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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        石井 正一                 会 社 名        株式会社 アイスリー 窓口担当        石井 正一                 事業内容        建築用金属製品製造業 U R L http://www.i-3.co.jp/                 主要製品        無電力・セミオートドア AIDoor、車輌用引き戸自閉装置「AIDOOR－Closer」                 住  所        〒252-0314 神奈川県相模原市南区南台５－１－１                 電話／FAX 番号        042-856-1950／042-856-1960 E-mail ishii@i-3.co.jp                 資本金（百万円）        12 設立年月日        平成 18 年 5 月 売上（百万円）         従業員数        2                                                                                         
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

「「「「    ゼンマイを動力源とした無電源アシスト装置ゼンマイを動力源とした無電源アシスト装置ゼンマイを動力源とした無電源アシスト装置ゼンマイを動力源とした無電源アシスト装置    」」」」    
当社は、ゼンマイを動力源とした「人に優しい、地球に優しい」装置を順次開発中です。 

当社のゼンマイ技術、メカニカル技術を使って、ドアに限らず新製品を一緒に開発しませんか。                                                 
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ●2008 年     「かながわ“キラリ”チャレンジャー大賞敢闘賞」、「かわさき起業家大賞」受賞 ●2009 年 11 月 「ＴＡＭＡビジネスプランコンテスト 2009」にて最優秀賞、「関東経済産業局長賞」を受賞 

●無電力・セミオートドア『●無電力・セミオートドア『●無電力・セミオートドア『●無電力・セミオートドア『AIDoor(AIDoor(AIDoor(AIDoor(エイドアエイドアエイドアエイドア))))』』』』    ・わずか 15ｃｍ引き戸を開くと残りは自動で開いていき ます。閉める時も同じように 15ｃｍ閉めると残りは自動で 閉まります。油圧制御のブレーキ付きでやさしく閉まり、 はさまれる心配はありません。 ・子供・高齢者・障害者の方 に安心してご使用いただける バリアフリー設計バリアフリー設計バリアフリー設計バリアフリー設計です。病院・ 施設・住宅と様々な場面で ご使用いただけます。 ・・・・電力も使用しない電力も使用しない電力も使用しない電力も使用しないので、面倒 な配線工事も必要ありません。 
 

●●●●車輌用車輌用車輌用車輌用引き戸自閉装置引き戸自閉装置引き戸自閉装置引き戸自閉装置『『『『AIDOORAIDOORAIDOORAIDOOR－－－－CloserCloserCloserCloser』』』』                          ・電車車両の車両間を隔てる引き戸でご使用いただい ている製品です。                        ・扉を開くと自動で閉まってくる自閉式の引き戸です。 閉まる動作はゼンマイを内蔵した装置で行っており、 水平レールで動作するのが特徴の自閉装置です。 ・東京メトロ南北線の新型車輌に採用されました。 ・2013 年東京メトロ銀座線新型車両に採用されました。 

弊社開発の ゼンマイギアボックス 



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        鈴木 道雄                 会 社 名        永進テクノ株式会社 窓口担当        菊谷 大輔                 事業内容        環境・省エネ商品・装置設計製造 U R L http://www.eishin.info                 主要製品        浮遊物・浮上油回収装置、スラッジ回収装置                 住  所        〒252-0134 相模原市緑区下九沢 1630-2                 電話／FAX 番号        042-773-6238／042-773-6548 E-mail ecoeit@eishin.info                 資本金（百万円）        30 設立年月日        1974 年 5 月 売上（百万円）        400 従業員数        20                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

『『『『 環境製品環境製品環境製品環境製品 にてにてにてにて 全国展開中全国展開中全国展開中全国展開中 ！！！！！！！！ 』』』』     

    

    

    

                                                 
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項（（（（期待期待期待期待されるされるされるされる応用分野等応用分野等応用分野等応用分野等））））    ※ 2006 年 4 月  ISO9001：2000 を認証取得 ※ 2009 年     承認経営革新計画に認定、ものづくり中小企業製品開発支援事業に採択 ※ 2011 年 2 月  財）川崎市産業振興財団より「かわさき起業家優秀賞」授与 ※ 2011 年 2 月  ㈱りそな銀行より「りそな神奈川応援賞」授与 ※ 2011 年 11 月 浮上油回収装置特許取得 

■■■■タンクの下に沈んだスラッジを回収する「スラッジ回収装置」タンクの下に沈んだスラッジを回収する「スラッジ回収装置」タンクの下に沈んだスラッジを回収する「スラッジ回収装置」タンクの下に沈んだスラッジを回収する「スラッジ回収装置」■■■■ 
� 工作機械メーカーが認めた抜群の操作性とコンパクトでありながら「アルミ・鋳物・ミクロンサイズのスラッジ」までを一気に回収します。駆動源はエアのみで水抜き機能もついているので、液体の持ち出しも最低限に抑えることが可能です。水溶性・油性でも使えるスラッジ回収装置は、液体の掃除機としてご利用いただけます。  
� 刃具の磨耗を抑え、面粗度を上げ、コスト削減に効果があります。 
� 加工品質の向上、液体を抜かないでスラッジを回収できる画期的なスラッジ回収装置です。 

■■■■浮遊微細スラッジ回収装置「エコイット」浮遊微細スラッジ回収装置「エコイット」浮遊微細スラッジ回収装置「エコイット」浮遊微細スラッジ回収装置「エコイット」■■■■ 国内大手企業様から中小企業様まで幅広くご購入いただいているエコイットは、販売 ４年間で累計出荷台数１０００台を突破いたしました。「エコイット」はエア駆動で安全・ 手間がかからない・期待以上の効果と驚きの評価をいただいております。 
� 今までの浮上油回収装置とまったく違う性能を確認いただいたエンドユーザー様から のご紹介が多く「刃物の寿命がのびた、面粗度が安定した、錆の発生が抑制された」 など浮遊微細スラッジが引き起こす問題を一気に解決できるエコイットをご要望される 企業様が増えています。 
� 今までの浮上油回収装置は、浮遊微細スラッジの回収が装置故障の原因になりやすく 苦手としていましたが、「エコイット」は独自開発技術により、液面自動追従システムと 分離システムで安心して使用できます。 

対象市場：浮上油が発生している工業・食品・製薬業などの工場に、「環境・コストダウン・品質・エコ・安全」を貢献します。そして、更に工場設備の自動省力化、メンテ、工場環境クリーン化の問題を解決し、明るく、安全、高品質な工場をご提案します。 



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                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        八木賢介                 会 社 名        株式会社エヌ・アイ・シー 窓口担当        営業部長 八木祐介                 事業内容        物流搬送設備 ＵＲＬ http://www.nic-ms.co.jp                 主要製品        開発・自動化装置、物流・搬送システム、制御システム、メンテナンスサービス                 住  所        〒252-0335 相模原市南区下溝 593-3(相模原テクニカルセンター)                 電話／FAX 番号        042-777-8112／042-777-8115 E-mail info@nic-ms.co.jp                 資本金（百万円）        20 設立        1986 年 1月 売上（百万円）        200 従業員数        5                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

