
 



ページ 企業名 事業内容

1 株式会社LDF レーザー加工機の輸入販売

2 株式会社シグマ工業 装置のオーダーメイド製作

3 ミクナスファインエンジニアリング（株） 装置設計・受託製造、電子部品製造

4 ITD Lab 株式会社 ステレオカメラ開発・販売・技術支援

5 株式会社グラビトン 電子/光学関連製品の開発・設計・製造

6 株式会社クリオテック 東芝製SCiB電池パック製造、販売

7 コーデンシTK株式会社 光センサ／デジタルサイネージの販売

8 サクラテック株式会社 マイクロ波/ミリ波装置の開発・販売

9 山陽精工株式会社 試験・分析・測定機器の開発、販売

10 三和エレクトロニクス株式会社 通信機器／試験器の設計・製造・販売

11 株式会社システック 電子・電気関係製品の開発設計・製造

12 株式会社スタック 画像伝送装置の開発、製造、販売

13 中央電子株式会社 製造業

14 d3コム株式会社 デジタル無線機器 企画・開発・製作

15 内藤電誠工業株式会社 IC / LSIの設計・製造・評価、解析

16 株式会社ビット・トレード・ワン コンピューターソフト・電子機器の開発

17 プライムテックエンジニアリング株式会社 産業用デジタルカメラの設計製造

18 株式会社Makership 小ロット機器のデザイン・設計・製造

19 株式会社サンコー技研 基板・電子部品　精密プレス加工

20 株式会社サンテック 金属部品の高精度加工、導波管製造

21 株式会社ソルテック 金属プレス加工

22 株式会社TOKAI精工 試作部品受託・小ロット量産品受託

23 有限会社野火止製作所 レーザー切削、精密板金加工

24 MicroTeX　Labs合同会社 機能性表面事業、高周波・回路設計事業

25 株式会社丸和製作所 板金／製缶／精密板金／デザイン

26 有限会社モリヤ 精密プレス部品の脱脂洗浄と検査

27 有限会社山内エンジニアリング 金属プレス用金型の設計・製作、EV・PHV用駆動モーターの開発

28 株式会社タイラ 化成品加工

29 日光化成株式会社 樹脂材料、不燃材料の開発・製造・販売及びディスポ医療器の設計・製造

30 日置株式会社 化成品加工

31 aiwell株式会社 プロテオミクスによる診断

32 株式会社アイズファクトリー AI人材教育、データ解析、DX総合支援

33 アクロクエストテクノロジー株式会社 システム開発・コンサルティング・販売

34 株式会社アジラ 行動認識AIを中核とした映像解析

35 アドバンスソフト株式会社 数値解析用ソフトの開発・解析業務受託

36 株式会社天の技 衛星部品開発、宇宙データ解析
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ページ 企業名 事業内容
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分類

