
          

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        中山 慎一郎                 会 社 名        株式会社医研工業 窓口担当        専務取締役 大宮道彦                 事業内容        医療機器製造 ＵＲＬ http://www.mechapilo.com（メカピロ専用）                 主要製品        医療用縫合針・医療用針付縫合糸、エステ用脱毛針、自動上下枕他                 住  所        〒252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋 852                 電話／FAX 番号        042-785-7711／042-785-7733 E-mail omiya@iken-k.co.jp                 資本金（百万円）        11.2 設立        1967 年 11 月 売上（百万円）        350 従業員数        40                                                                                                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

世界世界世界世界オンリーワンのオンリーワンのオンリーワンのオンリーワンの製法製法製法製法、、、、製造技術製造技術製造技術製造技術、、、、商品商品商品商品へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦とととと知的財産化知的財産化知的財産化知的財産化。。。。 弊社医研工業は、永年、病院の手術で使用される、縫合針、針付縫合糸を供給しております。医師から強い要望がある針の刺通抵抗の低減、強度確保に日々努め実現しております。そして何よりも患者への感染防止のための滅菌処理、無菌状態の保持を確実に保証する製品の供給をしております。不可能と考えられている技術への挑戦を行い、他で真似のできない、世界レベルの、より良き、より役に立つ商品の開発及び製造販売をめざしております。                           
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） ※ 2011 年 メカピロ®が日テレ、NHK、フジテレビでご紹介いただきました。 ※ 2011 年 12 月 メカピロ®が、相模原市トライアル発注認定制度に認定されました。 

■手術用縫合針■手術用縫合針■手術用縫合針■手術用縫合針の特許の特許の特許の特許 縫合用針は創業時からの主要製品です。 持針器によって把持した際の切刃の損傷を防止することができるだけでなく、高い曲げ強度を得つつ切刃を鋭利に形成することを可能として刺通性の高い医療用縫合針を提供します。（特許 4576589） ■■■■手術用縫合針手術用縫合針手術用縫合針手術用縫合針    ○形状詳細 第 1 刃部(針先端)が、2 枚の側刃と山刃との鋭利な 3 枚の切刃から成る、形状 5 角形、刺通抵抗低減と強度確保の両立に有効 ○優位性 ･刺通抵抗の低減と強度確保の両立に有効 ･10 回以上の繰返し縫合時の刺通抵抗に有効な形状 ･初期刺通を 3 枚の切刃でしっかりと切裂ける形状 ■「メカピロ「メカピロ「メカピロ「メカピロ®®®®」の内部構造」の内部構造」の内部構造」の内部構造 医研工業では、15 年の研究により、寝る姿勢によって高さが変化する枕の開発に成功しました。 寝ている人の姿勢に応じて、高さが上下する枕「メカピロ®」は快適な睡眠のお手伝いをいたします。 内部構造(左図)は通常のまくらと違い中が空洞になっていて医研工業が独自で開発した昇降装置のバネの作用によって枕の高さが自動的に上下します。寝ている方にストレスを感じさせません。 

φ0.5ｘ16mm 



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        竹内 博次                  会 社 名        エヌ・デイ・ケー加工センター 株式会社 窓口担当        総務部長 辰馬 隆史                 事業内容        金属製品加工 ＵＲＬ http://www.ndk-kakou.co.jp                 主要製品        電子ビーム加工、真空熱処理・真空ロウ付け、プラズマ窒化処理、各種機械加工                 住  所        〒252-0244 相模原市中央区田名字曽根下 3113-1                 電話／FAX 番号        042-764-0311／042-764-0316 E-mail info@ndk-kakou.co.jp                 資本金（百万円）        57.5 設立        1977 年 12 月 売上（百万円）        1,000 従業員数        50                                                                                                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

真空真空真空真空をををを利用利用利用利用したしたしたした接合技術接合技術接合技術接合技術・・・・表面改質表面改質表面改質表面改質のエキスパートのエキスパートのエキスパートのエキスパート     当社では、お客様のニーズに合わせた試作品の製造から開発を含めた製品づくりまで行っています。                       が   
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ※ 2003 年 1 月、タイに Siam NDK CO., Ltd. を設立し、自動車関連部品を製作しています。 ※ 日本電子工業株式会社（ＴＡＭＡ会員）のグループ企業    

耐摩耗性、 耐かじり性 が良くなり 疲労強度の 向上に効果的な処理です。プラズマ化したガスのスパッタリング作用を利用するため、380℃程度の低温処理では歪量を僅小に、また 850℃といった高温域によって Ti 等の窒化処理をしております。 

光輝性に優 れた良好な 表面状態が 得られます。 0.1Pa 以下の真空中処理で、酸化されやすい金属でも光輝熱処理ができ、脱ガス効果もあります。 NDK 加工センターでは、試作から量産、小物から大物まで、様々なお客様のご要望にお応えします。半導体関連、自動車、精密機器、電子・電気、真空機器関連など多くの業種で利用されております。 
電子ビーム加工は、真空中で行なわれる為、空気その他の汚染がなく、高速電子を集束することで、高精度の溶接が可能となり歪量を少なくすることができます。 
機械加工では困難とされる複雑形状や多数箇所の接合などに適しています。電子ビームと同様、歪が少なく高精度の接合が可能です。 

電子電子電子電子ビームビームビームビーム溶接溶接溶接溶接・・・・真空真空真空真空ロウロウロウロウ付付付付けをけをけをけを中心中心中心中心としたとしたとしたとした    

溶接溶接溶接溶接・・・・微細加工微細加工微細加工微細加工・・・・異種金属接合異種金属接合異種金属接合異種金属接合    

・・・・表面改質表面改質表面改質表面改質のののの加工加工加工加工メーカーですメーカーですメーカーですメーカーです。。。。    

Welding & Brazing Technology 

新たにアルミ、銅、ニッケルとい った非鉄金属材料の機械加工をは じめました。電子ビーム加工、真空ロウ付け、真空熱処理、プラズマ窒化処理などの加工と併せて、新たな複合加工を目指しております。 機械加工機械加工機械加工機械加工    



 

 

        

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        山口伸治                 会 社 名        大島機工株式会社 窓口担当        管理リーダー 阿久根 直重                 事業内容        金属機械加工部品の製造 ＵＲＬ http://ookk.jp/                 主要製品        建設機械部品、油圧シリンダ部品、自動車部品、ガス器具部品、 電子機器部品、産業機械部品等の製造                 住  所        〒252-0224 神奈川県相模原市中央区田名２２４２－３                 電話／FAX 番号        042-761-6170／042-761-6011 E-mail oosima@ookk.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1973 年 5月 売上（百万円）        350 従業員数        31                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

切削加工技術切削加工技術切削加工技術切削加工技術 のエキスパートのエキスパートのエキスパートのエキスパート                               
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 2005 年 4 月に ISO9001：2000 の認証を取得 ※ 2006 年 2 月経営革新計画（県知事承認）認定企業 ※ 2009 年 7 月にエコステージ（環境省）取得 ※ 相模原市産業集積促進条例（STEP50）認定企業  

単品から量産品まで対応します。丸棒からの切削は勿論、異形の鍛造品、鋳物の加工を得意としております。小松製作所（コマツ）の協力工場として、1973 年の創業以来、あらゆる部品の加工に携わってきました。  多くの経験を活かし、ハイレベルな QCD（Quality, Cost, Delivery／品質、価格、納期）を目指し日々生産活動に励んでいます。 
■■■■    得意技術は：得意技術は：得意技術は：得意技術は：        ・異型部品の切削加工（少量から量産まで） ■■■■    加工精度は：加工精度は：加工精度は：加工精度は：    数千個の量産品も±0.01内の公差を維持できます。同じく数千個の量産品でＮＣ旋盤により（研磨機を使わずに）0.4Ra～1.0Ra の表面粗さを維持できます。 ■■■■    加工材料は：加工材料は：加工材料は：加工材料は：        鋼、鋳物、アルミ、ステンレス、銅、他 ■■■■    大きさは：大きさは：大きさは：大きさは：    Φ30~Φ500 位（数 10g～80kg） ■■■■    主要設備は：主要設備は：主要設備は：主要設備は：    CNC 旋盤、立型マシニングセンタで 23 台、検査機器 三次元測定器  

