
        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        林 洋一                 会 社 名        有限会社 青山モータードライブテクノロジー 窓口担当        応用開発部 福本 哲哉                 事業内容        パワーエレクトロニクス製品開発 ＵＲＬ http://www.amdt.co.jp                 主要製品        位置・速度センサレスモータドライバ、太陽光／風力発電インバータなどの電源機器                 住  所        〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21 SIC1-203                 電話／FAX 番号        042-770-9732／042-770-9732 E-mail support@amdt.co.jp                 資本金（百万円）        3 設立        2006 年 3月 売上（百万円）        37 従業員数        3                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

センサレスモータドライバのセンサレスモータドライバのセンサレスモータドライバのセンサレスモータドライバの技術開発技術開発技術開発技術開発・・・・製品製品製品製品をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。                                 
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2009 年 10 月、実験設備拡張、充実の為、さがみはら産業創造センターに事務所を移転しました。 ※ 2009 年 3 月、開発部・富樫重則が平成 20 年電気学会全国大会「優秀論文発表賞」を受賞しました。   

青山モータードライブテクノロジーは、２００６年に青山学院大学の学内ベンチャー企業として創業しました。現在では、さがみはら産業創造センター内に拠点を置き、モータ制御技術を中心としたパワーエレクトロニクスのソリューション開発、製品の提供を行っています。弊社は、産業連携の窓口として、お客様と一体となって、優れた製品を開発し「共生と発展」を目指します。 ■モータ制御技術・開発■モータ制御技術・開発■モータ制御技術・開発■モータ制御技術・開発    ・ＰＭモータセンサレスドライバ ・コンプレッサモータドライバ ・冷蔵庫用コンプレッサセンサレスドライバ ・センサレスファンモータドライバ ・モータパラメータ測定ソフトウェア モータの電流、電圧から位置・速度を推定する制御方式を開発 ○ コスト低減 ○ 信頼性向上（ノイズ）  ○ コンプレッサ駆動、 高速回転への適用    位置・速度推定モータ電流モータ電圧 回転子位置白物家電、各種産業用途で多くの採用実績 （エアコン用コンプレッサ駆動で年間１００万台以上） 
エアコン用 BL/DC を位置センサレスと電流センサレスにより高効率駆動、低振動を実現。PFC（力率改善）機能も 1チップに組み込み 冷蔵庫用レシプロコンプレッサを 16ビットマイコンにより正弦波駆動を実現。独自のアルゴリズムで高トルク起動、高速駆動も実現 位置センサレス制御に必要な、モータ定数測定を簡単に実現。さらに、モータドライバデバッグ機能も実現  
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当社振動抑制アルゴリズムを使用一般的な速度制御を使用優れた振動抑制効果を確認センサレス制御以外にも、システムが必要とする様々な制御を開発します。家庭用エアコンコンプレッサ駆動では、振動抑制制御を組み合わせることにより優れた振動抑制効果を得ました。  



 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        菅田孝之                 会 社 名        イーラムダネット株式会社 窓口担当        菅田孝之                 事業内容        光 ICT 関連の開発・製品販売・ 技術相談 ＵＲＬ http://www.e-lambdanet.com                 主要製品        光ネットワーク及び関連製品、光デバイス、光計測器                 住  所        〒252-0229 相模原市中央区弥栄 2-12-24                 電話／FAX 番号        042-755-8785／042-755-8785 E-mail eln@e-lambdanet.com                 資本金（百万円）        17.5 設立        2005 年 4月 売上（百万円）        － 従業員数        10                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

光光光光 ICTICTICTICT 関連関連関連関連のののの開発開発開発開発およびそのおよびそのおよびそのおよびその製品製品製品製品・・・・販売販売販売販売 会社名のイーイーイーイーは、エレクトロニクスの「E」を、ラムダラムダラムダラムダは、ギリシア文字「λ」で光波長を意味し、フォトニクスを、ネットネットネットネットは、ネットワークや仲間などを示し、最先端技術を活用して快適で豊かな社会の実現を目指します。                           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2006-2008 年度 総務省関東総合通信局地域情報通信技術振興型研究開発（SCOPE-C） ※ 2009 年度 経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業   ※2011-2012 年度 全国中小企業団体中央会グローバル技術連携・創業支援補助事業 

◆◆◆◆    ハイビジョン光トランシーバハイビジョン光トランシーバハイビジョン光トランシーバハイビジョン光トランシーバ    HDVHDVHDVHDV----OTROTROTROTR     リアルタイム非圧縮ハイビジョンの光伝送ができる小型の HDV 光トランシーバ（幅 10cm）です。 ◆◆◆◆    半導体光増幅装置半導体光増幅装置半導体光増幅装置半導体光増幅装置    SOASOASOASOA    各種の光伝送路の損失補償に利 用できます。 

◆◆◆◆    光ネットワークインターフェースボックス光ネットワークインターフェースボックス光ネットワークインターフェースボックス光ネットワークインターフェースボックス    ONIBONIBONIBONIB     

・ 1.47～1.61μm 帯の広帯域の光増幅ができます。 ・ 広帯域にわたり１０ｄB 以上の光ゲインが得られます。 ・ 1.31μm と 1.49μm の双方向SOA も提供できます。 ・ 100V 電源供給にて動作し、バイアス電流は、0～300mA 可変でき、特定の波長の光ゲインを 0～20dB 可変できます。 

■エイトラムダフォーラム■エイトラムダフォーラム■エイトラムダフォーラム■エイトラムダフォーラム                                （HP ご参照） 最先端光技術を活用したビジネス拡大を目指して、技術者が情報交換する場です。NTT アドバンステクノロジー株式会社、NTT フォトニクス研究所の後援で、弊社が主催しています。 
地域、構内、家庭内の光ファイバが敷設された環境の下で、リアルタイムハイビジョンの双方向通信、放送型のブロードキャスト通信等のできる小形の端末装置です。 遠隔医療や3D-HDV 通信等への応用を目指して、青山学院大学にて光ネットワークの研究に利用されています。 

・長波長帯 CWDM4 波長型は、SM ファイバによる ～20km の HDV 伝送ができます。 ・短波長帯の 4 波長の面発光レーザ型は、MM ファイバで１ｋｍ、プラスチックファイバで200mのHDV伝送ができます。 ・医師会会館や青学等での実用事例があります。 光通信システムの開発に使用されています。光通信可能距離が一気に 10ｋｍオーダ以上増大します。 
送信機 受信機 



製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        代表取締役社長 大坪征弘                 会 社 名        エイト技工株式会社 窓口担当        同上                 事業内容        電気・電子機器設計／開発／製造 ＵＲＬ http://www.eight-g.co.jp                 主要製品        受託開発及び、試作、中量産品の製造、システム設計(ハード、ソフト)                 住  所        〒252-0215 神奈川県相模原市中央区氷川町 15-14                 電話／FAX 番号        042-752-8888／042-755-5383 E-mail otsubo@eight-g.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1970 年 12 月 売上（百万円）        350 従業員数        63 名                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

製品開発製品開発製品開発製品開発をワンストップでおをワンストップでおをワンストップでおをワンストップでお手伝手伝手伝手伝いいいい致致致致しますしますしますします。。。。  想いを形に。ワンストップでお客様に製品を提供する。というコンセプトの基、自社で出来ないものも、異業種交流によって培われたネットワークを利用して、解決し製品と共に便利をお届けします。勿論、製造の一部分の工程のみ・・・というお客様にも積極的にご利用頂いております。電気回路設計、マイコンシステム、ソフトウェア機械構造の設計・開発に加え、プリント基板の実装、配線、組立、OEM 製品まで幅広い分野を手掛けています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    ※ 2006 年 10 月、高齢者雇用開発コンテストにおいて 奨励賞 を受賞。 ※ 2008 年 5 月、ISO9001 を取得いたしました。                

 

