
                                                     

 

 

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 佐藤 榮一 会社名 株式会社 オプトデザイン 窓口担当 佐藤 研 事業内容 光学機器の設計・開発・試作 ＵＲＬ http://www.opto-design.com/ 主要製品 LED 直下型フラット照明（ﾕﾆﾌﾞﾗｲﾄ）各種光工学関連ソフト販売、光学部品/測定器販売、シミュレーション受託サービスなど 住所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-4-30 さがみはら産業創造センター607 電話/FAX 番号 042-770-9779 / 042-770-9778 E-mail ken_sato@opto-design.com  

資本金（Ｍ￥） 24 設立年月 平成 3 年 3 月 売上（Ｍ￥） 200 従業員数 14 名 
 

          
    ２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項         ●販売ならびに活用している代表的な光学設計ソフト●販売ならびに活用している代表的な光学設計ソフト●販売ならびに活用している代表的な光学設計ソフト●販売ならびに活用している代表的な光学設計ソフト                                                ●最近の当社による技術開発事例（ユニブライト）●最近の当社による技術開発事例（ユニブライト）●最近の当社による技術開発事例（ユニブライト）●最近の当社による技術開発事例（ユニブライト）     高輝度 LED による均一面発光技術（特許）をもちいて照明やバックライト分野など多様な分野へ応用    
  
 

 

         使用する LEDの数が少ない  
    ３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    （１）特許等出願件数 55 件 （２）2012 年 有名通信販売会社にて、弊社 LED 照明採用 
 

『『『『    価値創造型企業価値創造型企業価値創造型企業価値創造型企業：：：：革新革新革新革新をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす「「「「光光光光テクノロジテクノロジテクノロジテクノロジ」」」」のののの創出創出創出創出    』』』』    米国 Photon Engineering 社製 光学照明解析ソフト 「FRED」は、光学システム、レーザーモジュール、干渉 計、画像処理システム、導波路、バイオメディカル、バック ライト、照明、迷光解析など 1 つのソフトで光学システム の開発や解析を行えるオールマイティなソフト 英国 PhotonDesign社製 導波路解析ソフト フォトニックコンポーネントを網羅し、次世代の光 IC 導波路、シリコンフォトニクス、フォトニック結晶分野での 設計解析を行う各種導波路解析ソフト 
サイズ：300mm×400mm 

弊社技術なし 弊社特許技術あり LED 12 個（1W） 



 

 

        

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        山下 操                 会 社 名        （きょうよけんせつ） 恭誉建設株式会社 窓口担当        山下 貴嗣                 事業内容        環境汚染防止措置用薬剤の研究開発および製造・販売 ＵＲＬ http://www.dojyogenkikun.com                 主要製品        土質安定材・汚染土壌改良材、汚濁排水の凝集分離浄化処理剤                 住  所        〒252-0226 神奈川県相模原市中央区陽光台 4-5-11                 電話／FAX 番号        042-758-1131／042-758-1161 E-mail info@kyoyo.org                 資本金（百万円）        10 設立        1970 年 12 月 売上（百万円）        20 従業員数        5         
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム対策対策対策対策・・・・汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌のののの改良改良改良改良・・・・汚染排水汚染排水汚染排水汚染排水のののの凝集処理凝集処理凝集処理凝集処理。。。。  六価クロム対策・汚染土壌の改良・汚染排水の凝集処理のことなら恭誉建設（きょうよけんせつ）へ。弊社は、地球環境の保全を経営の基本姿勢とし、自然環境と調和した事業活動を推進することにより、豊かな社会づくりを目指します。                     
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 2008 年 4 月  「土壌元気君 Cr」 神奈川県経営革新認定 ※ 2011 年 4 月～ 東北大震災被災地域（仙台、石巻）で、汚濁排水の凝集分離浄化処理開始 

                   上から順に：  ・ウェルパーク日野神明店建築工事  ・新山手病院新築工事（外構工事） 

        土壌元気君Ｃｒとは？土壌元気君Ｃｒとは？土壌元気君Ｃｒとは？土壌元気君Ｃｒとは？    構造物（コンクリート製）や景観舗装材などいろいろな場所で使われているセメントに含まれる、六価クロム化合物の溶出はもちろんのこと、含有量も消してしまう薬剤です。 一例として、セメント系固化材に添加する使い方があります。セメント重量に対して１～５％（六価クロム溶出量及び含有量によっては１％以下も可能）の土壌元気君Ｃｒを混ぜるだけで、セメントからの六価クロム汚染を防げます。 ----- --------------- 宅地造成・グランド・公園・他（駐車場・仮設道路等）の土壌の性質を団粒化構造にするという固化材です。 ◇土壌元気君 ◇土壌元気君Ｅ（重金属用） ◇土壌元気君Ｓ（植生用） ◇土壌元気君Ｈ（ヘドロ用） 