2007200720072007 年竣工新工場年竣工新工場年竣工新工場年竣工新工場    ヘッドヘッドヘッドヘッド        溶溶溶溶溶溶溶溶接接接接接接接接ヘヘヘヘヘヘヘヘッッッッッッッッドドドドドドドド        
スペーサースペーサースペーサースペーサー    カップリングカップリングカップリングカップリング 

シンクロナイザーシンクロナイザーシンクロナイザーシンクロナイザー    Ｖ溝プーリーＶ溝プーリーＶ溝プーリーＶ溝プーリーとととと    スペーサースペーサースペーサースペーサーファンファンファンファン    バルブバルブバルブバルブ        
バルブバルブバルブバルブ    ハウジングハウジングハウジングハウジング    バルブバルブバルブバルブ    ベースベースベースベース    アルミ加工品アルミ加工品アルミ加工品アルミ加工品    

油圧シリンダ－部品油圧シリンダ－部品油圧シリンダ－部品油圧シリンダ－部品        



 

 

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        桑原俊也                 会 社 名        有限会社共伸テクニカル 窓口担当        営業部 菅原一剛                 事業内容        各種板金加工物の製造 ＵＲＬ http://www.kyo-tec.com                 主要製品        超音波システム装置、板金加工物製造・レーザー切断・折り曲げ加工・溶接組付                 住  所        〒252-0244 相模原市中央区田名 3039-35                 電話／FAX 番号        042-764-4273／042-761-3426 E-mail info@kyo-tec.com                 資本金（百万円）        10 設立        1996 年 12 月 売上（百万円）        200 従業員数        17                                                                                         
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

新新新新しいしいしいしい板金加工板金加工板金加工板金加工にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ続続続続けてけてけてけて 14141414 年年年年のののの技術屋集団技術屋集団技術屋集団技術屋集団    当社は、小さな物から大きな物まで様々な板金加工物を製造しております。創業以来、“顔の有る製品”をモットーに幅広い分野においての技術の邁進、向上を目指し、溶接作業者の JIS 溶接資格取得など、日々努力致しております。鉄、ステンレス、アルミを始め少量、短納期など、お客様のニーズにも対応致します。                          
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2007 年 4 月、ISO9001:2000／JISQ9001 の認証を取得いたしました。 ※ 2010 年 4 月、ISO9001:2008 の認証を取得いたしました。                  

◆◆◆◆    製品サンプル製品サンプル製品サンプル製品サンプル    レーザー切断は、鉄・ステンレスは 22ミリまで、アルミは 10 ミリまで切断可能です。 折り曲げ加工はルーバー（ヨロイ）、ヘミング、バーリング加工に対応しており、最大 3 メートルまで曲げられます。 表面処理は、焼付け塗装、黒染めパーカー、各種メッキ、パフ研磨等に対応しております。 溶接は、CO2 半自動、アーク、アルゴン、Mig等に対応しております。 
◆◆◆◆    工場主要設備工場主要設備工場主要設備工場主要設備    製品の機能まで考え、最適な板金加工物をご提案し、最新の設備で高精度の製品をお届けします。弊社の技術力は多岐に渡る業種にて高い評価を頂いております。精度（寸法公差）についてはＪＩＳ Ｂ 0405 中級を保証します。 

◆◆◆◆    超音波システム装置（超音波専用水槽）超音波システム装置（超音波専用水槽）超音波システム装置（超音波専用水槽）超音波システム装置（超音波専用水槽）     当社オリジナルの『超音波専用水槽』により、均一な超音波照射・音圧レベルの飛躍的向上を実現しました。こちらのシステムで洗浄はもちろん、乳化・分散、攪拌、剥離、化学反応促進、解凍、表面改質など様々な用途で使用できます。 超音波に対する新たな認識と、超音波の減衰要因を追求し制作することで発揮させたこの性能を、皆様の手で確かめに来てください! 

超音波専用水槽超音波専用水槽超音波専用水槽超音波専用水槽    全角全角全角全角 RRRR 型状ステンレス型状ステンレス型状ステンレス型状ステンレス    シェルシェルシェルシェル    
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    FOFOFOFO----3030303015NT15NT15NT15NT    
ベンダーベンダーベンダーベンダー    HDSHDSHDSHDS----1703NT1703NT1703NT1703NT テーブル式スポットテーブル式スポットテーブル式スポットテーブル式スポット溶接機溶接機溶接機溶接機    TSTSTSTS----86KI86KI86KI86KI 

USCUSCUSCUSC----854854854854    



 

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        徳田 吉泰                 会 社 名        株式会社 クロコアートファクトリー 窓口担当        徳田 吉泰                 事業内容        空間の設計・製作 ＵＲＬ http://www.crocoart-factory.co.jp                 主要製品        インテリア・エクステリアのデザイン及び販売、工業製品のデザイン・試作                 住  所        〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋 2539-1                 電話／FAX 番号        042-780-1440／042-780-1446 E-mail post@crocoart-factory.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        2008 年 110 月 売上（百万円）        70 従業員数        3                                                                                                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

RoometteRoometteRoometteRoomette（（（（ルーメットルーメットルーメットルーメット））））をををを 2012201220122012 年年年年 4444 月月月月販売販売販売販売開始開始開始開始。。。。 わたしたちクロコアートファクトリーは、さまざまな自動車開発、ショーカー制作に携わってきました。そのような技術の蓄積を、Roomette シリーズに反映しました。デザインを通してみなさまに歓びをご提供できるように努力を惜しみません。Roomette は相模原市の産業支援プロジェクトの一環として開発しています。                             
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項（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） ※ 2011 年度相模原市中小企業研究開発補助事業に採択されました。 ※ 2012 年 2 月 ジャパン・キャンピングカーショー2012 に出品、大きな反響がありました。 

■本業は■本業は■本業は■本業は IDIDIDID（インダストリアルデザイン）です。（インダストリアルデザイン）です。（インダストリアルデザイン）です。（インダストリアルデザイン）です。    産業・工業において美しさやユーザビリティの追求をし、その結果として製品の商 品 性 を 高 め る こ と が 目 的 で す 。Roomette では、デザインからはじまりクレイモデルを製作して開発、完全にオリジナルのトレーラーハウスを製造しています。工業用品についても同様に、クレイモデル、金型設計・製作、試作、小ロットの生産までを承ります。顧客の企業様からは、意外に気軽に採用できると好評をいただいております。 ■仕様概略■仕様概略■仕様概略■仕様概略    Roomette Long 全長： 5325mm 全幅： 2220mm 全高： 2340mm 車両重量： 450kg 以上 ☆普通免許で牽引できます。 Roomette Short（全長： 4415mm） ■利用形態・制作風景■利用形態・制作風景■利用形態・制作風景■利用形態・制作風景    国土交通省の認可を取得するため、フレームの強度計算、外板パネルや量産用フレーム治具など、3 次元のデザイン技術を生かして、大量生産を前提とした開発を行っています。 

国土交通省 認可取得済 



                                               
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 小林 昌純 会社名 株式会社コバヤシ精密工業 窓口担当 和泉 誠 事業内容 精密機械部品加工 ＵＲＬ http://www.kobasei.com/ 主要製品 半導体関連部品、非破壊検査機、自動車関連部品、光学部品及びミラー、金型部品他 住所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-54 電話/FAX 番号 042－751-9095/042－755-9533 E-mail info@kobasei.com  
資本金(百万円) 10 設立年月日 昭和 55 年 4 月 売上(百万円) 290 従業員数 17 