 主に配電盤や制御盤、監視装置などのシステム電気回路設計業務を一貫して行っています。 デザインサービスデザインサービスデザインサービスデザインサービス    （Design Service） 
 

 マイコン系、パソコン系ソフトの受託開発、構造設計、ＯＥＭ製品を中心とした装置設計、開発、製造を行っています。 ユニットサービスユニットサービスユニットサービスユニットサービス    （Unit Service） 

 

 試作・多品種・少ロット・鉛フリー・大型基板・改造など組立、調整、梱包までプリント基板における様々なニーズに対応可能です。 プロダクトサービスプロダクトサービスプロダクトサービスプロダクトサービス    （Product Service） 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        翠川 一郎                 会 社 名        エム・アイ・エス テクノロジー 株式会社 窓口担当        沢藤 憲久                 事業内容        ソケットの開発・製造・販売 ＵＲＬ －                 主要製品        水晶・MEMS・半導体デバイス用ソケット                 住  所        〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-30  SIC2-306                 電話／FAX 番号        042-770-9425／042-770-9426 E-mail sawafuji@mis-tech.jp                 資本金（百万円）        75 設立        2000 年 4 月 売上（百万円）        530 従業員数        12                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

水晶水晶水晶水晶 デバイスデバイスデバイスデバイス 評価用評価用評価用評価用 ソケットではソケットではソケットではソケットでは 、、、、 アジアアジアアジアアジア 地区地区地区地区 でででで 50505050％％％％ 以上以上以上以上 のシェアのシェアのシェアのシェア 。。。。     

トータルソリューションをトータルソリューションをトータルソリューションをトータルソリューションを 提供提供提供提供 できるできるできるできる 企業企業企業企業 をををを 目指目指目指目指 しますしますしますします 。。。。                           ※ 2009 年 元気なモノ作り中小企業 300 社  「キラリと光るモノ作り小規模企業」部門に選定されました。         発振器用ソケットト発振器用ソケットト発振器用ソケットト発振器用ソケットト    MEMSMEMSMEMSMEMS 用ソケット用ソケット用ソケット用ソケット    

■作業性と接触安定性を高めた独特のデ■作業性と接触安定性を高めた独特のデ■作業性と接触安定性を高めた独特のデ■作業性と接触安定性を高めた独特のデザインザインザインザイン    水晶デバイスは、2～3mm 程の微細な部品であり、自動化された工程で大量に評価を行うため、繊細かつ、利便性の高い評価用ソケットが求められます。弊社のソケットは、オープントップ型を採用して作業性を高め、スタンピング方式で接触の安定性を確保しました。  

■水晶デバイス用ソケットのトップメーカー■水晶デバイス用ソケットのトップメーカー■水晶デバイス用ソケットのトップメーカー■水晶デバイス用ソケットのトップメーカー    キーデバイスですが、その製造過程では、あらゆる環境や状況に耐え得るための製品評価が繰返し行なわれています。その評価用ソケットとして、国内大手企業はもとより、韓国・台湾・中国などアジア地区では 50％以上のシェアを有し、現代の通信分野の一翼を担っております。 
■トータルソリューションを提供■トータルソリューションを提供■トータルソリューションを提供■トータルソリューションを提供    弊社では、水晶デバイスの評価用ソケットだけでなく、お客様のニーズに対応した評価用装置まで、水晶デバイス業界でのトータルソリューションの提供と、水晶分野で培ったノウハウを、MEMS や半導体デバイスの多分野での幅広い活用を目指した開発・製造を行なっています。 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        西澤 勇司                 会 社 名        株式会社キャロットシステムズ 窓口担当        技術部 葉山 修次                 事業内容        電子応用装置の企画・設計・製造・販売 ＵＲＬ http://www.carrotsys.co.jp                 主要製品        機器組込み用電子ユニット、FA 生産設備機器、防犯・セキュリティ機器                 住  所        〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 1-16-18                 電話／FAX 番号        042-775-7200／042-775-7373 E-mail info@carrotsys.co.jp                 資本金（百万円）        27.5 設立        1993 年 8月 売上（百万円）        420 従業員数        22                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

おおおお客様客様客様客様のののの““““あれあれあれあれ欲欲欲欲しいしいしいしい””””をををを形形形形にするにするにするにする会社会社会社会社ですですですです。。。。   、                        
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 環境省・エコアクション２１の認証・登録を申請中 ※ 2005 年 11 月 ISO9001：2000 の認証を取得                    

            

好評をいただいている家庭用の「無線カメラ」から 、業務用のカメラのシステム販売までの提案を行います。 

機機機機機機機機器器器器器器器器組組組組組組組組込込込込込込込込みみみみみみみみ用用用用用用用用電電電電電電電電子子子子子子子子ユユユユユユユユニニニニニニニニッッッッッッッットトトトトトトト        オオオオオオオオーーーーーーーーダダダダダダダダーーーーーーーーメメメメメメメメイイイイイイイイドドドドドドドド FFFFFFFFAAAAAAAA 生生生生生生生生産産産産産産産産設設設設設設設設備備備備備備備備機機機機機機機機器器器器器器器器        

防防防防防防防防犯犯犯犯犯犯犯犯・・・・・・・・セセセセセセセセキキキキキキキキュュュュュュュュリリリリリリリリテテテテテテテティィィィィィィィ機機機機機機機機器器器器器器器器        

開発実績： ・医療機器用組込みボード ・ＦＡ機器用制御モジュール ・ＩＣタグ応用機器 ほか 【システム開発】 当社では、商品の企画段階からお客様と関わらせていただき、仕様検討や提案をお客様と一緒に考えながら、ハードウェア・ソフトウェア・機構の開発業務を行っております。 専門スキルを持ったメンバーと結束し、お客様に満足して頂ける製品を創り出すことが仕事です。 【ソフトウェア開発】 組込みマイコンを搭載した基板のファームウェアと、Windows 上での制御アプリケーションにも対応します。 

開発実績： ・欠陥検出・検査装置 ・水晶発振ＩＣのチューニング装置 ・食品加工用自動設備 ほか 【装置開発】 画像処理を利用した検査装置 （欠陥検出）などを、計測・制御 技術をベースに企画・設計から 設置までを行います。 



 
製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        加藤聖隆                 会 社 名        株式会社ケイテックリサーチ 窓口担当        加藤聖隆                 事業内容        開発型技術商社（プラズマ処理技術） ＵＲＬ http://www.ktrc.co.jp                 主要製品        プラズマ処理サービス、プラズマ装置設計･製造･販売                 住  所        〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-30 SIC2-101                 電話／FAX 番号        042-770-9423／042-770-9424 E-mail info@ktrc.co.jp                 資本金（百万円）        20.5 設立        1999 年 10 月 売上（百万円）        50 従業員数        3                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

““““開発型技術商社開発型技術商社開発型技術商社開発型技術商社””””としてマイクロエレクトロクスとしてマイクロエレクトロクスとしてマイクロエレクトロクスとしてマイクロエレクトロクス分野分野分野分野にドライプロセスにドライプロセスにドライプロセスにドライプロセス技術技術技術技術をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。                             
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2004 年 3 月～2007 年 3 月 中小企業創造活動促進法の認定「微細構造を有するプリント基板用ドライプロセス装置の開発」    

「開発型技術商社」から「「開発型技術商社」から「「開発型技術商社」から「「開発型技術商社」から「MOVE TANKMOVE TANKMOVE TANKMOVE TANK」へ」へ」へ」へ    ■■■■MOVE TANKMOVE TANKMOVE TANKMOVE TANK    （ムーブタンク）が目指す姿（ムーブタンク）が目指す姿（ムーブタンク）が目指す姿（ムーブタンク）が目指す姿    自社のみでの開発からパートナー企業との連携による市場開発の動き（ムーブメント）をご一緒に創り出しませんか。 