ごごごご満足満足満足満足いただけるコストといただけるコストといただけるコストといただけるコストと品質品質品質品質、、、、安心安心安心安心のののの技術技術技術技術をををを提案提案提案提案しますしますしますします。。。。  自動車用のぎ装ライン、工作機械の自動化設備、物流・搬送システム、各種のマテハン機器、制御システム等の多くの経験と、蓄積した技術を活かしてこれからもお客様にご満足を戴けるコストと品質を最優先に考えた提案型の営業を展開して参りたいと考えております。                ２       
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2005 年、中小企業経営革新企業に認定されました。 ※ 2009 年度ものづくり中小企業製品開発支援事業で、無動力可動床台車を開発し、販売中です。  

   ■物流・搬送システム■物流・搬送システム■物流・搬送システム■物流・搬送システム    ◆自動倉庫用入出庫台車： 大手物流メーカの自動倉庫システム用として入出庫台車は多数の納入実績があります。自動調芯荷受け台付、位置決め機構付、ロードセル付、ターンテーブル搭載型等、積載荷重 200kgから 1000kgまで各種の入出庫台車を製作 
■開発・自動化装置■開発・自動化装置■開発・自動化装置■開発・自動化装置    ◆蛍光管リサイクル用の丸管処理装置： 20W～40W までランダムに投入された蛍光管を約 3 秒に 1 本の速度で、口金部分を切断(炭酸ガスレーザ)し、水銀、蛍光粉を吸引処理する装置です。(JFE 環境殿と共同特許申請済) 

他に： パレット洗浄装置／ラック設備用落下防止装置／蛍光管リサイクル用サヤ抜き装置／3 次元レーザ加工装置／マイクロ波乾燥装置等 

■メンテナンス＆リプレース事業■メンテナンス＆リプレース事業■メンテナンス＆リプレース事業■メンテナンス＆リプレース事業    他に： デジタルピッキング用台車／高層ラック可動床台車／天井走行台車システム／1 トン用高速・高精度リフタ等 造形機から出てくる中子(パレットに搭載)を搬送・保管 鋳造ラインの要求とタイミングに合わせ出庫・供給 
永年使用してきた自動倉庫、移動棚設備は、電子部品の劣化、制御システムの旧式化により維持・保守費用が増大してきます。リレー式制御盤を PLC に、上位コンピュータ、OS を最新のものに置き換えて、システムを一新するリニュアール、リプレースの実績が増えています。 



        

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        門倉 貞夫                 会 社 名        株式会社エフ・ティ・エス コーポレーション 窓口担当        門倉 貞夫                 事業内容        真空機器の設計、製造、販売 ＵＲＬ http://www.ftsc.co.jp                 主要製品        各種 新対向ターゲット式スパッタリング (New Facing Targets Sputtering)装置                 住  所        〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21 SIC1-101,102                 電話／FAX 番号        042-770-9403／042-770-9403 E-mail skadokura@ftsc.co.jp                 資本金（百万円）        20 設立        1996 年 6月 売上（百万円）        90 従業員数        3                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

低温低温低温低温・・・・低低低低ダメージのダメージのダメージのダメージの新対向新対向新対向新対向ターゲットターゲットターゲットターゲット式式式式スパッタスパッタスパッタスパッタ装置装置装置装置をををを提供提供提供提供  

 
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 新対向ターゲット式スパッタ技術における当社保有特許 国内特許 12 件、国際特許 7 件 ※ 2005～2008 年、日本版 SBIR・NEDO 助成「NFTS による透明断熱フィルムの実用開発」採択 

■■■■    ウェブ式ウェブ式ウェブ式ウェブ式 NFTSNFTSNFTSNFTS 装置の特長装置の特長装置の特長装置の特長 低温成膜により冷却ロールを使用しないため、コンパクトな真空槽、シンプルなフィルム搬送系を実現し 1m幅のフィルムに連続成膜できるウェブ式NFTS装置を実現（右図）。 現在、生産効率、耐久性等の評価を継続しており、次世代透明断熱フィルムの差別化商品と共にウェブ式 NFTS 装置の販売にも取組始めている。 

■■■■    NFTSNFTSNFTSNFTS 技術適用分野技術適用分野技術適用分野技術適用分野    ◆ プラスティックフィルムコーティング分野 ・・・ フィルムへの RtoR 方式による薄膜形成が可能 ◆ 有機薄膜応用分野 ・・・ 有機 EL を初めとする有機材料上における低温、低ダメージ成膜可能 ◆ 酸/窒化膜の高速成膜分野 ・・・ 光学薄膜、バリア膜などの緻密で低応力な薄膜形成可能 ◆ 磁性薄膜応用分野 ・・・ 良好な粒界の形成により柔軟性に優れた磁性膜を高速に成膜可能 ◆ 化合物薄膜分野 ・・・ 異種ターゲット材料を対向させ合金薄膜を低温かつ高速に形成可能 

             
NFTS 技術は高密度プラズマを対向ターゲット構造のプラズマ源内に強く拘束することにより、基板表面への高い運動エネルギーを持つ電子や負イオン粒子を抑制することで、低温・低ダメージ成膜を実現し、従来法と異なる緻密な膜構造を形成可能。 さらに、プラズマ源の箱型化によりコンパクトな真空槽を実現し、真空槽壁面への容易な着脱、プラズマ発生・拘束に必要な冷却機構、電気系統の大気中配置を実現した、新しい対向ターゲット式スパッタ装置。 ▲1m幅対応ウェブ式 NFTS装置 

▲インライン式 NFTS装置 

■■■■    新対向ターゲット式スパッタ技術新対向ターゲット式スパッタ技術新対向ターゲット式スパッタ技術新対向ターゲット式スパッタ技術    （NFTS） 
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                                                                                                        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        久保 誠                 会 社 名        株式会社オーエイ 窓口担当        営業係長 藤原 勝章                 事業内容        精密板金加工、金属塗装、筐体、組立 ＵＲＬ http://www.oei.co.jp/                 主要製品        精密板金加工品、焼付け塗装品                 住  所        〒252-0244 相模原市中央区田名 3039-16(第１工場)                 電話／FAX 番号        042-762-4021／042-762-4027 E-mail fujiwara@oei.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1976 年 11 月 売上（百万円）        400 従業員数        38                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

板金板金板金板金加工加工加工加工からからからから塗装塗装塗装塗装までまでまでまで高品質高品質高品質高品質・・・・低価格低価格低価格低価格・・・・短納期短納期短納期短納期でででで生産生産生産生産いたしますいたしますいたしますいたします。。。。                
               

