター加
工にて関連小物部材の製造

 得意な顧客・市場分野

一般新規参入企業・ホテルレストラン・給食センター・病院介護施設・スポーツセンタ
ー・外食中食業界・高級共同住宅・学校教育教材・インテリアグリーン企業他

 生産拠点・研究体制

生産拠点・協同開発企業募集中

 特記事項（取得資格・認証等）

縦型植物栽培装置特許・一級建築士・東京都経営革新計画
PR 詳細

弊社は昭和５７年より建築設計事務所を運営しております。主に工場・流通・倉庫に関係する分野の設計
が主流となります。特に工場は食品関係分野での実績が多く、衛生を基本とする作業動線レイアウトの経
験を生かし植物工場の設計に特化した建築設計監理に１０年前から移行しました。日本の植物工場では９
割が赤字運営と言われています。原因はイニシャルコストが高くランニングコストも高いことです。この
両者のコストを下げる事が出来れば黒字運営に変わります。原因はライトの本数の多さです。本数を減ら
し生産株数を多く出来れば植物工場は黒字化出来ます。弊社の垂直タワー型システムはライトの本数を下
げ株数を上げる事が出来る為効率が良く採算性が高い事と必要最小限での水量で賄うことが出来ます。垂
直タワー型は栽培する細い管の中を上から下に水が流れるだけで水量が少なくさらに細い管の中に池の様
な溜りの部分がある為植物はそこから栄養分を吸収し育つことが出来ます。葉菜類だけでなくイチゴやワ
サビなど特殊な植物に対応する管の太さや茎の成長に合わせたポットの開発が視野にあります。植物は根
に栄養素が届けば成長しますからあらゆる種類の栽培も可能になるでしょう。
今回の応募目的は小型の都市型小規模工場の拡販と
運営システムの販売に力を導入したいと考えており
垂直式の装置生産と開発支援をして頂ける企業様と
のコラボを期待しております。
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技術アピールシート
あいらむ

株式会社アイラム
所在地

[本社]〒101-0054

資本金

400 万円

主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

快適環境・省エネルギー

東京都千代田区神田錦町 1-13
従業員数

3名

大手町宝栄ビル 202
設立年（西暦）

2016 年

赤外線サーモグラフィによる建物劣化診断・省エネルギー機器開発販売・技術コンサルタント
http://www.irham.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 企画・総務担当
TEL

技術分野

03-5577-6764

吉田 正
E メール

t-yoshida@irham.co.jp

 得意な技術・製品

赤外線サーモグラフィによる各種解析、省エネルギー技術コンサルタント

 得意な顧客・市場分野

建築業界、土木業界

 生産拠点・研究体制

省エネルギー機器メーカー等との業務連携

 特記事項（取得資格・認証等）

本製品はＨ26 年度省エネ大賞「審査委員会特別賞」、第 27 回中小企業優秀新技術・新製
品賞、Ｈ27 年地球温暖化防止活動の環境大臣表彰など各方面から高い評価を得ている
PR 詳細

輻射（放射）冷暖房を全世帯に！【エコウィン（輻射冷暖房機器）の普及、販売】
快適な空間とは、空気温度と放射温度の差が無い、床暖房に代表される輻射（放射）冷暖房による空間である。
これを簡単に行える輻射パネルがエコウィン（写真）である。

この機器は、右図のように既存のエアコンの室内機と室外機の間の冷媒配管途中に輻射パネルを繋ぐだけなの
で、大幅な工事は不要となり、リフォームに簡単に対応できる。パネルが取り付けられる壁、ないしは設置のた
めの多少の空間があればよい。新設でもパネル設置のための初期費用は必要だが、熱交換効率の高い輻射パネル
なので、機器台数を低減でき、下図のようにランニングコストを大幅に削減できる。健康性と快適性、省エネを
兼ね備えた優れた次世代の冷暖房機器である。
エコウィンの５つの効能
１．温度ムラのない快適な環境
２．騒音・振動の無い静穏空間
３．チリ・ほこりを舞い上げずクリーン
４．暖房時のドラフトや冷房時の冷え過ぎ
のないやさしい環境
５．省エネ省コスト
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技術アピールシート
いーぶぃてぃーでぃーけんきゅうしょ

株式会社 EVTD 研究所

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

燃料電池・蓄電池

所在地

[本社]〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1 多摩テクノプラザ ラボ 4

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

3名

従業員数

設立年（西暦）

2012 年

リチウムイオン(LiB)蓄電池電源の開発試作製造販売、次世代バッテリマネジメント(BMS)と
容量バラツキ是正アクティブ Cell バランサ(ACB)の開発試作製造販売
https://lithiumionjp.jimdo.com/
代表取締役 小池 哲夫
042-519-1771

 得意な技術・製品

Koike1948hybrid1991@dune.ocn.ne.jp

E メール

①各種 LiB 組電池化技術と LiB 蓄電池電源に欠かせない次世代 BMS と ACB の技術
②LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム

 得意な顧客・市場分野

①再生エネルギー業界 ②UPS 業界 ③電力事業業界 等

 生産拠点・研究体制

東京都昭島市東町 3-6-1 多摩ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ ﾗﾎﾞ 4

 特記事項（取得資格・認証等）

ACB 特許取得中
PR 詳細

１、ACB 技術
弊社 ACB 技術は、双方向性 DC-DC を用いて各 Cell の電圧差を是正させる方式を採用している。図 1 にブロック図を
示す。各 Cell に一個の双方向性 DC-DC を配置している。
図２に試験結果を示す。図２の A 部を拡大させた部位を図３に示す。
故意に各 Cell の電圧をバラつかせて ACB を作動させたところ１５
秒後に系統８の電圧が 3.78V⇒3.73V に、系統６の電圧は、3.60V⇒
3.69V にシフトしたのである。その後、図２に示すように徐々に
電圧格差が縮小している。弊社の ACB 特徴は、各 Cell の電圧差が
大きい時、大電流でバラツキを是正し、電圧差が少ない時、小電流で
バラツキを是正する点である。これらの制御は、自律制御である。

図１ 双方向性 DC-DC 式 ACB ブロック図

図２ ACB 試験結果

図３ A 部拡大図

図４ LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム図

２、LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム
弊社推進している LiB 蓄電池電源の遠隔監視システムを図４に示す。
遠隔監視システムの狙いは、LiB 蓄電池の動作状態を常時、AI で解析し、正常状態か否かを判断させ異常状態であ
れば適切なメンテナンスを実施して不具合を未然に防止する事である。そして、SOH(State Of Health)及び SOL(State
Of Life)も検出する事である。LiB 蓄電池電源の遠隔監視システムは、顧客に対して安心して LiB 蓄電池電源の運用
を提供するシステムである。
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技術アピールシート
いんてっくす

インテックス株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

10 波長選択光源

[本社]〒206-0803 東京都稲城市向陽台
[都内所在地]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-1 トライエム大手町ビル９F
2,000 万円

従業員数

8名

設立年（西暦）

2004 年

LED ﾓｼﾞｭｰﾙの設計製造販売、関連製品の事業開発 応用製品の開発と販売
http://www.intexs.com/
新規事業開拓室 八木 信征
03-5281-8282

E メール

n.yagi@intexs.com

 得意な技術・製品

波長選択光源を採用の Tino4000 シリーズ

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、薬品業界、印刷業界、食品業界

 生産拠点・研究体制

日本、韓国

 特記事項 （取得資格・認証等）

光源装置及びその制御方法 特許第 6155377 号
PR 詳細

＜半導体工場 クリーンルーム等で使用のイエローランプ代替品＞
省エネで色の区別が可能な製品で 多くの工場での実績を積んで来ている製品です。
イエロールームでの作業者からは、色の区別が出来ない、汚れ等の判別が難しい、文字の判別が出来にくい
疲れる、年齢が高い程色別が難しくなる傾向にあり、黄色い光源に変わるものが欲しいとの多くの声が寄せられ
てきております。これらを一気に解決した製品の Tino4000 シリーズをご紹介します。又、LED 製品で、従来
蛍光灯に比較し 60％の省エネとなっています。
＜トリプル A 代替品＞
弊社の考案した調整可能な高演色ランプは、時間経過とともに高演色の特性劣化が生じることを想定した再調整
を可能にする光源で、他社製品と異なるのが最大のポイントです。このような経時変化による劣化に対して調整
可能とした光源です。印刷業界や色見台メーカー、染色・インクジェット・ペイントなど幅広い分野での採用が
期待されている製品です。尚、紫外線入りも近々出荷予定です。

＜誘虫器＞
2020 年には、環境問題等により世界的に蛍光灯の使用制限が発生し、既に国内メーカーでは蛍光灯の生産中止を
打ち出している所もあり、誘虫器に使用される紫外線ランプも中止となってきます。世界に先駆けて特殊ポリカ
ーボネートを使い LED 化し、従来の紫外線蛍光灯同等以上の性能を有しております。
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技術アピールシート
えーぺっく

環境・エネルギー

技術分野

aPEC 株式会社

伝熱促進、未利用低温度差排熱
技術キーワード

回収用の小型高効率熱交換器、
樹脂・金属複合型軽量熱交換器

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-10 ART ビル 4F

資本金

800 万円

3名

従業員数

設立年（西暦）

2017 年 1 月

多管式熱交換器の設計、解析、管内側伝熱促進エレメントの製作及び輸入販売

主要事業
Web サイト

http://a-pec.jp

連絡先（部署・氏名） 渡部

高司（わたなべ たかし）

090-9323-3363

TEL

watanabe@a-pec.jp

E メール

 得意な技術・製品

Oil Cooler&Heater、 Vaporizer、Condenser、Condenser、Reboiler

 得意な顧客・市場分野

従来：装置産業用大型機
今後：ZEH、HeatPump、車載、地熱及び地中熱の利用、熱輸送、蓄熱流体温度差発電

 生産拠点・研究体制

OEM (他社へ依頼)、横浜研究所

 特記事項（取得資格・認証等）

伝熱促進エレメントは新規製作と既設の改良の両方へ採用可能
PR 詳細

１ 三次元ワイヤマトリックス構造

Ｌｏｏｐ Ｗｉｒｅが３６０度 管壁に点接触して疑似乱流（かき混ぜ効果）を起こし管内伝熱係数を３～１
０倍増大させる。
２ 同一交換熱量での比較（ 伝熱促進体 有無 ）
従来型

３

９基

→ 両側の伝熱促進 ２基

某電力会社・研究所 納入（平成３０年４月 ）実証用デモ機 納入
伝熱促進体 有無

および 汚れ堆積 有無（ ペイント塗装で模擬 ）

設置目的： 省エネ技術として電力顧客への紹介
４

ＮＥＤＯ

公募案件に採択 予告

（平成３０年５月末）

「伝熱促進技術の現及び将来に関する展望調査」
Project No.P99029
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技術アピールシート
かんきょうえねるぎー

環境エネルギー株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

環境改善、効率改善

[本社]〒721-0952 広島県福山市曙町 6-9-24
[都内所在地]〒136-0082 東京都江東区新木場 3-6-7
8,000 万円

従業員数

10 名

設立年（西暦）

2013 年

機械機器製造業（環境関連機器、生産効率改善機器）
http://www.kankyo-energy.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

野田 修嗣

070-6526-2908

E メール

noda@kankyo-energy.jp

 得意な技術・製品

熱（乾燥や脱脂）
、過熱蒸気、風力、触媒を使用したプロセス

 得意な顧客・市場分野

自動車部品加工工場、食品工場などの生産工場

 生産拠点・研究体制

生産拠点：広島県福山市
研究体制：大学や研究所と共同研究中、大手エンジニアリング会社と提携も可能

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

創業前を含め、9 年以上、廃プラスチックの油化（石化原料化）や廃食用油などの油脂からのバイオディーゼ
ルを製造するなど油化プロセスの研究開発を行っています。2017 年には廃食用油からバイオディーゼルを製造す
るプロジェクトが NEDO 事業として採択され、2018 年 5 月には、国内初の純国産バイオジェット燃料製造技術の
特許も共同研究先と出願しました。
その技術を応用し、下記の装置を全て自社で開発・製造し、また特許も取得し、大手自動車部品加工メーカー
様などへ装置を販売しています。ゼロから課題を解決する開発、特に熱や過熱蒸気、風力、触媒を使用したプロ
セスや、ライン提案を得意としていますので、工場内での課題などお気軽にご相談ください。
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技術アピールシート
さんしすてむさぷらい

サンシステムサプライ株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒1670021 東京都杉並区井草 3-32-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

5名

従業員数

IoT、M2M、BigData､
SHM、CMS、無線

設立年（西暦）

1985 年

電子計測装置の販売、無線センサネットワーク、構造物モニタリング装置、各種センサ
http://www.sunss.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業技術部
TEL

環境・エネルギー

技術分野

小幡

聡（おばた

03-3397-5241

さとし）

E メール

info@sunss.co.jp

 得意な技術・製品

DAQ データ収録技術、SHM 構造物モニタリング、IoT 無線センサネットワーク

 得意な顧客・市場分野

電子計測分野、建築・土木、鉄道、風力発電、地震、岩盤、地質

 生産拠点・研究体制

本社内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

サンシステムサプライ㈱（以下 SSS）は、各種センサ、アナログ信号処理装置、データ収集システムを開発し
建築・土木分野、鉄道分野、地質・岩盤分野の各種計測システムを送り出して来ました。
最近話題の IoT に先駆け、橋、トンネル、風車等社会インフラ構造物の常時モニタリング SHM や機械の状態監視
システム CMS をセンサからインターネットまでを駆使して推進してまいりました。
すでに、長大橋や磁気浮上線、ウインドファーム、超高層ビル、高速道路でのモニタリング実績は多数ございま
す。
また、最近では MSN（無線センサネットワーク）をいち早く導入し、配線の無いローコストなモニタリングと
さらにはネットワーク伝送とクラウドコンピューティングを結合したクラウドモニタリングもサービスを開始
しました。
これらの総合技術により、広域でありかつ詳細なモニタリングシステムを短時間に低予算で実現できるようにな
り、希求の課題である社会インフラの長寿命化、アセットマネージメントなどに貢献できるものと考えています。
最近発表の主なシステム
１）長期大型構造物モニタリングシステム

フィールドブック

２）サイズミックレベル WiFi 無線センサロガ
３）超音波風速計

モニータ

FT シリーズ

４）ローノイズ高分解能加速度計

SA2000 シリーズ
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FB2000

技術アピールシート
てつどうしゃりょうこうぎょう

鉄道車輛工業株式会社

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

VOC 対策技術、防音対策技術

所在地

[本社]〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 1322-1

資本金

5,000 万円

設立年（西暦）

・VOC 処理装置、脱臭装置、鉄道用消音器、触媒マフラーの製造、販売

主要事業
Web サイト

1946 年 8 月
・防音、消音対策

http://www.tessha.com/

連絡先（部署・氏名） 事業統括部

営業部

部長

営業部
TEL

19 名

従業員数

板垣 匡一
小林 賢太

042-557-8305

k-kobayashi@tessha.com

E メール

 得意な技術・製品

・触媒燃焼法、直接燃焼法を用いた VOC 処理及び脱臭

 得意な顧客・市場分野

・食品、化学、印刷、樹脂製造業界

 生産拠点・研究体制

・所在地と同じ

 特記事項（取得資格・認証等）

・ISO9001:2008 認定取得

・各種防音対策技術

・各種製造業、住環境での防音、消音対策

・ISO14001:2004 認定取得
PR 詳細

◎ ＶＯＣ対策装置、脱臭装置
・製造の工程で発生する VOC ガスに対して触媒式をはじめとした各種燃焼方式で分解、除去して排出します。
VOC(トルエン、酢酸エチル、M.E.K.等)は貴金属触媒を用いて次のような酸化脱臭処理して排気します。
【原理】触媒反応により有機溶剤ガスを炭酸ガスと水に分解します。
溶剤 ＋ 空気 →
𝑚𝑚

(CnHm) (n+ )O₂
4

触媒

→ 二酸化炭素 ＋ 水蒸気

200～400℃

𝑚𝑚

(nCO₂)

( H₂O)
2

・大気汚染防止法や悪臭防止法対策に有効です。作業環境の改善にもお役立ちします。
・小風量処理装置から大風量処理装置まで対応しています。(1～500N ㎥/min)
・弊社装置は、印刷、化学、樹脂成型、食品製造等の業界で幅広くご使用いただいております。
◎ 防音、消音対策
・遮音、吸音、消音、防振、音響遮断、これら 5 つに代表される独自の技術を開発、あらゆる状況での
防音対策に対応しております。
・防音対策は、産業界のみならず住環境で発生するさまざまな騒音に対して独自の技術で対応しております。
これらの対策に有効な周辺機器を多数用意しています。
【脱臭装置】

・小型触媒式脱臭装置
（1N ㎥/min、3N ㎥/min）

【防音装置】

・触媒式脱臭装置
（80N ㎥/min）
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･対策前
ノイズフィルター

･対策後

･装置一例
消音エルボ

技術アピールシート
とうほうせいきせいさくしょ

株式会社東邦精機製作所
所在地

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-6-21

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

環境・エネルギー

技術キーワード

MGC(ﾒｶﾆｶﾙ･ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨ･ｷｬﾝｾﾗｰ)

設立年（西暦）

1939 年

計測試験機等の設計製作
http://www.touhou-seiki.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

松尾

彰能

03-3732-6461

E メール

matsuo@touhou-seiki.co.jp

 得意な技術・製品

計測試験機

 得意な顧客・市場分野

自動車部品生産ﾗｲﾝ分野

 生産拠点・研究体制

本社・栃木馬頭工場

 特記事項（取得資格・認証等）

荷重補償装置（特許第 5902662 号）

主要顧客：㈱小野測器、㈱ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｰ、東京計器㈱等
産学連携（慶應義塾大学森田研究室）

PR 詳細

5 年前から始めた産学連携の新規事業を説明させて頂き、その後に将来の展望を記述します。
5 年前に大田区産学連携事業の一環で新技術に出会いました。自重補償（メカニカル・グラビティ・キャンセラ
ー以下ＭＧＣ）技術を応用した自社開発製品郡のいくつがが軌道に乗り始めました。
ＭＧＣ機構を利用した新商品の開発は、「経営革新計画に係わる承認について」で平成 26 年 9 月 30 日付けの
舛添都知事の承認を受けております。
ＭＧＣ機構とは、持ち上げる重さをバネでバランスを取ることで無重力状態をつくる技術です。このバランス
可能なバネを算術で求め製作し、リンク機構の中に閉じ込める設計をしますと無重力アーム機構になり電気や燃
料を必要とせずにバネのエネルギーのみで物体を軽々と移動させることができます。また無重力状態なので、ど
こでも停止し保持し続けることができます。
当機構のデモ機を製作して営業活動した結果、数社のご依頼に答える実績を積んできました。また現在に至っ
ては、３社から開発依頼を受けてそれぞれの試作機の開発途中にあります。
今後の課題は、製品開発型企業への脱皮をめざし、機械制御分野の展示会等で既に商品化に至った製品群を出
展し新たなニーズの発掘です。

写真：ウェイトレス遮断機

写真：タイヤ昇降機
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技術アピールシート
ふぃーるどぷろ

株式会社フィールドプロ

[本社]〒189-0001 東京都東村山市秋津町 5-2-15

資本金

5,000 万円

Web サイト

従業員数

20 名

監視、クラウドサービス

設立年（西暦）

1995 年

気象観測機器製造、気象システム構築、データ収集・モニタリング・監視システムの設計・開発

https://fieldpro.jp/

連絡先（部署・氏名） 事業開発室
TEL

気象観測、データ管理・制御、

技術キーワード

所在地

主要事業

環境・エネルギー

技術分野

室長

080-5873-5883

稲葉

修
E メール

inaba@fieldpro.jp

 得意な技術・製品

低消費電力かつ耐環境性の高い回路設計技術、組込ソフト開発技術

 得意な顧客・市場分野

気象観測システム構築、クラウドサービス（再生可能エネルギー分野）

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は気象観測分野の特に研究機関（大学、研究所）向けのロガー（センサーにより計測・収集した各種データを
保存・転送する装置）の提供で事業を起こし、現在は気象観測システムの構築、各種機械からのデータ収集・モニタ
リング・監視システムの設計・開発、クラウドサービスと連携したソリューション提供を行うに至っています。

■提供するソリューション
【製品・サービス】
１．センサー＋ロガーによる各種時系列データ
の計測システム
２．クラウドプラットフォームを組み合わせたデ
ータ管理システム
【得意分野】
１．気象観測、環境観測分野
２．厳しい環境条件下での観測技術

■連携を期待する分野
気象 ×

アライアンス先

貴社の事業分野と気象観測データ
との組合せによるソリューション

ロガー ×

アライアンス先

計測システムの活用による貴社事
業の見える化支援ソリューション

クラウド × アライアンス先
多拠点に渡るモニタリングや、長
期のデータ収集による事業・業務
分析ソリューション

■実績
１．小型軽量・低消費電力機器を使用し、局地を含む 7,000 件以上の気象観測システムを導入
２．大手通信会社向け気象観測装置として、4,500 ヵ所の納入、保守
３．太陽光発電向けクラウドサービスの導入先 3,000 ヵ所以上
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技術アピールシート
かるちえ

有限会社カルチエ

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

安全・安心な椅子

所在地

[本社]〒143-0027 東京都大田区中馬込 2-18-12

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1993 年

自社保有産業財産権実施許諾、譲渡
http://www2s.biglobe.ne.jp/~quartier/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