37 アラクノフォース株式会社 力覚提示装置の製造・開発・販売

38 株式会社IDEAAI AIソフトウエア開発

39 Intellectual Highway合同会社 ASIC/FPGA向けIP販売・受託開発

40 Intelligence Design株式会社 AIプロダクトの開発、販売

41 株式会社クライス システム開発、DX推進

42 クリムゾンテクノロジー株式会社 声質変換技術の提供

43 株式会社バルキー・インフォ・テック ソフトウェア・プロダクトの開発・運用・保守

44 unibus アプリケーション開発

45 富士インフォックス・ネット株式会社 ITインフラ構築、ITソリューション事業

46 株式会社ホロンシステム システムインテグレーション

47 ものレボ株式会社 IoT生産管理システムの開発・販売

48 株式会社モフィリア 静脈認証デバイスの開発・製造・販売

49 リアムス株式会社 IT資産管理業務改善支援サービス

50 ルビナソフトウエアジャパン株式会社 ソフトウェア開発及び関連事業

51 株式会社Wize ソフトウェア開発・販売

52 株式会社モノファクトリー オリジナルグッズ制作・アクリル加工

53 株式会社R&Dゲート マッチングサイト「委託ナビ」の運営

54 株式会社アイピープラットフォーム コンテンツプロデュース・システム開発・プラットフォーム事業

55 株式会社イシカワ EMC試験サービス

56 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 法律事務所

57 株式会社サーテック 小型交流モータ製造及びオイルリユース

58 株式会社サウンドファン 音のバリアフリースピーカーの製造販売

59 株式会社Zetta ナノファイバーの製造と用途開発

60 株式会社太陽住建 リフォーム事業、エネルギー事業

61 弁護士法人髙瀬総合法律事務所 弁護士業務、知的財産権事業支援

62 株式会社チェンジアンドクリエイション 経営コンサルティング業、各種リサーチ業務

63 株式会社ティーフル 洋菓子の製造販売

64 株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ コンサルティング事業、セミナー研修事業

65 株式会社日本クラウドキャピタル 株式投資型クラウドファンディング

66 日本シー・エー・ディー株式会社 ゴルフ練習場用機械類販売

67 ホットマン株式会社 タオル製品の製造・販売

68 株式会社 明晴インターナショナル 外国人人材紹介サービス

69 RUFT株式会社 HR Techサービス提供
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１. 機械器具製造                                                      
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 LDF 
代表者名  夏山 一彦   

  窓口担当  吉田 圭汰   

  事業内容  レーザー加工機の輸入販売 U R L https://レーザー加工機.com/   

  主要製品  レーザー加工機器の販売・技術サービス、レーザー加工商材の販売、レーザー加工受託   

  住  所  〒193-0985東京都八王子市舘町 815-1拓殖大学産学連携研究センター207   

  電話／FAX番号  042-665-2730／-  E-mail yoshida@ldfbz.jp   

  資本金（百万円）  5 設立年月  平成 23年 2月 売上（百万円）  - 従業員数  6   

                    
２．ＰＲ事項 

『 500社を超える導入実績で安心のレーザーライフをお届けします 』 

わたくしたちは、永年のレーザー業界での経験、知見、そして 500社を超えるレーザーユーザーとの人的 

ネットワークと大学との共同研究により、クリエイティブな視点でものづくり提案をおこなっています。 

 

海外レーザーメーカーとの提携により、ユーザーニーズに合わせた「LDF plus」ブランドでのレーザー加工機の

販売を開始しました。 

 

 

 

 

高性能なファイバーレーザー加工機を従来の半分以下の価格で導入、安心して使用できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDF20FC LDF30FC  i 3(リニアサーボ) i 5 i 7 

加工範囲（ｍｍ） 100×100 （200×200：オプション）  600×600×100 1320×920×60 1500×1000×100 

レーザー出力（W） 20 30  500～2000 500～4000 

ビームスポット 20 ㎛φ  40μm 50μm 50μm 

繰り返し精度 ±20 ㎛  ±4 ㎛ ±20 ㎛ 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●高額な先端製造設備を導入できなかったものづくり小規模企業に朗報！！ 

● SWISS Desgin  スイスで設計・デザイン 

● China Price   中国で製造することにより低価格を実現 

● Japan Support ＬＤＦが安心のフルサポート 

 

● 10 年レベルのロングライフ 

● メンテナンスフリーで低ランニングコスト 

● 小型、大出力で高コストパフォーマンス 

● ビーム品質が高く微細加工が可能 

ALL IN ONE マーキング装置 

LDF-FC シリーズ 

高出力加工機 

i シリーズ 
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Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社シグマ工業 
代表者名  沼澤 剛志   