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2011 年 優秀板金製品技能フェアにて『技能賞』を受賞しました。 ※ 2008 年、「神奈川県子供・子育て支援推進条例」に基づく推進事業者として県から認証されました。 ※ 2005 年から青山学院大学と産学連携し IE 活動（改善活動）を行っております。 ※ 2003 年に ISO9001、2009 年に ISO14001 の認証を取得いたしました 

 

                     

１．機械器具製造 

■■■■    精密板金加工精密板金加工精密板金加工精密板金加工    鉄・ステンレス・アルミの加工・溶接組立まで行っており、特に 0.5～6 ㎜の薄板加工を得意としています。塗装品の場合には塗装前提の仕上げを行い バリエーションを実現する溶剤塗装の両方に対応します。 レーザー加工機レーザー加工機レーザー加工機レーザー加工機 パレットチェンジャの標準装備により、高速加工による生産性向上を実現しました。 
TIGTIGTIGTIG 溶接機溶接機溶接機溶接機 直流、交流対応で幅広い材質に適用可能でございます。 

塗装ブース塗装ブース塗装ブース塗装ブース 環境に優しい粉体塗装と豊富なカラーバリエーションを実現する溶剤塗装の両方に対応した焼付塗装ライン。 ロータリー焼付炉ロータリー焼付炉ロータリー焼付炉ロータリー焼付炉 焼付温度と分布を管理し、安定した塗装品質を実現いたします。 

■■■■    高品質焼付塗装高品質焼付塗装高品質焼付塗装高品質焼付塗装    塗装専用の工場内には、ライン式・固定式双方の焼付乾燥炉を備え、小ロットから量産まで対応しています。環境に優しい粉体塗装と、様々なカラー ますので、仕上がりには自信があります。 粉体塗装粉体塗装粉体塗装粉体塗装  
塗装塗装塗装塗装    

当社は、板金加工と金属塗装を中心に、幅広い充実した設備と加工技術でさまざまな金属製品をこの世に生みだしています。設計・板金・溶接・塗装・組立の一貫生産体制で、多品種少ロットのご要望にも低コストで素早くお応えし、試作から量産まで、また企業の購買部門から個人のお客様まで幅広く対応させていただいています。   －－－鉄の板に命を吹き込む。それが私達の使命です。鉄の板に命を吹き込む。それが私達の使命です。鉄の板に命を吹き込む。それが私達の使命です。鉄の板に命を吹き込む。それが私達の使命です。－－－ 
 

加工加工加工加工    溶接溶接溶接溶接    



                            
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 代表取締役 上野賢美 

会 社 名 株式会社 共立 

窓口担当 副社長輔佐 木村博美 

事業内容 真空装置、環境装置 U R L http://www.kyo-ri-tsu.com 

主要製品 蒸着、スパッタリング等の成膜装置、ガス量測定装置、有機ＥＬ材昇華装置など 
住  所 〒252-0131 神奈川県相模原市西橋本 5-4-30 さがみはら産業創造センター203 

電話/FAX 番号 042-770-1351/042-770-1392 E-mail http://www.kyo-ri-tsu.com/mailform2.htm 
資本金（百万円） 77.5 設立年月日 2006 年７月 売上（百万円） 363 従業員数 24                                                                                                                                            【主要取引先主要取引先主要取引先主要取引先】 ㈱神戸製鋼所、㈱芝浦電子製作所、ＳＡＮＫＯ㈱、昭和電工㈱、住友大阪セメント㈱、スタンレー電気㈱ （財）超伝導工学研究所、（財）電力中央研究所、東洋インキ製造㈱、東レ㈱、トヨタ自動車グループ ナノテック㈱、㈱ニデック、日本コーティングセンター㈱、花野商事㈱、ミタニマイクロニクス㈱、 三井造船㈱、本田技研工業㈱、ユニオンツール㈱、ＹＫＫ㈱ 

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    

『『『『真空装置真空装置真空装置真空装置のオーダーメードのオーダーメードのオーダーメードのオーダーメード、、、、低低低低コスト・コスト・コスト・コスト・万全万全万全万全のアフターサービスのアフターサービスのアフターサービスのアフターサービス』』』』    

３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    

【有機ＥＬ材料昇華精製装置】【有機ＥＬ材料昇華精製装置】【有機ＥＬ材料昇華精製装置】【有機ＥＬ材料昇華精製装置】 化合物（粉末状）を真空中で加熱昇華して精製する装置 【ガス量測定装置】【ガス量測定装置】【ガス量測定装置】【ガス量測定装置】 鋳、鍛造製品、インゴットなどの中のガス成分及びその含有量を測定する装置 

半導体、電子部品、自動車部品向けの蒸着、スパッタリング等の成膜装置、真空鋳造装置、アニール炉、ガス量測定装置、有機ＥＬ材料製造用昇華精製装置などの、真空装置の開発、製造、販売を手がけております。特にガス量測定装置は、アルミニウムインゴット中のガス量及び成分を測定する装置で、日本国内では唯一のメーカーであり、大手自動車会社に納入実績があります。 また有機ＥＬ材料昇華精製装置も、近年液晶、プラズマに代わり得る次世代の有望ディスプレイとして期待されており、当社は大型精製装置の主要メーカーとして位置づけられています。 

当社の事業の特徴当社の事業の特徴当社の事業の特徴当社の事業の特徴    １．ポンプ類など量産標準品以外の部品は、全て自社内で製作加工するので、低価格でご提供可能。 ２．設計から組み立てまで自社内で、一貫して実施するので、高品質が確保できる。 ３．お客様の様々なニーズに合わせた，特注仕様の装置に対応可能 ４．既存の設備の保守改造など、小回りのきくサービスをご提供し、あらゆる相談に迅速に対応可能。 



                                                       
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        甲斐 美利                 会 社 名        株式会社 向洋技研 窓口担当        橋田 周平                 事業内容        抵抗溶接機・自動車治工具の製造業 U R L http:/www.koyogiken.co.jp                 主要製品        テーブルスポット溶接機「MYSPOT」及び関連商品の設計・製造・販売                 住  所        〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名４０２０番４                 電話／FAX 番号        042-760-4306／042-760-4309 E-mail info@koyogiken.co.jp                 資本金（百万円）        20 設立年月日        昭和 51 年 5 月 売上（百万円）        820 従業員数        30                                                                                         
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

 
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ●かながわ中小企業モデル工場に指定されています。 ●2003 年 12 月 ＩＳＯ９００１：２０００取得 



                                            

 

 

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 元田 良一 会 社 名 サイエナジー株式会社 窓口担当 元田 良一 事業内容 光学機器製造 ＵＲＬ http://www.scienergy.jp 主要製品 X 線異物検査装置の設計開発・製造・販売 住  所 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台 1-9-15 電話／FAX 番号 042-786-1210／042-750-2721 E-mail info@scienergy.jp  資本金（百万円） 78 設立年月日 2005 年 4 月 売上（百万円） 110  従業員数 8  
          
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項                                                                                         
    

    