■■■■    主な事業：主な事業：主な事業：主な事業：    お客様の試作・開発をサポートしますお客様の試作・開発をサポートしますお客様の試作・開発をサポートしますお客様の試作・開発をサポートします    （１）プラズマ処理サービス（１）プラズマ処理サービス（１）プラズマ処理サービス（１）プラズマ処理サービス（金属樹脂表面の親水性・撥水性処理） （２）不良解析サービス（２）不良解析サービス（２）不良解析サービス（２）不良解析サービス（電子部品製造での歩留まり向上支援） （３）プリント基板・半導体ウエハー試作サービス（３）プリント基板・半導体ウエハー試作サービス（３）プリント基板・半導体ウエハー試作サービス（３）プリント基板・半導体ウエハー試作サービス            （先端プリント基板から半導体ウエハーバンプ形成まで） ※既存生産技術にドライプロセス処理を導入し、新たな“価値”を※既存生産技術にドライプロセス処理を導入し、新たな“価値”を※既存生産技術にドライプロセス処理を導入し、新たな“価値”を※既存生産技術にドライプロセス処理を導入し、新たな“価値”を                創り出します（新規市場開発を進めています）創り出します（新規市場開発を進めています）創り出します（新規市場開発を進めています）創り出します（新規市場開発を進めています）     
■プラズマ処理適用実績■プラズマ処理適用実績■プラズマ処理適用実績■プラズマ処理適用実績    ●金メッキ前処理（特に金フラッシュ品） ●濡れ性制御（テフロン親水・撥水処理） ●デスカム処理(ウエットエッチング前) ●デスミア処理(バイアホール底部の樹脂残渣の除去) ●機能性薄膜形成（スパッタ法など） 

●濡れ性制御（テフロン（PFTE）樹脂表面） 
●デスカム処理 例：微細構造フレキシブル基板製造での適用例。 歩留まり：  ７０％⇒９０％ 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        代表取締役 細萱宏昭                 会 社 名        サーボランド株式会社 窓口担当        営業部 細萱宏昭                 事業内容        産業用電子機器の開発・製造・販売 ＵＲＬ  http://www.servoland.co.jp/                 主要製品        汎用型モータドライバ、高精度用途向けサーボドライバ                 住  所        〒252-0231 相模原市中央区相模原 4-3-14 相模原第一生命ビル 7Ｆ                 電話／FAX 番号        042-756-8500／042-756-9236 E-mail info@servoland.co.jp                 資本金（百万円）        100 設立        1969 年 11 月 売上（百万円）        300 従業員数        11                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

超精密加工超精密加工超精密加工超精密加工、、、、高速駆動高速駆動高速駆動高速駆動、、、、ラインラインラインライン制御向制御向制御向制御向けサーボドライバをけサーボドライバをけサーボドライバをけサーボドライバを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。 サーボランドは、汎用型モータドライバ MOVO®と、ノンスイッチング(非 PWM)アンプ採用のサーボドライバなど、高精度用途向けサーボドライバを設計・製造・販売しています。                            
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2009 年、「平成 21 年度かながわスタンダード」の認証を受けました。       ※ 主力製品のサーボドライバを一層高度化するために、国際標準のオープン規格導入等進めております。 

 

■■■■センサレス制御センサレス制御センサレス制御センサレス制御    エンコーダやポールセンサ（磁極位置検出器）を使わずに速度制御するセンサレスドライブです。このドライブでは低速域をインバータ駆動、中高速域はモータの誘導起電力を基にしたセンサレス速度制御系を構成します。 センサレス運転域では、電気角制御によるフィードバック制御で力率が高まり、効率の良い駆動ができます。 （主な用途：ポンプ、ファン、各種電動ツール、アクチュエータなど） 
 ■■■■周波数解析ツール周波数解析ツール周波数解析ツール周波数解析ツール    Movo セットアップツールで周波数解析機能を外部計測器なしで極めて簡単にお使いいただけます。 

センサレス速度制御システム センサ類の故障が懸念される悪環境での用途に信頼性・堅牢性を実現いたします。 

 主な用途は：半導体／液晶リペアマシン、ロボットハンド、巻線機、印刷機械／見当合わせ、製ビン機など 

■■■■電子カム（電子カム（電子カム（電子カム（camcamcamcam））））    内蔵プログラムによるスタンドアローン運転はもとより、マスタ軸に同期して機構変換を伴う追従制御をしたり、また、多軸同期運転ではジッタの少ない精密な軸間同期をします。 ナイキスト線図 
周波数解析 Ｆ特の計測：通常はサーボアナライザなど高価な計測器、信号加算機などを用意し、かつサーボアンプへの入出力信号接続をするハードウェア作業などが煩雑です。 



                                                    
製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        

１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        板橋 清                 会 社 名        株式会社ショウエネ 窓口担当        板橋 清                 事業内容        省エネ電子機器製品の設計・製造・販売 U R L http://www.n-imi.ｃom                 主要製品        蛍光灯インバータ・ＬＥＤ蛍光管                 住  所        〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部 1-7-18                 電話／FAX 番号        042-758-6425／042-758-6568 E-mail itabashi@n-imi.com                 資本金（百万円）        55 設立年月日        平成 19 年 5 月 売上（百万円）        非公開 従業員数        5                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

『『『『    ＥｃｏＥｃｏＥｃｏＥｃｏ----ＳｅｎＳｅｎＳｅｎＳｅｎ蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯インバータインバータインバータインバータ、、、、電気料金電気料金電気料金電気料金 45454545％％％％削減削減削減削減    』』』』

＜＜＜＜Ｅｃｏ－Ｓｅｎの特徴Ｅｃｏ－Ｓｅｎの特徴Ｅｃｏ－Ｓｅｎの特徴Ｅｃｏ－Ｓｅｎの特徴＞＞＞＞        品質ＮＯ品質ＮＯ品質ＮＯ品質ＮＯ.1.1.1.1    最先端の電子回路技術と実績・経験を組み合わ せ、国内生産で品質と省エネ効果を大切にした 蛍光灯インバータです。 省省省省    資資資資    源源源源    放熱効果を最大限考慮し、ケースは全てアルミを 使用、大幅な軽量化「重さ 212ｇ」を実現。 天井にかかる重量も軽減されます。 長長長長    寿寿寿寿    命命命命    耐久に優れた設計は、インバータ及び蛍光ランプ の寿命も延命できます。 ●特に壊れにくい部品を選択 ●入力側電源変動や異常電源、蛍光管末期状況 の対策としての保護回路 ●半導体部品にやさしいソフトスイッチング回路 明明明明    るるるる    ささささ    安定器をリニューアルすることにより最大 25％ 明るさをアップできます。 省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー    電気代最大 45％削減で大幅な経費削減 ●電源 ON 時の電力増、放電後の電力減に対応 する余熱回路(発振周波数を変える同調回路) ●使用部品の組み合わせ精度の向上 ●電力定格表示と実際消費電力の差を縮小  (一般に＋10％程度、当社は＋5％程度) 
 

＜＜＜＜従来型安定器＋従来型安定器＋従来型安定器＋従来型安定器＋FLRFLRFLRFLR ランプランプランプランプ((((FL100wFL100wFL100wFL100w))))からからからからＥｃｏ－ＳｅｎＥｃｏ－ＳｅｎＥｃｏ－ＳｅｎＥｃｏ－Ｓｅｎにににに 100100100100 台取替えた台取替えた台取替えた台取替えた場合場合場合場合の年間の年間の年間の年間 C02C02C02C02 削減量削減量削減量削減量＞＞＞＞    ・年間の電力削減量＝電力削減量/台×照明時間／年×器具台数         (100W－55W)×10 時間/日×270 日/年×100 台÷1,000＝12,150kwh       ・年間の CO2 削減量＝年間の電力削減量×CO2 換算値(本年度は 1kwh＝0.36kg) 12,150kwh×0.36kg＝4,374kg≒4.4 ﾄﾝ 
３．特記事項 ●Eco－Ｓen は 神奈川県中小企業センターの産官学コンソーシアム事業認定品及び産業支援ナビ製品です。 ●LＥＤ蛍光管用インバータを開発中 