  窓口担当  沼澤 剛志   

  事業内容  装置のオーダーメイド製作 U R L https://www.shiguma.jp   

  主要製品  半自動／自動流量・圧力検査装置、ピン／ボール圧入装置、荷重・トルク検査装置   

  住  所  〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 6790-2   

  電話/FAX番号  046-286-3611／046-286-3612 E-mail tsuyoshinumazawa@wind.ocn.ne.jp   

  資本金（百万円）  5 設立年月  昭和 51 年 4 月 売上（百万円）  125 従業員数  6   

                    
２．ＰＲ事項 

『 お客様の想いを載せて、操縦性、耐久性、メンテナンス性を 

高めたオーダーメイドマシンをご提案します！ 』
 ＜業務案内＞ 

・治工具及び各種省力化機械装置の設計、製造、販売（オーダーメイド） 

・各種試験装置の設計、製造、販売（トルク、荷重、衝撃、リーク、流量） 

・電気制御盤製作、シーケンス制御 

  下記は参考例です。どんなものにもトライの気持ちで対応致します。お気軽にお問合せ下さい！！   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●海外納品、現地セットアップの経験が豊富です。（アメリカ、中国、ポーランド、タイ、ベトナム、フィリピンなど） 
●PLC 対応：三菱、オムロン（NJ シリーズ可）、キーエンス、日立、光洋電子、IDEC、横河、その他 

ブロー洗浄装置 

シャフト挿入機（協働ロボット） 

全自動検査装置 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ミクナスファインエンジニアリング（株） 
代表者名  林 誉英   

  窓口担当  藤森 正彦   

  事業内容  装置設計・受託製造、電子部品製造 U R L http://www.mixnus.jp   

  主要製品  精密省力化装置、半導体検査周辺装置・機器・部品・治具・基板、医療機器   

  住  所  〒394-8520 長野県岡谷市田中町 2-8-13   

  電話／FAX番号  0266-23-5611/0266-23-1437 E-mail products@mixnus.jp   

  資本金（百万円）  30 設立年月  1949年 8月 売上（百万円）  2,700 従業員数  95   

                    
２．ＰＲ事項 

『 省人化できないと、諦めていませんか 』

時計部品製造で培った精密加工、組立、装置開発、自動化技術をベースに、半導体最終検査周辺の装置、

テストプローブピン、ソケット、基板、治具を製造販売しています。その中でも、部品の整列や検査、組立を省力

化するマイクロパーツソータのシステムは、小さい、軽い、柔らかい、形に特徴が無いなどパーツフィーダでの整

列が難しい部品の整列を省人化し、200 を超える画像登録により多品種少量生産での段取り替え時間の短縮、

治具の共通化によるコスト低減も実現します。人に頼らざるを得ないと諦めている部品をご相談ください。 

システムとしてご提供しますので標準形式は無く、部品形状や用途により最適カスタマイズいたします。  

                                                                                

 

 

 

 

 

       

画像による寸法計測、外観検査、異形状・曲り判定等の検査のノウハウも蓄積しており組込み可能 

弊社ホームページに実例動画のリンクがあります ⇒ 動画へ（ページ最下段にリンク有り） 

※弊社テスト用スプリングテストプローブピンは上記システムで自動組立しています。（右写真） 

パイプ径φ0.08、接触先端径φ0.035の極小パーツ可能、ヘッドも共通化可能 

特許取得のバネほぐしユニット搭載（矢印 A） 

                        
《＆量産技術》 

時計・装置・器具等の生産にて培ったＯＥＭの量産技術で、設計から完成に至るまで様々な工程で生産性を

高める VA提案でメーカ様に貢献しつつ、エンドユーザ様にも喜ばれる製品を提供する事を目指しています。 

製造受託の業務は調達から出荷まで、設置・アフターサービスも一部含めご提供いたします。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
● ISO9001／ISO14001、第二種医療機器製造販売業／医療機器製造業 
● 主要取引先：セイコーエプソン㈱／日本電算㈱／日本発条㈱／フォームファクター㈱ 
● 期待される応用分野：目視検査、計測検査、外観検査等の省人化、治具への挿入抜去 
● 営業拠点：香港、上海、新竹(台湾)、東京  製造拠点：本社工場、湖畔工場、深圳、フィリピン 

 