 
          
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項                 部品加工例部品加工例部品加工例部品加工例                            
    装置製作例装置製作例装置製作例装置製作例                                                                                                                                                                                                                                                                                                            工場内工場内工場内工場内    

３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    産学連携 2005 年度：小型風力発電機 2007 年度：P903i/P904i カスタムジャケット        2009 年度：精密回転テーブル（ものづくり助成事業）  

加工実績加工実績加工実績加工実績：：：： 鉄、アルミ、ステンレス（303、304、316、440、630）、チタン、モネル、インコネル、モリブデン、タングステン、樹脂各種（MC ナイロン、テフロン、デルリン、PEEK、PEI、PC、ABS） 

対応している図面対応している図面対応している図面対応している図面：：：：    紙図面、PDF、DXF、IGES(2D・3D)、ACIS、Inventor、 ParaSolid、Solid Works、Solid Edge に対応 
部品加工：超精密部品を試作から量産（月産 200個程度）まで一貫生産 

装置製作：設計からシステムまでを一括受注 

  

 

パウダーフィーダー モーターに偏芯軸を取り付けることで紛体を前に搬送する装置を開発しました。化粧品業界、食品業界、工業製品業界で幅広く売れています。実験機としての汎用性もあるので、紛体を取り扱う研究機関にも好評です。 
 



 

 

        

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         権田源太郎                 会 社 名        権田金属工業株式会社 窓口担当        総務部長 山本周平                 事業内容        伸銅製品、マグネシウム製品 ＵＲＬ http://www.gondametal.co.jp                 主要製品        銅ブスバー、銅・黄銅丸棒、メッキ用銅アノード、型打鍛造品、マグネシウム合金板                 住  所        〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下 1-1-16                 電話／FAX 番号        042-700-0220／042-700-0660 E-mail somu@gondametal.co.jp                 資本金（百万円）        60 設立        1944 年 11 月 売上（百万円）        3,614 従業員数        75                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

伸銅品素材伸銅品素材伸銅品素材伸銅品素材からからからから緻密緻密緻密緻密なななな加工品加工品加工品加工品までまでまでまで一貫生産一貫生産一貫生産一貫生産のののの非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属メーカーメーカーメーカーメーカー   お客様のニーズの先取りと素早い対応を心がけると共に、 製造方法の改善、新技術の導入を積極的に行っています。                        
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ モノづくり 300 社（平成 19 年度）                          ※ 2003 年 12 月 ツインロール鋳造法の特許取得 「マグネシウム系金属薄板の製造方法および製造装置」 

                     

当社は 1918 年（大正 7 年）の 創業以来、黄銅棒、銅棒、銅 ブスバー、銅メッキ材を中心に 機械部品用伸銅品、電気部品 用伸銅品等を生産し、90 年の 歴史を経るに至りました。 2008 年（平成 20 年）には、モーター用銅リングの生産と、マグネシウム合金 AZ61 板の量産化により、経済産業省の「元気なモノ作り中小企業 300 社 2008 年」に選ばれました。 

2007 年(平成 19 年) マグネシウム合金薄板量産工場完成。 圧延薄板と共に、型鍛造品の開発も行っております。独自研究の工程と製造条件により、加工の難しいマグネシウム合金の型鍛造を実現しています。 

黄銅丸棒（素材品） 

型打鍛造品 

 ①AZ61 研磨板 t=0.5mm ②AZ61 研磨コイル t=1.0mm、400mmx 52,000mm、45kg ③ノート型パソコンカバーの筐体 AZ61 t=0.6mm 電着塗装処理 透明仕上げ ④マグネシウム型打鍛造品 
①研磨板 ②研磨コイル 

③ノート型パソコンカバー ■AZ61板： 2.0～
6.0mm、400mm幅 ■圧延研磨板： 0.5～
3.0mm、400mm幅 

銅ブスバー(素材品) 

銅リング 
④型打鍛造品 
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            代表者名 飯山  勇 会 社 名 相模ピーシーアイ 株式会社 窓口担当 久保田 克司 事業内容 プリント基板加工全般 U R L http://www.s-pci.co.jp 主要製品 プリント基板加工（穴あけ、外形、座ぐり）、難削材料の加工 住  所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 3039-28 電話/FAX 番号 042-763-1551/042-763-1569 E-mail general@s-pci.co.jp 資本金（百万円） 98 設立年月日 昭和 44 年 8 月 売上（百万円） 5,989 従業員数 270     
プリントプリントプリントプリント配線基板配線基板配線基板配線基板のののの““““穴穴穴穴穴穴穴穴ああああああああけけけけけけけけ””””””””・・・・““““““““レレレレレレレレーーーーーーーーザザザザザザザザーーーーーーーー””””””””・・・・““““““““外外外外外外外外形形形形形形形形加加加加加加加加工工工工工工工工””””””””をををを、、、、高精度高精度高精度高精度、、、、高品質高品質高品質高品質、、、、短納期短納期短納期短納期、、、、    

低低低低コストでコストでコストでコストで提供提供提供提供するするするする提案型提案型提案型提案型専門専門専門専門メーカーですメーカーですメーカーですメーカーです！！！！！！！！       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               当社はかながわモデル工場協議会の会員企業です。 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    

＜加工サンプル＞＜加工サンプル＞＜加工サンプル＞＜加工サンプル＞    ＜＜＜＜ＮＣドリリング穴あけＮＣドリリング穴あけＮＣドリリング穴あけＮＣドリリング穴あけ＞＞＞＞    ＜＜＜＜銅メッキライン銅メッキライン銅メッキライン銅メッキライン＞＞＞＞    

弊社はパソコン、携帯電話、家庭用ゲーム機などの電子機器に組み込まれているプリント配線板の加工を専業としています。 ●加工体制●加工体制●加工体制●加工体制    穴あけ、座ぐり加工、外形加工など基板に関わるあらゆる加工を、年間３５５日年間３５５日年間３５５日年間３５５日    ２４時間の稼働体制２４時間の稼働体制２４時間の稼働体制２４時間の稼働体制で引き受けいたします。加えて、多層基板や両面プリント基板におけるスルーホール導通メッキも、メッキ専業企業との連携により、当社の工程に組み込み基板の完成品としてお客様にお届けします。 多数枚どりの基板シートにおいて、中に１～２枚の不良品が混じっている場合、残りの良品を助けるために基板リペアの事業も行っており、これにより基板製作の歩留まりが著しく向上しコスト低減にも寄与しています。 ●技術開発の取組技術開発の取組技術開発の取組技術開発の取組    ～専任の技術開発部門を有するテクニカルセンターを設置しお客様が満足する解をご提供致します～ ＜その１＜その１＜その１＜その１    加工条件加工条件加工条件加工条件＞＞＞＞    ワーク材料・加工機械・補助材料・ドリル設定等、穴明け加工の必須条件穴明け加工の必須条件穴明け加工の必須条件穴明け加工の必須条件をあらいだし、加工に適した条件を組むことにより１００ミクロン・１５０ミクロンのドリル加工・レーザー加工、共に実績を積んで参りました。 さらに、極小径～小径加工だけではなく、穴明け・ルーター加工専門の視点から、いかにして電子部品、プリント基板の小型化・高密度化へ貢献できるかをテーマに積極的な技術開発を展開しております。 ＜その２＜その２＜その２＜その２    難切削材＞難切削材＞難切削材＞難切削材＞    プリント配線基板の穴あけ加工、エンドミル加工技術を駆使して、各種難切削材への加工各種難切削材への加工各種難切削材への加工各種難切削材への加工に取組むことで、加工用ドリルが多彩で、材料、ドリル径、コストなど顧客要求に対応している実績を有しております。 素材加工実績－石英ガラス/ホウケイ酸ガラス/ソーダライムガラス/シリコーン/カーボン/アルミ/SUS/スーパーエンジニアリングプラスティック/アラミド/アラミドポリエステル/ポリイミド液晶ポリマー/ガラスエポキシ etc. 
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１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        久保田 浩章                 会 社 名        相模螺子株式会社 （さがみらし） 窓口担当        久保田 浩章                 事業内容        金属加工部品の製造・販売 ＵＲＬ http://www.sagamirasi.co.jp                 主要製品        切削加工部品、自動車保安部品、試作加工全般、規格ネジの販売                 住  所        〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-3-6                 電話／FAX 番号        042-773-9910／042-774-4424 E-mail rasi@sagamirasi.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1980 年 6 月 売上（百万円）        400 従業員数        30                
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 のニーズにあわせてのニーズにあわせてのニーズにあわせてのニーズにあわせて 最適最適最適最適 なななな 仕様仕様仕様仕様 をををを 選選選選 びびびび 、、、、     