＜Eco-Ｓｅｎ蛍光灯インバータ＞ 

＜リニューアル工事現場＞ 



                                           

 

 

検出・変換装置検出・変換装置検出・変換装置検出・変換装置    計測・制御対象の状態を電気信号で検出します。直流の検出には特許取得(第 3326737 号）の直流電流センサをご提供します。 また、制御電源用に使用 する交流を直流から変換 するインバータ装置(日立 認定）をはじめ、多様な 製品をご提供します。 
 

高次高調波測定装置高次高調波測定装置高次高調波測定装置高次高調波測定装置    交流の電圧・電流を取り込み、波形を連続的に分析し、基本波から 150 次までの実効値、歪率及び指定一波解析、連続解析等 を表示・記録します。 特徴は電流の取り込み に光 CT を使用してい ることです。IEC 規格 に準拠しています。 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

            代表者名 筒井 昌昭 会 社 名 昭和電子工業 株式会社 窓口担当 筒井 昌昭 事業内容 電子機器等の製造・販売 U R L http://www.showa-ele.jp/ 主要製品 メモリコーダ・オートプリンタ・各種計測装置・安全装置システム・負荷管理システム・JR 総研形R-Xアナライザ・電圧変電測定装置・高調波含有率測定装置・同期検定器・故障点標定装置・データロガー他 住  所 〒252-0329 神奈川県相模原市南区北里 2 丁目 9-9 電話番号 042-778-2112（代）/042-778-4738 E-mail support@showa-ele.jp 資本金（百万円） 10 設立年月日 S48.8.31 売上（百万円） 330 従業員数 29 名                                      特 許 ： 三相電力測定装置、通信プロトコル変換装置、直流電流センサ、他 9 件出願中 実用新案 ： 波形解析機能付メモリコーダ、高調波分析方法及びその装置、他 4 件出願中 Ｈ15 年度神奈川県優良企業受賞 H17 年に東京電力㈱および HOYA㈱と「ファラデー効果を用いた光ファイバー」ライセンス契約締結 H18 年 9 月にドイツで開催された「イノトランス展示会」に出展 
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要    

２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

 計測装置・計測システム計測装置・計測システム計測装置・計測システム計測装置・計測システム 電気現象の変化を常時計測し演算処理をして各種媒体に出力することにより、 目的に応じた管理と対応を可能にします。高機能･高性能･高品質化を図ると同時に、 最新の技術を駆使することにより、操作の複雑さを除きました。 計測対象の特性や管理目的の多様化（たとえば設備保全や予知等）に対し、それぞれのお客様の仕様に合わせた最適化を行い、ご提供いたします。 
センサーセンサー 計測計測計測計測計測計測計測計測 変換変換変換変換分析分析分析分析変換変換変換変換分析分析分析分析 制御制御

制御対象制御対象
•微小電圧・電流処理
•大電流処理 •特別な演算処理

•高次高周波処理
•無線も可能センサーセンサー 計測計測計測計測計測計測計測計測 変換変換変換変換分析分析分析分析変換変換変換変換分析分析分析分析 制御制御

制御対象制御対象
•微小電圧・電流処理
•大電流処理 •特別な演算処理

•高次高周波処理
•無線も可能

 
 

昭和電子工業昭和電子工業昭和電子工業昭和電子工業はははは、、、、信号計測信号計測信号計測信号計測およびそのおよびそのおよびそのおよびその変換変換変換変換・・・・分析分析分析分析のののの分野分野分野分野でででで、、、、多様化多様化多様化多様化するおするおするおするお客様客様客様客様のののの

ニーズにニーズにニーズにニーズに個々個々個々個々にににに対応対応対応対応しししし、、、、最適最適最適最適なななな装置装置装置装置･システムをご･システムをご･システムをご･システムをご提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    



 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

            代表者名 林田 建一 会 社 名 株式会社 ツーデン 窓口担当 高山 千春 事業内容 センサ・コントローラの設計・製造 U R L http://www.tsuden.com 主要製品 静電センサー、漏液センサー、液検知センサー、酸素濃縮器コントローラ 住  所 〒252-0144 神奈川県相模原市緑区東橋本１丁目 8 番 9 号 工場電話/ＦＡＸ 042-774-1741/042-774-1463 Ｅ－ｍａｉｌ info@tsuden.com 資本金（百万円） 35 設立年月日 昭和 51 年 3 月 売上(百万円) 350 従業員数 8         

    

 
                                                                                                                     

 

アラームアラームアラームアラーム機能内蔵機能内蔵機能内蔵機能内蔵    RS3000/3500RS3000/3500RS3000/3500RS3000/3500    

＜＜＜＜センサーセンサーセンサーセンサーのことなのことなのことなのことならおらおらおらお任任任任せくださいせくださいせくださいせください    ＞＞＞＞                                                                                                                        

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要    

２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    ＜ センサー以外のユニークな開発品：『ＸＹアールリボン』を紹介します ＞ ・Ｘ軸及びＹ軸の二次元移動体に電源や信号を供給するためのケーブルガイドです。 ・５００万回往復動作の耐久性があり、移動音が無くコンパクト（バネ鋼使用）で安価です。 ・１次元移動用・２次元移動用を取り揃えています。 

●●●●節電･節約の決定版節電･節約の決定版節電･節約の決定版節電･節約の決定版!!!!!!!!    Ａらま～Ａらま～Ａらま～Ａらま～    こんな世の中だからこそ！家庭のＡ（アンペア）の見直しを！【特許出願中】 家庭内の電気使用状況を「Ａらま～」により知ることが出来ます！電力会社の契約アンペアが適正であるか等を知ることが出来ます。 一般家庭生活における節電・節約を呼び掛ける商品です!!      ●●●●ドアエッジセンサードアエッジセンサードアエッジセンサードアエッジセンサー    ドアの挟まれ防止センサーです。 既存の自動ドアにも簡単に取り付けられ、雨、雪にも安定に動作します。 センサーの検出距離は奥行き 150ｍｍ×幅 200ｍｍ×高さ 2000ｍｍの立方体です。 開閉移動ドアの信号供給は高静音、長寿命のＲリボンを使用しています。 
 ● ブザー付き漏液センサーブザー付き漏液センサーブザー付き漏液センサーブザー付き漏液センサー    光学方式による液漏れセンサーで、音で知らせます。センサーを多数使用する工場で液の漏れた場所を音により即発見でき、迅速な対応が可能になります。 ブザー音の発信部は、防水構造となっており全ケースに耐薬品性のＰＦＡを採用して腐食性雰囲気の環境にも使用できます。 
 



     

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        竹之下 悦郎                 会 社 名        株式会社ティアンドティ 窓口担当        藤波 悟                 事業内容        計測装置製造 ＵＲＬ http://www.techtry.co.jp                 主要製品        漏液センサ、重量センサ、圧力センサ、ロードセル他                 住  所        〒252-0213 神奈川県相模原市中央区すすきの町 3-9                 電話／FAX 番号        042-752-4481／042-752-4972 E-mail info@techtry.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1986 年 6月 売上（百万円）        800 従業員数        40                                                                                                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

センサテクノロジーのセンサテクノロジーのセンサテクノロジーのセンサテクノロジーの研究開発研究開発研究開発研究開発とととと製品化製品化製品化製品化 ティアンドティ(T&T)は、医療・バイオ・半導体など様々な分野で利用されている各種光センサとその他応用機器の研究開発、製造、販売を行っております。ラインアップは漏液センサ・圧力センサ・重量センサ（ロードセル・台ばかり）・アンプ表示器。また、光センサを応用した高精度ハンディ型照度計などとなり、様々な分野の技術革新を支えております。                            
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項（期待される応用分野等）（期待される応用分野等）（期待される応用分野等）（期待される応用分野等） ※2012 年 平成 24 年度相模原市中小企業新分野等進出支援事業に採択される。 ※2011 年 11 月 微差圧計の販売を開始 