1名

従業員数

佐藤

光子

03-5718-3331

E メール

 得意な技術・製品

椅子

 得意な顧客・市場分野

建築・設計

 生産拠点・研究体制

東京都大田区

quartier@mue.biglobe.ne.jp

スマイリーシートⓇ (座部上面周囲に連続して手すりを備えた椅子）
自動車・船舶・航空機

旅館・会館その他

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
（１）「スマイリーシートⓇ」に係る保有産業財産権の実施許諾、譲渡を致します。
R 」は、下記に記載されるいずれかの技術若しくはそれら技術の組み合わせ
「スマイリーシート○
により成る、座部上面周囲に連続して手すりを備えた椅子です。
― 記 ―
特許第 4030404 号 自動車用椅子
特許第 4538643 号 椅子
意匠第 1281305 号 椅子 （意匠公知資料：HC1902825200）
意匠第 1283254 号 椅子 （部分意匠）
意匠第 1512710 号 手すり付き椅子（部分意匠）
意匠第 1518206 号 手すり付き椅子（関連・部分意匠）
意匠第 1539358 号 手すり付き椅子（部分意匠）
商標第 4789043 号 スマイリーシート（標準文字） 以上
（２）座部上面周囲に連続して手すりを備えると、椅子に腰掛けて、手を伸ばせば迷わず直ぐ掴
まることができて、手すりに掴まった手を放さず滑らせて座ったままでの位置移動が楽に出来ま
す。自動車に備えると掴まって乗降、着座して位置移動が楽。シートベルトを装着した状態でも
直ぐ手すりに掴まれるので、カーブの揺れや急停発車の衝撃から身を守れて安全・安心。クルー
ザーやフェリーボートまた新しい客船ホテル、水上タクシーなど船舶での揺れに備える為、航空
機のサロン仕様の椅子などに有用。建造物の柱を背にその周囲に設備されたロビーソファにも備
えられます。茶室に相応しくデザインした低座椅子は、旅の宿の和室で畳に座す人と違和感のな
い歓談の時にお勧めします。
（３）筋力の衰えてきた高齢者、肢体障害者、視覚障害者、幼児など、自分自身で手すりに掴ま
って身の安全を図り安心が得られます。家具や乗り物用など様々な用途の椅子にデザイン展開が
可能で、既存シートに後付もできます。
みんなに優しいユニバーサルデザインの椅子です。
（４）画像の説明
１．柱を背にした円形のロビーソファに掴まって腰掛けられる、座部上面周囲に連続した手すり
を備えた「スマイリーシートⓇ」
２．ロビーソファ「スマイリーシートⓇ」の１／５模型
３．自動車後部座席が「スマイリーシートⓇ」
４．車内で座部周囲に備えた手すりに掴まると席の移動が楽に出来る
介助が必要な場合に、介助をする人の労働的疲労が低減できる
５．茶室に相応しい和室用の椅子、二人座れる低座椅子
６．和室での振る舞いが楽になる、モノを置くスペースのある椅子
以上
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技術アピールシート
さーらんどあいえぬいー

株式会社サーランド・アイエヌイー

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

医療機器

所在地

[本社]〒174-0041 東京都板橋区舟渡 1-7-3 安田工業センター2 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2002 年

医療機器開発/製造、RFID/IoT 関連製品開発/製造
http://www.cirland-ine.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

18 名

従業員数

小鮒

亨（こぶな

03-5916-9333

とおる）

E メール

tkobuna@cirland-ine.com

 得意な技術・製品

医療機器開発/製造（人工透析装置、輸液ポンプ、人工心肺装置など）

 得意な顧客・市場分野

医療機器製販メーカ、大学病院

 生産拠点・研究体制

東京都板橋区舟渡工場

 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器製造業（2018 年 1 月）
PR 詳細

●医療機器製品開発・製造

（人工透析装置）
※透析装置で使われている各種センサー（気泡検知センター、漏血センサー、濃度センサー、など）を
自社で開発して装置に組み込む。
※輸液ポンプ、人工心肺装置、血液浄化装置など開発/試作対応
※医療機器開発で培ったノーハウをベースにして各種医療機器の開発/試作/製造まで対応可能
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技術アピールシート
しょうわけんせつ

昭和建設株式会社
所在地

[本社]〒167-0032 東京都杉並区天沼 1-46-6

資本金

1,500 万円

主要事業
Web サイト

健康・福祉

技術キーワード

福祉要素の家具デザイン制作

3名

設立年（西暦）

1951 年

建築設計施工・住環境に伴うバリアフリー関連設計施工
http://www.shouwa-co.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

矢代

捷

03-3392-8228

E メール

order1951@shouwa-co.co.jp

 得意な技術・製品

注文建築設計、施工。木造建物精密耐震診断、耐震補強設計施工。

 得意な顧客・市場分野

個人住宅建設業界、ビル建設業界

 生産拠点・研究体制

工場生産無し（将来各地ノックダウン方式？）
。研究室無し（会社内）
。

 特記事項（取得資格・認証等）

一級建築士、一級建築施工管理士、建築積算士、二級福祉住環境コーディネーター、
インテリアプランナー、マンションリフォームマネジャー、
（下記案件意匠登録申請準備中）
PR 詳細

主に福祉的要素によるアイディア家具デザイン
１．過去に私本人が腰を痛めたため、自分用にデザインした椅子を同じような方にお勧めしたい。
①主に利用する人・・・腰痛に悩む方にお勧めするデスクワーク並びに食卓用等のオリジナル椅子。
②デザイン寸法・・・・・個々人の体形に合わせた注文寸法にて製作する。
③実在作品・・・・・・・・6 脚現存有り（但し、年代違い毎に制作してきたが、異なる椅子職人により強度にばらつき有る）
④お薦め理由・・・・・・特に例として作家等、長時間デスクワークの方に良いと思います。
（私自身 52 年間、デスクワークや製図版ドラフター時代を経て、パソコンデスクワークに今でも愛用している）
⑤受注販売・・・・・・・・採寸用モデルによる受注製作販売を行いたい。
（過去に、貸しコテージに置いてある、この椅子が私にも欲しいという依頼があった）
⑥何故今か？・・・・・・特に小生が高齢となってから、ある新聞に掲載された小説家のエッセイに「自分に合った椅子がほしい」と
ありましたように、腰痛で苦労されている方々が多いことから一念発起しました。
⑦原物写真・・・・・・・・現存するため写真も有りますが、展示可能な場合は原物を１脚展示します。ここでは省略します。
２．全身麻痺障害及びそれに近い障害者が使うトイレの体形固定支持の必要な方へお薦めしたい。
①利用する人・・・・・・リフト利用してでもトイレに自分で座して用を足したいと考える方が比較的多い。
②デザイン寸法・・・・・個々人の体形に合わせた注文寸法にて製作する。
③実在作品・・・・・・・・25 年前に全身麻痺の TN さんの自宅のトイレに設置して、昨年亡くなられるまで利用していただいた物。
（現在では写真のみ）
④お薦め理由・・・・・・天井レール式ハンガーリフト又はキャスター付移動式ハンガー利用可能者で、ご本人が便器に座ることを
切望される方へお薦めしたい。介助者の負担軽減にも役立ちます。
⑤受注制作・・・・・・・・現地状況にあわせて採寸してから受注制作設置。
⑥何故今か？・・・・・・③における例証にて大変介助者共から賛辞を頂いていたため。
（介助者の一番苦労される、排便排尿と清潔への一助としたい）
⑦原物写真・・・・・・・・現存するため写真も有りますが、展示可能な場合は原物を外して又は写真展示可能です。
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技術アピールシート
にっけん

株式会社ニッケン

技術キーワード

所在地

[本社]〒124-0006 東京都葛飾区堀切 2-48-20

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

16 名

医療トレーニング機器、
福祉機器

設立年（西暦）

1986 年

業務用遊戯機器開発、教育玩具開発、キャラクター商材開発
http://www.nkn-co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部 企画開発課
TEL

健康・福祉

技術分野

03-3695-0301

 得意な技術・製品

マネージャー 海老沼 隆
E メール

ebi@nikken-japan.com

お客様の要求仕様に合わせたアイデア出しからメカ設計、モデリング、実機生産、検品
納品まで

 得意な顧客・市場分野

医療福祉業界、遊戯機器業界、知育教材分野

 生産拠点・研究体制

社内一括開発（設計・試作）国内生産提携先多数、中国提携工場あり

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
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技術アピールシート
にほんあっしゅ

日本アッシュ株式会社

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

生体現象・監視システム

所在地

[本社]〒192-0045 東京都八王子市大和田町 2-7-7

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

pH 計、pH インピーダンス計、pH 電極

設立年（西暦）

他各種電極

1980 年

製造販売

http://www.j-asch.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部・会長
TEL

10 名

従業員数

042-648-5350

江浦

君夫
k-eura@j-asch.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

pH 電極の微小化は当社独自の技術

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界・企業研究室・大学研究室

 生産拠点・研究体制

本社内

 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器製造業、医療機器製造販売業、高度管理医療機器販売業

会長以下 3 名
許可取得

PR 詳細

微量用ﾌﾛ-ｽﾙｰ型 pH 複合電極

型式 SCC-200

内部ｷｬﾋﾟﾗﾘ―がΦ0.8 と細い為約 0.05ml の
液量でも測定可。

電極特注・OEM 生産
も承ります。
微量用 pH ｶﾞﾗｽ複合電極

型式 MCS-30S

先端径 3.0Φ液絡がスリーブタイプで

多品種、小ロット
（1 本から）

液量が約 0.05ｍL で測定可。
製作体系
1.仕様打ち合わせ
2.設計・試作
3.製作
微量用 pH ｶﾞﾗｽ複合電極
先端径

短径 2.0Φ

較が並行の為

型式

MCD-45

長径 4.5Φでｶﾞﾗｽと比

表面測定、微量測定に最適。
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技術アピールシート
べっどのうえでにゅうよくきかく

ベッドの上で入浴企画株式会社

技術キーワード

所在地

[本社] 〒206-0803 東京都稲城市向陽台 1-5-3

資本金

100 万円

主要事業
Web サイト

1名

従業員数

入浴、ベッド上、介護、障害者、
車椅子、移乗、在宅

設立年（西暦）

2017 年

「ベッドの上で入浴」製品の、商品化（商品化して頂ける企業様を探しております）
http://kaigonyuyoku-bed.jimdo.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

健康・福祉

技術分野

夏目 三郎

042-379-3533

nyuyoku.kikaku@gmail.com

E メール

 得意な技術・製品

「ベッドの上で入浴」

 得意な顧客・市場分野

在宅介護（看護）
、障害者施設、介護施設・病院

 生産拠点・研究体制

なし

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 4985856 号、臨床評価済み、ＡＬＳ患者様に“実入浴”して頂いております
PR 詳細

機器の概要
①公益財団法人テクノエイド協会「シーズニーズマッチング交流会」３
年連続出展。
②移乗せずに入浴できるので楽です。
③２分で浴槽に、２分で給排水（電池ポンプ）できます（湯水を持運ぶ
ことはありません）。
④１人の介護者で、何時でも（夜寝る前に）入浴。
⑤分割保管して、レンタル置き。高層階へ持運び。
⑥浴槽シートは、個人専用で清潔です。
⑦災害時でも、湯量が少なくても（６０ℓ、電気ポット）入浴できる。
⑧雪国ではデイサービス訪問介護など、交通不能しても、室内レンタ

重度のＡＬＳ患者様に“実入浴”して頂きました

ル置きで入浴できます。

少子高齢化に対応できる
少子高齢化（今後 30 年で、高齢者 600 万人増、就労者▼2300 万人
減）在宅介護が急増しますが、一番大変なのは入浴です、在宅入浴
に利用できます。現在ベッドの上で移乗せずに入浴できる機器が無
い。
① 訪問入浴は、移乗させるので、３人で入浴介護していますが、
② 本品は、移乗せずに１人で、入浴介護できるので、少子高齢化に
も対応できる。
③ 費用も１人で済むので、経済的になる、また入浴機器の購入費は
安価です。

素材：プラスチック、木材、アルミ（軽い素材）
①素材：プラスチック、木材、アルミなど、②浴槽板サイズ（幅４０ｃｍ・
長さ５０ｃｍ（７枚組立）・高さ２０ｃｍ）組立時１４０ｃｍ、③浴槽シートはポ
リウレタンシート（加工なし）④バスポンプ、電池式ポンプ、タンクは市
販品使用
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移乗せずに、２分で浴槽に、２分で給排水できま
す。何時でも、入浴できます、１人介護

技術アピールシート
りびんぐふぁーむ

株式会社リビングファーム

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

水耕栽培、植物栽培用ＬＥＤ

所在地

[本社]〒164-0013 東京都中野区弥生町 2-15-17 ニューライフアサヒ 301

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

家庭用、事務所用

長尾

2名

設立年（西暦）

2012 年

水耕栽培機器の開発、植物栽培用ＬＥＤの開発

http://www.living-farm.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

http://shop.living-farm.jp

益男

03-3378-5200

E メール

Nagao-m@nd-design.co.jp

 得意な技術・製品

水耕栽培による各種野菜の育成、家庭用、事務所用水耕栽培キット

 得意な顧客・市場分野

一般ユーザー（主婦、シニアーなど）、介護ホーム

 生産拠点・研究体制

中野本社にて水耕栽培、ＬＥＤによる 50 種類の野菜、ハーブ、花の育成

 特記事項（取得資格・認証等）

リビングファーム水耕栽培システムで特許取得（2017 年）
PR 詳細

① 当社はＬＥＤ付き水耕栽培器としては日本で初めて 2013 年より販売しています。
② 当社の水耕栽培システムは他社の（植物工場など）システムとは異なり、家庭、事務所など手軽に水耕栽培
を楽しめるものです。
③ ＬＥＤによる野菜の育成は 6 年以上の 90 種におよぶ市販の種を使って実験を行っており、その中から水耕栽
培初めての人でも失敗が無い種子を約 20 種ほど推奨しています。
④ 株式会社リビングファームの母体は 50 年余りの経験のある有限会社長尾デザイン事務所（工業デザイン事務
所）であり、その間一般ユーザー（民生用）に好まれる商品（カーオーディオ、カー用品、日用品など）の
デザイン開発を数多く（数千点）行ってきています。
家庭で楽しむ水耕栽培器

植物栽培用 ＬＥＤ

簡易型ベビーリーフ水耕菜園キット

リビングファーム水耕栽培システムの特徴
① リビング、キッチンや事務所の中でオープンに健康野菜を育てます。
人が生活する環境のなかで、人との共生する野菜つくりです。
② 光合成を促進する光は当社独自に開発したＬＥＤを使います。
赤ＬＥＤと青ＬＥＤのバランスは３：１としており、野菜の育成と抗酸化剤の生成に最適です。
そこに白ＬＥＤを配置して、インテリア性も考えております。

③ 育苗は特殊な育苗キットで育て、その中から丈夫な苗を定植して育成します。
定植後の育成はハイドロボールで囲まれて中を根がどんどん育ち、そのおかげで最初の収穫後も長く
パセリ、イタリアンパセリ、バジルなどは３～５ヶ月間収穫が楽しめます。
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技術アピールシート
ろーざとくしゅけしょうりょう

株式会社ローザ特殊化粧料

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

介護福祉サービス

所在地

[本社]〒196-0015 東京都昭島市昭和町三丁目 10 番 14 号

資本金

2,400 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

1982 年

化粧品及び医薬部外品に係る新製品の製造・販売。
https://www.eco-cosmejp.com/

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

従業員数

角屋

由華

042-546-0600

E メール

info@rosa-sp-cosme.co.jp

 得意な技術・製品

弊社オリジナル技術 FFVST によるエキス類の抽出

 得意な顧客・市場分野

美容業界・医薬品業界

 生産拠点・研究体制

本社所在地にて一貫製造

 特記事項（取得資格・認証等）

化粧品製造許可証、化粧品製造販売許可証、医薬部外品製造許可証、医薬部外品製造販
売許可証、平成 28 年度 TAMA ブランド企業顕彰事業関東経済産業局長賞、知財戦略導入
支援事業修了
PR 詳細

地場の特産物・名産物を自社内で圧搾や水
蒸気蒸留などの非科学的処理で原料抽出
します。この原料は、薬機法で定められた
日本化粧品工業会による化粧品原料基準
に適合したもののみ合格とし必要があれ
ば一般財団法人日本食品分析センターの
定量試験などで品質管理をしています。

化粧品原材料は得意先である皮膚科医に
よる協力の元に介護美容化粧品をつくり、
お肌トラブルはもちろん介護マッサージ
や床ずれ防止等の衛生面からもシルバー
世代が快適に生活できるようお手伝いし
ていきます。
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技術アピールシート
あいせい

技術分野

アイセイ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

道路構造物の点検・調査､

技術キーワード

3D 計測・モデリング

[本社]〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-6-6 ヴィラ東邦ホワイトテラス 1 階
[都内所在地]〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-14-7 青葉ビル 3 階
1,000 万円

31 名

従業員数

設立年（西暦）

1997 年 1 月

●構造物の点検 ●構造物の調査・診断 ●構造物のセンシング/モニタリング
●３Ｄ計測・モデリング ●三次元計測機の販売
http://www.eyesay.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 技術開発部
TEL

危機管理・インフラメンテナンス

関 和彦

03-6912-0350

seki-k@eyesay.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

長年の点検・調査業務実績と新技術を積極的にとりいれた点検・調査、診断業務

 得意な顧客・市場分野

土木建設業界、新規ビジネス

 生産拠点・研究体制

技術開発部 技術推進グループおよび空間情報グループ

 特記事項（取得資格・認証等）

－
PR 詳細

3D 計測・ロボットを活用した道路構造物の点検・調査・診断
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技術アピールシート
あるふぁぷろだくと

株式会社アルファ・プロダクト

技術分野

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

超音波非破壊検査、画像解析

所在地

[本社]〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 都産技研

資本金

1,000 万円

主要事業

非破壊検査

Web サイト

設立年（西暦）

2010 年

http://alpha-product.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 技術部
TEL

4名

従業員数

製品開発支援ラボ 313

原

03-6457-2666

徹
t.hara@alpha-product.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

画像解析、超音波非破壊検査

 得意な顧客・市場分野

インフラ点検業界、電力会社

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１．画像解析によるインフラ点検システム（Focusα）
高精細一眼レフカメラで撮影した画像から、コンクリートクラックを専用ソフ
トにより 1 画素単位で自動抽出します。1 画素を何 mm に設定するかにより、抽
出精度を調整できます。
（最小設定精度：0.1ｍｍ）
望遠レンズを使用すれば、遠方・高所でも足場不要で撮影でき、調査コストを
抑えることができます。検査対象全体の画像が得られるため、補修状況も確認
でき、経年変化も正確に捉えることができます。トンネル用装置では、時速 15
ｋｍの連続走行で、精度 0.2ｍｍが可能です。（写真はトンネル用連続走行型）

FOCUS αT2
２．広帯域超音波によるコンクリート非破壊検査（SEEC）

SEEC

広帯域の超音波を使用して、コンクリート内部の空洞・鉄筋・ジ
ャンカ等を検出します。ひび割れ深さ、コンクリート厚の測定も
可能です。最大厚さ 10ｍ以上のコンクリート探査が可能です。

３．ＳＨ超音波による薄鋼板内面腐食検査（SHEED）

SHEED

通常の鋼板検査は垂直探傷や斜角探傷法による「ポイント」での
探査ですが、ＳＨ超音波法ではレーダーの様に「エリア」で探査
できるため、従来の探傷法と比較して短時間で広範囲の検査が可能
で、キズの位置や、錆や腐食の範囲を効率よく特定できます。
ＳＨ超音波は鋼板の形状に沿って伝搬するため、ドラム缶内面腐食

SH 波

探査に有効で、内容物の有無を問わずパレット積載状態での探査が

伝搬

可能です。（日本原子力開発機構様で基礎研究の論文発表。
）

範囲
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技術アピールシート
こあしすてむじゃぱん

株式会社コアシステムジャパン

[本社]〒192-0012 東京都八王子市左入町 624-12

資本金

500 万円

Web サイト

7名

従業員数

緊急速報システム

設立年（西暦）

2008 年

社会インフラなどの構造物モニタリング、セキュリティ、介護・福祉分野での光技術システム
http://www.core-system.jp/

連絡先（部署・氏名） 開発部
TEL

非破壊調査技術、予防・保全技術、

技術キーワード

所在地

主要事業

危機管理・インフラメンテナンス

技術分野

課長

近

哲也（こん

042-696-3411

てつや）
con@core-system.jp

E メール

 得意な技術・製品

光デバイス関連技術、組込みシステム開発、スマホアプリ開発

 得意な顧客・市場分野

建設コンサルおよび関連会社、点検業務請負業者、自治体（社会インフラ管理者）

 生産拠点・研究体制

事業所（東京都八王子市）、創価大学および都内中小企業と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 3180959（他 4 件が権利化済、40 数件が特開）、NETIS 登録（KT-160055-A）
PR 詳細

【社会インフラの問診、触診から聴診へ


点検・診断後の中長期間モニタリング



老朽化特定部位の経時変化監視



長期モニタリングによる予兆の検知



構造計算データとの比較による変状確認



災害直後の点検判断の迅速化

―

点検・診断業務の支援装置 i-Line】

（右写真：5mm 変位計と計測器）
■i-Line シリーズの特徴
シングルモード光ファイバを使用した信頼性の高い次世代モニタリング・システムで、疲労点検後の高速道路
や橋梁などの中長期間・遠隔モニタリングに優れています。実時間変位計測のため、構造物の変状（～300mm）
を正確なデータで把握できます。温度依存を受けない独自開発の光方式を採用し、電磁ノイズ・落雷に強く、長
時間にわたって、あらゆる実環境下でも安心してご利用いただけます。また、従来の光ファイバセンサに比べて
非常に安価（20～100 分の 1）なコストでシステムを実現できます。
■提供データ（一例）


振動振幅（平均値、最大値）、許容振動変位検知、経時変化（1 週
間、1 ヶ月など)



固有振動数（経時変化）



温度膨張変化



通過車両数、過積載車両数（重量較正による）

■登録実績


平成 27 年度「先進的防災技術実用化支援事業」採択



平成 27 年度

八王子市中小企業新商品開発認定制度
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認定商品

技術アピールシート
せらてっくえんじにありんぐ

技術分野

株式会社セラテックエンジニアリング

技術キーワード

所在地

[本社]〒197-0831 東京都あきる野市下代継 291-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

電池レスセンサー、振動発電、
超音波ソナー、アクチュエータ

設立年（西暦）

1999 年

圧電セラミックス開発、製造、販売
http://www.ceratec-e.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