■■■■施行例施行例施行例施行例 
■環境事業部■環境事業部■環境事業部■環境事業部 

施工写真（土壌元気君 H 使用） 

■■■■六価クロム（六価クロム（六価クロム（六価クロム（CrCrCrCr６＋）溶出試験）溶出試験）溶出試験）溶出試験 
右：セメント系固化材 中：セメント系固化材に土壌元気君 Cr を添加 左：土壌元気君 Cr  ＜0.05mg／L 以下 



 

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        佐藤 捷秋                 会 社 名        株式会社クロスメディア 窓口担当        営業部 高内 照泰                 事業内容        設備・配管・バルブ等の保温保冷 ＵＲＬ http://www.cross-me.co.jp                 主要製品        保温保冷材「ファインジャケット」の製造・販売、 「はやぶさ」等人工衛星のサーマルブラケット製作・施工                 住  所        〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢 1743-1                 電話／FAX 番号        042-761-4181／042-761-4849 E-mail aef01271@cross-me.co.jp                 資本金（百万円）        28 設立        1985 年 3月 売上（百万円）        360 従業員数        80                                                                                                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

最先端最先端最先端最先端のののの保温材保温材保温材保温材ですですですです。。。。地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい省省省省エネエネエネエネ保温材保温材保温材保温材    

「「「「ファインジャケットファインジャケットファインジャケットファインジャケット」」」」はははは、、、、クロスメディアがクロスメディアがクロスメディアがクロスメディアが開発開発開発開発しましたしましたしましたしました。。。。    

 着脱自由な最新デザインで、簡単施工のファインジャケットは、大切な機器類を保護しながら皆様の作業環境を快適にする－地球にやさしい－最先端の保温材です。又、クリーンルームにも対応可能な、食品、薬品、精密機械用の保温材もあります。                          
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)))) ※※※※2012201220122012 年年年年 2222 月月月月 5555 日：日：日：日：    「渡辺謙「渡辺謙「渡辺謙「渡辺謙 presents presents presents presents 日本人力スペシャル日本人力スペシャル日本人力スペシャル日本人力スペシャル、、、、『『『『はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ』』』』の技術を支えた町工場取材の技術を支えた町工場取材の技術を支えた町工場取材の技術を支えた町工場取材」」」」でででで弊社弊社弊社弊社㈱㈱㈱㈱クロスメディアにやってきた模様が、クロスメディアにやってきた模様が、クロスメディアにやってきた模様が、クロスメディアにやってきた模様が、TVTVTVTV 朝日で全国放映されました。朝日で全国放映されました。朝日で全国放映されました。朝日で全国放映されました。    

■テレビで何度もテレビで何度もテレビで何度もテレビで何度も    全国放映全国放映全国放映全国放映    クロスメディアでは、小惑星探査機「はやぶさ」をはじめとする人工衛星関係のサーマルブラケットを、宇部興産㈱の委託で製作しております。取材で TV関係者が弊社に来られ社内作業場を撮影、放映されました。 
■■■■スーパーファインジャケットの省エネスーパーファインジャケットの省エネスーパーファインジャケットの省エネスーパーファインジャケットの省エネ    
JIS 10kgグローバルバルブ 50Aの放熱を比較、蒸気圧 2.0kg、温度 120℃の場合の 1時間当たりの方熱量は、およそ 10：1。 

■省エネ効果■省エネ効果■省エネ効果■省エネ効果    クロスメディアのファインジャケットなら、蒸気配管、各種バルブをはじめボイラ、熱交換器、タービンスチームヘッダーなどの高温装置、さらに冷温・低温配管系に至るまですべての配管系統の保温に大きな効果を発揮します。（財）省エネルギーセンターが指摘する「ボイラ、工業炉、蒸気系統、熱交換器、廃熱、廃水の断熱・保温及び放熱防止」に適合した保温材です。 
 

90%以上の放熱を抑える省エネ効果 
SSUUPPEERR  FFIINNEE  JJAACCKKEETT  



                        

 

 