                ■ロ－ドセル■ロ－ドセル■ロ－ドセル■ロ－ドセル    ティアンドティのロードセルは、 優れた生産技術と豊富な経験から作られ、過酷な使用条件でも 長期にわたり性能を維持可能な 製品群です。 
                    ■その他製品■その他製品■その他製品■その他製品    微差圧計・ペンシル型漏液センサ（写真）・指示計等、多様なニーズにお応えできる製品ラインナップを取り揃えております。 

■■■■漏液センサ動作原理漏液センサ動作原理漏液センサ動作原理漏液センサ動作原理（特許登録済）    未検知動作時は、プリズム内面反射光と、下板反射光の両方が受光デバイスに戻り、信号光量が大です。漏液がセンサプリズム面に接液すると屈折率の変化(空気→液体)によりプリズム面から反射する光量が低減し、信号光量が低減します。 
                ■圧力センサ■圧力センサ■圧力センサ■圧力センサ    ティアンドティの圧力センサは様々な使用条件に対応できるよう、 豊富なラインナップをご用意しております。左、汎用品。右、接液部 オールテフロン。 

                ■漏液センサ■漏液センサ■漏液センサ■漏液センサ    ティアンドティの漏水センサ・漏液センサは漏水・漏油・漏液などの水漏れ対策として、様々な使用条件に対応できるよう、豊富なラインナップをご用意しております。漏水検知器としてあらゆる液漏れを検出いたします。                 ■重量センサ■重量センサ■重量センサ■重量センサ    ティアンドティの重量センサ・台はかりは、大型・高精度・防爆・USB接続など、どんなニーズにも対応できる幅広いラインナップが特徴 です。 

■■■■ハンディハンディハンディハンディ照度計照度計照度計照度計（（（（LUXLUXLUXLUX    METERMETERMETERMETER））））    測定範囲が 0～200,000lx、オートレンジで使い易い。 可視域相対分光応答度特性が、標準分光視感効率 からの外れで 6%以内、 ＪＩＳ G1609-1:2006 一般型 AA 級に準拠 高精度携帯型照度計として、2012 年に発売を開始 

接液状態 



                                            

 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

            代表者名 河本 悟 会 社 名 東邦電子 株式会社 窓口担当 営業部 栗原 和行 事業内容 制御機器の開発製造・販売 U R L http://www.toho-inc.com/ 主要製品 各種制御機器・各種温度センサ、電子デバイス計測用プローブカード 住  所 〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田 1-13-21 工場電話/FAX 042-777-3311/042-777-3751 E-mail info@toho-inc.co.jp 資本金（百万円） 48 設立年月日 昭和 38 年 10 月 売上（百万円） 3900 従業員数 180                                                                                

センサからシステムまでをセンサからシステムまでをセンサからシステムまでをセンサからシステムまでを創造創造創造創造するするするする＜＜＜＜温度制御温度制御温度制御温度制御のののの専門家集団専門家集団専門家集団専門家集団＞＞＞＞    

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要    

２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    温度制御を中心とし各種制御機器から温度センサに関しての全てを設計・試作から量産まで自社内で一貫して行なっている。「標準品の制御機器」以外にも、「基板型」等さまざまなニーズにきめ細かく対応した製品供給が可能である。 

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ＊ 平成 7 年 3 月に中小企業庁長官賞受賞 ＊ 平成 13 年 2 月にフロンティアテクノロジー賞受賞 

＜電子デバイスのテスティング＜電子デバイスのテスティング＜電子デバイスのテスティング＜電子デバイスのテスティング技術を支えるプローブカード＞技術を支えるプローブカード＞技術を支えるプローブカード＞技術を支えるプローブカード＞     電子デバイスの驚異的な高集積化と高速化に伴い、デバイスと検査装置を結ぶ役割のプローブカードには厳しい仕様が求められている。当社は長年培った熟練の針立て技術と治工具を武器にオーダメイドの製品開発で顧客ニーズに対応し、多くの信頼を受けている。        
  

 ２チップ同時測定用 ４チップ同時測定用 

ワイヤモルトダイプ 
ボード型温度調節計 デジタルコントローラ 

コア技術コア技術コア技術コア技術    ＊温度コントロール ＊プログラム制御 ＊カレンダ機能 ＊停電補償 ＊音声合成 ＊ロガー機能 ＊多チャンネル制御 ＊同時昇温制御 



 
 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        武田 知泰                 会 社 名        株式会社トモエレクトロ 窓口担当        武田 知泰                 事業内容        プリント基板実装、設計、改造 ＵＲＬ http://www.tomo-ele.com                 主要製品        BGA リワーク・リボール・ジャンパ改造、プリント基板実装、設計・改造                 住  所        〒252-0224 神奈川県相模原市中央区田名 3143-5                 電話／FAX 番号        042-760-2273／042-760-2278 E-mail info@tomo-ele.com                 資本金（百万円）        10 設立        2000 年 9 月 売上（百万円）        100 従業員数        15                                                                                                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

～～～～BGA(BGA(BGA(BGA(ボールグリッドアレイボールグリッドアレイボールグリッドアレイボールグリッドアレイ))))のののの交換交換交換交換・・・・再生再生再生再生がががが可能可能可能可能になりましたになりましたになりましたになりました～～～～   動作不具合基板を破棄しなくて結構です。再試作前のトライが可能です。 

                        
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 完全 RoHS 対応、チーム６％加入      

 
■動作不具合基板などをフォローするなど、最後までお付き合いいたします。トモエレクトロは、納品して終わりではなく、本当の意味での「品質保証」に取り組んでおります。 

■BGA (Ball grid array) 半田ボール状電極を格子状に並べたもの。表面実装で使われる。周囲にリードが張り出さないので実装面積を縮小できる。一度はんだ付けしてしまうと部分的な修正や交換は専用の設備を持つ工場で もかなり困難である。はずさ れた BGAに再びバンプを 付けるのは不可能と考えら れている。 （出典：Wikipedia） BGA リボール前 BGA リボール後 ■高価なデバイスが再生可能。デバイスを破棄することなく、環境問題に対応。BGA デバイス評価に対応。 

■プリント基板の修理サービス開始！！ 各種機器に組み込み済みの基盤や試作段階で製造が完了している基盤が対象。原材料が高騰していることから「従来廃棄していた基盤の再生需要」衝撃で破損したプリント基板の復元や、回路の検査・修復、チップ部分の取り付け・取り外しなどを行います。 
パット剥がれ 修理後 

BGA パット剥がれ修理後 



 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        深野義昭                 会 社 名        株式会社トライテック 窓口担当        深野義昭                 事業内容        電子機器の開発設計製造 ＵＲＬ http://www.trytech-inc.co.jp                 主要製品        無線機応用装置、建設機械、食品製造装置の自動制御装置、デジタルビデオ機器                 住  所        〒252-0344 相模原市南区古淵１－３１－６                 電話／FAX 番号        042-757-5481／042-752-6603 E-mail fukano@trytech-inc.co.jp                 資本金（百万円）        48.5 設立        1981 年 8月 売上（百万円）        168 従業員数        14                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

単品単品単品単品からからからから量産量産量産量産までのまでのまでのまでの製造製造製造製造をををを得意得意得意得意とするとするとするとする技術集団技術集団技術集団技術集団ですですですです。。。。  トライテックは電子機器の、設計開発、ソフトウェアの開発、機構設計、単品から量産までの製造を得意とする技術集団です。私たちは、常に最先端技術を身につけ、長年培った経験を生かし、高信頼の製品を開発製造し、社会に貢献します。                       
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ RoHS 指令対応製品の設計製作可能 ※ PSE 認定取得代行可能                                

 

 ●開発実績一覧●●開発実績一覧●●開発実績一覧●●開発実績一覧●    ・TIRIS レシーバー  ・画像処理システム  ・業務用アナログブラックバースト信号発生器 ・デジタルハイビジョン音声受信機 ・振動ローラ締め固め管理装置 ・微弱無線 ID 受信システム ・インターフェースコンバータ ・パネルリンクインターフェース ・競馬／競艇用着順判定装置 ・レーザーダイオード励振用装置 