おおおお 客様客様客様客様 のメリットのメリットのメリットのメリット 創造創造創造創造 のおのおのおのお 手伝手伝手伝手伝 いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします 。。。。                             
３３３３．．．．特記事特記事特記事特記事項項項項 ※ 2005 年 1 月 24 日、『ISO 9001:2000』を認証取得 ※ 長年の協力会社ネットワークに基づき、あらゆるニーズに対応 

               国内はもちろん世界で使われる各種規格ネジ・ボルト・ナット・ワッシャー類を販売しています。 規格部品販売部門 

               製造業界における金属部品全般を取り扱っています。 ・金属部品加工の多品種少量生産から量産品 ・簡単な装置の開発、設計、試作 ・熱処理、研磨、表面加工、組立て 
主事業 
               切削加工（NC・MC・汎用旋盤・フライス）を中心に、転造加工・曲げ加工・プレス加工・溶接・組立てを行っています。 製造部門 トータルコストへの挑戦トータルコストへの挑戦トータルコストへの挑戦トータルコストへの挑戦    試作品から量産品まで、材料から完成品サブアッセンブリまで一貫生産が出来ます。納期・品質・価格とも適正です。ＶＡ提案中心の営業を展開しております。困ったことはなんでもご相談下さい。 ・試作開発・特殊圧造部品・精密板金部 品・電子部品・熱処理・メッキ・塗装・その他特殊加工 

NC 旋盤・汎用旋盤ではステンレスを中心に直径 3～250mm の丸材・六角材を加工、マシニング・汎用フライスでは多品種少量で様々な加工を行っています。 

ステンレスを中心に、モネル、インコネルの加工が得意です。 

複合加工機 複合加工機 マシニングセンタ 
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１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        茂木 康則                 会 社 名        株式会社茂光製作所 窓口担当        茂木 康則                 事業内容        金属機械加工業、設計・製作組立 ＵＲＬ http://www.sige3.com/                 主要製品        切削加工、熱処理・表面処理、旋盤加工を主力とした直径 750mm までの加工部品                 住  所        〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下 3-2-17                 電話／FAX 番号        042-774-3416／042-774-2506 E-mail mogi@sige3.com                 資本金（百万円）        10 設立        1991 年 5 月 売上（百万円）        120 従業員数        7                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

機械加工機械加工機械加工機械加工のコンビニエンスのコンビニエンスのコンビニエンスのコンビニエンス工場工場工場工場ですですですです。。。。                               
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 機械加工を設計・製作組立まで行なうプロフェッショナル集団です！             

アイダエンジニアリング株式会社様、日立建機株式会社様、株式会社スプルト工業様等に機械装置の部品を納入しております。得意分野は金属の機械加工で、多品種少量型の加工を承ります。機械加工のコンビニエンス工場として、開発品も手がけ、設計 

から製作組立までの一括生産を行っております。協力会社のネットワークにより、加工から熱処理・表面処理まで一貫した生産体制を構築しています。 精密な品物においては、三次元測定機を使って加工をしております。 
自社： 旋盤、NC フライス、ラジアルボール盤、 マシニングセンター等 協力会社： 平面・円筒内外研削盤、メッキ処理機、焼入・焼なまし機、鈑金加工機等 

金属の機械加工を得意とし、試作から量産物まで対応いたします。旋盤加工では小径の物からφ750mm×1500 mm まで加工しており、加工物は鉄・鋳鉄・アルミ・ステンレス・銅等、ほとんど全ての材質を扱っております。 

真空装置ヒーターケース等、加工例 
クレーンを装備しておりクレーンを装備しておりクレーンを装備しておりクレーンを装備しておりますので、ますので、ますので、ますので、φφφφ750mm750mm750mm750mm まで加工できます。まで加工できます。まで加工できます。まで加工できます。    サンプルをいただいて、そっくり再生できる腕が自慢です。サンプルをいただいて、そっくり再生できる腕が自慢です。サンプルをいただいて、そっくり再生できる腕が自慢です。サンプルをいただいて、そっくり再生できる腕が自慢です。    



                                              
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        松岡 康彦                 会 社 名        湘南デザイン株式会社 窓口担当        製品開発部 中嶋新二                 事業内容        試作モデル製作 ＵＲＬ http://www.shonan-d.co.jp                 主要製品        各種自動車モデル及びエレクトロニクス製品の試作品を製作                 住  所        〒252-0132 相模原市緑区橋本台 3-6-1                 電話／FAX 番号        042-774-2111／042-770-7172 E-mail nakajima@shonan-d.co.jp                 資本金（百万円）        93.2 設立        1967 年 12 月 売上（百万円）        1,570 従業員数        90                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

精密部品精密部品精密部品精密部品からモーターショーからモーターショーからモーターショーからモーターショー向向向向けのショーカーまでけのショーカーまでけのショーカーまでけのショーカーまで    

デザインデザインデザインデザイン～～～～設計設計設計設計～～～～試作品製作試作品製作試作品製作試作品製作までまでまでまで新製品開発新製品開発新製品開発新製品開発をフルサポートしますをフルサポートしますをフルサポートしますをフルサポートします！！！！      

    ★自動車モデルは、クレイモデルからＣＦＲＰによる軽量化モデル、各種検討用のインテリア、エクステリアモデルなど、様々なご要望にお応えします。またデザイン及び設計サポートのご提供も可能です。 ★部品加工は、各種樹脂及び金属の切削加工、金型製作・射出成形、板金加工、光造形・粉末造形、真空注型等を行っております。二次処理も塗装・印刷、アルマイト、メッキ、真空蒸着まで一括で対応致します。 
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 相模原市産業集積促進条例（STEP50）認定企業 

 



 

 

        

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        釜田 重男                 会 社 名        株式会社昌和精機 窓口担当        釜田 秀重                 事業内容        精密機器の開発、加工及び組立 ＵＲＬ http://www.syouwa-seiki.co.jp                 主要製品        医療機器、分析器、半導体関連装置等各種精密機械加工、組立品                 住  所        〒252-0175 神奈川県相模原市緑区若柳 542-7（工場所在地）                 電話／FAX 番号        042-683-6966／042-683-6967 E-mail hkamata@syouwa-seiki.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1970 年 9月 売上(百万円)        260 従業員数        24         
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

－－－－    新新新新たなるたなるたなるたなる創造創造創造創造をををを開拓開拓開拓開拓するするするする    －－－－  株式会社昌和精機は、ステンレス・チタン・アルミをはじめとする様々な材質の切削、加工、精密機器の開発、設計及び組立、検査に至るまで幅広い分野で活躍します。                         
３．３．３．３．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 1998 年 1 月 神奈川県より優良工場に認定  ※ 2010 年 9 月 エコアクション 21 認証・取得 

■主要設備■主要設備■主要設備■主要設備    ＮＣ旋盤  ワイヤ放電加工機  マシニングセンタ バフ研磨機 バレル研磨機 ショットブラスト レーザーマーキング その他 

 

  
 