    

３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    

      

『『『『    ピローピローピローピロー包装包装包装包装やアルミパウチのヒートシールやアルミパウチのヒートシールやアルミパウチのヒートシールやアルミパウチのヒートシール部部部部へのへのへのへの噛噛噛噛みみみみ込込込込みでみでみでみで困困困困っていまっていまっていまっていま

せんかせんかせんかせんか！！！！！！！！    当社当社当社当社のののの XXXX 線噛線噛線噛線噛みみみみ込込込込みみみみ検査装置検査装置検査装置検査装置をおをおをおをお試試試試しくださいしくださいしくださいしください    』』』』 

● 当社インライン型当社インライン型当社インライン型当社インライン型 XXXX 線噛み込み検査装置の特長：線噛み込み検査装置の特長：線噛み込み検査装置の特長：線噛み込み検査装置の特長：    

        食品、医薬品の充填包装後の目視検査を省けます。食品、医薬品の充填包装後の目視検査を省けます。食品、医薬品の充填包装後の目視検査を省けます。食品、医薬品の充填包装後の目視検査を省けます。    

� 防湿性、気密性が求められるアルミラミネート包装などの噛み込み、   シール不良を確実に検知 
� 最適化されたアルゴリズムにより、コントラストの低い欠陥部の検出 性能を向上 
� 一般の X 線装置に比べ、X 線出力 が低い為、人体に有害な鉛を使 用しない構造を実現 

● 噛み込み検査装置の必要性：噛み込み検査装置の必要性：噛み込み検査装置の必要性：噛み込み検査装置の必要性：     食の安全が特にクローズアップされている昨今、食品そのものの安全性はもちろん、包装の不具合による品質の劣化もぜひ避けたいものです。包装の劣化の一因である噛み込みを排除したいというご要望もますます重要になってまいりました。  噛み込み検査の現状は、包装装置に付随する厚みセンサーによるものと、最終工程での目視による検査に頼らざるを得ません。品質の維持のため、包材もポリエチレンからアルミへと移りつつありますが、この変化により、噛み込み検査が、一段と難しくなってきました。  私どもサイエナジーでは、当社が得意とするＸ線検査の技術を応用することで、重要さと困難さを増してきた噛み込み検査に対して、ひとつのソリューションを提供いたします。   ● お客様の生産ラインに適したカスタム対応も承っております。各種事例のご案内が必要な場合は、弊社窓口までお気軽にお問い合わせください。 
お客様の様々なニーズをお聞かせ下さい。お客様の様々なニーズをお聞かせ下さい。お客様の様々なニーズをお聞かせ下さい。お客様の様々なニーズをお聞かせ下さい。 ＜ヒートシール部への粉体の噛み込み＞ 

 



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        齊藤 實                 会 社 名        齊藤精機株式会社 窓口担当        齊藤 武                 事業内容        光学ガラス加工・各種専用機設計製造 U R L http://www.saito-seiki.co.jp/                 主要製品        太陽電池・半導体・自動車・航空機・衛星関係の各種専用機と装置、光学ガラス汎用機                 住  所        〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-21-18                 電話／FAX 番号        042－755-3150／042－758-1165 E-mail mail@saito-seiki.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立年月        昭和 14 年 5 月 売上（百万円）        800 従業員数        32                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項                    

                    
        

３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    

 

ＳＭＧ－ＳＭＧ－ＳＭＧ－ＳＭＧ－812812812812    自動円研機自動円研機自動円研機自動円研機    

ＳＭＳＭＳＭＳＭＢＢＢＢ－－－－812812812812    自動自動自動自動切断切断切断切断機機機機    

長尺アズグロンインゴットを粗・精のコンビ砥石により円筒研削を行い、X 線結晶方位を探索し、OF 面や V ノッチ加工をする全自動機械です。真円・円筒等の計測機能と砥石磨耗補正ソフト及び負荷制御機能もあります。 
長尺シリコンインゴットをバンドソーにより両端コーン部の分断と定寸ブロックの切断及びブロック毎のサンプリング切断を行う全自動機械です。ブロックやサンプルにはレーザーマークをつけ、物流仕分のインサーネットシステムも可能です。 
自動車・航空機・半導体素材分野向けの専用機（加工・組立・検査・搬送）、ジグ、精密部品

など、機械～ソフトウエアまでの設計・製作を提供しております。 



                                                      

 

 

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                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        今村 光雄                 会 社 名        三光機械株式会社 窓口担当        海老澤 徳弥                 事業内容        機械器具製造・販売 U R L http://www.sanko-kikai.co.jp/                 主要製品        各種自動包装機、オーガ充填機                 住  所        〒252-0254 神奈川県相模原市中央区下九沢 1081                 電話／FAX 番号        042-772-1521／042-774-4104 E-mail info1@sanko-kikai.co.jp                 資本金（百万円）        50 設立年月日        昭和 45 年 8 月 売上（百万円）        4080 従業員数        約 100                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

「「「「    『『『『包包包包むむむむ』』』』をををを追求追求追求追求するするするする、、、、小袋小袋小袋小袋自動包装機自動包装機自動包装機自動包装機のののの専門専門専門専門メーカーメーカーメーカーメーカー    」」」」    ■■■■小分け供給小分け供給小分け供給小分け供給技術技術技術技術     ●顆粒、粉末、液体、粘体と材料にあわせた様々な 小分け供給技術を蓄積しています。  ●スピード、精度、安定性を確保しています。 ■■■■シール技術シール技術シール技術シール技術     ●袋形状やフィルムの性質に合わせた最適なシールを施します。 詳細は弊社営業担当に御相談ください。                   
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ●生産拠点：本社工場、鹿児島工場、タイ第１工場、タイ第２工場 ●営業拠点：神奈川（本社）、名古屋、大阪、広島、福岡 ●かながわ中小企業モデル工場 

液体・粘体液体・粘体液体・粘体液体・粘体自動充填包装機自動充填包装機自動充填包装機自動充填包装機    ●●●●タッチパネルで簡単操作    ●いつでも正確なマーク合わせ ●生産能力ＵＰ、 高速化ニーズを実現                             【【【【 FR3  FR3  FR3  FR3 】】】】     
顆粒・粉体顆粒・粉体顆粒・粉体顆粒・粉体自動充填包装機自動充填包装機自動充填包装機自動充填包装機    ●微粉末から顆粒状、固形物まで高精度なパッケージング ●ローコスト、省スペースを実現     【【【【    SV101 SV101 SV101 SV101 】】】】 

ロータリー型ロータリー型ロータリー型ロータリー型充填充填充填充填包装機包装機包装機包装機    ●●●●粉末・顆粒包装袋の 大量高速生産向け ●約 500 袋/分の生産速度を 実現（内容物によります）                             【【【【    FP500FP500FP500FP500        】】】】     