■機械制御■機械制御■機械制御■機械制御    道路建設用重機の制御装置を、永年にわたり納入しております。重機メーカーの、道路の建設・維持・補修事業の高度化に向けた基礎技術研究に、弊社は答えて参りました。その建設機械の制御で培った、正確、精密、堅牢な制御システムを構築する技術を提供いたします。 

■新製品■新製品■新製品■新製品    アスファルトフィニッシャー用レベリングセンサーシステム「ラインリーダー」を鹿島道路株式会社様と共同開発し、販売を開始致しました。これまでの超音波やスキーによるレベリングでの段取りが、水糸やチョークラインで簡単に出来る為大幅な工数低減が出来る光学式センサーです。詳細はお問い合わせ下さい。 
５つの分野で実績とコア 技術を保有しております： (1) 無線関連 (2) 画像処理、ビデオ技術 (3) デジタル放送関連 (4) 機械制御 (5) ソフトウェア開発 

◆微弱無線 ID 受信システム  親局制御装置・8 点パラレル I/O 子局、通信中継局により広範囲に散らばる信号情報を伝達/制御するシステム。2～64 子局。 
ロードローラと路面切削用車両 

 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        天野 昇                 会 社 名        株式会社プロテック 窓口担当        システム計測 Gr  石原 秀彦                 事業内容        各種トルク計の開発・製造・販売 各種計測システムの設計・製造・販売 ＵＲＬ   http://www.protec5461.co.jp/                 主要製品        各種トルク計、計測システム、シールド BOX、ファンクション検査装置                 住  所        〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台 6−5−3                 電話／FAX 番号        042−748−8470／042−748−8206 E-mail info@protec5461.co.jp                 資本金（百万円）        30 設立        1979 年 6 月 売上（百万円）        500 従業員数        60                                                                                                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

Innovation For The Challenge !Innovation For The Challenge !Innovation For The Challenge !Innovation For The Challenge !                           
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 平成 21 年度相模原市中小企業研究開発補助金を交付される企業に採択        

■電磁波ノイ■電磁波ノイ■電磁波ノイ■電磁波ノイズ遮蔽技術：ズ遮蔽技術：ズ遮蔽技術：ズ遮蔽技術：    外部からの 電波を完全に 遮断した状態 で、対象物の動作を検査する治具です。 

様々な試験条件や測定環境での応力解析を実現し、お客様の製品の品質向上をお約束します。 また、多様化する設計検証の効率化向上になる 測定機を提供致します。 プロテックの測定機をご使用頂くことのより、お客様の挑戦に新たな変化を引き起こします。 
 自ら回転しない対象物でも、駆動内蔵トルクセンサーにより、機械要素部品の捩れ応力伝達特性を測定・解析できます。 ヒンジ、ダンパー、歯車、モーターなどの回転トルクを測定できます。 
■負荷トルク測定 

■フレキ基板検査機：フレキ基板検査機：フレキ基板検査機：フレキ基板検査機：    マイクやモーター、スピーカー、イヤホン等が正常に動作するかを検索する試験機です。 ■ダイナミックトルク計ダイナミックトルク計ダイナミックトルク計ダイナミックトルク計 PT8000PT8000PT8000PT8000：：：：    多機能コントローラによりブレーキトルクを制御、ブレーキリニアスイープ、一定トルク、一定回転数、ステップトルク等のデジタル制御、外部パターンによる制御が可能 

 ●どんなものでも、駆動するものを製造する時には、必ずトルク値を測定する必要があります。例えば、自動車を例にしますと、ステアリングや、パワーウィンドウ、シート、ワイパー、アクセルペダル、ドア、そして灰皿まで、あらゆるものが動くことによって機能しています。プロテックは、この動くもののトルク値を精密に測定する技術を持ち、あらゆる研究・開発・製造の現場で利用されています。 ●トルクの定量的な計測を通して、お客様の製品の高信頼性に貢献しています。 近年は医薬分野で、医療用ワイヤーの伝達特性測定や、インプラントネジの応力測定などのアプリケーションが増えています。 
■トルク測定 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        代表取締役 村山忠雄                 会 社 名        株式会社マーク電子 窓口担当        営業部 渡辺･石崎･大石･佐梁 技術部 大津･掛下                 事業内容        医療機器･計測機器等の開発設計 ＵＲＬ http://www.markd.co.jp                 主要製品        各種医療機器、医療用診断･分析装置、通信･計測ｼｽﾃﾑ機器、生産ﾗｲﾝ制御機器                 住  所        〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 1-32-1                 電話／FAX 番号        042-774-4131/042-774-2567 E-mail info@markd.co.jp                 資本金（百万円）        81.5 設立        1977 年 2月 売上（百万円）        1,500 従業員数        65                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

マークマークマークマーク 電子電子電子電子 はははは 、、、、 新新新新 たなたなたなたな 市場市場市場市場 をををを 生生生生 みみみみ 出出出出 すすすす 独創的新製品独創的新製品独創的新製品独創的新製品 のののの 開発開発開発開発 をををを 目標目標目標目標 としとしとしとし 、、、、     

医療機器医療機器医療機器医療機器 ････関連計測機器関連計測機器関連計測機器関連計測機器 のののの 研究開発研究開発研究開発研究開発 、、、、 製造製造製造製造 、、、、 保守保守保守保守 サービスをサービスをサービスをサービスを 行行行行 っておりますっておりますっておりますっております 。。。。                                                                                                                                                                                                                                2000 年 ISO9001、2002 年 ISO14001、2009 年 ISO13485 認証取得 2011 年 10 月 医療機器製造許可（神奈川県知事許可：14BZ290021） ３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 

 十字靭帯機能検査機器 製造販売者：日本シグマックス㈱ 製 造 業 者：㈱マーク電子  放射線測定機器（スペクトル） 

 東京大学、他大学研究機関  生産ライン制御機器 
         

         

           

           



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要            代表者名        小山隆史                 会 社 名        マイクロテック・ラボラトリー 株式会社 窓口担当        営業部 山崎 淳                 事業内容        ロータリーエンコーダの製造販売 ＵＲＬ http://www.mtl.co.jp/                 主要製品        マイクロエンコーダ／マイクロリニアスケール／デジタルカウンタ                 住  所        〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 8-1-46                 電話／FAX 番号        042-746-0123／042-746-0960 E-mail yamazaki@mtl.co.jp                 資本金（百万円）        42.5 設立        1981 年 2月 売上（百万円）        1,200 従業員数        60                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

ロータリーエンコーダロータリーエンコーダロータリーエンコーダロータリーエンコーダ（（（（回転式回転式回転式回転式センサセンサセンサセンサ））））のののの専業専業専業専業メーカーですメーカーですメーカーですメーカーです。。。。  ロータリーエンコーダは、機械的回転角度や回転方向の変位量をデジタル信号に変換する位置センサーです。オートメーション化に欠かせないモーター回転制御や、機械装置の精密位置決め検出に利用されています。  当社が製造販売しているマイクロエンコーダは、世界最小クラスの超小型タイプから、中空軸大口径タイプまで特徴のある製品を多品種取り揃えております。技術開発力をベースに特徴的なモノづくりを通じて、国内外における最先端のモノづくりに貢献しています。 超小型（世界最小クラス）超小型（世界最小クラス）超小型（世界最小クラス）超小型（世界最小クラス）    MESMESMESMES----3333 シリーズシリーズシリーズシリーズ    薄型高分解能薄型高分解能薄型高分解能薄型高分解能        MEHMEHMEHMEH----30T30T30T30T シリーズシリーズシリーズシリーズ    中空中空中空中空軸軸軸軸大口径大口径大口径大口径・・・・高分解高分解高分解高分解能能能能    MEHMEHMEHMEH----180180180180 シリーズシリーズシリーズシリーズ    外形：φ5~6×8.6~9.6 ㎜ 外形：φ44×18 ㎜ 外形φ200×71 ㎜（内径φ90 ㎜） 分解能：最大 1024P/R 分解能：最大 200,000P/R 分解能：最大 1,440,000P/R 
                          小型・高分解能タイプの採用事例（内視鏡手術アシストロボット） 