ステンレス鋼は錆を防ぐためのめっきや塗装をしなくても済み、マルテンサイト系ステンレスは焼き入れを行うことができます。 アルミとバナジウムを加えたチタン合金は、強度や耐食性に優れ、多用されています。生体適合性に優れており、手術時に体内に埋め込む金属材料として最適です。 
軽量で、加工し易い性質を持っております。さらに表面にできる酸化皮膜、アルマイトが、内部を浸食されにくくするため、筐体など、様々な用途に使用されています。 ＭＣナイロン、ジュラコン、テフロン、ＰＥＥＫ、ウルテム、デルリン、ナイロンなどあらゆる材料の加工が可能です。 

ステンレス チタン合金 ■取扱い材料■取扱い材料■取扱い材料■取扱い材料    ステンレス チタン合金 アルミニウム 合成樹脂 他 
アルミニウム  合成樹脂 他 ■主要取引先■主要取引先■主要取引先■主要取引先    日立アロカメディカル㈱  オリンパスメディカルシステムズ㈱  花王㈱  ㈱アルス  ㈱中村製作所  ㈱コクゴ  その他 



 

 

        

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        山﨑 利宏                 会 社 名        城山工業株式会社 窓口担当        技術開発室長 五島 庸                 事業内容        精密板金加工 ＵＲＬ http://www.shiroyama.net/                 主要製品        プレス成形・銅製品の複合成形、切断・溶接等のレーザー加工 （自動車部品、ＯＡ機器部品の製造）                 住  所        〒252-0131 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-6-5                 電話／FAX 番号        042-700-9700／042-700-9215 E-mail gotou@shiroyama.net                 資本金（百万円）        42 設立        1960 年 11 月 売上（百万円）        5,000 従業員数        250                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

超軽量超軽量超軽量超軽量・・・・高剛性高剛性高剛性高剛性のトラスコアパネルののトラスコアパネルののトラスコアパネルののトラスコアパネルの実用化開発実用化開発実用化開発実用化開発をしていますをしていますをしていますをしています                        
      
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 平成 13 年 3 月  ISO14001 認証取得 

■プレス成形・銅製品の複合成形 ●ハイテン材のプレスは60K 鋼、6.0mm のブラケット類から 1.2～1.4mm のピラーやレール類に適用しています。 ●切削加工品をプレス加工に置き換えて大幅なコス トダウン ■レーザー加工 ● 溶 接 ： 200W ～2KW 、 切 断 ： 2 ～4.5KW の幅広い出力帯と、CO2、YAG （ パ ル ス 、CW）を使い分けた加工の最適化 ●0.3mm～7mm（スチール切断）の幅広いワーク板厚対応や、SUS、アルミ、チタン等の幅広い材料での加工実績（ノウハウ蓄積） ●精密部品～大型強度部品等の幅広い分野での加工実績（ノウハウ蓄積） ●前後工程との高いシナジー効果 

波形鋼板の３～６倍の面外方向剛性（等重量あたり）を持つ、革新的なパネルの実用化開発を実施しています。 このパネルは、超軽量・高剛性の特性を活かし、ソーラーパネルの軽量化や電気自動車の車体や電池ボックスへの適用を検討しています。 
【当社の基礎技術力】【当社の基礎技術力】【当社の基礎技術力】【当社の基礎技術力】    

■トラスコアパネル特徴 ●剛性に方向性が無いので、構造設計自由度が高い。 ●金属製の場合は溶接のみでアッセンブリー可能で、熱に強く高温下でも剛性が低下しない。 ●自由曲面にあわせた加工が容易で、適用範囲が広い。 提案中： ソーラーパネル（裏面補強材）、バスのフロア 検討中： 電気自動車、新幹線、航空機部品 

【開発品：トラスコアパネル】【開発品：トラスコアパネル】【開発品：トラスコアパネル】【開発品：トラスコアパネル】    

 

トラスコアパネル開発のトラスコアパネル開発のトラスコアパネル開発のトラスコアパネル開発の公的補助受託歴公的補助受託歴公的補助受託歴公的補助受託歴     ・平成・平成・平成・平成 18181818年度：経済産年度：経済産年度：経済産年度：経済産業省業省業省業省    「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業    」補助金」補助金」補助金」補助金        ・平成・平成・平成・平成 18181818年度：相模原市「中小企業研究開発」補助金年度：相模原市「中小企業研究開発」補助金年度：相模原市「中小企業研究開発」補助金年度：相模原市「中小企業研究開発」補助金    ・平成・平成・平成・平成 20202020～～～～21212121年度：経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業年度：経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業年度：経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業年度：経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業    」依託開発」依託開発」依託開発」依託開発     ・平成・平成・平成・平成 23232323～～～～24242424年度：年度：年度：年度：NEDONEDONEDONEDO「イノベーション実用化開発「イノベーション実用化開発「イノベーション実用化開発「イノベーション実用化開発    」補助金」補助金」補助金」補助金     

曲面加工も可能 



 

 

        

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                                                                                        
１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        水田光臣                 会 社 名        株式会社第五電子工業 窓口担当        水田光臣                 事業内容        電気機械器具製造 ＵＲＬ http://www.netdaigo.com                 主要製品        半導体装置部品、真空装置部品、熱交換器、金属加工                 住  所        〒252-0132 相模原市緑区橋本台 2丁目 7番 23号                 電話／FAX 番号        042-774-2345／042-772-1575 E-mail eigyo@netdaigo.com                 資本金（百万円）        10 設立        1962 年 5月 売上（百万円）        400 従業員数        30                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

加工加工加工加工からからからから溶接溶接溶接溶接、、、、リークリークリークリーク検査検査検査検査までまでまでまで、、、、金属加工金属加工金属加工金属加工のエキスパートのエキスパートのエキスパートのエキスパート企業企業企業企業ですですですです。。。。 半導体製造装置、真空装置の部品加工から装置の組立、完成品（OEM）まで幅広く対応します。具体的加工内容は、板金加工、機械加工、溶接加工、クリーンルームでの組立です。すべて自社内に完備しています。                           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ、島津製作所、住友重機械工業、大日本ｽｸﾘｰﾝ製造、他 70 社が主要取引先です。 ※ 2006 年 11 月 新工場完成、クリーンルーム完備            

■製品紹介■製品紹介■製品紹介■製品紹介    （左に、ほんの一例を紹介します。） 真空チャンバー／N２ラジエーター／熱交換器／エアー水冷排気管（2 重管）／He ボンビング装置／排気配管／リークディテクター／エアー供給管／ベローズ付配管／耐熱配管／ダンパーハウジング 

■得意わざ■得意わざ■得意わざ■得意わざ    永年ステンレスを中心に金属加工を得意としています。板金加工品と機械加工品及びパイプ加工品を組み合わせて溶接する製品、その他新しい分野を積極的に開拓し、独自に積み上げたテクノロジーと頭脳で、超微細なものから大きい装置、一品も量産も、あらゆるニーズにお応えする若さにあふれた伸び盛りの企業です。 
■機械加工 
 

 

 

 

 

 あらゆる形状の加工が対応できます。 
■板金加工 
 

 

 

 

 

 板金ならばお任せください。1日での対応も可能です。 
■真空チャンバー 
 

 

 

 

 

 この写真以外でもあらゆる形状のチャンバーの製作が可能です。 
■真空配管 
 

 

 

 

 

 真空配管を加工から溶接、リーク検査までトータルで対応します。 
■真空装置 
 

 

 

 

 

 真空装置を加工から組立までトータルでサポートします。 



 

 

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        高橋 貞一                 会 社 名        株式会社高橋精密工業 窓口担当        営業(小山・鈴木・木村)                 事業内容        精密機械器具設計・製造 ＵＲＬ http://www.taka-sei.co.jp                 主要製品        自動車、事務機器等の治工具、組立治具、検査工具                 住  所        〒252-0203 相模原市中央区東淵野辺 5-15-11                 電話／FAX 番号        042-754-3211／042-758-6656 E-mail info@taka-sei.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1968 年 4月 売上（百万円）        300 従業員数        21                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