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        最住悦子                 会 社 名        株式会社広和産業 窓口担当        最住悦子                 事業内容        包装加工製造業 U R L http://www.kowa-sangyo.co.jp/                 主要製品        医療用品、マスク、文具用品、研磨材、テープ製品などの加工、検査及び包装、 営業販促品の企画、セッティング、ピッキング及び発送作業、樹脂製品の製造販売                 住  所        〒252-0205 神奈川県相模原市中央区小山１丁目２番８号                 電話／FAX 番号         042-770-8221／042-770-8180 E-mail etsuko@kowa-sangyo.co.jp                 資本金（百万円）        30 設立年月        昭和 58 年 9 月 売上（百万円）        1,013 従業員数        180                                                                                   
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

機械に任せられない検査包装を人の手で！積み重ねたノウハウで丁寧に行います。 広和産業は、医療用品、精密部品、文具用品等の・検査・包装の業務サービスを行っております。当社の特長は、①５０００超アイテムの入庫～出庫までの業務管理ノウハウ ②小ロット物や短納期物への人的対応を含む独自システム ③「医療機器製造業許可」を取得し 1日に１０万枚の医療テープの目視検査等を行う品質管理体制 ④ピロー包装、プリスターパック、シュリンク等の包装加工設備と人材。これら一つひとつは大向こうを唸らせる技術でないかもしれませんが、その組合せが“特色あるサービス”を生み出しております。      
 

 

 

 

 

                                  
３３３３．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    ◆医療機器製造業許可(14BZ200114)を取得して業容拡大に努めています。 

製品製品製品製品 壊れ易いガラスや樹脂部品を１つずつ検査・包装を行います。 
 マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム   ５000 超のアイテムを短納期で検査・包装等を行うには、作業標準、検査規格類の整備と教育訓練が重要です。左は現場で使用する「検査室・温湿度記録票」「現品票」です。右図は服装ルール・入室マニアルで毎朝の点検に使用します。これらの  マネジメントシステムがＱＣＤの維持に効果を発揮します。 

リソースリソースリソースリソース  機械に任せられない難しい作業は、訓練された従業員が手作業で手際よく行います。写真左は医療用テープの検査風景です。又、設備も、ピロー包装機（写真右）、シュリンク、ヒートシーラ等を完備しております。  

 

機械に任せられない仕事を一つ
ずつ人の手で丁寧に行っていま

す。それを支えるのが、管理シス
テムと教育訓練です。 

 

 



                        

 

 

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 三尋木 勝洋 会社名 株式会社ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ 窓口担当 児玉 敬二 事業内容 CVD 用材料の研究開発および生産 ＵＲＬ http://www.japanadvancedchemicals.com 主要製品 Si、化合物半導体向け特殊 CVD 材料、コーティング用材料各種 住所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-4-21 SIC-105 電話/FAX 番号 042-700-1651/042-770-2005 E-mail keiji.kodama@japanadvancedchemicals.com   資本金(M\) 97 設立年月日 2004 年 3 月 売上(M\) 285 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    高純度 SiO2の低温成膜用材料の研究開発として応用物理学会 2008年春、秋、ADMETA2008にて弊社の活動の一部を発表いたします。お客様のご要望に応じた材料および設備の開発も行っております。  

JACJACJACJACはははは成膜材料成膜材料成膜材料成膜材料のプロのプロのプロのプロ集集集集団団団団としてとしてとしてとして成成成成膜膜膜膜プロセスプロセスプロセスプロセス開開開開発発発発をサポートしますをサポートしますをサポートしますをサポートします    