     
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ かながわスタンダードに認定（2009.2） ※ 九都県市のきらりと光る産業技術に認定 （2012.11）  

採用事例    

マイクロエンコーダマイクロエンコーダマイクロエンコーダマイクロエンコーダ搭載搭載搭載搭載箇所箇所箇所箇所    
 

内径内径内径内径φφφφ90909090 ㎜㎜㎜㎜    



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        小島秀作                 会 社 名        ユーエスディ株式会社 窓口担当        営業部 小島秀一郎                 事業内容        各種検査装置の開発、製造、販売 ＵＲＬ http://www.usd-corp.co.jp                 主要製品        画像処理装置、オートフォーカス顕微鏡システム、各種 NC装置                 住  所        〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-77                 電話／FAX 番号        042-730-4550／042-730-4551 E-mail info@usd-corp.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1984 年 2月 売上（百万円）        440 従業員数        18                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

市販品市販品市販品市販品でできないでできないでできないでできない高速処理高速処理高速処理高速処理のののの実現実現実現実現。。。。                           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2003、2006 年 神奈川県経営革新計画 認定 ※ 2006 年 神奈川県中小企業新商品開発補助金 授与      

 コア技術■FPGAFPGAFPGAFPGA テクノロジー：テクノロジー：テクノロジー：テクノロジー： リアルタイム処理を可能とするハードウェアの良さとソフトウェア的に書き換えの出来る良さを併せ持つ FPGA テクノロジーを使用することで、両方のメリットを享受できると考えおり、創業当初からのこの分野における技術経験の積み重ねが USD の大きな独自性になっています。 

 私達は創業以来一貫して、NC 技術、画像処理技術を中心とした“現場で使いやすいアプリケーションシステム”の開発に取り組んできました。ご一緒いただいた企業の皆様から解決すべき課題をいただき、その都度、技術者精神を持ってその難題にチャレンジをしてきました。 コア技術■■■■NCNCNCNC テクノロジー：テクノロジー：テクノロジー：テクノロジー： NC 制御部の各部制御回路及びソフトウェアを全て自社開発してきました。NC 装置に求められているポイントは"静かに（振動が少なく）" "より早く" "より正確に"です。下図では、スピードはあるが急激に速度変化するポイント（A,B,C,D＝ブルーのライン）において、振動が発生。これが、静かに、最大限に早く動かせるようなNC制御（S字加減速制御＝ホワイトライン）になります。 

一般企業様向け 機械メーカー様向け 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        鎌田英洋                 会 社 名        レボックス株式会社 窓口担当        営業 岩田尚美                 事業内容        光製品及び画像計測装置の 開発・設計・製造及び販売 ＵＲＬ http://www.revox.jp                 主要製品        医療、ライフサイエンス、画像処理向け光源モジュール、ドライバー                 住  所        〒252-0243 相模原市中央区上溝 1880-2  SIC-3                 電話／FAX 番号        042-786-0371／042-786-0372 E-mail info@revox.jp                 資本金（百万円）        18.2 設立        2001 年 1月 売上（百万円）        445 従業員数        19                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

レボックスはレボックスはレボックスはレボックスは革新的革新的革新的革新的なななな光学光学光学光学ソリューションをソリューションをソリューションをソリューションを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。  REVOX（レボックス株式会社）は高度な光学技術を持つ製造メーカーです。医療、ライフサイエンス、マシンビジョン業界において、光源システムおよび“発光・光伝送・光検出”一連の組込みモジュールをご提供致します。                         
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2010 年 経済産業省によるものづくり中小企業製品開発等支援補助金交付対象企業として採択される  ※ 2011 年 ファイバー素線メーカーの Volpi 社（本社：スイス）と業務提携 

ZEMAX を用いた光学設計 
Flowsimulation を用いた放熱設計 Flowsimulation を用いた放熱設計 

500μmリングファイバー 
蛍光励起用照明 

照明系＋センサー用の複合ファイバー 

ZEMAX を用いた光学設計 

照明システムイメージ例 



                                        

 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        百村 賢司                 会 社 名        ワッティー株式会社 窓口担当        大石 和之                 事業内容        熱システム事業 U R L http://www.watty.co.jp/                 主要製品        各種薄型面状発熱体／カートリッジヒータ／クリーン対応ガス加熱用ヒータ等                 住  所        相模原事業所： 〒252-0331神奈川県相模原市南区大野台4-1-71 本社：東京都品川区                 電話／FAX 番号        042-704-5360 ／ 042-704-5355 E-mail k-ohishi@watty.co.jp                 資本金（百万円）        95 設立年月日        昭和 42 年 10 月 売上（百万円）        10,100 従業員数        120                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

『『『『    ヒーティングヒーティングヒーティングヒーティング＆＆＆＆クーリングにクーリングにクーリングにクーリングに関関関関することはワッティすることはワッティすることはワッティすることはワッティ――――へへへへ』』』』

    

３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ●2009 年 11 月 神奈川県相模原市に新工場完成。 特徴はクラス 100-1000 のクリーンルーム保有 ●2012 年 4 月 神奈川県相模原市に技術研究所完成。 ●液体の水位制御に最適な磁気式、光学式、電極式、超音波式を応用した液面センサもご提案しています。 

より高精度・高より高精度・高より高精度・高より高精度・高品質を求め品質を求め品質を求め品質を求め ヒータ設計は、昨今ミクロンからナノスケールへと微細化し、高精度なものが要求されています。 当社ではシミュレーション技術を取り入れ、匠とテクノロジーの融合でお客様の仕様に最適なヒータを短期間に設計・開発できる体制で対応いたします。 
独自技術で明日を切り開く独自技術で明日を切り開く独自技術で明日を切り開く独自技術で明日を切り開く 高精度ヒータの探求に留まらず、制御技術・計測技術・シミュレーション技術を駆使し、ハード・ソフト両面でトータルに次代のニーズに対応するための研究・開発を行っています。     HiHiHiHi----WattyWattyWattyWatty（（（（AlNAlNAlNAlN）ヒータ）ヒータ）ヒータ）ヒータ    マイカヒータマイカヒータマイカヒータマイカヒータ    ポリイミドヒータポリイミドヒータポリイミドヒータポリイミドヒータ    WEXWEXWEXWEX    （ガス加熱用ヒータ）（ガス加熱用ヒータ）（ガス加熱用ヒータ）（ガス加熱用ヒータ）    ヒータユニットや半導体・FPD 用ガス配管ユニットの設計・製造も得意です。     耐熱温度 600℃ 600℃ 250℃ 許容ワット密度 100W／㎠ ※1 17.0W／㎠ ※1 3.0 W／㎠ ※1 使用温度：300℃以下 制作可能寸法 130×130 ㎜ 600×800 ㎜ 460×1000 ㎜ 厚み 2 ㎜以上 ※2 0.8 ㎜ ※2 0.2 ㎜ ※2 流量：100 L/min 以下 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 絶縁耐圧 AC1500V／1min.   (漏電電流 10mA 以下) 電源：100V 又 200V 絶縁構成 AｌN 軟質マイカ ポリイミドフィルム 発熱体 タングステン 印刷 ニクロム 1 種箔他 ※3 接ガス部材質：SUS316L(WEP 仕様) 特徴 アルミに近い熱伝導率 熱膨張が小さい 優れた耐食性 面状発熱体の中で最も高温の 600℃対応 加熱効率の向上に伴う小（少）電力化を実現 EP 管を使用したクリーン構造、小型・軽量で高効率 ※1 お客様のご使用条件によって異なります。 ※2 発熱体の厚みにより前後します。 ※3 使用温度・ワッテージにより、ニクロム以外の発熱体も使用します。 詳しくは当社ホームページ（http://www.watty.co.jp/）を参照いただくか、担当窓口（042-704-5360）にお問い合わせください。 