精密部品加工及精密部品加工及精密部品加工及精密部品加工及びびびび組立技術組立技術組立技術組立技術でででで、、、、常常常常にににに新新新新しいニーズにおしいニーズにおしいニーズにおしいニーズにお応応応応えいたしますえいたしますえいたしますえいたします。。。。                              
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 創業以来、大手自動車メーカー、事務機器メーカーの研究開発部門に、精度μｍオーダーの開発用精密機械器具を納入しております。                      

 
  

私共は、いつもピンと張った心で正確さを追求して参りました。その姿勢が今日の当社製品精度の高さとなったのです。あくまでも正確さとお客様のニーズを追求すること、このことが私共への信頼を高めてきたことと考えております。精密機械の付加価値を高める担い手として、当社は歩んで参ります。 ■製品紹介■製品紹介■製品紹介■製品紹介    当社の製品はお客様の仕様に基づき機械・電気設計から加工・組立までの一貫した生産システムで造られております。従いまして公開できるものが少なく、ここに載せさせていただいたものは、汎用性のあるものに限らせていただきました。 
■社内設備■社内設備■社内設備■社内設備    ジグボーラー4 台をはじめ、40 台あまりの工作機械、約 20 台の充実した測定機器を有し、あらゆる精密加工に対応しております。 

ジグボーラー等工作機械 加工専用機用ヘッド加工専用機用ヘッド加工専用機用ヘッド加工専用機用ヘッド    
組立治具組立治具組立治具組立治具    穴位置測定工具穴位置測定工具穴位置測定工具穴位置測定工具    測定機器 



 

 

 

        

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        

１．企業概要１．企業概要１．企業概要１．企業概要                                                                                            代表者名        山本 茂樹                 会 社 名        東榮電化工業株式会社 窓口担当        第１事業部 保井宏文                 事業内容        金属表面処理 ＵＲＬ http://www.toeidenka.co.jp                 主要製品        各種アルマイト・化成皮膜・無電解ニッケルめっき・フープ部分金めっき処理                 住  所        〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通 2-5-9                 電話／FAX 番号        042-771-1528／042-773-4032 E-mail info@toeidenka.co.jp                 資本金（百万円）        50 設立        1972 年 4月 売上（百万円）        2,000 従業員数        115                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

『『『『    各種各種各種各種アルマイトアルマイトアルマイトアルマイト＆＆＆＆フープフープフープフープ金金金金めっきめっきめっきめっき（（（（ﾆｯｹﾙﾊﾞﾘｱﾆｯｹﾙﾊﾞﾘｱﾆｯｹﾙﾊﾞﾘｱﾆｯｹﾙﾊﾞﾘｱ対応対応対応対応））））    』』』』                           
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※相模原本社工場及び一関工場 ISO9001：2008、ISO14001：2004 認証取得 【主要取引先】キャノン㈱、オリンパス㈱、京セラオプティック㈱、アンリツ㈱、ファナック㈱、㈱ミツトヨ、グローブライド㈱、㈱ニッキ、㈱昭和真空、蛇の目ミシン㈱、㈱ソキア・トプコン、ＮＥＣトーキン㈱、パナソニック電工㈱、ヒロセ電機㈱、タイコエレクトロニクスジャパン合同会社、日本電産コパル電子㈱、日本電産トーソク㈱  （順不同・敬称略） 他 700 社 

 

 

 

●各種アルマイト●各種アルマイト●各種アルマイト●各種アルマイト    【【【【環境環境環境環境規制規制規制規制対応】対応】対応】対応】    ◇一般・カラーアルマイト◇一般・カラーアルマイト◇一般・カラーアルマイト◇一般・カラーアルマイト：一般原色（白）・黒色及び各種カラーアルマイトをはじめＷアルマイト、光沢・艶消し・梨地等の表面調整もお客様のニーズに合わせて対応しております。また、アルマイト不要箇所へのマスキング処理も行なっております。 [処理可能サイズ]一般原色・黒色：Ｗ2200×H800×D350、光沢・艶消し：W500×H550×D200、梨地：W250×H250×D50、各種カラー：W250×Ｈ300×D200 ◇鋳物・ダイカストアルマイト◇鋳物・ダイカストアルマイト◇鋳物・ダイカストアルマイト◇鋳物・ダイカストアルマイト：専用自動ライン完備。黒色及び耐食性向上を目的 とした厚付けにも対応いたします。[処理可能サイズ]W500×H550×D200 ◇硬質アルマイト◇硬質アルマイト◇硬質アルマイト◇硬質アルマイト：各種アルミ合金に対応。皮膜は材質や膜厚により褐色～灰褐色の仕上がりとなります。黒色にも対応可。標準膜厚：30μm、HV：350～450（2000 系伸展材では HV：250 以上） [処理可能サイズ]W600×H550×D200 ◇硬質潤滑アルマイト◇硬質潤滑アルマイト◇硬質潤滑アルマイト◇硬質潤滑アルマイト：硬質アルマイト皮膜に特殊フッ素樹脂を化学吸着させる 処理で、耐磨耗性に優れ摺動性を必要とする部品に最適です。 ◇蓚酸アル◇蓚酸アル◇蓚酸アル◇蓚酸アルマイトマイトマイトマイト：硫酸アルマイトに比べ、耐食性・耐摩耗性及び耐熱性に優れ、また面粗度も良く、アルマイトクラックが非常に少ないという特徴があります。皮膜は自然発色により薄黄色～濃黄色仕上がりとなり、耐候性にも優れております。 ◇耐熱アルマイト◇耐熱アルマイト◇耐熱アルマイト◇耐熱アルマイト：現在開発を進めております特殊電解液によるアルマイト処理。350℃でもアルマイトクラックは発生しません。 
■■■■高精度、高信頼の高精度、高信頼の高精度、高信頼の高精度、高信頼の    フープ連続めっき技術フープ連続めっき技術フープ連続めっき技術フープ連続めっき技術      ●●●●技術を支える、信頼性への技術を支える、信頼性への技術を支える、信頼性への技術を支える、信頼性への自負自負自負自負    品質を裏付ける検査設備と管理体制。徹底した品質管理の体制を整え、製品規格の検査基準をより厳しく正確にチェックするために電子顕微鏡やケイ光Ｘ線膜厚計などの測定管理規定（設備管理規定、監視・測定機器管理規定）に従い、製造と検査の設備を定期的に点検・校正するなど万全の体制を取っています。 

●無電解Ｎｉめっき●無電解Ｎｉめっき●無電解Ｎｉめっき●無電解Ｎｉめっき    【環境規制対応】【環境規制対応】【環境規制対応】【環境規制対応】    各種アルミ合金・鉄鋼・銅合金に対応。耐食性は電気Ni めっきよりも優れます。膜厚：3～20μ、 HV=約 550  [W700×H700×D400] ※※※※黒色対応黒色対応黒色対応黒色対応可可可可    ［W250×H250×D250］    光学部品向け、黒クロムめっき代替に。 
●クロムフリー化成皮膜処理●クロムフリー化成皮膜処理●クロムフリー化成皮膜処理●クロムフリー化成皮膜処理    【環境規制対応】【環境規制対応】【環境規制対応】【環境規制対応】    各種アルミ合金に対応。従来の 6 価クロムタイプと同等の耐食性・塗装密着性・導電性が得られます。 皮膜は無色～乳白色の仕上がりとなります。 ●化成皮膜処理（●化成皮膜処理（●化成皮膜処理（●化成皮膜処理（6666 価クロムタイプ）価クロムタイプ）価クロムタイプ）価クロムタイプ）    従来の 6 価クロムタイプ(無色・黄色)も対応可 狭ピッチコネクタへのニッケルバリアに代表される高いめっき加工技術の量産対応やお客様の様々なニーズにお応えしています。 