                                         
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        小俣 邦正                 会 社 名         窓口担当        経営管理部 杉山                 事業内容        真空技術応用装置の製造及び販売 U R L http://www.showashinku.co.jp/                 主要製品        真空蒸着装置、スパッタリング装置、イオンプレーティング装置 ほか                 住  所        〒252-0244  神奈川県相模原市中央区田名３０６２番地１０                 電話／FAX 番号        042-764-0321／042-764-0329 E-mail sales-div.hp@showashinku.co.jp                 資本金（百万円）        2,177 設立年月日        昭和 33 年 8 月 売上（百万円）        8,978 従業員数        196                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

『『『『真空技術真空技術真空技術真空技術をををを応用応用応用応用したしたしたした水晶水晶水晶水晶デバイスデバイスデバイスデバイス製造装置製造装置製造装置製造装置のトップメーカのトップメーカのトップメーカのトップメーカーーーー』』』』世界中で普及の広がるスマートフォンやタブレット端末。それらの製品にもさまざまな電子部品が使われていますが、当社の装置で作られる水晶デバイスも重要な役割を果たしています。プリント基板の両面に「音叉型水晶振動子」や「水晶発信器」「温度補償型水晶発振器（ＴＣＸＯ）」といった用途が異なる多様な水晶デバイスが実装してあります。タッチパネル（画像処理）、パソコン、ビデオ（画像処理）、ワンセグチューナー、音楽再生、ＧＰＳ、ゲーム、カメラ（画像処理）、Bluetooth など高機能、かつ多機能な携帯電話機であるスマートフォンやタブレット端末は、水晶デバイスによって支えられています。  その他マイクロカメラ、ジャイロセンサー、薄膜コンデンサ、防汚膜など水晶デバイス以外の電子部品や光学部品の生産にも当社の装置は利用されています。         

                                                                                                                                                                                                          
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項（（（（期待期待期待期待されるされるされるされる応用分野等応用分野等応用分野等応用分野等））））    平成 ６年 神奈川工業技術開発大賞奨励賞受賞 平成１６年 株式を JASDAQ 市場（現 大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード））へ上場 平成１８年 経済産業省より「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社」に選定 平成２３年 水晶デバイス用周波数調整装置が「九都県市のきらりと光る産業技術」を受賞 

当社の装置で生産されている スマートフォンの電子部品・光学部品 

水晶デバイス用周波数調整装置 



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        田中 幸司                 会 社 名        株式会社 精光技研 窓口担当        田中 幸司                 事業内容        精密機器の設計、製作 U R L http://www.seikou-giken.co.jp                 主要製品        研究開発用の光学機器、位置決め装置、真空装置等のカスタマイズ品設計製作                 住  所        〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝４５０４－７                 電話／FAX 番号        042-764-7112／042-760-8816 E-mail k.tanaka@seikou-giken.co.jp                 資本金（百万円）        3 設立年月日        平成 10 年 5 月 売上（百万円）        200 従業員数        8                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

●●●●    光干渉光干渉光干渉光干渉センサのセンサのセンサのセンサの商品化商品化商品化商品化（（（（医療用医療用医療用医療用ＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴ技術技術技術技術をををを産業用産業用産業用産業用にににに開発開発開発開発！！！！！！！！））））                                                                    
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ●地域新生コンソーシアーム「安全・安心な社会に役立つ計測制御機器用高度機能部材の開発」に参画 ●平成 14 年度独創モデル化事業「レーザー誘起蛍光法による超高感度 NOx 測定システムの開発 

従来の従来の従来の従来の非接触測定法非接触測定法非接触測定法非接触測定法    

＜反射方式＜反射方式＜反射方式＜反射方式が主体が主体が主体が主体＞＞＞＞    

新規測定方法新規測定方法新規測定方法新規測定方法        

＜スキャン方式＞＜スキャン方式＞＜スキャン方式＞＜スキャン方式＞    

 

 

産学共同産学共同産学共同産学共同    開発開発開発開発    
 

断面計測が可能 レーザー光 

       ＜特徴＞＜特徴＞＜特徴＞＜特徴＞                            ①①①①    １５ｍｍの測定範囲１５ｍｍの測定範囲１５ｍｍの測定範囲１５ｍｍの測定範囲    ②②②②    近赤外線近赤外線近赤外線近赤外線（（（（1310nm1310nm1310nm1310nm））））    ③③③③    異質材の同時計測可能異質材の同時計測可能異質材の同時計測可能異質材の同時計測可能    ④④④④    計測分解能計測分解能計測分解能計測分解能    0.10.10.10.1μμμμｍｍｍｍ    ⑤⑤⑤⑤    直視・反射光による危険性はありません。直視・反射光による危険性はありません。直視・反射光による危険性はありません。直視・反射光による危険性はありません。    ⑥⑥⑥⑥    低コスト・高精度低コスト・高精度低コスト・高精度低コスト・高精度    
 

＜測定例：腕時計＞ 各層同時計測が可能 

 

光干渉センサ外観 



 

 

        

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        枦山 昭一                 会 社 名        ソニック・フェロー株式会社 窓口担当        営業技術部・浜 公洋                 事業内容        超音波洗浄装置の設計・製作・販売 ＵＲＬ http://www.sonicfellow.co.jp/                 主要製品        超音波洗浄装置、超音波発振器と振動子、すすぎ水リサイクル装置                 住  所        〒252-0244  神奈川県相模原市中央区田名 3039-15                 電話／FAX 番号        042-763-2300／042-763-2305 E-mail info@sonicfellow.co.jp                 資本金（百万円）        35 設立        1978 年 8月 売上（百万円）        740 従業員数        21                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

ガラスガラスガラスガラス、、、、金属金属金属金属などのなどのなどのなどの一般洗浄一般洗浄一般洗浄一般洗浄からからからから精密洗浄精密洗浄精密洗浄精密洗浄までまでまでまで。。。。                          
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ フィンランド、フィンソニック社製品のアジア地区代理店販売 ※ 研磨レンズの軟硝材対応洗浄機製作 ※ 東南アジア、東アジアでの納入実績多数あり（量産稼働） 

■すすぎ水リサイクル装置■すすぎ水リサイクル装置■すすぎ水リサイクル装置■すすぎ水リサイクル装置            

■超音波発振器と振動子■超音波発振器と振動子■超音波発振器と振動子■超音波発振器と振動子     

排水再生装置概要：  洗浄装置には洗浄剤をすすぐ為の水を多く使用しています。本装置は、この水をリサイクルし、すすぎに再度使用すると共に排水量を減量する事を 目的としています。  ■装置製作■装置製作■装置製作■装置製作     基本はお客様との 打ち合わせにより 仕様を作成し、 最適な装置を製作します。   

 