9名

従業員数

危機管理・インフラメンテナンス

岡本

正昭

042-558-15441

E メール

m-okamoto@ceratec-e.com

 得意な技術・製品

PZT、PT の全工程を社内にて生産：ガス点火栓、圧電ポンプ、探傷器、搬送用振動子

 得意な顧客・市場分野

ガス器具業界、FA 業界、医療機器業界、海底探査業界、警備業界、構築物疲労モニタリング

 生産拠点・研究体制

特殊生産は国内、量産は中国工場・鉄道総合技術研究所、都市大学、法政大学

 特記事項（取得資格・認証等）

商標：IMPACT BATTERY 、IMPB 取得商標登録済み
PR 詳細

A

FIG-1
左列より ・ 電子部品搬送用アクチュエータ
・ 超音波歯ブラシ用アクチュエータ
・ 美顔器用振動子
・ 胎児監視用超音波センサー
・ 海底資源探査用超音波センサー
・ 圧電ポンプ
・ 溶接個所内部非破壊検査用超音波センサー

B

FIG-2

左列より ・ IoT 用振動発電、電池レスセンサー
・ 振動発電（電源）（直流化）→

蓄電可

・ 振動発電（電源）（交流）
・ 高感度電池レスセンサー
・ 農機具用高さ検出センサー

C
左より

FIG-3
・ 3 種類

潜水艦探査用超音波センサー

・ 超音波リニアモーター（定在波型）PAT
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ブルー・グリーン賞

2 回受賞

技術アピールシート
そなんでんし

ソナン電子株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

電気工事、ソリューション

[本社]〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3 丁目 3 番 7 号
[都内所在地]〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3 丁目 22 番 5 号
1,000 万円

従業員数

20 名

設立年（西暦）

1986 年 3 月

電気・通信システムの設計・保守、機器据付工事
http://www.sonan.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

大河内

鉄雄

0422-76-1115

E メール

okochi@sonan.co.jp

 得意な技術・製品

カメラを使ったソリューションのご提案、左記システムの据付工事

 得意な顧客・市場分野

防犯カメラ、医療用の映像システム分野

 生産拠点・研究体制

三鷹市下連雀

 特記事項（取得資格・認証等）

電気通信工事業（般－２８）第１２６７５４号
PR 詳細

会社設立以来３０年間電子機の製造・販売・据付を手掛け、あらゆるお客様からのニーズに対応してきました。
30 年間蓄積されたノウハウによりお客様のご要望に対応したシステムを素早く提案をします。
主な業務内容は以下の通りです。
・防犯カメラの設置・メンテナンス、市町村、商店街の防犯システム
・セキュリティシステムの設計、施工、販売、ビル、倉庫、建設現場等の監視装置
・映像・音声、各種制御の設計、施工、販売、会議室、結婚式場、ホテルイベント会場、等
・医療映像システムの設計、施工、販売

手術室でのビデオ記録

・ゲートシステム：車両ナンバー認識を介して車両情報を管理するシステム
※電気通信工事

許可番号

東京都知事

許可（般－２３）第１２６７５４号

医療映像システム

車両管理システム
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技術アピールシート
でいしー

株式会社デイシー

技術分野

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

予防・保全技術

所在地

[本社]〒198-0024 東京都青梅市新町 9 丁目 2190 番地

資本金

6,705 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

41 名

従業員数

設立年（西暦）

1978 年

鉄道保線用計測器と乗用車・商用車・建機/農機車両開発用計測器の開発・製造・販売
http://www.deicy.co.jp/
営業

マネージャ

北川

0428-34-9860

登章
noriki@deicy.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

鉄道保線や車載計測用途の計測システム、センシング・収録・解析までご提供

 得意な顧客・市場分野

鉄道保線、建機・農機車両の開発・耐久試験・信頼性評価部門

 生産拠点・研究体制

本社に集約

 特記事項（取得資格・認証等）

センサ製造部門 ISO 9001(2008)
PR 詳細

ジャイロセンサを用いた小型・軽量・高精度な手押し式軌道検測装置


高精度・優れた再現性

高精度ジャイロセンサ採用で従来機を凌ぐ高い再現性


組立・分解が簡単で機動性に優れる

ケーブル接続不要．箱から出して 5 分以内に測定可能


小型・軽量

検測梁の長さ 1.25m，本体重量 13.4kg


自動ゼロ調整

面倒な架け替え・手測りが不要


高い信頼性・メンテナンス性

可動部が少なく，防滴・ケーブルレスで信頼性向上


新機構の逸走防止ブレーキ

測定者が押し棒を離すと自動動作するフェールセーフブレーキ
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技術アピールシート
あどばんすでざいんてくのろじー

アドバンスデザインテクノロジー株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサ、画像認識

所在地

[本社]〒183-0056 東京都府中市寿町 1-1-3 三ツ木寿町ビル 10Ｆ

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

65 名

設立年（西暦）

2000 年 7 月

LSI・FPGA の受託設計から搭載したボード設計・製品／試作の開発、アプリ開発
http://www.adte.co.jp

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

従業員数

植田

賢二

042-354-3460

E メール

ueda@adte.co.jp

 得意な技術・製品

(1) FPGA 開発(IoT・センサ・画像認識) (2) Android/iPhone アプリ開発

 得意な顧客・市場分野

半導体企業、セットメーカー・半導体市場、ソフト業界

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9000/14000:2015

ISO27001
PR 詳細

■ＡＤＴの得意技術：経験豊富な通信技術・画像処理を活かした製品開発（ＦＰＧＡ搭載）
・ＣＰＵ／ＩＰコア／システムバスをワンチップで構成するＦＰＧＡ搭載のシステム
＜ＡＤＴのメリット＞
■ＦＰＧＡ開発のノウハウが豊富
■低コスト／高品質で提供
■製品開発の試作／量産までワンストップ
■システム構成のコンサルティング
■LVDS, PCIe, Ether, DDR3 ctrl 実績
■ALTERA・Xilinx・Actel のデバイス経験
■LSI 設計ノウハウを生かしたシステム検証

■製品／試作開発にボード設計から製品製造までご提案（製品開発のコンサルから対応可能）
・受託範囲も柔軟に対応致します。

・自社製品（完全オリジナル）の開発実績もあります。

＜製品開発受託フロー＞

＜放射線量計
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パラモス＞

自社開発製品

技術アピールシート
いんふぉこーぱす

IoT・AI

技術分野

株式会社インフォコーパス

技術キーワード

IoT、プラットフォーム、

所在地

[本社]〒153-0064 東京都目黒区下目黒三丁目 5 番 1 号 梶浦ビル 5 階

資本金

4,758 万円

主要事業
Web サイト

8名

設立年（西暦）

2013 年

IoT サービスプラットフォーム、IoT サービス開発、IoT コンサルティング
企業 HP：http://www.infocorpus.com/ 製品 HP：https://www.sensorcorpus.com/

連絡先（部署・氏名） 高橋
TEL

従業員数

センサー

慶

03-5734-1830

E メール

ktakahashi@jp.infocorpus.com

 得意な技術・製品

ユニバーサル IoT プラットフォーム「SensorCorpus」

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

フレームワークから設計した、純国産・ユニバーサル IoT プラットフォームソフトウェア「SensorCorpus」の開
発・販売および、
「SensorCorpus」を軸とした IoT システム導入支援、コンサルティング事業等を行っています。
「SensorCorpus」は、ＩＴデータと異なる IoT データの性質を深く理解し、あらゆるセンサーデータの収集・蓄
積、整形、可視化、制御、分析等の諸機能をワンパッケージで提供します。
大規模から数名の小規模事業者様まで幅広くご利用いただいており、例えば製造業では、装置のリモートメンテ
ナンスや設備稼働状況の一元管理、品質管理の効率化などの用途で使われています。
弊社の IoT プラットフォームを組み入れることで、例えばリモートメンテナンスの共通基盤や既存設備から収集
したデータを新事業に活用する、モノ売りからサービス売りへの転換等、IoT データの利活用基盤を共に構築し
ていきたく思っています。
＜可食プリンターのリモートメンテナンス事例＞
課題１)販売・納品した製造装置は、お客様の製造ラインに組み
込まれてしまうので納品後の利用状況が分からず、故障が発生
した場合に、なぜ故障したのかの原因を判別できない。
課題２）消耗材（インクや洗浄剤など）の消費状況などは設置
された場所に行かないと把握できないため、メンテナンス要員
の巡回コストが膨らんでしまっている。
解決）センサーから収集した情報から、不具合を早期発見することが可能になり、また故障原因を検証すること
で販売した製造装置の品質向上に役に立てることができるようになる。また、補給品や消耗品の適切なタイミン
グでの提供が可能となるため、従業員の巡回コスト削減を実現。加えてお客様は、材料廃棄ロスの削減や製造装
置の稼働率向上といったメリットも期待できる。
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技術アピールシート
いんふぉそけっと

有限会社インフォソケット

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

10 万円で出来る IoT

所在地

[本社]〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山 1-6-1 吉祥寺サンプラザ

資本金

400 万円

主要事業
Web サイト

2名

設立年（西暦）

2003 年 8 月

サーバ不要の IoT 機器 SmartRem の開発販売、ソフトウェア開発および、情報機器提案、設置、販売

www.smartrem.jp

連絡先（部署・氏名） 阿部
TEL

従業員数

剛久

0422-27-8360

E メール

Yoshihisa.abe@infosocket.co.jp

 得意な技術・製品

サーバー機能内蔵の IoT デバイスのソフトウェア、ハードウェアの一括開発

 得意な顧客・市場分野

建設会社、システムインテグレーター

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）

SmartRem が東京都中小企業振興公社のニューマーケット開拓支援事業に認定
PR 詳細

サーバ、クラウド不要の IoT 機器 SmartRem
SmartRem Home
エアコン、床暖房等をスマートフォンから ON/OFF できます。
温度センサ、人感センサが付いており、異常時はメールが送られます。
住宅メーカや建売事業者の物件に設置していただけるように、サーバやクラウドの開発が不要な単体動作する機
器です。毎月の使用料等も不要で１台からの導入が可能です。住宅に付加価値を付けるお手伝いをします。
SmartRem IoT
Home 版を進化させ、産業機器、プラント等の管理、モニタリングに使用いただけるようにしました。10 箇所の
温度、湿度をモニタリングし、異常時はメール通知します。センサ入力 6 点、操作出力 6 点により様々な設備、
機器の管理が可能です。OEM 供給が可能です。貴社機器、設備への導入をサポートします。
導入例：タワーパーキングの設備管理、デジタルサイネージの温度モニタ
SmartRem iGuard
SmartRem プラットフォームと電池レスセンサ EnOcean を組み合わせたセキュリティとお年寄り見守り用デバイ
スです。貼り付けるだけの電池レスのドア/窓センサ、押しただけで発電し無線信号を発する押しボタン、電池
レスの温度センサで、賃貸物件に入居する独身女性のセキュリティ、独居老人の見守り等に使用します。
2018 年秋に SmartRem iGuard に EnOcean ゲートウェイ機能を追加したバージョンを追加予定。
※ SmartRem を 10 台束ねて管理する SmartRem Master との連動
※ サーバ、クラウドとの連携機能
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技術アピールシート
えいこむ

エイコム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

顔認識システム

所在地

[本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-13 協建新宿一丁目ビル

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2011 年

顔認識、物体検知、デジタルサイネージシステム開発
http://aecom.co.jp

連絡先（部署・氏名） 飯塚
TEL

従業員数

吉純

03-6826-8917

E メール

iizuka@aecom.co.jp

 得意な技術・製品

顔認識システム Beesight

 得意な顧客・市場分野

流通、消費財メーカー、デジタルサイネージ関連企業

 生産拠点・研究体制

東京都新宿区

 特記事項（取得資格・認証等）

商標登録

Beesight
PR 詳細

■当社が有する顔認識技術
当社は、顔認識技術を応用したマーケティングソリューション「BeeSight シリーズ」を開発提供している。
「BeeSight」とは、顔認識技術により人の属性を取得し、情報分析を行うシステムである。
今まで困難だった、年齢・性別のような人物情報を手軽に瞬時に識別し、顔面の表情・目の位置・頭の方向視聴時間など多くの機能をリアルタイ
ムで計測することを可能にした。
顔認識はカメラから入力された映像を解析し、７０箇所の特徴点（トラッキングポイント）から対象の顔の特長を捉え、年齢層や性別、ムードのほ
か、顔や左右の目の座標、頭の回転、傾きなどの情報を取得する。
＜競合品・従来品に比べて製品・技術・サービスが優れている点＞
他社の顔認識アプリケーションと比べても、認知性、認知速度が優れており、価格に於いても従来の大手電気メーカーの開発した顔認識システム
と比べ 1/5～1/10 の価格を実現、コストパフォーマンスに優れている。また現在、顔認識システムに、ピープルカウンター機能を付加した。これに
より、流通店舗等による棚前購買行動分析が可能になる業界唯一のシステムである。
■経緯
顔認識機能は流通店舗に於いての顧客のマーケティングデータの取得に最適である。流通店舗へデジタルサイネージを販売する専門メーカーから、
消費財メーカーを中心に「棚前の行動購買分析を手軽にローコストに行いたい」という潜在ニーズがある事を相談された。そして、棚前行動購買分
析には、どのようなデータが必要なのかを社内で検討した結果、棚前の通行人数、商品や棚前での注目時間、時間ごとの顧客の性年代属性情報、顔
の表情からの気分の推測等のデータで解析可能であると考えた。また、このデータを簡単に解析できる Web システムとの構築で、流通店舗向けの棚
前行動購買分析の顔認識マーケティングシステムが行えると考え開発に至った。
■意義
当社で開発した流通店舗用棚前行動分析システム「Beesight typeM」は、中小零細企業でも導入しやすいローコストであることが特徴である。当社
システムが市場へ浸透すれば、これまでブラックボックスであった消費者の棚前行動分析が簡単に可能となる。システムを導入した流通店舗は消費
者の行動分析をもとに、効率的な商品開発・消費者への販売が可能となる。日本の商業としての生産性向上に大きく貢献することができる。また、
将来的には海外に店舗を有する日系企業等、海外市場の開拓も行って行きたい。
今までで手軽にできなかった棚前購買行動分析を行う事で、効果的な販促活動でリテール全体の活性化が行われ、社会的な課題解決を図る事が可能
となった。
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技術アピールシート
えいぶりっじ

株式会社エイブリッジ

技術キーワード

所在地

[東京オフィス]〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-17

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト
連絡先
TEL

IoT・AI

技術分野

119 名

従業員数

AI、AR、VR、MR、監視、遠隔
アプリケーション、カタログ

オーツービル 2F
設立年（西暦）

2012 年

IT/IoT ラボ開発事業、海外オフショア開発事業、人材派遣事業、農業支援事業
https://abridge-co.jp/
IT 事業部 品川 克信
03-6455-6898

shinagawa@abridge-co.jp

E メール

 得意な技術・製品

AI、ホロレンズ、WEB 開発、AI、AR、VR、MR、チャット、アプリケーション、ペーパーレス

 得意な顧客・市場分野

製造メーカー、印刷会社、金融、保険、バイオ、コールセンター

 生産拠点・研究体制

大阪

 特記事項 （取得資格・認証等）

パッケージ商品の自社開発有
PR 詳細

弊社では、以下の事業を行っております。
1, iPhone,iPad アプリの設計開発、Android アプリの設計開発


iOS アプリの Objective-C、Swift による Xcode でのネイティブアプリの開発、Android の Java による
Android Studio でのネイティブアプリの開発、C#、C++、Java での Unity でマルチデバイスのアプリ開発



MySQL,SQL Lite,XML のデータベースと連携したアプリケーションの開発、Web サーバーとの連携。GPS 機
能や通知機能、ジャイロセンサー、カメラ、Bluetooth などスマートフォンの特徴を活かしたアプリ開発

2, AR アプリ開発、VR アプリ開発、MR アプリ開発


GPS の位置情報音声、カメラで認識できる写真や画像（AR マーカー）に加え、QR コード、Jan コード、ビーコン、な
どで情報を呼び出して AR を業務活用したアプリケーションの開発



VR で、360°の写真や動画映像、3DCG を VR を駆使した技術を活用したアプリケーションの開発



MR を実現する製品として、マイクロソフトの「HoloLens（ホロレンズ）」などを活用したアプリケーションの開発

３, AI “Watson” “Chainer” “Python”での開発
「Watson」、「Chainer」等を活用した自然言語処理、画像処理、予測判断の実現。python 言語を使った開発。
４, WEB システム開発（LAMP 開発）、IoT 開発関連


Web システム開発：LAMP 環境（OS:Linux,Web サーバー:Apache,データベース:MySQL,開発言語:PHP）での
Web システム、Windows 系（IIS）の開発。WordPress や EC-CUBE などの開発。



Web サーバー：AWS、VPS、専用サーバーでお客様の求めるシステム要件やコストに合うスペック動作環境の提案



ホームページの作成：SEO 対策、アクセス解析、製品検索、決済、お問い合わせなどのシステム開発



遠隔監視カメラやマイク、各種センサーを利用して遠隔地からの監視、データの収取、警報の通知



各メーカー様の製品やウェアラブルなどからデータを収集するソフトウェアを自社製品・自社サービスとして開発

５, エイブリッジオリジナル IT プロダクト


AI カタログ：自然言語処理、画像認識技術によって、チャットボット形式の人工知能で回答するシステム



マニュアルアシスト：ウェアラブル機器に AR を表示させ、使い易くわかりやすいマニュアルの作成をするツール



BooksBridge：パンフレットのコスト削減、管理による効果的なマーケティング施策に役立つツール



リモートブリッジ：遠隔での作業状況をリアルタイムで把握し、音声・矢印・チャット形式で指示する作業支援ツール

335

技術アピールシート
えーじーえっくす

株式会社 Agx
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

IoT デバイス開発
IoT ソフトウェア開発

[本社]〒107-0052 東京都港区赤坂 6-19-41-310
[都内所在地]〒112-0003 東京都文京区春日 2-25-6
300 万円

1名

従業員数

設立年（西暦）

2015 年

①IoT デバイス開発事業②IoT ソフトウェア開発事業③熱中症予防を目的としたヘルメット型ウ
ェアラブルデバイス製作事業
http://www.agx.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役

徳山

竜喜

090-5646-4371

TEL

IoT・AI

技術分野

tokuyama@agx.jp

E メール

 得意な技術・製品

①IoT デバイス製作 (回路設計・基板製造)②アプリケーション開発(モバイル APP,IoT データ収集クラウド)

 得意な顧客・市場分野

IoT 製造企業・研究開発部門・アプリケーション開発企業

 生産拠点・研究体制

IoT ガジェット研究所を運営

 特記事項（取得資格・認証等）

特になし
PR 詳細

①

幅広い IoT デバイス受託開発実績を持つ



心拍計・加速度・ジャイロ・温度・湿度・GPS などを用いたデバイス設計



マイコンファームウェア開発



通信モジュール開発(3G,BLE,Wi-Fi)



IoT 基板製造

(ご参考）Agx Any Connector (GPS 搭載 IoT 通信デバイス)

②

IoT 用途向けアプリケーション開発実績を持つ



BLE(Bluetooth Low Energy)対応モバイルアプリケーション開発



BLE ルーター接続システムの開発



IoT データ収集クラウドサービスの開発

(ご参考

左) Agx 取扱い長距離接続 BLE ルーター

(ご参考

右) BLE 接続モバイルアプリケーション

③

自社ヘルメット型ウェアラブルデバイス製作(H27 ものづくり補助金採択事業)



ヘルメットに搭載する自社開発ウェアラブルデバイス。搭載された複数のセンサーより BLE 通信を介して現場作業
者の熱中症危険度をクラウドシステムに展開予定。

(2018.6 ３次試作機製造完了予定、2017.7 より建設会社・ケーブル敷設企業の現場での検証を開始)

Agx は IoT デバイス・アプリケーション開発をワンストップで実現します！！
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技術アピールシート
えすあいびー

IoT・AI

技術分野

SiB 株式会社

技術キーワード

所在地

[本社] 〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-3 6 階

資本金

1,000 万円

従業員数

5名

視線計測、可視化、人工知能、
ウェアラブル

設立年（西暦）

2013 年

 人の視線を計測、可視化するウェアラブル「アイトラッキングソリューション」の研究開発、
主要事業

製造、販売。
 アイトラッキンググラス・アイトラッキング VR といったハードウェアをはじめ、お客様に
合ったソフトウェアやサービスの提供。

Web サイト

http://sib.jp.net/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

芳賀 晶子（はが あきこ）

03-6280-2710

 得意な技術・製品

E メール

akiko.haga@sib.jp.net

アイトラッキングソリューション（グラス/VR/関連ソフトウェア）などの最先端技術を
開発・販売し、日本の製造業を中心に品質向上や技術伝承、教育に貢献する事。

 得意な顧客・市場分野

・製造業（自動車、機械メーカー、精密機器メーカー、部品メーカー 等）
・研究開発機関（大学、国立研究所、一般企業研究所 等）

 生産拠点・研究体制

・生産拠点：日本、中国 ・研究拠点：日本

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

①アイトラッキングについて
【特徴】
・人の視線の動きを記録・分析し、可視化する
・軽量で持ち運び自由なウェアラブルデバイス
・RawData を活用し様々なビジュアライズが可能
・SDK（開発キット）を使用しお客様独自の

②視線の可視化・技能伝承・教育のご提案

アプリケーションの開発が可能

【実績】
製造工場での検査検品時に、作業指示書に基づいて検査検品
が行われているか、匠の技術と若手の技術の違いは
何か、等を「見える化」する事ができますので、
より細かく、リアルに、効率的で効果的なプロ技術の伝承、
若手技術者への教育にご活用頂いております。

【分析結果の活用】
➂得られるデータ（分析結果例）

実際に見た箇所・順番・時間が明確に数値として
表れます。多角的に分析・記録される為、日々の技術伝承だ
けではなく、不良発見後の再発防止策にも今までの対策より
具体的に指導・教育が実施できます。
※写真はイメージです。
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技術アピールシート
おぷてぃむ

IoT・AI

技術分野

株式会社オプティム

技術キーワード

画像解析、音声解析、
遠隔作業支援、ドローン

所在地

[本社]〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 21F

資本金

44,300 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

設立年（西暦）

2000 年

ライセンス販売・保守サポートサービス事業（IoT プラットフォームサービス、リモートマネ
ジメントサービス、サポートサービス、その他サービス）
https://www.optim.co.jp/