 成成成成膜ソリューションを提案します膜ソリューションを提案します膜ソリューションを提案します膜ソリューションを提案します    
CVDやALDなど気相成膜法というとその成膜装置、化学材料、除害、安全評価、コンタミネーションの検討など開発をスタートするまでに多くの時間と経費が必要と言われています。 私たちは半導体業界の先端で長年活動してきた経験から、皆様の開発期間の短縮およびコストダウンを提供いたしております。 今までの経験や化学的知識をフルに活用しより、現実的な成膜プロセスを提案します。 新プロセス導入前に新プロセス導入前に新プロセス導入前に新プロセス導入前にシミュレーションしませんか？シミュレーションしませんか？シミュレーションしませんか？シミュレーションしませんか？    小さな基板でいいからどんな条件でどんな膜ができるか確認したい。また、成膜は社内でできるけど装置改造前にその条件をある程度見極めたいということがあると思います。このような成膜条件を短期間に確認して開発コストやリスクを低減したいというご希望はありませんか？  
JAC は、簡単な成膜装置を社内に所有していますので皆様の用途に合わせた成膜テストをすることが可能です。また成膜材料の熱安定性や分解温度、蒸気圧など実際に原料を反応炉に供給する上で必要なデータを実材料と実装置を用いて得ることもできます。 材料用容器材料用容器材料用容器材料用容器 成膜材料用の容器は品質管理面、安全面からステンレス製で汎用品ではありません。この容器の納期や価格が皆さんの開発のスピードに影響しているように見受けられます。JACの容器は設計から製作まで社内で行いますので短納期且つ安価です。    適した化学材料の探索をサポートします適した化学材料の探索をサポートします適した化学材料の探索をサポートします適した化学材料の探索をサポートします    何といっても JACの基盤は化学材料です。皆さんのニーズに合うように膨大な材料リストから最適なものをご提案いたします。また既存の材料でニーズが満たせなければカスタム合成をいたします。    フィールドは半導体だけではありませんフィールドは半導体だけではありませんフィールドは半導体だけではありませんフィールドは半導体だけではありません    今や気相成膜法は半導体だけがフィールドではありません。金属、ガラスやプラスチック等の表面改質やそのプロセスの低温化・薄膜化・密着性・均一性などの問題を抱えるプロセスがあれば是非ご相談ください。 

簡易簡易簡易簡易 PECVDPECVDPECVDPECVD装置装置装置装置 

合成装置合成装置合成装置合成装置 

100ml100ml100ml100ml容器容器容器容器 

電解研磨容器内面電解研磨容器内面電解研磨容器内面電解研磨容器内面 

HeHeHeHe リークディテクターリークディテクターリークディテクターリークディテクター



                                              
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        青柳 哲次                 会 社 名        株式会社デジタルストリーム 窓口担当        方 明                 事業内容        レーザ関連の製造・開発 U R L http://www.digitalstream.co.jp                 主要製品        光ディスク評価用レーザピックアップ各種、分析用レーザ光学ユニット各種                 住  所        〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 4-50-40                 電話／FAX 番号        042-747-0900／042-747-6011 E-mail support@digitalstream.co.jp                 資本金（百万円）        18 設立年月日        昭和 63 年 7 月 売上（百万円）        167 従業員数        10         
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

分析分析分析分析・・・・検出系検出系検出系検出系レーザのことならおレーザのことならおレーザのことならおレーザのことならお任任任任せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。委託開発委託開発委託開発委託開発させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    レーザ光学技術の粋を集めた、自社開発の光ディスク評価用レーザ光学技術の粋を集めた、自社開発の光ディスク評価用レーザ光学技術の粋を集めた、自社開発の光ディスク評価用レーザ光学技術の粋を集めた、自社開発の光ディスク評価用 PickupPickupPickupPickup では、世界トップシェアです。では、世界トップシェアです。では、世界トップシェアです。では、世界トップシェアです。    限界まで抑えた波面収差技術をﾍﾞｰｽに、分析機器等各種レーザ機器等の開発に応じます。限界まで抑えた波面収差技術をﾍﾞｰｽに、分析機器等各種レーザ機器等の開発に応じます。限界まで抑えた波面収差技術をﾍﾞｰｽに、分析機器等各種レーザ機器等の開発に応じます。限界まで抑えた波面収差技術をﾍﾞｰｽに、分析機器等各種レーザ機器等の開発に応じます。    微弱光微弱光微弱光微弱光検出、レーザ光制御、サーボ等、コントロール系もまとめた検出、レーザ光制御、サーボ等、コントロール系もまとめた検出、レーザ光制御、サーボ等、コントロール系もまとめた検出、レーザ光制御、サーボ等、コントロール系もまとめた SystemSystemSystemSystem で、提供できます。で、提供できます。で、提供できます。で、提供できます。        ＜＜＜＜    光ディスク評価用レーザピックアップ光ディスク評価用レーザピックアップ光ディスク評価用レーザピックアップ光ディスク評価用レーザピックアップ    ＞＞＞＞    光ディスク業界の、研究開発、生産現場などで、 使われています。 CD DVD HD BD 規格書に準拠 波面収差は、0.033λrms 以下 レーザスポットサイズは、1μm ～ 0.4μm     ＜＜＜＜    小型小型小型小型    熱レンズ検出装置熱レンズ検出装置熱レンズ検出装置熱レンズ検出装置    ＞＞＞＞    マイクロ化学分野で、試薬の微小変化を、レーザを使用し検出可能にした開発例です。 ANALYTICAL CHEMISTRY に論文発表されました。 http://pubs.acs.org/wls/journals/query/subscriberResults.html?op=searchJournals     ＜＜＜＜    蛍光偏光検出装置蛍光偏光検出装置蛍光偏光検出装置蛍光偏光検出装置    ＞＞＞＞    DNA 分析等の分野で、試薬の微量測定、高感度測定を可能にした開発例です。 最小試薬量は、0.1 μﾘｯﾀｰ 最小試薬濃度は、10-9     ＜＜＜＜    レーザ光源レーザ光源レーザ光源レーザ光源    ＞＞＞＞    X 線分析装置ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ読取装置用赤色レーザ光源 次世代光ディスク原盤カッテイング用青紫レーザ光源 先端医療研究用青紫レーザ光源 等     