 

 蓚酸アルマイト 硬質アルマイト 濃黒ﾀﾞｲｶｽﾄｱﾙﾏｲﾄ ダブルアルマイト  
 

 



                                                      

 

 

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        猪俣正博                 会 社 名        株式会社ドリーメックステクノ 窓口担当        山下淳一                 事業内容        一般機械器具製造業 U R L http://www.dreamex.co.jp/                 主要製品        半導体、液晶等の生産装置の設計製作                 住  所        〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田 1-14-25                 電話／FAX 番号        042-777-6677／042-777-3770 E-mail honsha@dreamex.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立年月        平成２２年８月 売上（百万円）        570 従業員数        ２０                                                                                         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

スリットコーターメーカーとしてスリットコーターメーカーとしてスリットコーターメーカーとしてスリットコーターメーカーとして、、、、日本及日本及日本及日本及びびびび海外海外海外海外でででで高高高高いいいい評価評価評価評価をををを得得得得ていまていまていまていますすすす！！！！ ㈱ドリーメックステクノは、設計から製造、組立までを一貫して行うグローバルな生産装置メーカーを目指しております。“未来を拓いてゆく企業”、“夢のある企業”、そして、“愛情豊かなもの造り集団”でありたい、これが創業以来の変わらぬ姿勢です。以下は当社のワザを知っていただく為に製作アイテムの一部を紹介します。                                                                                      
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    マンション用宅配ロッカー及びメールボックス・宅配ボックス一体型ロッカーを完成品として製作致します。 

スリットコータースリットコータースリットコータースリットコーター    

 

スリットコーターは、タッチパネル用ガラス基板にレジスト液（感光性樹脂液）を基板に均一に塗布する生産装置です。 弊社の薄膜塗布技術は、高い評価を得ています。 左は、完成したスリットコーターです。 
 本筐体（ＳＵＳ304 t1.5～3.0）は、携帯電話の中継基地で屋外に設置されます。風雨より内部の装置類を保護しなければなりません。その為に、シビアな寸法精度と共に全周溶接を要求されます。薄板の歪みを出さない全周溶接は当社の工夫とノウハウが凝縮されています。ちなみに累積出荷 650 台超の実績があります。 右は、完成した製品の最終検査として実際に水をかけて防水性を確認している処です。  



 

 

        

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        松本仁志                 会 社 名        株式会社パパス 窓口担当        営業部 天倉康輔                 事業内容        金属加工 ＵＲＬ http://www.papas-kk.co.jp                 主要製品        ①機械加工 ②プレス ③金型設計・製作(CAD/CAM) ④溶接 ⑤へら絞り ⑥レーザー溶接、レーザーカット                 住  所        〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 3312                 電話／FAX 番号        042-761-4078／042-763-0537 E-mail kouske-amakura@papas-kk.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1970 年 5月 売上（百万円）        2,000 従業員数        100                
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 ※ サポイン認定（平成 19 年度）、経済産業省雇用創出企業 1400 社選定   
 

・ﾚｰｻﾞｰ肉盛り・ﾚｰｻﾞｰ肉盛り・ﾚｰｻﾞｰ肉盛り・ﾚｰｻﾞｰ肉盛り(LMD)(LMD)(LMD)(LMD)    高額なﾀｰﾋﾞﾝ翼の修理を、特殊金属の粉末を使用したﾚｰｻﾞｰ肉盛りにより可能となりました。 ﾚｰｻﾞｰを使うことにより、今までより熱の歪みを抑え、修理が出来ます。 
 

 

 

     ・・・・機械加工機械加工機械加工機械加工    工作機械は最新の NC 旋盤を導入して おり、5 軸同時加工も可能です。 ﾏｼﾆﾝｸﾞ機も 4 軸、5 軸加工を行っており 複雑形状の加工も可能です。   ・・・・溶接による大型ｱﾙﾐ真空ﾁｬﾝ溶接による大型ｱﾙﾐ真空ﾁｬﾝ溶接による大型ｱﾙﾐ真空ﾁｬﾝ溶接による大型ｱﾙﾐ真空ﾁｬﾝﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｰ    大型の機械で加工を行う 必要のあった真空ﾁｬﾝﾊﾞｰを 極厚ｱﾙﾐ材(t=200m)を溶接 することにより製作が 可能です。特殊な方法 を使い、大気中で気 密確認も可能です。  

・・・・高電圧電子ﾋﾞｰﾑ溶接ｼｽﾃﾑ高電圧電子ﾋﾞｰﾑ溶接ｼｽﾃﾑ高電圧電子ﾋﾞｰﾑ溶接ｼｽﾃﾑ高電圧電子ﾋﾞｰﾑ溶接ｼｽﾃﾑ    真空での溶接であるため酸化の影響がなく、ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽ などを使用しても溶接が難しい、ﾁﾀﾝ、ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝなどの 活性金属も溶接が容易に行う事が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ・へら絞り・へら絞り・へら絞り・へら絞り                        ・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ    長年のﾉｳﾊｳと実績で最大  高品質で高精度な電子部 φ1200 の絞りが可能です。 品･液晶･半導体･精密機械 現在衰退傾向にある絞り   食品関連機器などはｸﾘｰﾝ 技術の発展に尽力しており ﾙｰﾑでの作業が不可欠です ます。          (ISO CLASS6) 
 

 

 

上記他、機械加工、ﾌﾟﾚｽ、各種溶接、3 次元測定器による測定、組立もしております。  

 

 

 



 

 

        

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        原 寛治                 会 社 名        有限会社原プレスエンジニアリング 窓口担当        営業部主任 原 誠治                 事業内容        工法開発、金型設計、プレス加工 ＵＲＬ http://www.hpeng.jp                 主要製品        精密プレス加工工法開発、各種自動金型設計製作、プレス加工による部品製造                 住  所        〒252-0156 相模原市緑区青山 2984                 電話／FAX 番号        042-784-6661／042-784-7968 E-mail seiji_hara@hpeng.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1981 年 9 月 売上（百万円）        100 従業員数        8                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

機械加工品機械加工品機械加工品機械加工品からからからから精密精密精密精密プレスプレスプレスプレス加工品加工品加工品加工品へのへのへのへの工法転換工法転換工法転換工法転換をををを提案提案提案提案    

プレスプレスプレスプレス加工加工加工加工のののの限界限界限界限界にににに挑挑挑挑みみみみ続続続続けてけてけてけて 30303030 年年年年、、、、コストダウンにコストダウンにコストダウンにコストダウンに貢献貢献貢献貢献していますしていますしていますしています。。。。    

ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001：：：：2000200020002000 取得工場取得工場取得工場取得工場 ((((登録活動範囲登録活動範囲登録活動範囲登録活動範囲：：：：プレスプレスプレスプレス金型金型金型金型のののの設計製作設計製作設計製作設計製作・・・・金属金属金属金属プレスプレスプレスプレス加工品加工品加工品加工品のののの製造製造製造製造 ))))                  
             
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 相模原市産業集積促進条例（STEP50）認定企業  

順送金型順送金型順送金型順送金型    トランスファ金型トランスファ金型トランスファ金型トランスファ金型    200200200200ｔサーボプレスｔサーボプレスｔサーボプレスｔサーボプレス    

φφφφ99997777
11117777....5555φφφφ66662222 ....88889999 φφφφ77771111 ....44442222 11119999....3333 内側から抜き 内側からC面

全周20ヶ所

3333 次元測定機次元測定機次元測定機次元測定機    
 

 

 

 

 

 

 

 

ガスボンベガスボンベガスボンベガスボンベ    
 

ベアリングリテーナベアリングリテーナベアリングリテーナベアリングリテーナ 
 

角形電池ケース角形電池ケース角形電池ケース角形電池ケース    
 縦横比 0.1％の角筒絞り 高さ 100mm 

 