洗浄装置の設計、製作、据付、試運転。光学ガラスについては洗浄システムを含めご提案する事も可能です。洗浄装置の設計、製作、据付、試運転。光学ガラスについては洗浄システムを含めご提案する事も可能です。洗浄装置の設計、製作、据付、試運転。光学ガラスについては洗浄システムを含めご提案する事も可能です。洗浄装置の設計、製作、据付、試運転。光学ガラスについては洗浄システムを含めご提案する事も可能です。    ■超音波洗浄装置■超音波洗浄装置■超音波洗浄装置■超音波洗浄装置      超音波振動子の特徴：   ・板タイプ振動子ユニット （28kHz、40kHz） ・洗浄槽の外側から取付ける 最も標準的なタイプです。  ・洗浄槽のサイズに合わせた製作が可能です 。  ・振動素子は耐久性に優れたボルト締めランジュバン型を使用 ・底に取り付けますので槽内の掃除が簡単に行えます。 光学ガラス洗浄装置： ・工程： 洗剤-市水-純水-ＩＰＡ-ＩＰＡベ ーパー乾燥方式(槽数は条件による)   ・用途： 研磨後、成膜前、成膜後 ・特徴： 光学ガラス洗浄に最適な条件 設定ができる。搬送は信頼性の高い スライドチャック方式 
小型洗浄装置： 対象汚れにより溶剤や洗剤を選択し工程を決めます。 ・用途： 金属やプラスチック部品、 少量生産や量産装置導入前のテ スト機など ・特徴： 小さな部品、少量生産品、 テスト用 本社社屋 



 

 

        

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        杉田 豊範                 会 社 名        株式会社 大丸製作所 窓口担当        杉田 豊範                 事業内容        製缶・板金・溶接・塗装 ＵＲＬ http://www.daimaru-ss.com/info/                 主要製品        各種製缶品、溶接構造筐体、物流機器、パレット                 住  所        〒252-0244 相模原市中央区田名 3314-5                 電話／FAX 番号        042-761-6113／042-762-2519 E-mail info@daimaru-ss.com                 資本金（百万円）        10 設立        1960 年 6月 売上（百万円）        140 従業員数        10                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

小物小物小物小物からからからから大物大物大物大物のののの製缶品製缶品製缶品製缶品をををを 1111 個個個個からからからから。。。。                            
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2007 年 5 月、ISO9001／JISQ9001 の認証を取得いたしました。 

製缶製缶製缶製缶((((罐罐罐罐))))とは：とは：とは：とは：    缶を製造することだけ ではありません。英語の the  can industry の当て字で、板材・ 棒・線・型鋼等いろいろな部材から 形を変えたり（曲げ・・穴あけ）、 時にはくっつけたり（溶接）する 作業です。タンク、水槽、橋梁、 鉄骨、船舶、鋼板、形鋼などを 加工することも製缶と呼ば れており、端的には、溶接 構造筐体をつくる作業 です。 

製缶から機械加工、表面処理までを知り尽くしており、完成品まで仕立て上げるのが得意ですので、どんな形状でもお受けいたします。加工精度はもちろん、全体的な仕上がりに気を配っており、お客様から好評を頂いております。又、図面が無くても現場説明などのイメージを図面化し製作いたしますので、永年ご使用の設備機器でもリニューアル可能です。 
 ■■■■    製品サンプル製品サンプル製品サンプル製品サンプル 1 点ものから量産品まで、様々です。三菱重工業㈱ 様ほか大手装置メーカー約 30 社とお取引させていただいております。素材は鉄・ステンレス・アルミ他、ほぼ全ての金属材料を扱っております。お問い合わせ下さい。 
             
■■■■    工場主要設備工場主要設備工場主要設備工場主要設備 溶接構造筐体、工場付帯設備／備品、専用容器(パレット)、台車、組立台、架台の設計・製作を試作から量産までお受けします。製缶・溶接品であればどんなものでも、まずご相談下さい。 ＣＯ２溶接ロボット装置 AX-V6L   プラズマ加工機 KPD0951 



                                                       

 

 

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        豊川 聖一郎                 会 社 名        株式会社太陽技研 窓口担当        豊川 聖一郎                 事業内容        省力化装置及び治具設計製作 U R L ―                 主要製品        ＦＡ用省力装置、組立治具・検査治具・孔明治具・工作機械治具等、ＭＣ部品加工                 住  所        〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 1671-10                 電話／FAX 番号        042-754-8281／042-758-6383 E-mail k.taigi@jcom.home.ne.jp                 資本金（百万円）        10 設立年月        昭和 46 年 1 月 売上（百万円）        190 従業員数        10                                                                                   
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

最良の生産効率を求め製品仕様に合致した省力化装置の設計製作をお引受します。 株式会社太陽技研は、「品質こそ我社の心」をモットーに各種の精密治具の設計・製作を長年に亘り行ってまいりました。培った技術を活かして、カスタムメードの産業用５軸直角座標型ロボットや自動搬送装置ロボット等の省力化装置の設計製作を行っております。技能検定合格者が多数在籍してどの様なご要望にも誠心誠意対応する姿勢を貫いております。貴社の工程改善をご検討の折には一声おかけください。また、大型機による部品加工にウエイトを置いています。フレーム、チャンバー等も製作しております。 以下、当社が製作した装置の一部をご案内いたします。                                                                         
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項     「ＪＩＧボーラ加工」 「溶接製缶加工」 「平削盤加工」 「マニシング加工」 「プラノミラー、横中ぐり加工」 「焼鈍、調質焼き入れ」 「高周波焼入硬質クロムメッキ」 「工具研磨～製品研磨」 「ラッピング」等を承ります。 

指輪プライスカード取付用自動機指輪プライスカード取付用自動機指輪プライスカード取付用自動機指輪プライスカード取付用自動機     指輪にプライスカードを取り付ける装置です。プライスカードに取付用糸を通して後にファッションリングに結びつける工程を自動化しております。 
ロボット用溶接治具ロボット用溶接治具ロボット用溶接治具ロボット用溶接治具     事務機フレームをロボットにより溶接を行う時に使用する装置です。プログラムにより自在に可動ができます。 

  



                 

 

 

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                                                                                        
１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        石川 秀實                 会 社 名        日本サーモニクス株式会社 窓口担当        宮田 智子                 事業内容        電子応用装置の製造販売 U R L http://www.thermonics.co.jp                 主要製品        高周波誘導加熱応用装置(高周波焼入れ・焼き戻し装置、溶解装置、特殊加熱装置等)                 住  所        〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田 1-13-6                 電話／FAX 番号        042-777-3411／042-777-3277 E-mail info@thermonics.co.jp                 資本金（百万円）        40 設立年月日        昭和 48 年 9 月 売上（百万円）        ― 従業員数        48                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

『『『『おおおお客様客様客様客様のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに合合合合わせたわせたわせたわせた高周波誘導加熱高周波誘導加熱高周波誘導加熱高周波誘導加熱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しますしますしますします』』』』誘導加熱を応用した製品を作り続けてまもなく 40 年。高周波電源装置から加熱コイル、付帯設備に至るまで全て自社で対応しているため、お客様のニーズに合わせた最適な誘導加熱システムのご提案ができます。そして、設計からアフターサービスまでの全てにおいて、日本サーモニクスのノウハウをお届けします。 
 