１１１１．．．．企業概要企業概要企業概要企業概要    

Blu-ray または HD Disc 評価用 Pickup (Blue Laser) 



 

 

        

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        緒方 哲也                 会 社 名        株式会社東洋アクアテック 窓口担当        営業企画部 渡辺幸嗣                 事業内容        浄水設備の開発・製造・販売 ＵＲＬ http://www.toyoaquatech.co.jp                 主要製品        各種水処理装置の開発設計、試作、製造、販売                 住  所        〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新 8-9-17                 電話／FAX 番号        042-758-5580／042-758-5544 E-mail home@toyoaquatech.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1995 年 8月 売上（百万円）        1,500 従業員数        45                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

水水水水にににに命命命命をををを与与与与えるえるえるえる 弊社では「水に命を与える」をキャッチフレーズに、各種水処理設備、プラントの調査、開発、設計、製造、システムメンテナンス、災害時給水、水道料金低減等 トータルにご提案申し上げます。 これまで地下水地下水地下水地下水、海水海水海水海水、河川水河川水河川水河川水、工業用水工業用水工業用水工業用水を原水としたろ過装置を各地の官公庁官公庁官公庁官公庁、医療機関医療機関医療機関医療機関、食品工場食品工場食品工場食品工場、ホテルホテルホテルホテル等の水を利用するあらゆるお客様へ装置をお納めしてきました。 水質の改善水質の改善水質の改善水質の改善、汚染物質の除去汚染物質の除去汚染物質の除去汚染物質の除去、災害時の断水対策災害時の断水対策災害時の断水対策災害時の断水対策、水道経費削減水道経費削減水道経費削減水道経費削減等、トータルにご提案申し上げます。  ＜取扱品目＞＜取扱品目＞＜取扱品目＞＜取扱品目＞    各種膜ろ過（MF、UF、NF、RO）、イオン交換 プラント遠隔監視・管理システム 

顧客業態顧客業態顧客業態顧客業態： 病院 用用用用 途途途途： 経費削減 ろ過原水ろ過原水ろ過原水ろ過原水： 地下水 ろ過方式ろ過方式ろ過方式ろ過方式： 活性炭吸着 ＋各種膜ろ過 処理量処理量処理量処理量： 50~200ｔ/日 ●ろ過水を上水代替とすることで経費の大幅削減を実現しています。 ●菌類、ウイルス類及び放射性物質等の汚染物質を確実に除去できる逆浸透膜を採用し、常時水質等装置の運転状況を自動遠隔監視しています。 顧顧顧顧客業態客業態客業態客業態： 自治体(島嶼) 用用用用 途途途途： 生活用水 ろ過原水ろ過原水ろ過原水ろ過原水： 海水 ろ過方式ろ過方式ろ過方式ろ過方式： 逆浸透ろ過 処理量処理量処理量処理量： 200ｔ/日  ●島の住民の生活用水確保を目的とした、 海水淡水化プラントです。 長期間確実に運用できるシステムとして安定性を 重視した構成となっています。 

顧客業態顧客業態顧客業態顧客業態： 自治体 用用用用 途途途途： 非常用水 ろ過原水ろ過原水ろ過原水ろ過原水： 河川、海水等 ろ過方式ろ過方式ろ過方式ろ過方式： 逆浸透ろ過 処理量処理量処理量処理量： 12ｔ/日  ●ガソリン駆動の小型ろ過装置です。被災時の飲料水確保を目的として各地の自治体の防災倉庫内に納められています。 （写真は東日本大震災における救援活動の様子）  
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ ISO9001 品質マネジメントシステム取得 ※ ISO14001 環境マネジメントシステム取得 