連絡先（部署・氏名） プラットフォーム事業本部
TEL

182 名

03-6435-8568

田端

E メール

雅貴
tabata@optim.co.jp

 得意な技術・製品

AI・IoT ソリューション、画像解析（人物分析、物体識別）
、遠隔作業支援サービス

 得意な顧客・市場分野

○○×IT をテーマに異業種・異業態に AI・IoT による第四次産業革命を起こすこと

 生産拠点・研究体制

東京本社、九工大前オフィス（福岡県飯塚市川津）、佐賀本店（佐賀県佐賀市本庄町）

 特記事項（取得資格・認証等）

東証一部上場(3694)/IS 588730/ ISO 27001
PR 詳細

当社は、「OPTiM Cloud IoT OS」という、AI・IoT を活
用できるプラットフォームを基盤に、あらゆる産業に
向けて AI・IoT サービスを提供しております。

■農業（圃場/ハウス情報管理サービス）
OPTiM の情報管理サービスと Cloud IoT OS によって圃場・ハウスを可視化し、収穫時期・収穫量を予測、生産性の向上へとつなげます。
また、農作業記録支援、遠隔支援サービスで、作業負担軽減、技術伝承にも貢献します。

■医療（AI 医療画像診断支援サービス）
AI が眼底画像を高速処理で抽出することにより、緑内障の疑いを瞬時に判定します。
医師の少ない地域等で活用することで、医師の業務負荷を減らすことができます。

■建設（LANDLOG）
LANDLOG は、調査・測量・設計・施行・メンテナンスといった建設プロセス全般のデータ収集、それらデータを理解可能な形式に加工し提供
を行うオープンな IoT プラットフォームです。

■小売/飲食（店舗管理支援サービス）
映像データや各種 IoT デバイスから得られる情報を AI 分析により店舗マーケティング戦略をサポートします。
「集客分析」や「空席検知」、「防犯」などの機能が提供され、店舗スタッフでは把握しきれない情報を AI によって可視化します。

■鉄道（AI 監視カメラサービス）
AI 画像解析による危険状況・異状状態を検知し、対象者にアラートを出し、管理者へ通知する安全確保のためのセキュリティー強化サー
ビスです。侵入禁止エリアへの人・車などの侵入検知や放置物などを検知します。
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技術アピールシート
おぷてっくすえふえー

オプテックス・エフエー株式会社

技術キーワード

レーザ変位センサ、
非接触温度計

[本社]〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町 91 京都リサーチパーク 9 号館

所在地

[都内所在地]〒141-0031 東京都品川区西五反田 4-32-1 東京日産西五反田ビル 10F
38,500 万円

資本金

従業員数

208 名

設立年（西暦）

2002 年

FA 用光電センサ関連機器、装置の企画開発・設計・製造・販売等

主要事業
Web サイト

https://www.optex-fa.jp/

連絡先（部署・氏名） センサ営業部東京営業所
TEL

IoT・AI

技術分野

03-5740-7851

岩崎 真之
E メール

m-iwazaki@optex-fa.com

 得意な技術・製品

レーザ変位センサ・光電センサ・温度計

 得意な顧客・市場分野

工場生産技術・半導体製造装置メーカー・自動化機械メーカー・大学・研究所

 生産拠点・研究体制

ジックオプテックス…独ジック社との合弁会社（京都市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

レーザ変位センサ CDX シリーズ

イーサネット対応

・レーザが照射されたところまでの距離を測定します。
・高分解能 0.01μm～。
・振れ、曲げ、外形、厚み、反り などの用途に最適。
・高速サンプリング 80kHz。
・データロガー不要、PC の LAN ポートに直接接続して簡単にデータ収集。
・レーザクラス１、安全面に配慮。
・距離に応じて 4 種類をご用意。
・標準価格￥350,000～。リーズナブルな価格設定。
タイヤの偏心測定

非接触温度計

GT-3M シリーズ
・2.3μm の検出波長。金属やセラミック等の複合材料も安定測定。
・高速ラインにも対応できる応答時間1ms。
・M12（φ14mm）×28mmの超小型ヘッド（GT-3M）
・ツインレーザ照準にてセンサヘッドの位置決めが可能（GTL-3M）。
・アナログ出力標準装備。
・必要な温度範囲と測定エリアに対応したモデルを多数用意。

鏡面ローラーの温度計測
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技術アピールシート
くぁんたりおん

株式社クァンタリオン

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

真正乱数、認証、暗号

所在地

[本社]〒113-0034 東京都文京区湯島 4-6-11-206

資本金

8,658 万円

主要事業
Web サイト

2015 年

設立年（西暦）

セキュリティ向け半導体素子の製造・販売
www.quantaglion.com

連絡先（部署・氏名） 本社
TEL

5名

従業員数

根岸

邦彦

090-3595-0499

negishi.k@quantaglion.com

E メール

 得意な技術・製品

原子核の自然崩壊を利用した乱数生成器

 得意な顧客・市場分野

ＩｏＴ機器、モバイル機器、情報通信機器のセキュリティ

 生産拠点・研究体制

開発室（千葉県茂原市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１．製品の特長

乱数生成メカニズム

◆ 原子核の自然崩壊を利用した真正乱数生成器

アルファ粒子のランダム放出
※放出のタイミングは予測不可

◆ 温度、圧力、電磁波など外部環境の影響をうけない

ランダムな電気パルス

◆ なりすましが出来ないネットワークの構築
◆ ＩｏＴ機器の認証・セキュリティ基盤として最適
２．開発中のデバイス

乱数源

パルス間隔

半導体検出器

計測

１）ＱＮＴ１００（ランダムパルス生成器、COB モジュール）

アルファ粒子を検出し、電気パルスを生成
乱数

自然崩壊により放出されたα粒子によりランダムパルスを生成
２）ＱＮＴ５００（ランダムパルス生成器、ベアチップ）
QNT100 のワンチップ IC 化

製品ラインナップ

アルファ粒子源の溶液滴下により超小型、低消費電流

QNT1000

（2.89x3.24mm）

IC カード、モバイル機器、センサーに最適
３）ＱＮＴ１０００（真正乱数生成 LSI）
32 ビット MPU と Flash メモリを搭載
乱数生成、暗号化処理などを行う LSI
３．製品の用途
◆ 高度なセキュリティ機能を必要とする機器やシステム
（自動運転、金融取引、遺伝子情報管理など）
◆ 超小型、低消費電流を生かしたモバイル機器、ＩＣカードなどの認証
◆ 住宅、家電、監視カメラなどのセキュリティ
◆ 製造工場、プラント、交通機関などのセキュリティ
◆ 流通、小売の顧客サービスのネットワーク化へ対応
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QNT500

（1.4×1.2mm）

QNT100

（5mm角モジュール）

技術アピールシート
くりむぞんてくのろじー

クリムゾンテクノロジー株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

音声変換

所在地

[本社]〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-37-2 グレイトラッキー1 302 号室

資本金

4,150 万円

主要事業
Web サイト

12 名

設立年（西暦）

2002 年

ソフトウェア受託開発、音楽コンテンツ配信アグリゲーション
https://crimsontech.jp/

連絡先（部署・氏名） 小助川
TEL

従業員数

ひかり

050-3816-7190

E メール

voice@crimsontech.jp

 得意な技術・製品

ソフトウェア開発、リアチェン voice、音楽コンテンツ配信アグリゲーション

 得意な顧客・市場分野

リアルタイム音声変換市場

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI) MIDI 規格委員会委員長
PR 詳細
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技術アピールシート
くれあんすめあーど

IoT・AI

技術分野

株式会社クレアンスメアード

技術キーワード

所在地

[本社]〒198-0042 東京都青梅市東青梅 1-7-7 本社清水ビル

資本金

10,000 万円

43 名

従業員数

マーケティング及び
IoT 可視化サービス

設立年（西暦）

1985 年

・インターネット集客・誘客・連携支援サービス事業
主要事業

・情報システム導入のためのシステムインテグレーション事業
・ゲーム等コンテンツ制作

Web サイト

http://www.creansmaerd.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役社長
TEL

0428-23-3120

菊池 一夫
kikuchi@creans.jp

E メール

 得意な技術・製品

サービス、小売向けのロイヤルティーマーケティング及び IoT 可視化クラウドサービス

 得意な顧客・市場分野

小売業、サービス業、製造業

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO/IEC 27001（2006 年）
、プライバシーマーク（2006 年）
、ポイント交換に関する特許
PR 詳細



クラウド技術(データ一元化)



高機能分析技術(約 1500 万件の顧客データを管理し、マーケティングに向けた 200 種類以上の分析)



採用事例(金融機関、小売り(デパート・アパレル・他)医療サービス、製造業、通販業界、その他)



IoT で丸ごと見える化クラウド、オリジナルポイントサービス(ポイント交換サービスの国内、国際特許取得済)
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技術アピールシート
けいそくえんじにありんぐしすてむ

計測エンジニアリングシステム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT・AI

所在地

[本社]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-5 SF 内神田ビル

資本金

2,600 万円

主要事業
Web サイト

28 名

従業員数

2001 年

電子計測、制御装置の開発、製造、販売、及び解析シミュレーション(CAE)ソフトウエアの販売/技術サポート

http://www.kesco.co.jp

連絡先（部署・氏名） ビジネスデベロップメント リーダー
TEL

設立年（西暦）

03-5282-7040

E メール

間明田

康弘(まみょうだ やすひろ)

ymamyoda@kesco.co.jp

 得意な技術・製品

製造業向けに特化した AI 技術に、計測技術、シミュレーション技術を連携させたソリューションが提供できます。

 得意な顧客・市場分野

製造業全般、製品開発における手戻りやコストの削減と時間短縮が可能です。

 生産拠点・研究体制

弊社によるコンサルティングを元にした、AI 技術の段階的導入プランをご提示します。

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
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技術アピールシート
こんぴゅーたまいんど

株式会社コンピュータマインド
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

AI（ディープラーニング）

[本社]〒400-0064 山梨県甲府市下飯田 1-10-8
[都内所在地]〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6 丁目 6-2 新宿国際ビルディング 4F
2,015 万円

従業員数

140 名

設立年（西暦）

1991 年

ソフトウエア開発
http://www.compmind.co.jp

連絡先（部署・氏名） 東京本社
TEL

技術分野

萱沼

常人（かやぬま）
、石原

03-6911-1855

E メール

翔

kayanuma@compmind.co.jp

 得意な技術・製品

AI（ディープラーニング）の産業用システム

 得意な顧客・市場分野

メーカー、工場等

 生産拠点・研究体制

東京本社、山梨本社

 特記事項（取得資格・認証等）

AI 系エンジニア 15 名程度
PR 詳細

弊社ではソフトウエア請負開発を 27 年間行ってきた実績がございます。
その中でも装置制御、組み込み装置の開発を得意としております。
また、ここ数年は AI（ディープラーニング）の開発にも力を入れており、
新旧の技術をトータル的にご提案できる事を強みとしております。
多くの数値計算アルゴリズム、画像解析アルゴリズム、高速化アルゴリズム等の実績がございます。
また、ハードウエア的には GPU を使用し、通常の CPU に比べて処理を数十倍高速化する事も得意としております。
ディープラーニングでも特にエッジ処理を得意としており、GPU（Jetson）、FPGA、MOVIDIUS 等の組み込み用途で
ご提案差し上げられる所が強みと考えております。
AI と言うと AI のみをやるベンチャーか、大手メーカーとなります。
弊社は実績と先進的な技術の両方を併せ持っており、会社の規模的にも小回りが利くところが最大の強みと考え
ております。
■開発事例
・検査装置（キズ、汚れ、異物）
→ワンクラス SVM
・監視カメラ
→物体識別、物体認識
・車載カメラ
→物体識別、物体認識
・医療機器
→セグメンテーション
→医師の診断サポート
・印刷物のミス診断
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技術アピールシート
しすてむさいえんすけんきゅうじょ

IoT・AI

技術分野

株式会社システムサイエンス研究所

技術キーワード

AI、IoT、
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ等

所在地

[本社]〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-32 一口坂ＴＳビル

資本金

2,500 万円

70 名

従業員数

設立年（西暦）

1977 年

Web システム・スマホアプリ・通信等ミドルウェア・組込システムの各設計・開発

主要事業

http://www.sylc.co.jp/

Web サイト
連絡先（部署・氏名）

営業部 担当部長 多見谷
03-3263-5800

TEL

 得意な技術・製品

陽一 担当部長 斉藤

富彦

tamiya@ms.sylc.co.jp または t-saitou@sylc.co.jp

E メール

AI、IoT、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ、ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ、ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ、VoIP 等通信
ｼｽﾃﾑ、監視ｼｽﾃﾑ、Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ、通信関係検証支援、組込ｼｽﾃﾑ、CTI 等

 得意な顧客・市場分野

NTT ｸﾞﾙｰﾌﾟ、沖電気ｸﾞﾙｰﾌﾟ、NEC ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｾｲｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟその他

 生産拠点・研究体制

千代田区九段北(独立系東京中心：少数精鋭・高技術蓄積)

 特記事項（取得資格・認証等）

個人情報保護(ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ-ﾏｰｸ)認証企業(06 期更新)
PR 詳細

NTT グループ（研究所、NTT データ他）
、や通信関連メーカー等のシステムの研究開発支援を行ってまいり
ました。組込ソフトからＷｅｂやスマホ・タブレットのアプリ、ＡＩまで幅広く手がけております。基盤
系のソフト開発で試作などをカットアンドトライで実装することが多いです。下記は最近の例です。

ロボット
•呼び込み等販売支
援アプリ
•ロボットを利用し
た教育
•顔認証による識別
アプリ
•ロボットによるプ
レゼン

組込み

スマホ・タブレット

•電子決済端末
•計測器
•通信機器VoIP/SIP
•音響卓
•AndroidTV
•ｼｽﾃﾑLSI/FPGA

•タブレットバンド
ルアプリ、SDK
•計測器等のデータ
表示や制御
•歩数計
•セキュアなチャッ
トシステム

ＷＥＢ
•転職サイト
•ヘルスケアサイト
•電力発送電分離シ
ステム
•デジタルサイネー
ジコンテンツ配信
•出退勤システム

IoT

AI

その他

•装置管理システム：工
場等に置かれた装置を
小型制御コンピュータ
＋クラウドを介して遠
隔で監視、データ収集、
制御を行う

•DeepLearningによる
手書き文字認識システ
ム
•Twitterデータの解析

•バイオインフォマティ
クス
•ICカードによる認証
•Asteriskを利用した内
線電話システム
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技術アピールシート
しむとっぷす

株式会社シムトップス

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

実績収集

所在地

[本社]〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-6-20 京急イマスビル６F

資本金

1,650 万円

38 名

従業員数

設立年（西暦）

1991 年

ソフトウェア開発

主要事業
Web サイト

http://www.cimtops.co.jp/

連絡先（部署・氏名） i-Reporter

＆ MC-Web CONTROLLER 営業チーム 東出 明大

03-5721-4610

TEL

mc-web@cimtops.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

個別受注型工程管理・実績収集

 得意な顧客・市場分野

製造業

 生産拠点・研究体制

東京都目黒区中目黒 2-6-20

 特記事項（取得資格・認証等）

特許取得済 特許第 6169236 号

京急イマスビル６F

PR 詳細

【既存のどんな古い機械も IoT 化

MC-Web CONTROLLER】

こんなケースありませんか？

★IoT 化の課題
・最新・旧式、様々なメーカーが混在する、これら
の設備から実績収集するにはコストがかかる。
・機械設備が古すぎて実績収集できない。
・導入時には工事が発生し生産の停止が必須。

★現実的な低コスト・短期間で実現する IoT
・簡単に実現。
・取付可能な機種・メーカーに制限なし。
・低コストで実現。
・機械設備の停止不要。
・機械内の配線の切断必要なし。（工事レス）

★二つの見える化の仕組み
■Motion Board
for MC-Web

■MCW-Server
・稼働状況モニター

あんどん / 稼働推移

・稼働実績推移

稼働時間 / 稼働率

・機械実績量

生産数 / 加工時間

・機械稼働時間集計

予防保全 / レポート
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技術アピールシート
しゃのんらぼ

Shannon Lab 株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI、人工知能、音声認識

所在地

[本社]〒192-0034 東京都八王子市大谷町 355-1

資本金

550 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

7年

情報ソフトウェア業
http://shannon-lab.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 総務部
TEL

3名

従業員数

菅野 瑛子

042-644-0013

 得意な技術・製品

eiko_sugano@shannon-lab.co.jp

E メール

音声認識、文章解析、自動分生成

 得意な顧客・市場分野
 生産拠点・研究体制

首都大学東京と共同研究を行う

 特記事項（取得資格・認証等）

BtoB スピーカーの特許出願中、フロントエージェントが東京都経営革新に承認
PR 詳細

弊社の BtoB スマートスピーカーの特徴
「BtoB スマートスピーカー」は、従来のマイクにおける「ノイズが音声認識の妨げとなる」という問題点を、首都大学東京との共同研究によって解決した
画期的なマイクです。従来のマイクは無指向性（360 度すべての方向から音を感知）で広範囲の音声を拾うことから、様々な音声を拾ってしまい正
確な音声認識ができません。それに対し、弊社のマイクは音声認識に特化した指向性かつ近距離のみの音声を拾うためノイズ環境下においても正確
な音声認識を実現できました。

BtoB スマートスピーカーとフロントシステムの可能性
「BtoB スマートスピーカー」によるノイズ環境下において、音声認識技術は世界最高水準を達成しています。弊社の活用例としましては、「BtoB ス
マートスピーカー」を使用した、「フロントエージェント」により、旅館・ホテルのフロントでの人件費削減とアシストが可能になります。旅館業界においては頻
忙期に人手不足の問題が発生しておりますが、受付の自動化により経営資源をより有効に活用することが期待できます。また、人の音声に反応する
ロボットに「BtoB スマートスピーカー」を搭載すれば、雑音下でもロボットを使用でき、将来的には日常的な生活の中でロボットがより活躍することが期
待できます。
弊社はこのように社会問題と向き合いながら、AI 技術が向上する未来に備え、人間と機械の自然なコミュニケーションを実現すべく、ノイズ環境下で
も精度の高い「BtoB スマートスピーカー」を普及させたいと考えています。

「BtoB スマートスピーカー」「フロントエージェント」とは
14 時からチェックインの齊藤です。

・世界初の物理的にノイズキャンセリングするマイクと組み合わせることで、ノイズ環境下における音声認識精度は世界最高水準です。
・マイクの特性に合わせて、「14 時」、「チェックイン」、「齊藤」＋語尾のようなキーワードを引っ掛ける音声認識の仕組み「フロントエージェント」を開
発しました。これにより、音声認識の精度が飛躍的に向上しました。
・「BtoB スマートスピーカー」を使用した「フロントエージェント」は、お寿司屋さんなどの飲食店でも、活用することが可能です。「フロントエージェント」を
導入すれば、現在主流となっているタッチパネルでの注文から、マイクに向かって話すだけで注文ができるようになります。騒音の中でも使用可能なた
め、今後あらゆる場面での活用が可能になっていくと考えております。
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技術アピールシート
せーるすわん

セールスワン株式会社（SalesOne, Inc.）

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

現場の点検管理ソリューション

所在地

[本社]〒108-0023 東京都港区芝浦 3-14-5 YM ビル 5 階

資本金

1,400 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2015 年

IoT ワークフロー「StampFlow」
http://www.salesone.co.jp

連絡先（部署・氏名） 山本
TEL

6名

従業員数

圭一

03-6435-2678

yamamoto@salesone.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

業務系ソフトウェア及び Web システムの開発。iOS や Android のアプリ開発

 得意な顧客・市場分野

大手企業や官公庁自治体・IoT 市場

 生産拠点・研究体制

東京本社・自社研究及び開発

 特記事項（取得資格・認証等）

認証 JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)
認可 電気通信事業 (届出番号 A-28-15368)
PR 詳細

「経営×現場×マシン」を結ぶ、現場の
点検管理ソリューション。
「Stamp Flow」

「StampFlow」は、貴社の平時・緊急時を想定したワ
ークフローをシステム上に構築、IoT 機器や RFID など、
各種センサーを組み込んだ自社設備、工具等のツー
ル、部材と連携させることで、関係者間でのこれらの
状況を通知、情報共有、追加作業の確実な伝達、遂行
（連携ソリューション図）

確認等がスマートデバイス上で一元把握が可能とな
る点検管理ソリューションです。
操作は視覚的にも単純明快でわかりやすい、ファンク
ショナルスタンプ機能で、次の行うべき業務の意思決
定をサポート。画像、動画、各種ファイル等もスピー
ディーにリアルタイムで共有できます。
具体的な用途として、貸出・返却システム化、棚卸作
業の簡素化、開閉管理のシステム化、紛失物の捜索、
不正持ち出しの検知、重要物の一括管理等といったシ
ーンで有用であり、貴社の設備・備品・工具・部材管
理をサポート致します。また、履歴を通じた業務フロ
ーの検証も可能。労働力の効率的な配置、技術伝承の
促進など社会的な課題にも貢献します。
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技術アピールシート
そなす

IoT・AI

技術分野

ソナス株式会社

技術キーワード

無線センシング、構造／マシン
ヘルスモニタリング

所在地

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-18 ハイテク本郷ビル 1F

資本金

3,700 万円

主要事業
Web サイト

6名

設立年（西暦）

2015 年

センシングに関するハードウェア、ソフトウェア、サービスの企画、設計、製造、販売
https://www.sonas.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 神野
TEL