Ｔ
Ｐ
全
自
動
組
立
機 

A 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ITD Lab 株式会社 
代表者名  紫垣 卓男   

  窓口担当  営業本部 紫垣 卓男   

  事業内容  ステレオカメラ開発・販売・技術支援 U R L https://itdlab.com/   

  主要製品  Intelligent Stereo Camera アルゴリズムのライセンス ・ 評価ユニット   

  住  所  神奈川県横浜市長津田町 4259-3 東工大横浜ベンチャープラザ W201   

  電話番号  045-532-5281 E-mail sales@itdlab.com   

  資本金（百万円）  321 設立年月  平成 28年 5月 売上（百万）  60 従業員数  18   

                    
２．ＰＲ事項 

『 Intelligent Stereo Camera のアルゴリズムをライセンス販売します。 』 

ニーズに応じて自在なステレオカメラの設計・製造のコンサルティングをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelligent Stereo Camera とは？ 

●当社アルゴリズムを搭載したステレオカメラの事で、視差計算・物体認識・ 

完全自動キャリブレーションを実行します。 

●カメラの出力は視差データ、原画像データ、物体情報です。特に視差データ 

(距離情報)はセンサー解像度に応じて幾らでも“高密度”にできます 

 

ITD Labの Intelligent Stereo Cameraの性能を手触り感持ってご理解頂くため、 

評価ユニットを製品として販売しております。 

様々な解像度・基線長・視野角に対応できるアルゴリズムですので、ニーズに

応じた最適なステレオカメラを作ることが可能です。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 

電子基板・光学系・メカ 

USB・Ethernet 

CAN …等々 

視差データ  

物体認識 

原画像データ(B/W) 

  

  お客様 

 システム 

カメラ 1 

 

カメラ 2 

 

 
画像センサー 

カメラ

入力 

カメラ 

出力 

ITD Lab 

アルゴリズム 

 
FPGA 

カメラ入力/出力部分の FPGA コードはユーザーが自由に書ける様にインターフェースを公開 

電子基板回路図・光学系設計図・メカ図面などハードウェア設計情報を全て公開 

 

空港内の電動車椅子 倉庫のフォークリフト ゴルフ場自動芝刈り機 自動組立てロボット 自動車の自動運転 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社グラビトン 
代表者名 長友 光広  

 窓口担当 相馬 信二  

 事業内容 電子/光学関連製品の開発・設計・製造 U R L http://www.graviton.co.jp  

 主要製品 光電変換（短波長～）/レーザーや光学設計、ノイズ対策を伴う高周波技術/受託開発  

 住  所 〒358-0008 埼玉県入間市河原町 15-5  

 電話／FAX番号 04-2966-0816 / 04-2966-0817 E-mail soma@graviton.co.jp  

 資本金（百万円） 26 設立年月 1992年 11月 売上（百万円） 80.8 従業員数 5  

          

２．ＰＲ事項 
 

『 短波長域で DC～広帯域光電変換技術、ノイズ対策、筐体設計、 

光学設計を伴う高度な開発案件をワン･ストップで承ります 』 
 

●当社オリジナル：光学系搭載,広帯域光電変換（レンズ付き O/E コンバータ）製品 

＜可視光波長域で広帯域（DC～ギガ Hz）まで変換可能な O/E コンバータに自社設計光学系を搭載＞ 
 

 このレンズ付き O/E コンバータ製品が 
・DVDやブルーレイの開発黎明期の手助け、高速通信可能な POF（プラスチックファイバー）の開発、 
・ToF （Time of Flight：光の飛行時間を利用して三次元情報を計測可能な技術）の開発、 
・自動運転システムに不可欠な LiDAR（Light Detection and Ranging）の開発に貢献しました。 
 

●光学設計技術を伴った電子機器製品（特注製作や受託開発案件も承ります） 

＜レーザー光源製品などに不可欠な高精度で高安定化技術＞ 
 

●製品例 

 

 

 

 

 

 

 