 

 

        

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        櫛田洋一                 会 社 名        二光光学株式会社 窓口担当        管理部 田中雅子                 事業内容        薄膜形成および加工 ＵＲＬ http://www.niko-opt.co.jp                 主要製品        光学薄膜設計製作、真空蒸着膜形成・加工、精密光学部品加工、光学ガラス加工                 住  所        〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 3-18-13                 電話／FAX 番号        042-700-2311／042-779-7212 E-mail niko@niko-opt.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1960 年 11 月 売上（百万円）        260 従業員数        18                
２２２２．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ．ＰＲ事項事項事項事項    

““““光光光光をををを操操操操るるるる””””独自技術独自技術独自技術独自技術でででで、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話からからからから航空機航空機航空機航空機までをまでをまでをまでを支支支支えていますえていますえていますえています。。。。    

何何何何でもごでもごでもごでもご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。                            
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 ※ 2009 年 6 月 環境省認定エコアクション２１（環境省）を取得しました。          

■精密光学部品加工：■精密光学部品加工：■精密光学部品加工：■精密光学部品加工：    光学部品を加工する上で重要な要素は、光学ガラスの素材における屈折率・分散・歪で、これらを安定した光学的均質性を保証されたもので、レンズ・プリズム・平面基板切断・穴あけ・各種加工を行っています。 ■レーザー加工機用光学部品：■レーザー加工機用光学部品：■レーザー加工機用光学部品：■レーザー加工機用光学部品：    エキシマ、ＹＡＧ，ＣＯ２レーザーの各波長に対応したフィルター、ミラー、シリンドリカルレンズ、Ｆθレンズを製作します。新規製作はもちろん高価な材料の場合は再研磨加工から成膜（蒸着）加工まで行いコスト削減できます。 
■光学製品：■光学製品：■光学製品：■光学製品：    カメラ・監視カメラ用フィルター、ND フィルター(OEM、ニコーブランド) 映像機器・画像処理・監視カメラ用各種レンズ、光学応用機器関連などの光学部品を製造販売しています。 

■金属・非金属真空蒸着加工、薄膜パターン■金属・非金属真空蒸着加工、薄膜パターン■金属・非金属真空蒸着加工、薄膜パターン■金属・非金属真空蒸着加工、薄膜パターンエッチング加工：エッチング加工：エッチング加工：エッチング加工：    金属合成物、酸化物、フッ化物、窒化物などをコーティングしたもので、目的に応じて成膜物質の選択、構成、膜厚、透過性、反射性を任意に設定できます。 
Original technology for  advanced Optics advanced Optics 



                                          
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        長友英治                 会 社 名        日本テレニクス株式会社 窓口担当        長友英恵                 事業内容        遮熱・高反射率塗料 ＵＲＬ http://www.telenix.co.jp                 主要製品        遮熱・高反射率塗料(SE40、SE250、SE400S、SE600S、CC100)、小型精密トランス                 住  所        〒252-0136 神奈川県相模原市緑区上九沢 4-2                 電話／FAX 番号        042-761-7575／042-761-6080 E-mail info@telenix.co.jp                 資本金（百万円）        10 設立        1982 年 11 月 売上（百万円）        97 従業員数        8                                                                                                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

遮熱遮熱遮熱遮熱・・・・高反射率塗料高反射率塗料高反射率塗料高反射率塗料でででで省省省省エネエネエネエネ、、、、節電節電節電節電、、、、空調経費空調経費空調経費空調経費のののの大幅削減大幅削減大幅削減大幅削減！！！！                      ｖ       
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 第 34 回工業技術見本市テクニカルショウヨコハマ 2013 に出展しました。 ※ 温暖化防止のための国民的運動「チャレンジ２５キャンペーン」に参加しています。 
 

 

遮熱・高反射率塗料「ＳＥ４０」シリーズ遮熱・高反射率塗料「ＳＥ４０」シリーズ遮熱・高反射率塗料「ＳＥ４０」シリーズ遮熱・高反射率塗料「ＳＥ４０」シリーズ    性能の決め手は高品質セラミックバルーンの使用。       40μの微小中空セラミックバルーンと熱反射機能顔料の２つの作用で、優れた断熱・遮断効果を発揮。 ＊平成 22 年度 相模原市トライアル発注認定製品 
  耐熱温度 400℃の「ＳＥ４００Ｓ」、耐熱温度 600℃の「ＳＥ６００Ｓ」。 少ない膜厚で高度の 断熱性と遮熱性能を 発揮。膜厚は耐熱性、 耐衝撃性、低温物性 及び電気絶縁特性に 優れています。  