従業員数

響一

080-3490-8952

E メール

kyoichi@sonas.co.jp

 得意な技術・製品

省電力無線、加速度等の多点計測

 得意な顧客・市場分野

土木・機械

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

様々な領域で無線を利用したセンシングへの期待が高まっていますが、実際にはシステム構築時に「データロ
ス」
「デバイスが同期していない」
「バッテリがもたない」といった問題に直面します。弊社では、このような無
線の「扱いづらさ」をなくし、有線システムと同等の品質のセンシングを誰でも実現可能とする、ルーティング
しないマルチホップ省電力無線“Choco”を提供しています。IoT 導入現場が必要とするリッチな仕様(速度、範
囲、同期精度)を実現するラストワンマイル無線として、他の通信規格との差別化を実現しています。
( https://www.sonas.co.jp/ )
現在、主力製品として加速度センサを搭載した sonas x seriese を開発・展開し、構造物や機械の多地点同期
振動計測システムを販売しております。
( https://docs.wixstatic.com/ugd/d56186_8d44ebfc2b4942ac9238054a155ad3aa.pdf )

無線センシングのスペシャリストから成る弊社は、東京大学森川研究室にて研究されてきた省電力無線プロト
コルおよび現場でのノウハウを有しております。
Choco を利用して様々なセンサの搭載や機械の制御が可能であり、IoT の末端部（ハードウェア）から上層部
（クラウドシステム）まで弊社でワンストップで高速にプロトタイプすることも行っています。
振動センシングシステムは、橋梁や発電所、製鉄所等で導入を進めております。橋梁モニタリングでは、これ
までに大手ゼネコンや大学等と共に長大橋を含む 10 を超える実橋梁での実証実験を行い、全国の橋梁で弊社の
振動モニタリングシステムを運用中です。本システムは、工場・自動車・建築領域への適用がすぐに可能です。
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技術アピールシート
たいこうぶっさん

泰興物産株式会社
所在地

[本社]〒190-0022 東京都立川市錦町 6-18-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

センサ、IoT、射出成形、金型

9名

従業員数

設立年（西暦）

1974 年

プラスチック射出成形、金型製作
http://www.tycoh.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 製造部
TEL

技術分野

丸田

智子

042-522-7168

tmk@tycoh.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IoT センサ、建築資材、コネクタ部品

 得意な顧客・市場分野

建設、電気、化粧品

 生産拠点・研究体制

東京都立川市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 2015
PR 詳細

ものづくりのトータルサポートを致します。
製造ソリューションフロ

製品の企画・開発からサポートし、設計、試作、金型
製作、量産まで、弊社が一貫して承ります。

樹脂型：5 万～

東京高専水戸研究室と電池がなくてもセンシングでき
る IoT センサを共同開発し、特許を取得しました。
現在、製品化を目指している他、この製品をベースに
した OEM を受託いたします。
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技術アピールシート
でぃーぷいんさいと

ディープインサイト株式会社
所在地

[本社]〒141-0022

資本金

1,926 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

ディープラーニング

東京都品川区東五反田 5-22-37
従業員数

3名

オフィスサークル N 五反田 806
設立年（西暦）

2016 年

ディープラーニングフレームワーク関連製品の企画・開発・販売。
https://www.deepinsight.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

03-6869-7564

 得意な技術・製品

久保田

良則
E メール

yoshinori.kubota@deepinsight.co.jp

国産初の組み込み分野に特化した純国産ディープラーニングフレームワークの企画・開
発・販売。関連する保守サポートとコンサルティングサービスの提供

 得意な顧客・市場分野

IoT デバイス、産業機械、家電製品等を開発している企業全般。電子機器に AI 技術を

搭載したいメーカー企業。
 生産拠点・研究体制

自社技術のみでディープラーニングの独自製品の開発が可能な技術チームを持つ。

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

ディープラーニングと呼ばれる人工知能（AI）技術を使用したソフトウエア製品 KAIBER（カイバ
ー）の企画・開発・販売。また関連する保守サービスやコンサルティング業務の提供。
今後急速に発展し、社会全体に大きなインパクトを与えると予想される IoT(Internet of things)
とディープラーニング技術にフォーカスした事業を行っています。現在はクラウドを利用したネッ
トワークサービスの全盛時代ですが、自動運転車に代表される新しい世界では、遅延がなくリアル
タイムに膨大なデータを認識・処理できるエッジコンピューティングという技術が必要となってい
ます。その実現の為にディープラーニングが注目されており、弊社は自動運転車のみならず、あら
ゆる電子機器（産業ロボットや家電製品等）に AI 技術を簡単に組み込むことができる国産初の組
み込み技術に特化したディープラーニングフレームワーク技術を開発しています。
半導体の世界的企業であるルネサスエレクトロニクスや ST マイクロエレクトロニクスと協業し、
顧客としては自動倉庫システムの大手企業である村田機械（株）などを顧客としています。
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技術アピールシート
でーたせくしょん

データセクション株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI（人工知能）、画像解析

所在地

[本社]〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-17-2 太陽生命渋谷ビル 7 階

資本金

88,882.5 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

56 名

設立年（西暦）

マーケティングリサーチ事業、データ提供・加工事業、業務系データ活用・最適化事業
https://www.datasection.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 国内ビジネスディビジョン マーケティンググループ アカウントチーム

03-6427-2565

TEL

2000 年

E メール

平塚

秀晴

hideharu.hiratsuka@datasection.co.jp

 得意な技術・製品

AI を活用した画像解析・データ分析技術、AI 開発プラットフォーム

 得意な顧客・市場分野

メーカー、ソフトウェア・通信

 生産拠点・研究体制

DATASECTION VIETNAM CO., LTD（Hanoi, Vietnam）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【概要】
データセクション株式会社は「技術と実社会の融合」を目指す、データ活用の専門家集団です。
アカデミックで豊富な研究実績を持つ技術者チームと、各種業務に精通したビジネスチームで協力し、お客様の
課題解決を力強くサポートいたします。
【強み】
① 数多くの実用化実績


単なる研究開発ではなく、実用化レベルまで達した開発事例を数多く保有。

② AI の業務活用ノウハウ


AI をいかにビジネスに還元するか。業務改善から新規事業の創出まで、お客様をサポート。

③ スピーディな開発体制


社内の研究チームで最先端の要素技術を常にリサーチ。更に独自の AI 開発プラットフォームを活用す
ることで、技術の検証～開発～導入を効率化。

【開発事例】

①自動運転に向けたドライブレコーダーの解析

②ドローンによるインフラ設備の異常点検

③機械学習を用いたテキスト分類

様々な要素技術を組み合わせ、自動車のニアミス

広大なメガソーラーパネルをドローン×AI で

データの質に合わせて多様な分類エンジ

検知を実現。低解像度・高圧縮の画像にも対応。 自動点検。画像ノイズの多い屋外でも解析可能

ンの適用が可能。お客様のニーズに合わ

な独自ノウハウを投入。
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せて分類基準のカスタマイズを実現。

技術アピールシート
でばいすどらいばーず

株式会社デバイスドライバーズ

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、組込みシステム

所在地

[本社]〒183-0015 東京都府中市清水が丘 2-23-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

1999 年

IoT システム開発、IoT 関連製品販売、IoT 技術者教育
http://www.devdrv.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

頼田

ちひろ

042-363-8294

E メール

info@devdrv.co.jp

 得意な技術・製品

IoT、OS 移植、デバイスドライバ、無線通信、クラウド

 得意な顧客・市場分野

家電業界、事務機器業界、電子機器業界、研究所、大学

 生産拠点・研究体制

提携製造工場（東京都府中市）、IoT セキュリティー共同研究（積乱雲プロジェクト）

 特記事項（取得資格・認証等）

代表の日高が 2006 年以降毎年 Microsoft MVP 受賞
PR 詳細

技術の優位性




EnOcean 等無線通信応用 IoT デバイスの開発経験 30 例以上。
各種 OS 用デバイスドライバの開発経験 80 例以上。
組込みシステム用 OS の移植経験 10 例以上。
人工衛星搭載済の弊社開発 Linux ボード

新製品：E-Kit ゲートウェイ
EnOcean 無線通信と各種 IoT インフラに
標準対応する汎用ゲートウェイ
対応済インフラ：Amazon AWS(iBress),
Microsoft Azure, IBM Watson IoT,
Apple HomeKit, OPC UA, Node-RED

Watson IoT 画面例

HomeKit 画面例

E-Kit ゲートウェイ

新製品：IoT スターターキット
E-Kit ゲートウェイと
4 種類のセンサー、
クラウドシステムを
組み合わせてすぐに
IoT が使えるキット
E-Kit ゲートウェイ

CT センサー

開閉センサー

接触センサー

温湿度センサー

開発中製品：居室管理システム・キット
ドアセンサー、CO2 センサー、
人感センサーを組み合わせて
機械学習技術利用。異常状態の
見逃しを防ぎ、見守りや防犯、
トイレ管理などの各種居室管理に
有効な監視システム構築キット

E-Kit ゲートウェイ
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ドアセンサー

CO2 センサー

人感センサー

技術アピールシート
でばいすはんばいてくの

デバイス販売テクノ株式会社
所在地

[本社]〒146-8540 東京都大田区千鳥 2-9-18

資本金

9,500 万円

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

無線センサ

100 名

従業員数

設立年（西暦）

1964 年

電気機器及び各種プリント基板 ASSY の設計、製造、販売

主要事業

パナソニック製制御デバイスの販売
https://www.dstec.co.jp/

Web サイト

連絡先（部署・氏名） インキュベーション開発室

03-3758-1781

TEL

廣田

健二
hirota.k@dstec.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

マイコン制御、スイッチング電源

 得意な顧客・市場分野

半導体製造装置、産業機械

 生産拠点・研究体制

福島県須賀川市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2008 認証取得

ISO14001:2015 認証取得
PR 詳細

弊社では、各種無線センサを開発中です。
１．無線センサ（温湿度計測）
概要

子機からの温湿度等のデータを 2.4GHz もしくは 920MHz 無線通信で親機に送信。親機から RS485
通信でホストＰＣ等へデータ送信。ＰＣ等でデータの一括管理及びロギングを容易に行なうた
めの装置でＩｏＴ化を実現します。

特長

・無線通信

：2.4GHz 帯独自方式、及び 920MHz 帯

・子機

：測定データ（温度・湿度等）を直接または中継機経由で親機に送信
：電源

・親機

電池駆動

：子機からデータを収集、有線 RS485 通信でホストＰＣへ送信
：AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ DC5V

・ラインナップ：親機、中継機、子機（熱伝対、パルス、温湿度）
用途

・装置、場所、機器の温度湿度の管理、データ収集、トレーサビリティ

イメージ
ホストＰＣ

ロガー

親機

中継機

子機

６３台まで可能

２．無線センサ（人体検知）
概要

24GHz マイクロ波よる人体を検出し、920MHz 無線通信で親機に送信するシステムです。
現在、人体、心拍・呼吸等の検出を目指してアルゴリズムの構築に取り組んでおります。

３．弊社では各種無線センサ、ＩｏＴ化を一緒に取り組んでいただける企業を募集しております。
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技術アピールシート
でんさんさーびす

株式会社電算サービス

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサー

所在地

[本社]〒177-0044 東京都練馬区上石神井 1-4-19

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

41 名

設立年（西暦）

ソフウェア開発
http://www.den3svc.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

姫田

一磨

03-3920-0338

 得意な技術・製品

システム開発

 得意な顧客・市場分野

金融、通信

 生産拠点・研究体制

無し

E メール

k.himeda@den3svc.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

家庭菜園向け管理システム。
温度、湿度、地中水分濃度のデータをクラウドで管理できます。
スマホ、PC からデータを閲覧できます。
スマホ、PC から電磁弁、100V 電源の ON/OFF を行うことができます。
温度センサーは、湿度 100%の環境でも動作します。
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1980 年

技術アピールシート
でんししょめいにんしょう

株式会社電子署名認証

（ＰＫＩ，Ｌｔｄ．）

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

情報システム

所在地

[本社]〒104-0061 東京都中央区銀座 7-13-6 サガミビル 2 階

資本金

980 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2015 年

セキュアイノベーション事業およびソーシャルイノベーション事業
http://www.pki.tokyo

連絡先（部署・氏名） 企画開発本部
TEL

従業員数

青木 尚

03-6869-8260

E メール

aoki-t@pmark-isms.com

 得意な技術・製品

認証・暗号・クラウドシステム

 得意な顧客・市場分野

情報セキュリティ

 生産拠点・研究体制

本社、舞浜企画開発本部、蒲田システム開発室、小伝馬町リモートセンシング研究室

 特記事項（取得資格・認証等）

Ｐマーク
PR 詳細

 電子署名認証ソリューション
 ブロックチェーン（分散型台帳）を用いた｢セキュア記録ソリューション｣【公開鍵暗号技術】
 テレワーク･モバイルに適した｢セキュアサプライチェーンソリューション｣【秘密分散暗号･ＳａａＳ】
 商品･チケット・装置等の｢ニセ物｣｢不正使用｣を確認できる｢ＩｏＴ認証ソリューション｣【秘密分散認証】
 電池フリーの｢ワンタイムパスワードカード（ＯＴＰ）ソリューション」
【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
※SaaS: Software as a Service アプリケーション込みを特徴とするクラウドサービス
※PUF: Physically Unclonable Function 複製不可能な物理的な“ゆらぎ値”
（生まれながらの指紋のような
識別情報）を使った“演算値”を出力し、チャレンジ＆レスポンス認証等に利用できる機能
 ＰＫＩマーク監査サービス
 入退･持出･授受等の運用記録および windows 端末ログ等の｢クラウドレポーティングサービス｣【ＡＩ】
 フランチャイズ本部による加盟店の｢個人情報保護監査一括支援サービス｣【監査技術】
 地図衛星データ応用ソリューション
 衛星画像･３Ｄによる迫力の「サイクルコースと博物館のインバウンドガイドソリューション」
【ＧＩＳ】
 ｢防災備蓄品の自助･共助ソリューション｣【ＳａａＳ】
 ｢リモートセンシングによる植生ＤＢに基づく追肥管理｣【衛星リモートセンシング技術】
※GIS: Geographic Information System 地理情報システム
 無線タグ応用ソリューション
 宅配・バイク便等の｢追跡サービス（仕分け処理・中継輸送処理対応）｣【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
 引越し･収納サービス向け｢梱包物の非開封一括確認ソリューション｣【秘密分散認証･ＰＵＦ認証】
 先端システム開発
 「無人店舗ソリューション」
【ＡＩ顔認証】
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技術アピールシート
とうようでんき

東洋電機株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

光と電波で IoT の通信インフラ

[本社]〒486-8585 愛知県春日井市味美町 2 丁目 156 番地
[都内所在地]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12（内神田東誠ビル 3 階）
103,708 万円

従業員数

225 名

設立年（西暦）

1947 年

監視制御装置、配電盤、変圧器、センサ、空間光伝送装置、無線式モニタリング関連
http://www.toyo-elec.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 経営管理本部
TEL

技術分野

Ｒ＆Ｄ担当

0568-34-3008

藤田

E メール

日出生
Hideo_fujita@toyo-elec.co.jp

 得意な技術・製品

光と電波を用いた伝送装置・SOT、MAGICBEE

 得意な顧客・市場分野

搬送機器、昇降機メーカ・物流、輸送分野

 生産拠点・研究体制

国内：2 工場（春日井市味美町、神屋町）海外：2 工場（中国、タイ）
本社機構としてＲ＆Ｄ、事業部に開発部もしくは技術部

 特記事項（取得資格・認証等）

環境マネジメントシステム(ISO 14001) 品質マネジメントシステム(ISO 9001)
日本配電制御システム工業会優良工場(JSIA) 地域未来牽引企業
PR 詳細

■開発品概要
ＩｏＴ時代の通信手段として、屋外や工場の設備監視、ファクトリーオートメーション用の電波及び光を用い
た伝送装置の開発・販売を行っています。
光無線通信装置を開発・販売しているのは国内に二社、電波無線と両方の開発・販売を行っているのは唯一当
社のみです。昨年度から光・電波のそれぞれの特徴を生かしたハイブリッドリモコンの販売を開始しました。
また、大学、国の研究機関との共同開発により、超高速のギガビット光伝送装置の開発を行っております。

開発中！
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技術アピールシート
とーぷろてくのさーびす

トープロテクノサービス株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

AI 設計

所在地

[本社]〒146-0085 東京都大田区久が原 2-12-5 3Ｆ

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

2003 年

電子部品・デバイス・回路製造業
http://www.toprotechno.com

連絡先（部署・氏名） 北條
TEL

従業員数

武（ほうじょう たけし）

03-6410-3873

E メール

hojo@toprotechno.com

 得意な技術・製品

プリント配線板の設計（２Ｄ～３Ｄ）、精密石英ガラス加工（画像１μｍ～）

 得意な顧客・市場分野

アミューズメント、医療検査機などリジット基板、各種フレキシブル基板、開発基板

 生産拠点・研究体制

上記の所在地のみ

 特記事項（取得資格・認証等）

国家資格：プリント配線板製造（設計）技能士の有資格者３名
PR 詳細

はじめまして、お世話になります。
今回は、当社が自社開発している「ＡＩ設計」
（開発中）についてＰＲさせていただきます。
こちらは、構想２年、開発着手１年程度になります。人材確保しようともなかなか若い人が雇用できない昨今、
下記の考察からＡＩ設計の開発をスタートしております。
◆当社の強みを生かす手立てはないか？
・創業当初（2003～2005）
、ＣＡＤベンダーと協業しており、デバッグ作業経験からＣＡＤの仕組みに精通
・これまで培った設計技術および経験（３０年：２名、２０年：１名、１５年：１名）が豊富
※最近では、10G の高速信号伝送がある 8 層ビルドアップの開発基板などを設計しております。
↓↓↓
【ＡＩを活用した協調設計】※２種類のＡＩを活用
① ルールベースのＡＩ：自社専用ＡＩに設計ルールやノウハウを覚えこませて、部品配置とパターン配線を自
動化させる（１製品あたり：１～数１０種類の同時設計が２４時間３６５日で可能）
。
② 機械学習のＡＩ：過去に設計したバックアップデータから傾向を抽出して、
“ＡＩ先生”を構築し、上記①で
数１０種類を設計した中から、ＡＩ先生が採点をして良品をピックアップして、最終的に人間が選ぶ。
※営業が聞いてきた各設計仕様の内容を盛り込んだり、部品ライブラリの準備と最終チェックは人間が行う、
協調設計になります。また変更作業における部分的な配線変更などをＡＩが行う協調設計も可能です。
ＡＩの開発については、現役東大生（博士）および卒業生で構成されたベンチャー企業との共同開発をしており
ます。ＡＩ開発者と設計者にて、どうやってＡＩに覚えこませていくか？等を常に議論しており、弊社社員１名
（外国籍）もＡＩ開発メンバーに加わっているため、ゆくゆくは弊社のみで開発継続をしていけるようになりま
す。現実レベルで考えて、ＡＩがヒトに変わることで“ヒトが不要になる”ということは考えられません。いか
にヒトがＡＩを使うか？使いこなせるか？と考えております。ＡＩを活用できる少数精鋭の設計集団を確立すべ
く、高品質な設計を早く、数多くこなせるよう鋭意努力していく所存です。宜しくお願いいたします。
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技術アピールシート
ないとうでんせいまちだせいさくしょ

株式会社内藤電誠町田製作所
所在地

[本社]〒194-0012 東京都町田市金森 4-12-5

資本金

10,000 万円

主要事業
Web サイト

224 名

IoT・AI

技術キーワード

設計開発、無線、ＤＭＳ

設立年（西暦）

1965 年

電子機器の開発、設計、製造、保守サービス
http://sys.ndk-m.com/

連絡先（部署・氏名） システム機器事業部
TEL

従業員数

技術分野

042-796-8753

太田

豊

E メール

yutaka.oota@ndk-grp.jp

 得意な技術・製品

ﾏｲｺﾝの設計開発、機構設計、ﾏｲｸﾛ波無線技術、基板の設計開発～製造、産業機器の製造

 得意な顧客・市場分野

産業機器やＩｏＴ関連機器の設計から保守までを一貫受注できます

 生産拠点・研究体制

町田市（本社、技術部、製造部）、山梨県南アルプス市（基板製造、装置製造）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO14001、全省庁統一入札資格事業者、一般労働者派遣事業者
PR 詳細

当社は、総合エレクトロニクス企業である内藤電誠グループ（http://www.ndk-grp.co.jp/）の一員として、
1965 年の創業以来大手電機メーカーとの協業で培ったマイコン応用技術をコアとして、電子機器の開発、設計、
製造、販売、保守およびサービスを一貫して受注できるＤＭＳ事業を展開しております。また、個々の分野での
受注もできる体制を整えています。
得意分野としては、マイクロコンピュータ関連機器、マイコン開発ツールの開発、製造、ＩｏＴシステム機器、
各種筐体の設計開発、マイクロ波無線通信機器、高密度実装、産業用装置の製造や保守サービスです。
また、自社商品としては、マイコン書き込み用フラッシュライター「ＡＳＭＩＳシリーズ」を開発、販売して
おります。
現在の取引先としては、大手半導体メーカー、電機メーカー、産業機器メーカー、商社です。
各種電子機器の開発～製造、保守に関して、ご相談があれば何なりとお申し付けください。
◎ マイコン書込み用フラッシュライター

◎可視光通信モジュール

◎保有技術
① マイコン応用技術
② 電子機器の開発、設計、製造、保守およびサービス
③ マイクロ波無線通信機器
④ マイコン開発ツールの開発、製造
⑤ 各種筐体の設計開発
⑥ 可視光通信技術
⑦ 高密度実装技術
⑧ 各種産業用装置の製造
⑨ ＰＧＡ等ソフトウエア開発
上記業務内容を設計開発～製造、保守サービスまで一貫して受注できるＤＭＳ事業を展開しております。
また、内藤電誠グループとしては、ＬＳＩの設計（アナログ系も得意）、半導体パッケージの製造、
電子部品や基板等の信頼性評価・故障解析・環境試験、ソフトウエアの開発等を行っており、グループの総合力
をもって、お客様のニーズにお応えします。
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技術アピールシート
にほんじんこうちのうけんきゅうかいはつきこう