縮口率 47％のネッキング 
 

従来、1 ｹ所づつ窓抜きを トランスファ型内で総抜き コスト 30％↓ 外形・穴の鏡面加工 寸法精度±0.005mm 面粗度 Rz0.5 
プレス加工事例プレス加工事例プレス加工事例プレス加工事例    

 

ベアリングリテーナ工程レイアウトベアリングリテーナ工程レイアウトベアリングリテーナ工程レイアウトベアリングリテーナ工程レイアウト    



                             

 

 

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 下平 英二 会社名 株式会社不二 WPC 窓口担当 下平 英二 事業内容 WPC 処理® ＵＲＬ http://www.fujiwpc.co.jp/ 主要製品 自動車部品、金属部品、金型、刃具、切削工具、金型等の表面改質加工 住所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-83 Sia 神奈川工業団地内 電話／FAX 番号 042-707-0776 ／ 042-707-0779 E-mail shimodaira@fujiwpc.co.jp  資本金(百万円) 10 設立年月 平成９年４月 売上（百万円) 200 従業員数 11  
          
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    ・２００７年～２００９年 ： 経済産業省「戦略基盤技術高度化支援事業（サポイン）」に選定 ・２００９年度 ： 中小企業庁「元気なモノ作り中小企業３００社」に選定 ・２００９年度 ： NEDO 産業開発機構「イノベーション推進事業」12 社に採択 ・２００９年度 ： 神奈川県「創業期・製品化支援モデル事業」に採択 
 
 

WPCWPCWPCWPC 処理処理処理処理
®®®®
（（（（マイクロディンプルマイクロディンプルマイクロディンプルマイクロディンプル処理処理処理処理））））のリーディングメーカーのリーディングメーカーのリーディングメーカーのリーディングメーカー    

当社は金属の疲労強度向上や耐摩耗性向上を目的として、金属製品の表面に微粒子を高速

で衝突させる表面改質技術で特許を取得しており、自動車、機械、製造業等のお客様からご好

評を頂いております。また WPC と複合させた高密着アルミ用 DLC の開発も行っております。 アアアアルミ軽合金への高密着ＤＬＣコーティング技術ルミ軽合金への高密着ＤＬＣコーティング技術ルミ軽合金への高密着ＤＬＣコーティング技術ルミ軽合金への高密着ＤＬＣコーティング技術    ●当社では次世代コーティングとして有望視されている、ダイヤモンドライク・カーボン（DLC）をアルミ合金へ高密着させる技術を開発しました。 ●DLC は非常に低い摩擦係数のため、エンジンや各種機械の省エネ化に大きく寄与します。 ●当社では、従来密着性の確保が困難だったアルミ合金への高密着 DLC 被膜を開発し自動車のピストンや DLC アルミシリンダーの実用化を目指しています。 

 

ＷＰＣＷＰＣＷＰＣＷＰＣ処理は金属表面に様々な機能を付加処理は金属表面に様々な機能を付加処理は金属表面に様々な機能を付加処理は金属表面に様々な機能を付加しますしますしますします    ●マイクロディンプル●マイクロディンプル●マイクロディンプル●マイクロディンプル効果効果効果効果        ●圧縮残留応力の付加●圧縮残留応力の付加●圧縮残留応力の付加●圧縮残留応力の付加        ●表面の●表面の●表面の●表面の組織を微細化し組織を微細化し組織を微細化し組織を微細化しクラックを一掃クラックを一掃クラックを一掃クラックを一掃        ●モリブデン●モリブデン●モリブデン●モリブデンの埋め込みの埋め込みの埋め込みの埋め込み        ●皮膜付着性アップ●皮膜付着性アップ●皮膜付着性アップ●皮膜付着性アップ    ＜処理前後の顕微鏡による比較＞＜処理前後の顕微鏡による比較＞＜処理前後の顕微鏡による比較＞＜処理前後の顕微鏡による比較＞
 <<<<マイクロディンプルマイクロディンプルマイクロディンプルマイクロディンプル>>>>金属表面に微粒子を高速で衝突させることで、無数の微細なディンプルが作られます。これが油膜保持性と密封度を高め、なじみ性と摺動性能、耐摩耗性を向上させます。 ＜金属表面組織の改質＞＜金属表面組織の改質＞＜金属表面組織の改質＞＜金属表面組織の改質＞ＷＰＣ処理中の金属表面組織は A3 変態点まで温度上昇し、組織の再結晶化が行われ、疲労強度が飛躍的に向上します。 ＜固体潤滑膜の形成＞＜固体潤滑膜の形成＞＜固体潤滑膜の形成＞＜固体潤滑膜の形成＞純度の高いモリブデン微粒子を衝突させ、金属表面に固体潤滑被膜を形成します。エンジンのピストン、軸受けメタルなどにも採用され、摺動抵抗を大幅に低減します。 
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１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要                                                                                            代表者名        豊岡 淳                 会 社 名        ユタカ精工株式会社 窓口担当        豊岡 淳                 事業内容        切削加工、各種部品加工組立 ＵＲＬ http://www.yutaka-seiko.co.jp                 主要製品        自動車、建機、半導体装置、工作機械部品の製造・販売                 住  所        〒252-0224 神奈川県相模原市中央区田名 2053-3                 電話／FAX 番号        042-761-5018／042-761-4766 E-mail info@yutaka-seiko.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1979 年 1 月 売上（百万円）        100 従業員数        12                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

““““旋盤加工旋盤加工旋盤加工旋盤加工””””ならおならおならおな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。。。。                            
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 ※ 2007 年 4 月 ISO9001 認証取得                               ※ 2009 年 6 月 電力監視・デマンド警報機 ERIA を導入、HP を毎日更新。電力の見える化を実現しました。 

コア事業である NC 旋盤、マシニングセンターによる切削加工に留まらず、板金、塗装、熱処理、表面処理からアッセンブリ（組立）にいたるまでの トータルでサポートします。通常の町工場では提供できない顧客企業様の製造工程短縮を力強くバックアップしております。 弊社の旋盤加工は、 2 名の 1 級旋盤技能士を柱とし、その技術を若手社員に伝承することで、常に高度な旋盤加工技術を維持しております。加 工 径 は φ 0.5mm ～750mm まで実績があります。 
NCNCNCNC旋盤加工旋盤加工旋盤加工旋盤加工 弊社のマシニングセンタ ーは 06 年 8 月 NC 傾斜テーブルを導入し、高性能な加工も迅速にこなせるようになりました。NC 旋盤加工後の追加工を得意とし、幅広く「複合加工」に使用しております。 

        マシニングセンター加工マシニングセンター加工マシニングセンター加工マシニングセンター加工 
鉄・アルミ・ステンレス、 樹脂からチタン、マグネシウムに至る、難削材加工も受託可能なことが当社の自慢です。自動帯鋸盤を保有しているため、250φまでの材料であれば、当社内での切断が可能です。 

 

材料材料材料材料 金属加工にとどまらず、 樹脂加工の分野でも数多くの実績があります。特に、NC 旋盤による樹脂加工では希少性が高く評価されております。同形状での金属や樹脂による材質比較の試作も可能です。 
樹脂加工樹脂加工樹脂加工樹脂加工 

全機種ネットワーク構築化され たプログラム管理により、リピート受注に対する高効率化と短納期に対応しております。単体の試作加工から 1,000 個程度の量産加工まで、お客様のニーズに合わせて臨機応変な対応が可能です。 
生産体生産体生産体生産体制制制制 

ポンプの ボディー 工工業業用用  ポポンンププ  自自動動車車  後後部部パパーーツツ  
工工事事機機用用  ブブッッシシュュ  

大学、試験研究機関等から各種実験機器の試作・製作依頼を戴いております。 曲線を描いている特異な形状のものから単純なピン形状のものまで、技術の幅は多岐に渡ります。 研究試作研究試作研究試作研究試作 