 【環境システム事業部】【環境システム事業部】【環境システム事業部】【環境システム事業部】    私たち日本テレニクスは、地球環境への負担をやわらげ、将来にわたる豊かさの維持に願いをこめて米国宇宙航空局（NASA）で研究開発され、従来の断熱材および工法とは全く次元の異なる新技術の遮熱・高反射率塗料の事業展開と推進に取り組むため2000 年、環境システム事業部を開設致しました。 
ヒートアイランド対策技術 （建築物外皮による空調負荷低減等技術） 「SE40」  実証番号 051-0861 「SE250」 実証番号 051-1128 

種類・サイズの異なるセラミックビ－ズ混合の相乗効果によって、優れた遮熱効果と耐久性を実現。火傷防止、保温効果、断熱効果、防錆効果を兼ね備えた耐熱 250℃の無公害・水性コーティング材です。加硫装置、ダイキャストマシン、ボイラー、スチーム配管、圧力バルブ、熱源機器、プラント、空調機器などの設備に。 

溶剤型溶剤型溶剤型溶剤型    高耐熱性高耐熱性高耐熱性高耐熱性    特殊断熱コーティング材特殊断熱コーティング材特殊断熱コーティング材特殊断熱コーティング材    セ ラ ミ ッ ク コ ー ト 「 Ｓ Ｅ ４ ０ ０ Ｓ 」 「 Ｓ Ｅ ６ ０ ０ Ｓセ ラ ミ ッ ク コ ー ト 「 Ｓ Ｅ ４ ０ ０ Ｓ 」 「 Ｓ Ｅ ６ ０ ０ Ｓセ ラ ミ ッ ク コ ー ト 「 Ｓ Ｅ ４ ０ ０ Ｓ 」 「 Ｓ Ｅ ６ ０ ０ Ｓセ ラ ミ ッ ク コ ー ト 「 Ｓ Ｅ ４ ０ ０ Ｓ 」 「 Ｓ Ｅ ６ ０ ０ Ｓ 」」」」    

水性高温耐熱水性高温耐熱水性高温耐熱水性高温耐熱    高機能断熱塗料高機能断熱塗料高機能断熱塗料高機能断熱塗料    セラミックコート「ＳＥ２５０」セラミックコート「ＳＥ２５０」セラミックコート「ＳＥ２５０」セラミックコート「ＳＥ２５０」    
*平成 23 年度 相模原市トライアル発注認定製品 



 

 

        

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        比嘉 成夫                 会 社 名        横浜金属株式会社 窓口担当        技術部 梅田久義                 事業内容        貴金属の回収・精製・分析 ＵＲＬ http://www.yk-metal.com                 主要製品        貴金属地金（金、銀、白金、パラジウム等）、貴金属化成品（塩類、溶液）                 住  所        〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 3-5-2                 電話／FAX 番号        042-773-4411／042-773-4775 E-mail umeda@mail.yk-metal.co.jp                 資本金（百万円）        100 設立        1958 年 2月 売上（百万円）        9,100 従業員数        60                
２２２２２２２２．．．．．．．．ＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲ事事事事事事事事項項項項項項項項        

大大大大きなきなきなきな使命感使命感使命感使命感をををを持持持持ってってってって希少資源希少資源希少資源希少資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを考考考考えるえるえるえる企業企業企業企業ですですですです。。。。                         
３．特記事項３．特記事項３．特記事項３．特記事項 ※ 社団法人 日本経済団体連合会 会員、 社団法人 日本金地金流通協会 正会員 ※ LME（ロンドン金属取引所）銀地金公認ブランド（1981 年）、東京工業品取引所 銀地金受渡供用品指定ブラ ンド（1984 年）、東京工業品取引所 銀地金指定鑑定業者（1984 年） ※ 本社工場：ISO9001 を取得（2002 年）、横浜金属商事（グループ会社）：ISO14001 を取得（2003 年） ※ 日本工業規格表示許可工場（銀地金）（1990 年）、神奈川県モデル工場認定表彰（2008 年） 