 

 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        中島 宏                 会 社 名        株式会社 FC-R&D 窓口担当        中島 宏                 事業内容        燃料電池の研究・開発・販売 ＵＲＬ http://www.nenryoudenchi.co.jp                 主要製品        1.新エネルギー 2.省力化設備 3.プラスチックスリサイクル設備                 住  所        〒252-0216 相模原市中央区清新 5-5-8 小山コート 3F                 電話／FAX 番号        042-703-9900／042-703-9901 E-mail info@nenryoudenchi.co.jp                 資本金（百万円）        45 設立        2004 年 9 月 売上（百万円）        100 従業員数        10                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー技術技術技術技術のトータルエンジニアリングのトータルエンジニアリングのトータルエンジニアリングのトータルエンジニアリング                
                                         
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 相模原市研究開発補助金（平成 19・20 年度） ※ 徳島県 LED 産業振興事業で助成企業に認定 

実験用燃料電池 

燃料電池300W 200W 100W 

■主要製品 マイクロ燃料電池      燃料電池応用製品 燃料電池電源 燃料電池関連機器 水素製造・貯蔵 

■燃料電池（Fuel Cell） 燃料電池はクリーンエネルギー時代の扉を開く鍵です。地球の温暖化、環境問題への対応として水素が注目されています。２１世紀はエネルギー源の主役を水素が担うと言われています。ＣＯ2 を全く出さない電気エネルギー源として注目されています。そしてクリーンエネルギー時代の 扉を「燃料電池」が開きます。 

燃料電池教材 小型燃料電池の 携帯電話充電器 

おかげさまで FC EXPO 2012 の展示でZEEP ２４が各種の記事に取り上げられました。 

    マルチ電源燃料電池システムマルチ電源燃料電池システムマルチ電源燃料電池システムマルチ電源燃料電池システム    （水素吸蔵合金付き１０Ｗ～１０００W) 



 

 

事業名： ■製造業務（加工･組立）  ＶＡ提案型の加工プロフェッショナルとして様々な実績があります。常識にとらわれないチャレンジ加工でご対応いたします。 サンプル画像は、組上げ精度
0.0１以下のツール（上） 
 

        

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト        

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        遠藤法男                 会 社 名        ＪＥＴ株式会社 窓口担当        遠藤法男                 事業内容        産業機器の開発設計・加工・組立 ＵＲＬ http://www.jet-co.jp/                 主要製品        高精度ハイテク産業機器（画像検査装置、各種測定機、搬送位置決め機等）                 住  所        〒252-0244 相模原市中央区田名 3371-27                 電話／FAX 番号        042-761-3360／042-761-3401 E-mail n.endoh@jet-co.jp                 資本金（百万円）        30 設立        1983 年 9月 売上（百万円）        320 従業員数        18                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

開発設計開発設計開発設計開発設計からからからから試作試作試作試作、、、、加工製作加工製作加工製作加工製作、、、、組立組立組立組立までまでまでまで     

           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 協力事業所との開発・生産ネットワークを形成、グローバルネットワーク生産事業を展開（海外協力メーカー有） ※ 開発設計と精密加工のマッチした装置メーカーを目指している。      

事業名：■開発業務  高精度ハイテク産業機器（検査装置、製造設備、測定機、搬送機等）の開発、設計高感度マクロ検査装置の共同開発事例（機械設計、製造担当） 
 

画像提供：スミックス株式会社 
『人と技術の共存』をモットーに信頼性が高く、使いやすく、優れた品質の製品を作り出します。  

最先端技術をサポートするプロフェッショナル、ＪＥＴ株式会社。高精度ハイテク産業機器（製造設

備、測定機、搬送機等）の開発、設計、製造、評価を行っております。 

事業名：■設計業務  ３Ｄ－ＣＡＤによりスピーディかつ精確でニーズにマッチした 提案、設計事例 
 

ロボットハンド出展品 



                                                 

 

 

製製製製製製製製        品品品品品品品品・・・・・・・・技技技技技技技技        術術術術術術術術        PPPPPPPP        RRRRRRRR        レレレレレレレレ        ポポポポポポポポ        ーーーーーーーー        トトトトトトトト  
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要       代表者名 高山 建 会社名 Ｒｏｎｋジャパン 株式会社 （Ｒｏｎｋ上海日本法人） 窓口担当 高山 建 事業内容 中国での開発・製造代行、電子機器開発 U R L http://www.ronk-jp.com/ 主要製品 2.4G デジタルワイヤレス通信モジュール、ノイズリダクションモジュール 住所 〒22-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-4-21 さがみはら産業創造センター SIC1-319 電話/FAX 番号 042-770-9858/042-770-9858 E-mail takayama@ronk-jp.com  資本金(M\) 18 設立年月日 2006 年.1 月 売上(M\) 43 従業員数 27  
          
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項                               <  <  <  < ＜＜＜＜    仕組み仕組み仕組み仕組み    ＞＞＞＞            ろんろんろんろんｋｋｋｋ            
    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

  

     
    

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    

    

 

『『『『    日本日本日本日本にいるままにいるままにいるままにいるまま中国進出中国進出中国進出中国進出！！！！！！！！    

日本日本日本日本レベルのレベルのレベルのレベルの高品質高品質高品質高品質、、、、中国中国中国中国レベルのレベルのレベルのレベルの低価格低価格低価格低価格をををを皆様皆様皆様皆様におにおにおにお届届届届けしますけしますけしますけします』』』』    １．中国での開発・製造代行：１．中国での開発・製造代行：１．中国での開発・製造代行：１．中国での開発・製造代行：    ＜日本企業は多くのリスクを回避可能、Ｒｏｎｋグループが引受けます＞＜日本企業は多くのリスクを回避可能、Ｒｏｎｋグループが引受けます＞＜日本企業は多くのリスクを回避可能、Ｒｏｎｋグループが引受けます＞＜日本企業は多くのリスクを回避可能、Ｒｏｎｋグループが引受けます＞    ・ 言葉、習慣の違いによる理解不足を解消  ・ 法律の違いによるトラブルを解消  ・ 中国現地業者へ監督が十分に行えずに発生する品質のトラブルを解消 ･ 納期の遅れを解消 ・ 為替リスク不要 ・ 輸出手続き不要 ・ 現地の拠点設置や駐在員は不要  

2.4G デジタルワイヤレス通信モジュールは、2007 年川崎市第 46 回企業家オーディション優秀賞を受賞 

開発・製造・販売グループ Ronk上海 Ronkｼﾞｬﾊﾟﾝ 顧客 ・営業・マーケティング ・顧客コミュニケーション ・アフターサービス ・ 開発・設計・製造フォロー ・品質・納期管理 
・製造会社へ委託生産 ・大学と共同研究開発 ・中国市場開拓・販売 

コンサルグループ 

 

・中国市場開拓 ・委託開発 ・製品販売 
 

 

日本 中国 

２．２．２．２．2.4G2.4G2.4G2.4G デジタルワイヤレス通信モジュールデジタルワイヤレス通信モジュールデジタルワイヤレス通信モジュールデジタルワイヤレス通信モジュール：：：：    弊社はデジタルワイヤレス通信をコア技術として    自ら研究開発を行っています。    ユビキタス社会を迎え、通信モジュールは、今後    種々の領域に応用することが可能です。    そのために、低価格・低消費電力・高速データ通低価格・低消費電力・高速データ通低価格・低消費電力・高速データ通低価格・低消費電力・高速データ通信信信信の技術開発にチャレンジしています。    ご相談は弊社窓口までお気軽にお声を掛けてください。 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 

注）経営数値は、ＲｏｎｋジャパンとＲｏｎｋ上海合算 