                      より高度な誘導加熱を目指し研究開発棟 (日本サーモニクスラボ)を新設しました。 お客様からの加熱テストや産学官連携での 研究開発を行っております。工業加熱に関す るご相談は是非当社へ。                  
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項（（（（期待期待期待期待されるされるされるされる応用分野等応用分野等応用分野等応用分野等））））    ●平成 18 年度かながわ中小企業モデル工場に指定される。 ●平成 19 年度相模原市 STEP50 に認定される。 ●平成 22 年度戦略的基盤技術高度化支援事業に採択される。(自溶合金再溶融システムに関する研究) 

誘導加熱の特徴 ・エネルギーロスが少ない ・局所加熱できる ・クリーンな加熱ができる ・安定した加熱が行える ・作業環境の改善が図れる 

誘導加熱とは 電源から供給された電力が磁界エネルギーに変換され、それがワーク(被加熱物)によって吸収されて熱エネルギーとなり、温度の上昇を引き起こします。 

■研究開発棟外観 ■電磁界・熱解析イメージ 

■高周波焼入れ装置一例 ■トランジスタ式高周波発振機 
誘導加熱応用分野(一例) ・熱処理：焼入れ,焼き戻し,調質 ・接合：ロー付,半田付,パイプ溶接 ・溶解：非鉄金属溶解,真空溶解 ・その他：焼嵌め,鍛造加熱,転造,焼結,単結晶引上 等 



 

 

        

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        森木 英光                  会 社 名        マルマテクニカ株式会社 窓口担当        井上 芳人                 事業内容        建設機械関連の整備・製造・改造・開発 ＵＲＬ http://www.maruma.co.jp                 主要製品        建設機械・エンジン・油圧機器の整備・サービス 建設機械本体の特殊改造・アタッチメント・特殊工具・整備用設備機器などの製造販売                 住  所        〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 6-2-1                 電話／FAX 番号        042-751-3091/042-756-4389 E-mail s-sales@maruma.co.jp                 資本金（百万円）        100 設立        1946 年 9 月 売上（百万円）        6,500 従業員数        215                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

当社当社当社当社のののの特徴特徴特徴特徴：：：：他他他他にはにはにはには真似真似真似真似できないできないできないできない強強強強みをみをみをみを創創創創りりりり出出出出すすすす。。。。   当社は創業時の建設機械の整備・サービスから、建設機械作業装置の改造・開発生産、特殊機械の輸入販売、そして整備用設備機器の輸出販売などの、多様な側面を持ち、それらを緊密に連携させて、お客さまの利益に結びつける技術者集団へと進化しています。                       
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2006 年 ISO 9001 認証取得 

     
     

     
     

◆◆◆◆◆◆◆◆整整整整整整整整備備備備備備備備・・・・・・・・ササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス        

◆◆◆◆◆◆◆◆商商商商商商商商品品品品品品品品販販販販販販販販売売売売売売売売        国内事情に合わせて改良さえすれば、海外にも優れた製品は多くあります。お客さまのニーズに適した製品を国内外の多数のメーカーから選定し、きめ細かい改良を加えた上で、販売いたします。 

◆◆◆◆◆◆◆◆製製製製製製製製造造造造造造造造・・・・・・・・改改改改改改改改造造造造造造造造        

◆◆◆◆◆◆◆◆海海海海海海海海外外外外外外外外エエエエエエエエンンンンンンンンジジジジジジジジニニニニニニニニアアアアアアアアリリリリリリリリンンンンンンンンググググググググ        

当社の出発点でもある部門で、建設機械を中心に、ありとあらゆる機械の整備サービスを行います。経験豊富な技術者が最新鋭の設備機器で行う分解・洗浄・検査などの各種整備は高い評価をいただいております。必要に応じ国内外を問わず対応しております。 お客さまからの「こういう機械がほしい」という声に、持ち前の技術力と、柔軟な対応力で設計・製作します。  たとえば、最新の機能をもつ作業装置（アタッチメント）の装着やオーダーメイドで全く新しい機械を一から作り上げることも可能です。 
世界各地のお客様に対しても、整備工場用設備や関連機器を中心に幅広くビジネスを行っています。国内でも、海外から研修生を受け入れて教育も実施します。ハードからソフトまで、モノだけでなく整備のノウハウも送り出せるのが強みです。 

油圧ポンプモーターの 性能確認テスト 発電機の負荷テスト 

↑国土交通省に認定を受けた 自動車 NOx・PM 法対応装置 



 

 

        

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        金井 勉                  会 社 名        株式会社 メープル 窓口担当        金井 義範                 事業内容        機械装置開発・製作・販売 ＵＲＬ http://makple.jp/index.php                 主要製品        ドライ洗浄装置、UV 照射装置、マルチ真空プロセス装置                 住  所        〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下三丁目 3 番 1 号                 電話／FAX 番号        042-700-0312/042-700-0315 E-mail y-kanai@makple.co.jp                 資本金（百万円）        70 設立        昭和 51 年 3 月 売上（百万円）        1,800 従業員数        77                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

社会社会社会社会のののの期待期待期待期待にににに応応応応えるえるえるえる新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値のののの創造創造創造創造をををを  当社の社名は、精密加工・組立の分野で新たなステージによる展開を実現する、従来より引き継ぐ「組織は人」の基本ポリシーと「人が考え人が創る」というコンセプトを具現化したもので、一見花びらのようにも見えるロゴマークは、当社の最重要ファクターである「人」の文字を 5 個組み合わせたものです。ロゴは、Make+People からの造語で、スペリングはあえて読まない k を入れることにより、独自のイニシャルとしています。         n-oobatake@makple.co.jp 
                   
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※2005 年 神奈川優良企業認定とインベスト神奈川認定 ※2006 年 相模原市ステップ 50 認定 

     ◆◆◆◆◆◆◆◆技技技技技技技技術術術術術術術術陣陣陣陣陣陣陣陣がががががががが送送送送送送送送りりりりりりりり出出出出出出出出すすすすすすすすオオオオオオオオリリリリリリリリジジジジジジジジナナナナナナナナルルルルルルルル製製製製製製製製品品品品品品品品        ますます精密さを求められる現代産業機器。当社では、千分の 1 ミリ単位の精密度、クラス 100 桁台のクリーン度を目指し、さらなる技術・設備の増強を行っています。最先端機器の加工・組立に欠かせないこれらの技術、設備、機器は、新工場の竣工により、初めて満足のいくレベルに達しました。設計・検査のさらなる向上と合わせ、超高精度の品質を安定して供給する体制を整えた、私たち株式会社メープルに今後ともご期待ください。 
GaN 成膜装置治具用 ドライ洗浄装置 マルチ真空プロセス装置           ◆◆◆◆◆◆◆◆ククククククククリリリリリリリリーーーーーーーーンンンンンンンンルルルルルルルルーーーーーーーームムムムムムムム        ◆◆◆◆◆◆◆◆機機機機機機機機械械械械械械械械加加加加加加加加工工工工工工工工        当社のクリーンルームは、FED-STD-209D（米国連邦規格）でクラス 1000。1 立方フィート中の 0.5μm 以下の粒子数を表す規格 ですが、実際は 300 程度の超クリーン度 です。さらに部品の 洗浄・乾燥専用室も 設置し、超精密・ クリーンな製造に 取り組んでいます。 