さまざまな産業が必要としている貴金属資源の再生は、地球の資源を いかに効率よく使うかというグローバルな課題であり、化学や産業の発展を背景とする時代のニーズでもあります。その中で、いずれは枯渇へ向かう鉱山資源に比べて、産業用素材として使用された貴金属スクラップの発生量は、今後も増え続けることが予想されています。この都市資源を有効に活用する為に、横浜金属は昭和 33 年の創業以来今日まで、回収精製技術と生産技術の向上に努めてまいりました。 貴金属リサイクルフロー貴金属リサイクルフロー貴金属リサイクルフロー貴金属リサイクルフロー        技術的・経済的観点から、これまで処理が困難であった低品位スクラップに対して、当社では新プロセスの技術開発を行っており、リサイクル率の更なる向上を目指しています。         【技術開発例】 歯科材研磨加工屑中の微量貴金属の回収 （写真右が貴金属濃縮物） 

                    ■各種装飾品 
宝飾宝飾宝飾宝飾材スクラップ材スクラップ材スクラップ材スクラップ                     ■基板、IC など 

工業材スクラップ工業材スクラップ工業材スクラップ工業材スクラップ                     ■歯科合金屑など 
歯科歯科歯科歯科材スクラップ材スクラップ材スクラップ材スクラップ 

金 銀 乾式および乾式および乾式および乾式および湿式精錬プロセス湿式精錬プロセス湿式精錬プロセス湿式精錬プロセス    白金 パラジウム 

低品位スクラップ処理の技術開発 
処理前処理前処理前処理前    濃縮物濃縮物濃縮物濃縮物    



 

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        藤本 恵介                 会 社 名        株式会社 F-Design 窓口担当        藤本 恵介                 事業内容        製造コーディネート ＵＲＬ http://f-ds.jp/                 主要製品        機械（電気）設計・３Ｄモデリング・試作・評価                 住  所        事業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-4-21 SIC-1-202 号室                 電話／FAX 番号        042-707-7139／042-770-9207 E-mail fujimoto@f-ds.jp                 資本金（百万円）        3 設立        2006 年 11 月 売上（百万円）        60 従業員数        6                                                                                                
２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項２．ＰＲ事項    

    

    

    

    ・2004 年に製造コーディネーターとして起業 ・2006 年に株式会社 F-Design を設立し、自動車分野で培った設計技術を他業界へ展開中  ・医療機器やアミューズメント機器、一般産業機械等、幅広い分野のお客様から受注を頂いております。                         
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)))) ※ ㈱さがみはら産業創造センター： 通称 SIC。 ㈱F-Design は、センター内にあります。 ※ 平成 23 年度相模原市中小企業新分野等進出支援事業の支援を受けました。 

■製造コーディネート■製造コーディネート■製造コーディネート■製造コーディネート    
 

 

 

■実績■実績■実績■実績    ・自動車用エンジンやＦ１用油圧ホース開発 ・福祉車両の車椅子乗降装置設計 ・風洞設備の設計 ・自動車や航空機の風洞モデル作成 ・アミュ-ズメント機器の筐体及び機構設計 ・塗装ラインの設計 ・医療測定器やレントゲン装置の筐体及び機構設計 

■機械設計■機械設計■機械設計■機械設計((((電気設計電気設計電気設計電気設計))))    ・各種自動車部品、レーシングカーや特殊車両の設計 ・家電や医療機器、アミューズメント機器の機構設計 ・部品搬送設備や各種治具設計 ■３Ｄモデリン■３Ｄモデリン■３Ｄモデリン■３Ｄモデリンググググ    ・レーシングカー等の風洞用モデル作成 ・製品形状確認等の光造形モデルの作成 ・電子カタログ用 3D モデルの作成 ・図面や現物部品からのリバースエンジニアリング 

多分野を経験しているからこその、提案力  

 

 

 

 

 

一貫して発注出来るので、 管理コストの大幅削減が可能 最後まで、 きちんとした  フォローで安心 各種部品の製作・組立て 又、公共技術支援機関等の利用による試験もコーディネート可能 
企画 デザイン 設計 試作 試験評価 納品 

エンジンエンジンエンジンエンジン    航空機風洞モデル航空機風洞モデル航空機風洞モデル航空機風洞モデル    塗装ライン塗装ライン塗装ライン塗装ライン    油圧ホース油圧ホース油圧ホース油圧ホース    

日本日本日本日本のののの製造業製造業製造業製造業にににに活気活気活気活気をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためすためすためすため、、、、    

我々我々我々我々FFFF----DesignDesignDesignDesign はははは魅力魅力魅力魅力あるあるあるある製品開発製品開発製品開発製品開発をををを    

支援支援支援支援いたしますいたしますいたしますいたします。。。。  
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