株式会社日本人工知能研究開発機構
所在地

[本社]〒162-0056 東京都新宿区若松町 33-6

資本金

3,356 万円

主要事業
Web サイト

6名

IoT・AI

技術キーワード

人工知能、AI、ロボット

設立年（西暦）

2016 年

汎用人工知能の研究開発、実用化
https://www.jairo.org

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

03-6380-3341

広口

正之
E メール

m.hiroguchi@jairo.org

 得意な技術・製品

汎用人工知能（汎用 AI）
、コミュニケーションロボットなど

 得意な顧客・市場分野

応用分野は多岐にわたる。まず、高齢者向け市場などを開拓する。

 生産拠点・研究体制

生産拠点は、本社所在地。研究体制は、順次拡大予定。

 特記事項（取得資格・認証等）

汎用 AI に関する国際特許を出願中。
PR 詳細

■

事業内容

現在の人工知能は、専用 AI などと呼ばれていて、それぞれの分野に特化したものです。専用 AI は、人間の知
能を部分的にしか模倣していないので、人間同等の知能があるとは言えません。
これに対して、当社（略称：JAIRO）の開発する人工知能は、汎用 AI です。汎用 AI は、まだ誰も開発に成
功していませんが、実現すれば幅広い分野に応用可能であり、コストも大幅に削減可能です。人間の知能全体を
模倣するので、人間同等の知能があると言っても過言ではありません。

■ アピールポイント
汎用 AI が実現すれば、現在の専用 AI を次々に置き換え、市場を席巻してゆくことになります。当社は、日本
は言うに及ばず、全世界で最初に汎用 AI を実現することを目指しています。
当社は、汎用 AI を幅広い分野に応用してゆくときのパートナーとなる会社を探しています。もし、ご協力い
ただけるのであれば、当該分野では排他的に汎用 AI を提供しますので、パートナー企業さまは、競合他社に比
べてコスト面でも、機能性能面でも圧倒的な優位に立つことができます。
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技術アピールシート
はくさんこうぎょう

白山工業株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

防災、ネットワーク、IoT

所在地

[本社]〒183-0044 東京都府中市日鋼町 1-1 J タワー10 階

資本金

8,000 万円

主要事業
Web サイト

1986 年

設立年（西暦）

地震観測ネットワークシステムおよび地震防災システムの開発・販売
http://hakusan.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 防災営業部
TEL

80 名

従業員数

中井

俊樹

042-333-0080

nakai@hakusan.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IP 技術を利用した計測、ネットワーク、解析システム

 得意な顧客・市場分野

大学・研究機関・建物分野、防災分野

 生産拠点・研究体制

大学・研究機関との共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

iOS 端末（iPhone/iPad/iPod touch）で動作するアプリで地震計を構築。簡単に地震計網を構築できるシス
テム。クラウドサーバにデータを上げる事で、地震発生時の初動の情報としての利用が可能。
特徴
１．ローコストで地震計網の構築が可能
２．設置個所での震度情報をリモートでリアルタイムに確認。いち早い対応が可能。
３．ローコストのため、多点での監視が実現。
４．API で他コンテンツとのマッシュアップが可能。
５．専用地震計端末との混在も可能
適用範囲
１．建物などの一括管理、初動対応
２．多事業所を持つ企業での BCP／BCM 対策
３．インフラ・構造物の監視

WEB ブラウザ

全体システム構成
リスト表示
Geonavi マルチテナント
サーバ

iOS 端末：i 震度

震度マップ表示

iOS 端末：i 地震

有線 LAN 地震計
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波形解析

技術アピールシート
ぴーけーでざいん

PK デザイン有限会社
所在地

[本社]〒186-0004 東京都国立市中 1-14-30

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

IoT

3名

従業員数

設立年（西暦）

2009 年

インダストリアルデザイン
http://www.geocities.jp/pkdesign_boss/hp/top.htm

連絡先（部署・氏名） 菊池
TEL

技術分野

鉄男

090-3459-2000

pkdesign_boss@ybb.ne.jp

E メール

 得意な技術・製品

福祉関係特許取得・デザイン開発・福祉関係

 得意な顧客・市場分野

福祉・医療機器関係、IoT 関係

 生産拠点・研究体制

知財関係、IoT 関係、デザイン関係

 特記事項（取得資格・認証等）

ヘルパー2 級取得、福祉用具販売指導員、障碍者支援資格
PR 詳細

「知財企画部」企画書
ロボット教室

商標登録

商標登録

・小学生向け（１年生～６年生対象）

ロボット博士

くにたち私塾
ロボット先生

国語・算数・英語
・クラウドファンディング（資金集め～）
・くにたち私塾 ロボット先生
・キャラクターなど商標登録済み
キャラクター

「デザイン企画部」企画書
・教育教材 メカニズム動画アニメ
・３Ｄ－ＣＡＤ プリンタによるものづくり
（３Ｄ製作図 販売あり）
・インターネット販売

「福祉介護部」企画書
・介護用ベッド（床ずれ対応）
・睡眠障害（睡眠時無呼吸症候群）
・特許取得多数
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技術アピールシート
びっとすとろんぐ

株式会社ビットストロング
所在地

[本社]〒105-0013

資本金

4,000 万円

主要事業
Web サイト

技術キーワード

画像処理、画像検査、計測、
病理画像、FA 外観検査

東京都港区浜松町 1-1-10 秋間ビル 6F
従業員数

40 名

設立年（西暦）

2001 年

画像検査/計測システム、医療画像システム、PACS/Dicom システム、病理画像システム、赤外
線カメラ／システム、メカトロ・制御組込のシステム等
http://www.bitstrong.com/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

IoT・AI

技術分野

門 洪涛

03-3437-5315

 得意な技術・製品

E メール

menh1@bitstrong.com

画像処理技術において業界トップレベル。病理画像などの細胞認識に関してここ１，２
年特許を多く出願

 得意な顧客・市場分野

医療画像、FA 外観検査は業界トップレベルの専門性

 生産拠点・研究体制

東京、中国

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社では主に、顕微鏡画像、Pacs/Dicom 等の医療画像や画像処理技術による工業製品の検査・計測を手
掛けております。
（１）病理/生物向け ImageStation 顕微鏡画像処理、画像編集、複数の蛍光画像の重ね合わせ、合成。フ
ァイル管理・分析・計測などの一連作業を統合で行うことが出来る。染色体分離、針状ウイルス分離など
のオブジェクト分離計測パック。
放射線・超音波・内視鏡科向け医療画像 PACS システム。診断機器等の付加価値を高める画像認識アプリ
のほかに、コア機能となる画像認識、画質改善等センサーに近い開発も可能。
画像ファイリングシステムでも蓄積の製品及び技術あり。3D 画像診断/血管解析/歯科イメージングシス
テム等 OEM/請負も可能。
（２）工業用顕微鏡向け画像計測ソフト等、工場における外観検査システム。コネクタ、LCD、ヒューズ、
ベアリング、軸類等、細分化したいくつかの市場における専用検査・計測装置。各応用分野で事業提携及
び専門子会社の可能性。監視カメラ系またロボット/ステージ制御系も対応可能。
（３）その他、Matrox 社の一次代理店として、新製品やスマートカメラ Iris を始め、実績豊富で業界定番
の画像処理ライブラリ MIL、各種画像入力ボード/画像処理 Board、ComputingPlatfom 等の Matrox 社製画像
処理製品を直接輸入販売しております。自社のシステム・インテグレータとしての強みを活かしサンプル
実験・システム構築などの現場に則したサポートの強化に努めています。
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技術アピールシート
ふぉるて

株式会社フォルテ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

IoT・AI

技術キーワード

IoT 端末

[本社]〒030-0862 青森県青森市古川 3-22-3 古川ビル 3Ｆ
[都内所在地]〒113-0034 東京都文京区湯島 2-2-16 御茶ノ水クロスビル 5F
4,100 万円

15 名

従業員数

設立年（西暦）

2005 年

IoT 製品の開発・販売、骨伝導ヘッドセットの開発・販売、Web システム受託開発
http://www.forte-inc.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部営業 2 課

課長

03-3868-2280

TEL

技術分野

阿部

裕
abe@forte-inc.jp

E メール

 得意な技術・製品

移動体管理用端末、作業員監視・見守り用端末

 得意な顧客・市場分野

地方自治体、観光事業者

 生産拠点・研究体制

本社にて研究開発し、中国の工場で量産しています。

 特記事項（取得資格・認証等）

取得している認証は JATE、TELEC、IOT(Docomo,Softbank)です。
PR 詳細

弊社が製造する IoT 端末は、運輸業等の移動体管理をターゲットとした「mono 端末」と、作業員監視・高齢者
見守りをターゲットとした「hito 端末」の 2 種類です。
mono 端末の特長は、位置情報、時間及び取得したセンサーの測定値などを任意の頻度でサーバーに自動送信で
きる点であり、数年にわたる長期間の車両管理や自動販売機の監視などに適しています。hito 端末の特長は、位
置情報、時間及び端末所持者のステータス情報（休憩中・トラブル発生など）をサーバーに手動送信できる点で
あり、日々の業務管理や高齢者見守りサービスなどに適しています。また、いずれの端末も今年度中に準天頂衛
星みちびきに対応させ、位置測位の誤差を数メートル単位まで抑えられる見通しです。
また、弊社は騒音環境下での円滑なコミュニケーションを実現できる「スマートマイク（ノイズ除去機能付き
骨伝導ヘッドセット）」も製造しております。
今回の交流会では、移動体管理、作業員監視、高齢者見守り、高精度な位置情報が求められる防犯・防災分野
の商流を持つ企業様とのマッチングを希望します。

製品名
mono 端末

主な用途

導入例

位置情報、走行距離、
走行時間、速度など

 在庫管理

 運送用車両の管理

 稼働率管理

 コイン投入機の入金

2017/12/6
12：58：25

監視
hito 端末

 人手の作業効
率化

 ポスティング兼見守
りサービス管理支援
 オンデマンド乗合タ
クシー（実証段階）
【図】運送用車両管理サービス（左）および

【表】IoT 端末の主な用途および導入例

ポスティング兼見守りサービス（右）のイメージ
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技術アピールシート
ふじいんふぉっくすねっと

富士インフォックス・ネット株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

BI

所在地

[本社]〒108-0014 東京都港区芝 5-13-15 芝三田森ビル 5F

資本金

6,000 万円

主要事業

業務ソリューションサービス

Web サイト

https://www.infoxnet.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京営業部
TEL

160 名

従業員数

人見

03-5419-8228

設立年（西暦）

1991 年

圭亮
hitomiksk@infoxnet.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

データ分析ツール「BI21」の販売、サービス

 得意な顧客・市場分野

金融業界、サービス業界など

 生産拠点・研究体制

東京本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001、ISO27001、プライバシーマーク取得
PR 詳細

Excel ベースの BI ツール「BI21」
1. インターフェースが Excel となっており非常にユーザフレンドリーな仕様になっている。
2. Excel と 100％連携しているので、操作も Excel と同様なので別途マニュアルなどでの学習の手間が
不要となる。
3. 既存の Excel ファイルをそのまま活用可能なので慣れ親しんだフォーマットで作業が可能。
4. データは全て DB や基幹システムで管理させるので、Excel と違いデータの整合性が取れない、
Excel ファイルが煩雑にならないので、データの一元管理が容易に可能。
5. 弊社 BI を用いての業務改善の提案からシステムの導入まで総合的な提案が可能。
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技術アピールシート
ぷらっとほーむ

ぷらっとホーム株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT

所在地

[本社]〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-3 日本ビルディング九段別館 3F

資本金

119,760 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

41 名

従業員数

設立年（西暦）

1993 年

IoT 関連製品・サービスの提供
https://www.plathome.co.jp
製品マーケティング部 製品マーケティング課 星
03-5213-4373

賢志

k-hoshi@plathome.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

IoT ゲートウェイ・製造業向け IoT アプライアンス等

 得意な顧客・市場分野

製造業様・自治体様・SIer 様

 生産拠点・研究体制

日本国内

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001 取得
PR 詳細

■製品概要
工場などの産業施設では、様々なセンサーや計測器、製造機器等が稼働しており、各々データ形式でデータ生成
されるのが一般的で、データを統合した活用が困難。OpenBlocks IDM アプライアンスは異種間データの利用、異
なる様々なデータを統合的に矛盾なく扱うための仕組み（IDM：IoT Data Management)が備わっている。
■構成例

■製品特長
・工場内の様々な CSV ファイルを取り込み
・工場内にある生産設備や測定器・センサー装置が出力する CSV
ファイルを主要な CSV ファイル形式に標準対応しているのですぐに
利用できる
・上手く活用されていなかった CSV ファイルを取込む事で、デー
タの有効活用ができる
・IoT ゲートウェイで様々なデータを収集
・プログラミングレスで様々な IoT センサー・デバイスからデー
タ収集する事が可能な IoT ゲートウェイ「OpenBlocks® IoT Family」
を使用する事により、温度・湿度・照度・開閉・人感・ビーコン・
加速度など、工場内の環境・設備のセンシングを実現。
・PLC 接続機器データを収集する
・PLC に生産設備など機器から、稼働状況などのデータ収集がで
きます。
・工場内データの一元管理
・ファイルサーバ上で CSV ファイルを管理する手間から解放され、
本質的な目的である中身の
・時系列データへのダイレクトアクセスを実現する。
・収集したデータを可視化する
・蓄積されたデータを基に、工場内レイアウト図面上へ環境デー
タのプロット、設備の稼働状況、生産量のグラフ化などを視覚的に
行うためのビューアを搭載している。
・ビューア内のレイアウト変更なども自由に行えるため、例えば
センサーや設備の移動があった場合も、
ビューア上の位置変更も容易に行う事ができる。
・時間間隔の異なる複数の CSV ファイルを統合し、複数の要素を
同一グラフ上で可視化する事で複数の要因原因分析などを行う事が
できる。
・収集したデータを保存する
・工場内の複数の端末から取得した CSV データやセンシングデー
タを統合的に管理可能。さらに、データのバックアップ/リストア機
能も搭載。
※バックアップ先の NAS が別途必要
・クラウド不要でスタート可能
・インターネット接続のない閉域環境でも IoT を実現できます。
また、将来クラウドやインターネット接続をする際にもそのまま拡
張して利用できる。
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技術アピールシート
ぷろじぇくとめい

株式会社プロジェクト・メイ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

音声認識、AI、センシング、
モバイルソリューション

[本社]〒110-0008 東京都台東区池之端 2-2-10 カーネ池之端 601
[都内所在地]〒108-0004 東京都港区新橋 3-11-8 オーイズミ新橋第 2 ビル 705 OTA 内事業本部
3,500 万円

5名

従業員数

設立年（西暦）

2016 年

画像・音声・各種センシングおよびその利用ソリューションの開発・製造・販売
http://www.projectmay.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 総務管理部門
TEL

IoT・AI

技術分野

03-6806-5680

森

やす子
ymori@projectmay.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

音声認識・話者分離ならびに画像や位置情報を利用した、AI 活用のソリューション

 得意な顧客・市場分野

特に業界や分野を問わない

 生産拠点・研究体制

東京電機大学と共同研究

 特記事項（取得資格・認証等）

Google Cloud 技術パートナー
PR 詳細

１．音声認識とテキスト化
専用端末による半リアルタイムの音声テキスト
化、または過去に IC レコーダーなどで録音した
音声ファイルからのテキスト化が可能。従来の音
声認識システムで必要とされていた音声の事前
登録／事前学習や、辞書データの作成が不要。
２．話者分離
独自の技術で、音声の事前登録／事前学習なしに複数話者の音声を分離。
３．写真と音と位置情報など各種センシングデータを活用
端末の電源を入れるだけで、写真と音と位置情報の記録と遠隔からリア
ルタイムにモニターできる仕組みを提供。安価で、従来の監視システム
に比べ、圧倒的に多くの地点に設置することも可能。
２秒間隔の静止写真と周囲の音と居場所をリモートからリアルタイム
でモニターし、いつでも過去の様子をタイムラプス（短縮）再生。
弊社の目指すもの
手軽に、安価に、さまざまな情報を集めて、評価することを目標としています。
その情報を使い、リアルタイムで様子をモニターしたり、専門家が判断したり、AI を用いて診断や推定・予測を
したり、知識や判断としてみなさまにフィードバックする仕組みを提供します。
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技術アピールシート
もるふぉ

IoT・AI

技術分野

株式会社モルフォ

技術キーワード

AI、人工知能、
画像認識、画像処理

所在地

[本社]〒101-9965 東京都千代田区西神田 3-8-1 千代田ファーストビル東館 12F

資本金

177,121 万円

設立年（西暦）

2004 年

画像処理技術の研究開発および製品開発ならびにライセンシング

主要事業
Web サイト

http://www.morphoinc.com/

連絡先（部署・氏名） ネットワークサービス事業部
TEL

82 名（連結）

従業員数

03-3288-3250

事業開発担当

國好

誉子

t-kuniyoshi@morphoinc.com

E メール

 得意な技術・製品

画像処理技術・画像認識技術（世界最高速級の認識が可能です）

 得意な顧客・市場分野

外観検査分野、医療分野、インフラの維持管理分野等

 生産拠点・研究体制

東京都千代田区

本社オフィス

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

◆弊社はディープラーニングを使った画像認識と画像処理（Computational Photography）に強みを持ち、
双方のノウハウを掛け合わせることで人工知能の実用化に向けたサポートが可能です。
◆人工知能の導入を検討されている方や、認識速度にお悩みをお持ちの場合はお気軽にご相談ください。
・ディープラーニング（深層学習）
⇒人工知能（AI）の一種。機械が人間と同じように学習をした上で画像を認識します。
【ディープラーニングを使った人影・顔検出の例】
ディープラーニングの応用分野
・医療
・外観検査
・画像の自動分類
・サイトの自動フィルタリング
・セキュリティカメラ

・画像処理（Computational Photography）
⇒デジタル処理による画質向上を前提としたイメージング技術。（以下具体的な例）
【例１：手振れ補正技術】

【例２：超解像技術】
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等

技術アピールシート
ゆーいーあい

株式会社 UEI

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

ディープラーニング

所在地

[本社] 〒110-0016 東京都台東区台東 4-19-9 山口ビル 7 8F

資本金

9,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2003 年

人工知能および応用ソフトウェアの企画・研究・開発・コンサルテーション、深層学習用サー
バー販売、深層学習用フレームワーク開発
https://www.uei.co.jp/

連絡先（部署・氏名） AI リサーチセンター
TEL

40 名

従業員数

03-5812-6507

増田

哲朗
info@uei.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

人工知能および応用ソフトウェアの企画・研究・開発・コンサルテーションなど

 得意な顧客・市場分野

業種問わず

 生産拠点・研究体制

東京

 特記事項（取得資格・認証等）

PR 詳細

●深層学習コンサルティング
貴社のビジネスに最適な深層学習 AI 導入をサポートいたします。
様々な深層学習技術からお客様の業務に最適なニューラルネットをご提案し、仮説検証・実証実験・最終的なサ
ービス実装まで段階的にサポートを実施いたします。

[事例]
・不定形帳票認識
様々な帳票の中からレイアウト認識させ、必要な項目のみを抽出する機能を深層学習で実現しました。あらかじ
め指定した特定の項目のみを抽出することが可能です。金融機関などで導入実績あり。
・三次元畳込み物体認識ソリューション(DEEPvolume)
CT スキャンデータのような三次元ボクセル情報を独自開発の三次元畳込みニューラルネットによって正確に認
識・分類が可能になりました。医療分野や建設現場など様々な場面での活用が期待できます。

●深層学習用サーバー販売
深層学習に最適化したディープラーニング専用サーバー”DEEPstation DK-1000”シリーズを販売しています。
独自開発の深層学習環境「CSLAIER（シースレイヤー）」をプリインストールしており、Web ブラウザから GUI だ
けで手軽に様々な深層学習ツールを試すことが可能です。
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技術アピールシート
りとるそふとうぇあ

IoT・AI

技術分野

株式会社リトルソフトウェア

技術キーワード

生体測定、
バイタルデータの AI 活用

所在地

[本社]〒157-0066 東京都世田谷区成城 2-31-13 メゾネット成城 202

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

7名

設立年（西暦）

2014 年

脳波、バイタルデータから五感感情認識 AI、ブレインプラットフォーム開発
http://www.littlesoftware.jp/

連絡先（部署・氏名） 小原
TEL

従業員数

美香(コバルミカ)

070-4019-5498

E メール

kobaru@littlesoftware.jp

 得意な技術・製品

生理データの計測・評価システム、バイタルデータの活用で人の状態を検知する

 得意な顧客・市場分野

事業領域・顧客は様々なため、特に市場を決めておりません。

 生産拠点・研究体制

東京都内

 特記事項 （取得資格・認証等）

●応用脳科学コンソーシアム会員 http://www.keieiken.co.jp/can/consortium/members.html
●東京都主催「青山アクセラレーションプログラム

2 期」http://acceleration.tokyo.jp

に採択されました。
PR 詳細

弊社は、
（EEG 脳波計による測定）脳波を 67 の感性に可視化する技術をもとにさまざまな企業へサービスを提供
しており、また各種大学・研究機関及び企業と連携して研究・開発をおこなっております。

弊社の事例等につきましては、以下ウェブサイトにありますので、こちらをご覧ください。
http://www.littlesoftware.jp/
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技術アピールシート
ろすてーか

ロステーカ株式会社

技術分野

IoT・AI

技術キーワード

IoT、センサ

所在地

[本社]〒164-0012 東京都中野区本町 6-27-12 豊国ビル 7 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

2001 年

カスタム電子回路設計、製造販売
http://www.losteaka.com

連絡先（部署・氏名） 鵜澤
TEL

従業員数

安寿（うざわ やすとし）

03-3229-1801

E メール

info@losteaka.com

 得意な技術・製品

無線モジュール、カスタムプロセッサー/センサボードの設計、受託ソフト開発

 得意な顧客・市場分野

環境の見える化、ビッグデータの取集、災害、見守り

 生産拠点・研究体制

同上

 特記事項（取得資格・認証等）

電波法：021-A17008、007-AE0289（at 2.4GHZ）
PR 詳細

1. LoRa ユニット【LosRa（ロスラ）】
LosRa は弊社開発 LoRa モジュールです。 ソフトウェアも独自パケットで独自ソフトを実現しています。

2. ACCULE ボード
AM572x 評価基板 【 ACCULE Board （アキューレ・ボード）】 は、
Texas Instruments 社 Sitara AM5728 マルチプロセッサを搭載した
弊社開発基板です。
Sitara™ ARM® Cortex®-A15 AM57x プロセッサの迅速な評価を
可能にし、ＨＭＩ、マシン・ビジョン、ネットワーキング、医療用画像
処理などの多くの産業用アプリケーションの開発期間を短縮する
プラットフォームを実現します。
デュアル ARM Cortex-A15 およびデュアル C66x DSP プロセッサ
をベースとする開発プラットフォームで、デュアル・ギガビット・
イーサネット、USB3.0/2.0、SATA、HDMI など多数のコネクティビティ
を集積しています。
ハードウェア
コネクティビティ