当社は、ステンレス・アルミなどの超精密加工の実践により、お客様の多様なニーズにお応えしてまいりました。加工工程で納品となる製品はもちろん、アッセンブリにより完成品となる加工も行っております。 

装置で使用する シリコンウエハ  厚み:0.5ｔ 大きさ:300ｍｍφ 



                                           

 

 

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 稲場 純 会 社 名 株式会社 リガルジョイント 窓口担当 後藤 真子 事業内容 オゾン環境機器開発 U R L http://www.rgl.co.jp 主要製品 熟成オゾン水など、オゾン製品の設計開発から製造販売 住  所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 1-9-49 工場電話/FAX 042-756-7567/042-752-2004 E-mail info@rgl.co.jp 資本金（百万円） 57.6 設立年月日 昭和 49 年 7 月 売上（百万円） 1,300 従業員数 62 名     
    

    

                                                

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    

    ＜＜＜＜    環境環境環境環境にににに優優優優しいオゾンしいオゾンしいオゾンしいオゾン製品製品製品製品をををを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。    

オゾンがオゾンがオゾンがオゾンが「「「「食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物」」」」にににに登録登録登録登録されていることをごされていることをごされていることをごされていることをご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？    ＞＞＞＞ 

＜＜＜＜    オゾンシステムオゾンシステムオゾンシステムオゾンシステム    ＞＞＞＞    

＜＜＜＜    熟成オゾン水システムイメージ図熟成オゾン水システムイメージ図熟成オゾン水システムイメージ図熟成オゾン水システムイメージ図    ＞＞＞＞    
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項    

オゾンは「高い、危険、電力を使いすぎる」と言う悪いイメージを、弊社の技術で全て解決しました。 ２１世紀の環境はオゾンが解決します。脱臭、殺菌、漂白、浄化医療分野・食品分野・排水処理分野・農業分野・畜産分野・養殖分野に貢献します。 ●●●●オゾンシステムの実用性オゾンシステムの実用性オゾンシステムの実用性オゾンシステムの実用性  ・強力な処理能力 オゾンの酸化力は塩素の約 1.8 倍と言われ、強い酸化力は殺菌、脱臭、浄化、漂白に利用されます。 ・残留物を出さない安全性 オゾン分子（Ｏ3）は、時間とともに安定した酸素（Ｏ2）に戻る性質があり残留物を出さないため、大気中の汚染や使用後の処理の必要がありません。 ・優れた機能性 オゾン処理システムは小型・自動運転方式です。設置、配管後は面倒な操作が不要です。 ●●●●熟成オゾン水システムとは熟成オゾン水システムとは熟成オゾン水システムとは熟成オゾン水システムとは ・熟成オゾン水は、熟成しているためオゾンガスの臭いはほとんどなく、またオゾンが十分に水に溶け込んでいるため持続性のある殺菌効果が得られます。 ・弊社で開発したエジェクタ、ゲキサーにより、オゾンガスと水を容易に溶け込ませることが出来るシステムで、1KW 程度の電力で 1～2 トンの熟成オゾン水が出来ます。 ・薬品を使用しない殺菌システムです。また有害なＮＯｘを発生させません。 
リガル「熟成オゾン水」はリガルジョイントの意匠登録です。  高濃度オゾン水生成の開発に成功し、｢熟成オゾン水システム｣の特許を取得しました。 



 

 

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        平岡 尚                 会 社 名        ロス・アジア株式会社 窓口担当        マネジャー 吉田康生                 事業内容        空気圧機械器具の製造、販売 ＵＲＬ http://www.rossasia.co.jp                 主要製品        空気圧制御弁及びその他の空気圧機械器具及び付属品の製造、販売                 住  所        〒252-0245 相模原市中央区田名塩田 1-10-12                 電話／FAX 番号        042-778-7251／042-778-7256 E-mail racs@rossasia.co.jp                 資本金（百万円）        150 設立        1973 年 12 月 売上（百万円）        600 従業員数        20                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな空気圧空気圧空気圧空気圧システムソリューションをシステムソリューションをシステムソリューションをシステムソリューションを提案提案提案提案いたしますいたしますいたしますいたします。。。。                           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ ロス・アジア株式会社は、ロス・コントロールズ社（米国ミシガン州トロイ市）の日本法人です。 ※ 日本・東アジアの各地域に応じた設計・販売・アフターサービスを実現いたします。          
 

                     

標準空気圧制御機器とその応用機器を提供するとともに、設計から試作・評価・製造まで、直接、貴社の御要求に応じ、設備の生産性と稼動率を最大限に追求した、安全・安心な空気圧システムソリューションを提案いたします。 労働安全衛生（ＯＳＨＡ）への意識が高まるなか、機械装置とヒューマンインターフェースに係わるリスク査定（アセスメント）が求められています。空気圧安全システムについてのご検討に、弊社専門員をお役立て下さい。 
国際基準の安全性国際基準の安全性国際基準の安全性国際基準の安全性    

「制御安全カテゴリー「制御安全カテゴリー「制御安全カテゴリー「制御安全カテゴリー4444」」」」 

国際安全規格である ISO 13849-1, CEN EN954-1 より要求されている「制御安全カテゴリー4」に適合した複式空気圧電磁弁は、空気圧制御安全機器として好評を頂いております。 空気圧式モニター部は、バルブ本体とベースから成る構成で一体化されており、冗長性と自己診断性を有した安全バルブとして御利用頂けます。 
不良動作状態不良動作状態不良動作状態不良動作状態で安全 片方の弁体が開、他方が閉となっても、開いている給気ポペットを通過した
IN 側エアは、閉じている弁体のスロットル部で殆ど遮断されます。 

非作動状態非作動状態非作動状態非作動状態 2 個の給気ポペットが閉じている場合、給気ポペットへ IN 側圧力が等しく加わっているので、給気ポペットはシート部に密着しています。 
空気圧制御ダブルバルブ空気圧制御ダブルバルブ空気圧制御ダブルバルブ空気圧制御ダブルバルブ（プレス機械等向け、二重機構） 

作動状態作動状態作動状態作動状態 2 個の弁体が作動位置にある場合、IN 側エアは、2 個の給気ポペットを通ってて、OUT ポートへ自由に流れます。 