●主な受託開発例及び製品化例 

・核融合炉の中性粒子入射加熱装置の動作検討用、PWM変調型の広帯域アナログ光リンク、 

・医療用 OCT（光干渉断層撮影）、低雑音差動レシーバー、 

  ・高速AFM （原子間力顕微鏡の高速版）用の２分割PD搭載、光軸変移信号を低雑音で出力する装置、 

・光給電型充放電回路（ハイパワー光源＋PD＋二次電池）充電状態、放電状態を監視、制御する回路、 

・高周波/広帯域電子回路設計と光学設計、筐体（耐ノイズ、不要輻射ノイズ対策含む）設計及びソフト設計 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

■技術を活かした光リンク製品は KEK （高エネルギー加速器研究機構）や JAEA （日本原子力研究開発機

構）、J-PARC（JAEA 内の大強度陽子加速器施設）の加速空洞の位相制御基準信号に採用された超低ジッ

ター光リンクシステムは、優れた性能に対し上記 2機構、1施設から感謝状を頂いた実績があります。 

 

医療用 OCT向け差動型 O/E コンバータ 

高速 AFM 用 2 分割 PD 搭載 O/E コンバータ 

広帯域で変調可能な簡易光源 

蓄 積 し た 

光電変換技術

から派生した

新 製 品 

超低ジッター光リンク 

広帯域アナログ光リンク など・・・ 

高精度安定化光源 

＜レンズと光路イメージ、O/E コンバータの透過イメージ＞ 
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                                                     ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社クリオテック 
代表者名  佐藤 茂義   

  窓口担当  斉藤 辰彦   

  事業内容  東芝製 SCiB 電池パック製造、販売 U R L http://www.criotech.co.jp/   

  主要製品  東芝製リチウムイオン電池（SCiB）を搭載した２次電池パック   

  住  所  〒101-0054 東京都千代田区神田錦町２－９大新ビル   

  電話／FAX番号  03-3953-2263／03-3953-2330 E-mail t.saito@criotech.co.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月  2015年 5月 15日 売上（百万円）  - 従業員数  12   

                    
２．ＰＲ事項 

『 性能・特徴重視の２次電池なら当社にお任せ下さい 』

当社は、東芝製リチウムイオン電池 SCiB を搭載した２次電池パックを提供する事で、多くの製品開発をサポートし

たいと考えています。この電池の特徴をご理解いただき、お客様の開発活動に参加させて頂けましたら幸いです。 

                            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

３．特記事項（期待される応用分野等） 

“次世代テクノロジーの開発” に協力させて下さい 

● SCiBの優れた性能とこれを最大限に引き出す保護回路を組み合わせて提供。 

● 電気的・外形的カスタム仕様のサポート。 

SCiB の特徴 

・急速充放電対応・・・特に最大連続放電電流１２５A   

・充放電回数 20,000回以上の長寿命。   

・マイナス 30℃の環境でも運用（充放電）が可能。    

・高い安全性                          

・鉛蓄電池との互換性あり。                      

・鉛蓄電池用の充電器が使用可能。                

主な仕様 
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２．電気・電子機器製造                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  コーデンシ TK株式会社 
代表者名  袖長 修治   

  窓口担当  細井 淳   

  事業内容  光センサ／デジタルサイネージの販売 U R L http://www.kodenshi-tk.co.jp/   

  主要製品  TOF・フォトカプラ・センサ／LED／等の光半導体、LEDディスプレイ／デジタルサイネージ   

  住  所  〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK渋谷ビル   

  電話／FAX番号  03-6455-0280 E-mail a-hosoi@kodenshi-tk.co.jp   

  資本金（百万円）  50 設立年月  1973年 2月 売上（百万円）  1,100 従業員数  43   

                    
２．ＰＲ事項 

『 自社シリコンプロセス保有の光半導体メーカー、コーデンシ㈱のグループ企業 』 

当社は光半導体の設計・開発から、ウエハプロセス、組み立て、アッセンブリーまで全てのプロセスを一貫して

行うコーデンシ㈱のグループ企業です。生産においては、最新鋭のウエハ設備を京都に整え、韓国・中国の 

工場ラインでは半導体の前工程と、最新鋭の組立てラインを稼働させ、素子のパッケージからアッセンブリーに

至る量産体制を確立しています。 また、生産で使う設備や金型も自社で製作しています。 
 

■光センサモジュール 

・製品：ほこりセンサ、サーモパイル、イメージセンサ、測距センサ、TOF センサ、ケーシング付エンコーダー 

・用途：製造機械、工場内のほこり管理。温度検知。各種ロボット（搬送、清掃）の移動量検知、落下衝突防止。 

                        