AM5728 搭載 / 2GB DDR3L / TPS659037 電源
ﾃﾞｭｱﾙ・ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ･ｲｰｻﾈｯﾄ / USB3.0/2.0
SATA
/
HDMI
/ MicroUSB2.0
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技術アピールシート
あっともる

有限会社アットモル

技術分野

その他

技術キーワード

ポンプ、微量、高精度送液

[本社]〒196-0022 東京都昭島市中神町 1371-126

所在地

[都内所在地]〒197-0003 東京都福生市熊川 1692-3 レンフィス平林 1Ｆ
350 万円

資本金

従業員数

27 名

設立年（西暦）

2003 年

医療用小型定量ポンプ・高圧微量送液ポンプ

主要事業

http://www.attmol.com

Web サイト

連絡先（部署・氏名） 取締役

斎藤

042-539-3122

TEL

利徳
E メール

saito@attmol.com

 得意な技術・製品

小型で微量定量ポンプ、高圧での微量で連続送液型ポンプ

 得意な顧客・市場分野

医療機器、燃料電池、排ガス分析

 生産拠点・研究体制

社内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は医療機器用の組込み型定量ポンプ及び分析用微量精密送液ポンプの製品を開発から生産まで一貫し
て行う会社です。ポンプの部品は超臨界流体機器の開発で確立した研磨技術により寸法精度±2μ以内、表
面は鏡面研磨仕上げとなっています。又シールは高圧技術を基に作られ、長期性能を実現しています。
モータが 28 角の定量ポンプでは競合するメーカの性能よりも優れていて、約 3 万台以上の実績があります。
２相モータ２８角サイズの小型のプランジャー型ポンプで最も多く使用されて

TS-MP シリーズ

いるポンプです。基本仕様はポンプストローク 11ｍｍ、スクリュピッチ 1ｍｍ、
耐圧 1MPa となっています。高性能パルスモータドライバも用意されていて振動
モータ角 28

のない駆動が可能となります。

263ｇ

TS-MP シリーズ特殊仕様

・高機能原点センサ基板、信号は ON/OFF のデジタルでの出力
洗浄プール付

・ユーザインターフェースが極めて簡単
・酸、アルカリ等の特殊溶液の送液可能な洗浄プール付も可能です。
・ピペット方式による微量軽量型ポンプも可能です。

ピペット方式

TS-UMP シリーズ

超小型、高性能タイプのプランジャー型定量ポンプです。
・モータは 20 角の 2 相モータです。
・重量は 160ｇと軽量。

モータ角 20

TS MPS

162ｇ

・28 角モータサイズのポンプを上回る高い精度です。

・高性能超小型圧力センサは小型ポンプ小型流体システム用に作られたセンサです。

超微量ナノインジェクタ

・20nl の液体、気体が正確に注入可能です
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技術アピールシート
いりえこうけん

その他

技術分野

入江工研株式会社

粘度の影響を受けない、

技術キーワード

無電源、定量吐出ポンプ

所在地

[本社]〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ﾋﾞﾙ 813

資本金

10､000 万円

従業員数

210 名

設立年（西暦）

1966 年

金属ベロ-ズ、真空バルブ、真空機器・装置の設計・製造・販売

主要事業
Web サイト

http://www.ikc.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 〒350-1155

埼玉県川越市下赤坂 740-5 テクニカルセンタ－ 新規事業 中川 雅晴

049-261-2351

TEL

E メール

nakagawa@ikc.co.jp

 得意な技術・製品

真空用機器・金属薄板溶接・真空シ-ル

 得意な顧客・市場分野

半導体・フラットパネル製造装置市場、JR、建築用機材、加速器関連設備

 生産拠点・研究体制

埼玉県川越市/テクニカルセンタ- 及び 愛媛県/中山工場・内子工場
に開発・生産拠点を設置

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

【構造と特徴】
ポンプの吐出駆動力は真空と大気の差圧を利用している。大気の吸入速度を可変絞りで調整する機構となっており、吐
出速度は流体粘度の影響が僅少である。（ガスとエンジンオイルでも近似した速度結果が得られた）
可変絞りはつまみの回転角度で管路抵抗を変化させ、回転角度に比例した流量制御ができる。
吸気側可変絞り
吐出側
真空部

真空
吐出用液体

基本構造

試作品外観

【基本仕様】吐出速度：1ml/min 以上 吐出材充填量：300ml（試作品）
【提案テーマの経緯】医療現場の NEEDS 発表が行われる医工連携のセミナ-で、川崎市の医師から携帯ができる胃ろう
ポンプのニーズ発表を受けた。胃ろう用ポンプでは栄養剤により粘度が異なる為、都度吐出速度調整が困難であり、
また子供の患者で外出ができるにもかかわらず胃ろう接種のためベッドに固定されるケ-スがあり、患者のＱＯＬ向
上を目的とし共同開発に至った。しかし試作品を製作し基本性能評価後、胃ろう用栄養剤メ-カ-に提案を行ったが、
国の医療政策含め積極的な商品化は進めないとの事で胃ろう用ポンプとしての商品化は断念した。
その後当該技術を利用し、無電源で携帯ができる輸液ポンプ開発へのかじを切り現在に至っている。
その他 ：・2016 年 11 月 テレビ東京「ガイアの夜明け」にて輸液装置の取り組みとして取材を受け放映された。
今回医療用ポンプ以外の他市場での用途開拓を目的とし新技術創出交流会への出展応募を行った。
以上
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技術アピールシート
うえしませいさくしょ

株式会社上島製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒186-0011 東京都国立市谷保 6-5-22

資本金

9,100 万円

主要事業
Web サイト

49 名

従業員数

極低温冷却、急速冷却加熱、
超低温エア供給、極所冷却加熱

設立年（西暦）

1916 年

高分子材料試験機
http://www.ueshima-seisakusho.com

連絡先（部署・氏名） 開発企画室
TEL

その他

技術分野

室長

井上

042-577-4511

晴伸
inoue@ueshima-seisakusho.com

E メール

 得意な技術・製品

超低温冷却技術、超低温／高温ドライエア供給装置

 得意な顧客・市場分野

ゴム業界、プラスチック業界

 生産拠点・研究体制

産業技術総合研究所および東京農工大学とケミルミ共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得(2001 年)、ISO14001 取得(2011 年)、東京都中小企業振興公社功労賞受賞(2017 年)
PR 詳細

■極低温ドライエア供給・急速冷却加熱・極所冷却加熱技術
－１２０℃の低温ドライエアの供給により、市販の冷凍機では
達成できない低温環境を実現します。
●供給エアの温度範囲：－１２０℃～＋３００℃
●用途：急速冷却加熱、極所冷却加熱、冷却加工 など

■極低温ブラインチラーによる冷却技術

300
200
100
0
-100
-200
0510
12520353045405505

１ＫＷの発熱があっても－６０℃冷却が可能なハイパワー
ブラインチラーで強力な冷却力を得ることが出来ます。
必要に応じて３段冷凍による冷却も可能です。
●冷却温度範囲：－７０℃～＋４０℃
●用途：発熱体の冷却、オイルなど溶液の冷却、冷却加工 など

■商用電源(ＡＣ１００Ｖ)で－１００℃冷却技術
医療分野などで要求される AC100V 電源での－８０℃や
－１００℃までの卓上型冷却冷凍装置を実現します。
●冷却温度範囲：室温～－１００℃
●用途：臓器・培養細胞等の冷却・保存 など
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技術アピールシート
えあろねくすと

株式会社エアロネクスト

技術分野

その他

技術キーワード

産業用ドローン

所在地

[本社]〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 2-3-5 石井ビル 6F

資本金

7,540 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2017 年

産業用ドローンの研究開発・製造販売
https://aeronext.blue

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

5名

従業員数

広瀬

03-4400-6482

純也
hirose@aeronext.blue

E メール

 得意な技術・製品

低燃費と機動性、信頼性を向上させるドローンの重心制御技術と、オリジナルドローン

 得意な顧客・市場分野

産業用ドローン市場における、メーカーおよびユーザー

 生産拠点・研究体制

研究開発は山梨のラボで実施。

 特記事項（取得資格・認証等）

Best of Japan Drone Award 2018 「ドローン関連テクノロジー」「ベストベンチャー」
の２部門で最優秀賞を受賞。
PR 詳細

エアロネクストは、
ドローン機体フレームのあるべき姿を実現する、ドローン・アーキテクチャ研究所です。
エアロネクストが実現を目指すドローン・アーキテクチャの中心テーマは、
姿勢制御で、重心制御技術（4D Gravity™）に強みを持つ機体開発をおこなっています
4D Gravity™を搭載した次世代ドローン「Next」シリーズは、飛行部と搭載部をジンバル構造にて接続。従来に
ない動きを可能にすると同時に燃費と信頼性の向上を実現しました。

【Next VR™】
小型で 高品質な 360°VR 映像の撮影を可能にする次世代の VR 撮影用ドローンです。機体中央部を垂直に貫通す
る縦棒は、4D Gravity™によって飛行中においても常に垂直を保持します。縦棒両端に設置された 2 つのカメラ
は、ブレずに安定した高画質 360°VR 映像を映し出します。
【Next DELIVERY™】
荷物を傾けない水平輸送を可能にする宅配専用ドローンです。輸送中の荷物の偏りが解消されるため、従来のド
ローンでは難しいとされる、医療や精密機器の輸送、食事のデリバリーが可能となります。
【Next INDUSTRY™】
プロペラとカメラやセンサーなどの搭載物の物理的な距離を離すための機構を取り入れ、従来のドローンでは難
しかった対象物への接近や狭い空間への侵入が可能になりました。
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技術アピールシート
かねぱっけーじ

カネパッケージ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

その他

技術キーワード

梱包材

[本社]〒358-0046 埼玉県入間市南峯 1095-15
[都内所在地]〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-4-1
5,000 万円

従業員数

各種梱包材の設計、製造、販売

800 名

設立年（西暦）

1976 年

トータル物流

https://www.kanepa.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

市村

亮太

04-2936-3031

E メール

ichimura@kanepa.co.jp

 得意な技術・製品

梱包材の設計。段ﾎﾞｰﾙや発泡体等

 得意な顧客・市場分野

医療機器、自動車部品、ﾄﾞﾛｰﾝ、ﾛﾎﾞｯﾄ、電気機器等どの分野でも梱包設計可能です。

 生産拠点・研究体制

埼玉県入間市

 特記事項（取得資格・認証等）

経済産業省地域未来牽引企業に選出。ISO9001、ISO14001、ISO22301 取得済み
PR 詳細

『コスト改善・効率改善・物流改善
●

豊富な試験設備で品質ＵＰ！

●

製品一例

お客様のニーズにあったパッケージをご提供致します！！』
●

高い設計技術力でトータルコスト削減！

※弊社は各種梱包材及び緩衝材の設計、
試験、製造、販売、梱包作業等のトータ
ル物流会社です。弊社のコア技術であり
ます「究極の緩衝設計」を駆使し、安全
で包み運ぶことはもとより、梱包材のダ
ウンサイジング化、省資源化、積載効率
の UP、トータル梱包材物流コストの効率
化のご提案をしております。
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技術アピールシート
きゃすてむ

その他

技術分野

株式会社キャステム

ロストワックス精密鋳造法鋳造法、
技術キーワード
メタルインジェクションモールド

所在地
資本金
主要事業
Web サイト

[本社]〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原 1808-1
[都内所在地]〒190-0022 東京都立川市錦町 2-3-3 オリンピック錦町ビル 4F
8,000 万円

220 名

設立年（西暦）

1970 年

ロストワックス精密鋳造品製造・メタルインジェクションモールド部品製造
http://www.castem.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

従業員数

立川支店

042-512-5862

信岡

邦昭
E メール

tachikawa@castem.co.jp

 得意な技術・製品

ロストワックス精密鋳造品製造・メタルインジェクションモールド部品製造

 得意な顧客・市場分野

一般産業機械部品（医療・食品・その他）

 生産拠点・研究体制

生産拠点（国内・フィリピン・タイ）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001（2015）認証取得・エコアクション 21
PR 詳細

ロストワックス

ロストワックスならびにメタルインジェク
ション両製法共に、試作立ち上げから海外工
場（弊社 100％出資会社）にて製造すること
で、試作から量産までのスムーズな流れを確
メタルインジェクション

立するとともに、ご満足頂けるコストダウン
を実現化。
またお客様のニーズにあった VE 提案をさせ
て頂くことでも、多数ご満足頂ける製品をお
届け致します。
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技術アピールシート
くうすぺーす

株式会社空スペース

技術キーワード

所在地

[本社]〒184-0011 東京都小金井市東町 3-4-26

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

3名

ベアリング、省エネ、故障、
水、熱、真空、潤滑

設立年（西暦）

2006 年

ベアリングの開発、製造、販売、コンサルティング
http://www.coo-space.com/

連絡先（部署・氏名） 河島
TEL

その他

技術分野

壯介

090-9678-9927

E メール

kawashima@coo-space.com

 得意な技術・製品

“ＡＤＢ”潤滑不良に強く、省エネトップランナーのベアリング

 得意な顧客・市場分野

航空宇宙、自動車、洗浄設備、工作機械、ロボット関連

 生産拠点・研究体制

JAXA 宇宙探査ハブでの評価軸受、㈱ユニバンスとの自動車駆動ユニット共同開発

 特記事項（取得資格・認証等）

日（2006.10.17 出願 特許第 3964926 号 他）
・米・中、特許登録済
PR 詳細

ベアリング（転がり軸受）は、玉同士の接触による傷を保持器によ
って防いでいました。しかし玉を保持器の中でスムーズに回すために
潤滑剤が欠かせませんでした。一方で潤滑剤は撹拌やせん断に伴い摩
擦が発生するため、省エネを目指すときには低粘度油を最小量に留め
ることが有効です。しかし水などによる劣化も考慮しつつ、ユーザー
が軸受の適正な潤滑を維持することは難しいことでした。
弊社は、
「玉同士を自律的に分散させる技術ＡＤＢ」でこの問題を
抜本的に解決しました。
（右写真）
メリット
１．省エネルギー
・従来と同一潤滑条件でエネルギー消費が１／２になります。さらにＡＤＢに適した潤滑まで油量を減らすと、
１／１７になります。なお論文では１／５０と発表されています（機械工学便覧：転がり摩擦係数実測値）
。
２．故障対策
代表的な故障*『水→錆』『高温→ロック』『取
付不良→焼付き』の根本原因は玉と保持器との滑
り摩擦です。
ＡＤＢは玉が分散しており保持器の様な滑り
部品もないため、故障したベアリングを交換する
だけで対策になります。
なおＡＤＢは真空企業（

http://www.eolus.jp/ ）のＮＲモータに採用され、テクノフロンティア展に出品されました。

* 転がり軸受の故障には、計算できる疲れ寿命と計算不能な早期損傷があり、実情は殆どが早期損傷です。
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技術アピールシート
こうきゅうしゃ

株式会社弘久社
所在地

[本社]〒190-0032 東京都立川市上砂町 5-1-1

資本金

6,000 万円

主要事業
Web サイト

その他

技術キーワード

広告、デジタルサイネージ

38 名

従業員数

設立年（西暦）

印刷、展示会出展サポート、販促品
https://www.kokyusha.com

連絡先（部署・氏名） クロスメディア営業部
TEL

技術分野

042-536-3511

部長

福島

E メール

稔
mi_fukushima@kokyusha.com

 得意な技術・製品

多品種小ロット印刷、バリアブル印刷、デジタルサイネージ

 得意な顧客・市場分野

精密機器、半導体業界

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001、ISO27001(ISMS)、エコステージ（ステージ 2）
PR 詳細

① マニュアルなどの多品種少量印刷。1 部より対応可。

②

③

展示会出展サポート

デジタルサイネージの販売、レンタル
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技術アピールシート
こねくてっくじゃぱん

コネクテックジャパン株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

その他

技術キーワード

半導体、センサ、実装開発

[本社]〒944-0020 新潟県妙高市工団町 3-1
[都内所在地]〒110-0005 東京都台東区上野 3 丁目 2－2 アイオス秋葉原 604 号
135,000 万円

40 名

従業員数

設立年（西暦）

2009 年

半導体実装開発受託
http://www.connectec-japan.com/

連絡先（部署・氏名） マーケティング・新規事業開発
TEL

技術分野

0255-72-7020

E メール

安藤

守
m.ando@connectec-japan.com

 得意な技術・製品

半導体の実装開発に関わるプロセス、材料、装置全般

 得意な顧客・市場分野

IoT、医療、産業

 生産拠点・研究体制

本社：新潟県妙高市

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

半導体の実装開発受託（Outsourced Semiconductor R&D Assembly:OSRDA）を事業としている会社です。
近年 IoT、ウエアラブルのようにデバイスの外形、実装の多様性対応が求められています。
弊社はお客様のご要求を実現する実装プロセスや材料の選択または開発など実装工法のソリューションをご提
案し開発試作・量産対応を行っております。特に IoT デバイスはそのバリエーションのため低温実装技術が求め
られています。半田リフロー温度に耐えられないデバイス、実装材料が増えているためです。弊社は導電ペース
トを活用した独自の低温実装技術を保有しています。工法はお客様のデバイスとご要望に合わせ、自社だけでは
なく、日本中の協力企業様、材料メーカ様、装置メーカ様と連携、それでも難しければ材料や装置を開発してで
もご要求を実現するソリューションをご提案しております。試作は 1 個からでも可能です。
(１)低温実装技術（ダメージフリーフリップチップ接合工法）

(２)小型製造装置（デスクトップファクトリー：DTF）開発
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技術アピールシート
しょーわぐろーぶ

ショーワグローブ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

作業用手袋（検査用・耐薬品・
切創事故対策・静電気対策等）

[本社]〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565
[都内所在地]〒108-0014 東京都港区芝 4-1-23 三田ＮＮビル 17Ｆ
4,500 万円

従業員数

333 名

家庭用・作業用・産業用各種手袋の製造・販売

設立年（西暦）

1954 年

クリーンルーム用各種手袋の製造・販売

http://www.showaglove.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東日本営業グループ
TEL

その他

技術分野

03-5427-5631

東京営業所
E メール

山崎

晋(やまさき

すすむ)

yamasaki@showaglove.co.jp

 得意な技術・製品

手袋による作業改善・安全性向上・不良率の低減

 得意な顧客・市場分野

自動車・機械加工関連業

 生産拠点・研究体制

仁豊野工場（兵庫県姫路市）ショーラバーマレーシア

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 (2002 年)ISO 14001(2007 年)取得

半導体・電子・精密機械関連業

PR 詳細

381

食品関連業

ショーワグラブズベトナム

技術アピールシート
しんえいぷらすちっく

有限会社伸栄プラスチック

技術分野

その他

技術キーワード

静電植毛

所在地

[本社]〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 742-13

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

12 名

設立年（西暦）

1960 年

静電植毛 植毛塗装
http://www.shineipla.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

従業員数

近藤 学

042-651-7850

E メール

 得意な技術・製品

植毛加工

 得意な顧客・市場分野

自動車関連 弱電関係

 生産拠点・研究体制

本社内工場

sales@shineipla.co.jp

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

弊社は創業６０年超の実績と自動車量産品に対応してきた実力
また１つからでもお客様のご依頼があれば試作を行う対応力と
常に新しい取り組みを心がけております。
静電植毛(フロック加工、植毛塗装)とは微細(０．２ｍｍ～４ｍｍ)な繊維を、静電力を利用して
様々な基材(金属、樹脂、木材 etc)へ付着させる表面加工技術です。
静電植毛を施すことで断熱、防音吸音、摩擦制動、結露防止、遮光、装飾など様々な
効果が得られます。
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技術アピールシート
たかはし

株式会社タカハシ

技術分野

その他

技術キーワード

高速裁断機

所在地

[本社]〒165-0022 東京都中野区江古田 4-31-1

資本金

3,000 万円

主要事業
Web サイト

・食品切断用高速裁断機製造及び販売

設立年（西暦）

1957 年

・各種食品機械メンテナンス

http://www.takahashi-ss.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

29 名

従業員数

渡邉

剛之

03-3396-7772

tokyo@takahashi-ss.com

E メール

 得意な技術・製品

食品原料の特性や加工方法に合わせた機器や設備を提案します。

 得意な顧客・市場分野

食品関連企業

 生産拠点・研究体制

小山工場（栃木県小山市）

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

ダイスカット用特殊クシ刃
冷凍肉ダイスカット

高速裁断機 350 型サニタリーⅡ型
生チョコ ダイスカット

・原料が刃に入った際に生じるズレを防ぐ構造より、正確な裁断を行います。

アスパラガス 斜め切り

・切断可能幅の設定は 0.2mm～90mm まで 0.1mm 単位で設定できます。
・基本モデルはベルト幅が 200mm（200 型）と 350mm（350 型）の 2 パターンございます。
用途に合わせお選びください。
・液晶タッチパネルにより設定が容易に行えます。
・コンベアの脱着が可能で、高いサニタリー性を実現しております。
・刃物を交換するのみでダイスカットも可能です。（オプションです。
）
・お客様の用途に合わせ、プログラムの追加・変更も致します。（詳しくはご相談ください。
）
・上記機種以外にアナログモデルサニタリータイプⅠ型もございます。
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技術アピールシート
たくみな

株式会社タクミナ
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

その他

技術キーワード

精密ポンプ

[本社]〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 2-2-14
[都内所在地]〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2
89,299 万円

従業員数

262 名

設立年（西暦）

1956 年

精密ポンプ、流体制御機器の製造・販売
http://www.tacmina.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 東京支社
TEL

技術分野

営業一課

03-5844-2151

大竹

正兼

E メール

or 大前

昊

otake_masakazu@tacmina.co.jp

 得意な技術・製品

あらゆる流体に対応する精密ポンプ（無脈動ダイヤフラム式）

 得意な顧客・市場分野

業界:電池､電子材料､光学フィルム､ファインケミカル､医薬､食品･飲料､水処理･滅菌

 生産拠点・研究体制

兵庫県朝来市生野町（工場、開発センター）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO14001･9001 認証取得。実液テスト施設(流体ソリューションセンター LABⅡ)開設。
PR 詳細
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技術アピールシート
なかざわちゅうぞうはんばい

中澤鋳造販売株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

[本社]〒537-0024

技術分野

その他

技術キーワード

ダイカスト

大阪府大阪市東成区東小橋 1-16-25

[都内所在地]〒120-0006 東京都足立区谷中 1-8-8
1,200 万円

50 名

従業員数

ダイカスト・プレス他

設立年（西暦）

1967 年

非鉄金属製造販売

http://www.nakazawa.ne.jp
東京営業

平畠

紀卓（ヒラハタ

03-5849-5623

E メール

ノリタカ）
hirahata@nakazawa.ne.jp

 得意な技術・製品

アルミ・亜鉛ダイカスト・プレス製品を含めた ASSY 製品

 得意な顧客・市場分野

建材金物・通信架線・照明関連業界他

 生産拠点・研究体制

中国・マレーシア

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

① 材料購入～鋳造～加工～塗装～梱包～検査～出荷までの一貫生産ラインにて安定供給。
※特に塗装ラインは、前処理から仕上げまで、充実した設備を完備。（焼付静電塗装）
② 建材インテリア製品（オリジナル・OEM 含め）をメインにユーザー様の生産性向上の為、納入即再販可能な状態
での納入形態に取り組んでおります。
③ 工場の製造アイテムは、ほぼ日本向けに出荷されており、日本のスペックに合致した品質をご提供しております。
④ 配送は、専用コンテナにて、週/2 便～3 便の割合で工場出荷されており、納入リードタイムに関しても、ユーザ
ーサイドに適した対応をさせて頂いております。
⑤ ダイカスト単品のみに限らず、樹脂製品他との ASSY 品も多く手掛け、ユーザー様の合理化の一助となるべく
対応させて頂いております。
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技術アピールシート
なのあ

株式会社ナノア

技術分野

その他

技術キーワード

ナノファイバー及び健康福祉

所在地

[本社]〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-5-3 SOHO プラザ 303

資本金

350 万円

主要事業
Web サイト

2名

設立年（西暦）

2016 年

ナノファイバーを駆使した商品開発のコーデイネート及び販売、独居老人の孤独死監視
http://www.n-nanoah.com

連絡先（部署・氏名） 代表
TEL

従業員数

髙橋

徹

042-512-8002

E メール

T.takahashi@n-nanoah.com

 得意な技術・製品

ナノファイバーフィルター制作請け負い。独居老人孤独死対策システムの普及

 得意な顧客・市場分野

材料（ナノファイバー）
・健康福祉分野

 生産拠点・研究体制

生産：国内メーカへ委託

研究開発：信州大学繊維学部との協力体制

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

①エレクトロスピニング装置の販売
卓上型でラボタイプ（ノズル方式）のエレクトロスピニング装置の販売をしています。
この装置は線径が 100nmφ～のナノファイバーシートを作成することができます。幅 200 ㎜～1500 ㎜、
長さ 300ｍ（ロール巻き取り）厚み数μ～の各種ポリマーの均一シートができます。
目的によって、撥水性或いは新媒性のポリマーを選択し試作することができます。
②新しいナノファイバーシートの試作をお請けします。
車両オイルフィルターへのコーテイング、各種換気扇用・・
③ナノファイバーフィルターを採用した医療従事用及び防塵対策用 N９５マスクを発売しました。

N95 マスク

エレクトロスピニング装置

④社会問題となっている独居老人の孤独死対策用の見守りシステムを一般及び市町村へ展開します。
このシステムは簡単に高齢者の毎日の安否を確認するだけの基本的な仕様となっています。
同様のシステムは多々ありますが、何れも初期費用や緊急の際、ケア専門員が駆けつけるなど費用が嵩みます。
しかし、このシステムの目的は異常を如何に早く発見してゆくかをコンセプトにしていますので、安価な
費用で構築することができます。また生活支援向けへのシステム拡張もできます。
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技術アピールシート
ひじりせいさくしょ

株式会社聖製作所

技術分野

その他

技術キーワード

精密プラスチック押出成形機

所在地

[本社]〒193-0801 東京都八王子市川口町 3752 番地

資本金

3,600 万円

主要事業
Web サイト

20 名

設立年（西暦）

電線、光ファイバーケーブル、医療機器用プラスチックチューブ

1947 年

製造用

精密押出成形機

hijiri-mfg.jp

連絡先（部署・氏名） 営業課長
TEL

従業員数

中村

042-654-2011

治
E メール

nakamura-osamu@mbp.ocn.ne.jp

 得意な技術・製品

電線絶縁、光ファイバー被覆、カテーテル用チューブ

等々のプラスチック押出成形機

 得意な顧客・市場分野

電線業界、光ファイバーケーブル（石英、プラスチック業界）医療機器業界

 生産拠点・研究体制

上記本社工場、試作研究室での試作テストにより新製品を開発

 特記事項（取得資格・認証等）

我国で最初のプラスチック押出成形機を開発したメーカーです

その他

PR 詳細

当社は我が国で最初のプラスチック押出成形機のメーカーです。昭和 24 年電電公社通信研究所との関係から、
プラスチックで電線絶縁を行う装置を開発、爾来 70 年、電線、光ファイバーケーブル、医療機器用チューブ
半導体関係の冷却水用テフロンパイプ等、我国のプラスチック押出成形機の老舗として、精度の高い製品を製造
する装置メーカーとして、お客様に認められております。
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技術アピールシート
ふぇにっくす

株式会社フェニックス

技術キーワード

所在地

[本社]〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-5-11

資本金

1,800 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

その他

技術分野

60 名

従業員数

プリント技術、用紙搬送技術、

設立年（西暦）

自動認識技術

1984 年

産業用電子機器の開発、設計、製造、販売、保守
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ、RFID ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｼｰﾄﾘｰﾀﾞ、ｻﾌﾟﾗｲ製品、各種特注機器受託開発製造
http://www.phoenix-group.co.jp
営業部営業推進課

塩田

03-3234-9373

将史
shiota@phoenix-group.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

プリント技術、搬送技術

 得意な顧客・市場分野

製造業、メディカル、アミューズメント

 生産拠点・研究体制

生産拠点（埼玉県・鴻巣市）

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得（2004 年）
PR 詳細

１．フィルムやガラスなどの特殊メディアへのプリンター開発の実績がある
例）熱転写方式でスライドガラスへダイレクト印字
２．メディカル業界向けの自社製品プリンター開発、
および OEM 製品の受託開発実績がある
例）ラベルに必要な情報を印字し、検体容器に
貼り付ける機器（チューブラベラ―）
３．プリント技術と用紙搬送技術を融合させ、
検収印プリンターを搭載したバーコード
シートリーダ（自社製品）の開発実績がある
例）右：熱転写印字ユニット搭載部写真
バーコード読み取り後、検収印のプリントが可能。また、プリンターなので、事前に登録をすれば
連番や会社のロゴ、○や×等のマーキングも可能。
４．用紙搬送技術を用いてバーコードや QR コードを読み取る機器（シートリーダ）の開発実績がある
５．IC タグや IC ラベル、IC カードへの印字＋エンコードを
同時に行う機器の開発および RFID 技術を用いた
作業実績管理システムの開発実績がある（UHF、HF、NFC 対応可能）
RFID プリンター開発実績例：ラベルプリンター、カードプリンター、
タグプリンター、リライトプリンター
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技術アピールシート
ほくりくけーてぃしーつーる

北陸ケーティシーツール株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

その他

技術キーワード

ロストワックス

[本社]〒925-0018 石川県羽咋市柳田町 70 字 150 番地 1
[都内所在地]〒146-0085 東京都大田区久が原 2-20-1
5,700 万円

従業員数

100 名

設立年（西暦）

1970 年

金属製品の製造・販売
http://www.hktc.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 精密鋳造部
TEL

技術分野

営業係

山瀬

0767-22-9005

寛人

E メール

yamase@hktc.co.jp

 得意な技術・製品

ロストワックス製法による精密鋳造品の製造・試作・販売

 得意な顧客・市場分野

産業機械・食品機械・建設機械・自動車関係・搬送機械・その他

 生産拠点・研究体制

生産拠点：本社

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001（1998 年取得）

技術協力：京都機械工具㈱【グループ親会社】
ISO14001（2017 年取得）
PR 詳細

多様化するユーザーニーズに応えるべく、ロストワック
ス製法にて三次元曲面を持つ複雑な形状を一体成型で製
作することで、強度アップや組付け誤差の解消、使用材料
の削減等コストダウンに貢献致します。
また、鋳造後の機械加工・熱処理・表面処理等もご相談
に応じます。

３D プリンタによる WAX モデルからの試作品・少量品の製作
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技術アピールシート
まるびしゆかこうぎょう

丸菱油化工業株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

技術キーワード

機能化剤、
難燃、防炎、帯電防止

[本社]〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜 1-4-16 アクア堂島 NBF タワー2 階
[都内所在地]〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-1-16 室町フェニックスビル 6 階
1,800 万円

134 名

従業員数

設立年（西暦）

1927 年

工業用薬剤および界面活性剤の製造販売
http://marubishi.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部
TEL

その他

技術分野

東京支店

03-3517-6550

古森

嘉幸
y.komori@marubishi.jp

E メール

 得意な技術・製品

合成樹脂用添加剤(難燃剤・帯電防止剤・防曇剤等)、防炎剤、洗浄剤、繊維･金属用油剤

 得意な顧客・市場分野

難燃･防炎

 生産拠点・研究体制

生産拠点:大阪府泉大津市、三重県名張市

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001:2015、KES ステップ 2

研究体制：研究本部(大阪府泉大津市)

PR 詳細

丸菱油化工業の防炎剤・難燃剤

多様な素材やニーズに対応「ノンネン」シリーズ

丸菱油化工業では、樹脂用・繊維用・木材用・紙用として臭素系、リン系、窒素系及びその複合系など、
多様な素材やニーズに対応したカスタマイズグレードの防炎剤・難燃剤を開発・提供し、自動車・インテリア・
建材・産業資材・広告幕等の安全性向上に貢献しております。

◎用途例

樹脂成形品

繊維・フィルター

内装・インテリア

木材・ウッドパネル

◎取扱製品例
ノンネン ＰＲ-２

ポリオレフィン用臭素系難燃剤。
ポリプロピレン用を主体に、家電・OA・自動車部品で 30 年以上にわたり使用実績があります。

ノンネン ７３

ポリプロピレン用・エンジニアプラスチック用のホスホン酸エステル系難燃剤。
特にフィラメント・フィルム等への用途に適しています。

その他にも、プラスチック用帯電防止剤、フィルム用防曇剤、繊維用油剤、洗浄剤などを幅広く取り扱っております。
詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。
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技術アピールシート
ゆーてっく

有限会社ユーテック
所在地

[本社]〒207-0004 東京都東大和市清水 1-731

資本金

300 万円

従業員数

主要事業

マイクロホンの設計・生産

Web サイト

http://www.yu-tec.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 取締役
TEL

勇川

技術分野

その他

技術キーワード

マイクロホン

8名

設立年（西暦）

1996 年

和雄

042-566-6592

E メール

 得意な技術・製品

ダイナミックマイクロホン

 得意な顧客・市場分野

業務用マイクロホン市場

 生産拠点・研究体制

本社

yutec.tokyo@tbj.t-com.ne.jp
ECM マイクロホン

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

業務用マイクロホン設計･生産会社である。
OEM 製品を多く取り扱っている。
マイクロホンはユニットより生産している。
マイクロホンユニットは単体出荷もしている。
製品の販売も代理店経由で販売している。
取引先概要
大手企業向け業務用マイクロホン（放送機器・通信機器等）
国内商社向け業務用マイクロホン（楽器用等）
海外商社向け業務用マイクロホン（放送機器・教育機器・医療）
海外直貿取扱い品あり。
下記はマイクロホンの製作例です。 製作例にないものでもお問い合わせ下さい。 高度情報化にともない様々な
分野で音声対応が必要とされています。当社では、大手メーカー等との取引により培った技術で、多様な市場ニ
ーズに対応すべき提案をご用意しております。
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技術アピールシート
ゆーてっく

有限会社ユーテック

技術分野

その他

技術キーワード

設計、CAD、板金、樹脂

所在地

[本社]〒193-0813 東京都八王子市四谷町 736-2

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1990 年

精密板金・樹脂を用いた、ものつくり設計（主に筐体設計）
http://www.you-tech.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業・技術
TEL

6名

従業員数

小林

042-620-0028

雄一
y.kobayashi@you-tech.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

3DCAD、2DCAD を用いた、筐体設計・機械設計

 得意な顧客・市場分野

電子機器装置の筐体

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

[弊社概要]
創業から 27 年、精密板金・樹脂を用いた、ものつくりの設計・製作を行っています。
エンドユーザー様には大手様もいらっしゃいます。
弊社は素材・製作過程を考慮した設計を行えるため、最適な製作方法をご提案させていただきます。
[筐体設計・機械設計・CAD]
・3DCAD/2DCAD を用いた電子機器向けの筐体設計
・その他、精密板金・樹脂加工品の設計・データ作成・製図
・精密板金加工・成型加工などの製作過程を熟知した設計
・3DCAD（Solidworks,Rhinoceros,Evolve）使用
・2DCAD（AutoCAD,CS21）使用
<設計事例>
・カラーコードリーダー（ハンディ型）
・害獣対策装置
・官庁向け装置、各種電子機器装置、ユニット装置
[試作・量産]
●精密板金・金属加工
・1 個より製作可能。レーザー・NC 対応可能。
・表面処理（メッキ・塗装・シルク印刷）可能。
→大手様の検査基準を合格している商品もございます。
●樹脂
・切削加工（3 次元形状・2 次元形状、どちらも対応可能）
・高精細 3D プリンターを使用した試作（15μピッチ）
・表面処理（塗装）
・成型品 量産可能（射出成型・注型）
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技術アピールシート
りがくあいはらせいき

その他

技術分野

株式会社理学相原精機

技術キーワード

所在地

[本社]〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 2-24

資本金

2,500 万円

主要事業
Web サイト

60 名

設立年（西暦）

真空、X 線

1963 年

理化学機器の設計・製作
http://www.rigaku-aihara.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 技術部営業課
TEL

従業員数

精密機器、位置決め、

042-568-1211

星 貴彦
E メール

sales@rigaku-aihara.co.jp

 得意な技術・製品

位置決め機構、真空内装置

 得意な顧客・市場分野

研究機関、大学、理化学機器メーカー

 生産拠点・研究体制

本社(同上)、瑞穂工場(瑞穂町長岡)

 特記事項（取得資格・認証等）

KES 環境認証[KES 登録番号 KES2-HI-0189] 2008 年 12 月取得
一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格) 品目 物品の製造(精密機器類)
PR 詳細

1,

理化学特注機器
幣社では少数の人員ながら、設計から製造まで一貫した製品製作を行っております。
自社内に加工部門を持ち、組立配線はもちろん、製作部品や購入部品の調達まで、各セクションに専属
の人員を配置しています。
また、弊社は、常時 200 社以上の協力工場・部品販売会社と取引を行っております。特殊素材の調達から
特殊加工工程まで専属スタッフが対応致します。
部品加工から装置の設計、組立、設置まで全体でのご提案が可能です。
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技術アピールシート
りんくぱわー

リンク・パワー株式会社

技術分野

その他

技術キーワード

非接触搬送

所在地

[本社]〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 5-7 第一本間ビル 303 号

資本金

2,665 万円

主要事業
Web サイト

5名

設立年（西暦）

2005 年

ベルヌーイ・チャックの研究・開発・製造販売
http://link-power.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 木庭
TEL

従業員数

稔雄

03-3498-3398

E メール

coba@link-power.co.jp

 得意な技術・製品

登録済特許に基く、対象ワークに与える負荷が極めて小さく個別設計・生産に適した保持・搬送技術

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界 薄物・壊れ易い物を扱う業者

 生産拠点・研究体制

渋谷事務所、ベルヌーイ・チャックの測定設備を保有して研究開発している

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 4437415 号（平成 22 年）
、別途新規出願を検討中
PR 詳細

＜人工衛星に装着する太陽電池パネルの搬送用に開発したベルヌーイチャック＞

● パネルの形状に合せて設計しました。
● 旋回流ではなく放射流を使うため、吐出口の形状を円形にする必要はありません。
● 特許技術により、エアーの流量はむしろ旋回流方式より少なくなります。
（当社調べ）
● 発注先の要望により、エアーは（横でなく）すべて上方に吐出しています。
● チャックを複数個使用することにより、重なったシート状のワークの 1 枚取りができます（特許出願中）
。
● ワークの形状に合せて比較的低コストで個別設計・製造を承ります。
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技術アピールシート
わきせいさくしょ

株式会社和起製作所

技術キーワード

所在地

[本社]〒196-0004 東京都昭島市緑町 3-11-22

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

28 名

E メール

koyamada@wakiss.co.jp

精密板金加工
（表面処理等含む）

設立年（西暦）

1981 年

精密板金加工
http://www.wakiss.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業主任
TEL

その他

技術分野

小山田 茂

04-2935-0868

 得意な技術・製品

鉄、アルミ、ステンレスなどの精密板金加工

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、食品業界、医療器業界、その他

 生産拠点・研究体制

工場：埼玉県入間市狭山ケ原 293-1

 特記事項（取得資格・認証等）

ISO9001 取得（2015 年）
、ISO14001 取得（2006 年）
PR 詳細

ステンレス、鉄、アルミ、銅、真鍮等の金属板を加工して金属製品を製作致します。
協力業者とのネットワークで機械加工、樹脂加工、めっき処理、塗装、バフ研磨、彫刻、シルク印刷
まで、一貫生産にて承ります。
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丸菱油化工業株式会社･･･････････････････････ 390

フィグラ株式会社･･････････････････････････ 257
株式会社ブイテック研究所･･････････････････ 258
株式会社フェニックス･･････････････････････ 388

—み—

4Dセンサー株式会社････････････････････････ 303

ミストラル･････････････････････････････････ 290

フォーテック株式会社･･････････････････････ 201

株式会社三鷹精工･･･････････････････････････ 115

フォトプレシジョン株式会社････････････････ 103

有限会社三井刻印･･･････････････････････････ 116

株式会社フォルテ･･････････････････････････ 364

南デザイン株式会社･････････････････････････ 117

深田パーカライジング株式会社･･････････････ 104

株式会社三山精工･･･････････････････････････ 118

富士インフォックス・ネット株式会社････････ 365

株式会社ミューテクノ･･･････････････････････ 119

富士精器株式会社･･････････････････････････ 105

株式会社ミラック光学･･･････････････････････ 264

株式会社富士セラミックス･･････････････････ 288

Mintomo株式会社･･････････････････････････ 265

有限会社富士電子･･････････････････････････ 202
有限会社フタイテン････････････････････････ 259
株式会社府中技研･･････････････････････････ 203

—め—

芙蓉工業株式会社･･････････････････････････ 106

有限会社メカノトランスフォーマ･････････････ 208

株式会社プラックス････････････････････････ 204

株式会社メディア・マーク･･･････････････････ 120

ぷらっとホーム株式会社････････････････････ 366

株式会社メディアラボ･･･････････････････････ 266

プランスタッフ株式会社････････････････････ 205

株式会社メトロール･････････････････････････ 121

古川物産株式会社･･････････････････････････ 107
ブレインハーツ株式会社････････････････････ 260
株式会社プロキオン････････････････････････ 108

—も—

プログレス・テクノロジーズ株式会社････････ 261

株式会社モフィリア･････････････････････････ 267

株式会社プロジェクト・メイ････････････････ 367

森田テック株式会社･････････････････････････ 209

株式会社フロント･･････････････････････････ 304

株式会社モルフォ･･･････････････････････････ 368

—や—

—ろ—

株式会社八木製作所････････････････････････ 122

株式会社ローザ特殊化粧料･･･････････････････ 324

八十島プロシード株式会社･･････････････････ 291

ロステーカ株式会社･････････････････････････ 371

柳塗装工業株式会社････････････････････････ 123
山下電装株式会社･･････････････････････････ 305
山下マテリアル株式会社････････････････････ 292

—わ—

株式会社ヤマテック････････････････････････ 124

株式会社和起製作所･････････････････････････ 395

大和樹脂株式会社･･････････････････････････ 125

和丘株式会社･･･････････････････････････････ 271

株式会社山根製作所････････････････････････ 126

有限会社ワ－クス･･･････････････････････････ 306

株式会社YAMABISHI･･･････････････････････ 210

ワッティー株式会社･････････････････････････ 214

ヤマモトホールディングス株式会社･･････････ 293
—ゆ—
株式会社UEI･･･････････････････････････････ 369
有限会社ユーテック････････････････････････ 391
有限会社ユーテック････････････････････････ 392
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社･････ 127
ユニオン合成株式会社･･････････････････････ 128
—よ—
ヨシザワ株式会社･･････････････････････････ 129
株式会社吉増製作所････････････････････････ 130
株式会社吉本製作所････････････････････････ 131
株式会社米山製作所････････････････････････ 132
—り—
LEADING EDGE ASSOCIATES株式会社･･････ 211
株式会社理学相原精機･･････････････････････ 393
株式会社理工電気･･････････････････････････ 133
株式会社リトルソフトウェア････････････････ 370
リネオソリューションズ株式会社････････････ 268
株式会社リビングファーム･･････････････････ 323
株式会社リベルワークス････････････････････ 269
リンク・パワー株式会社････････････････････ 394
株式会社リンテック････････････････････････ 212
—れ—
レック株式会社････････････････････････････ 213
株式会社レナータ･･････････････････････････ 270
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