■光センサデバイス 
・製品：赤外 LED、フォトダイオード、照度センサ、フォトカプラ、フォトインタラプタ、反射型エンコーダー 
・用途：CTスキャン、パルスオキシメーター、静脈認証、自動車用オートライトセンサ、ヒートコントローラー 

                   

■LED デジタルサイネージ 

・製品：LED ディスプレイ、MAGIC FLEX、ドライバ内蔵 LED 専用コントローラー 

・用途：LED電飾看板、店舗・展示会等装飾、電光掲示板、各種ロボットの電光表示 

               
 

■コーデンシ㈱ 自社シリコンプロセス工場（京都府宇治市） 

・光半導体デバイスを製造する最新鋭のクリーンルームを備えた 

コーデンシ㈱自社工場。  

 
 
 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●光センサ全般取扱い。海外工場での大量生産から国内工場での少量多品種・カスタム品対応。 
●ISO9001、ISO14001取得。 
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最終更新年月 令和２年 7月                                        ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  サクラテック株式会社 
代表者名  酒井 文則   

  窓口担当  井上 哲也   

  事業内容  マイクロ波/ミリ波装置の開発・販売 U R L http://www.sakuratech.jp  

  

主要製品  24GHz MIMOレーダーIoTセンサー miRadar®8<IoT> 
  

  住  所  神奈川県横浜市港北区新横浜 3-2-6 VORT新横浜 4F-B   

  電話／FAX番号  045-548-9611 / 045-548-9533 E-mail info@sakuratech.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月  2008年 10月 売上（百万）  203 従業員数  7   

                    
２．ＰＲ事項 

『 24GHz MIMOレーダーIoTセンサーの販売 』miRadar®8<IoT>

概 要 

 FMCW MIMOレーダーセンサーをベースに複数人の心拍・呼

吸を同時に計測することが可能です。従来のドップラーレーダ

ーは 1人のバイタルデータだけでしたが、高分解の送受信機

能を実現し 10人程度の方位と距離を分離したバイタルデータ

ーの取得が可能になり、クラウド対応 IoTセンサーとして高度

の生体情報分析やヘルスケア・サービスも可能となります。  

特 長 

・MIMO（Multiple-Input and Multiple Output）FMCW 24GHzのレ

ーダーを活用しているため、±45°の方位角において一度に

複数の対象者（10名まで）の生体情報を測定可能。 

・衣服や布団などを透過して 非接触で測定可能。 

・プライバシー侵害なし （カメライメージを利用しないため） 

・クラウドサービスと連携させることで「センサーto クラウド」シ  

ステムを実現化し、機械学習などを活用したより高度な生体

情報の分析解析や健康管理サービスへの展開も可能。 

想定されるシーン 

・介護施設における患者の長期間モニタリング 

・睡眠時無呼吸症候群または乳幼児突然死症候群などの 

モニタリング補助 

・日常の健康管理、公共の場での健康モニタ 

（居間、寝室、トイレ、公衆浴場、ジムなど） 

保有設備 ： ベクトルネットワ－クアナライザ（キーサイト製   

周波数～110GHz）、電磁界シミュレータ （キーサイト製    

ＥＭｐro）、電波暗箱、恒温槽等 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

● miRadar™ が 2018 年神奈川県工業技術大賞 ［奨励賞］ を受賞    ●2018年 1月 ISO9001 認証取得 

 

miRadar®<IoT>のクラウド接続例 

 

利用イメージ画像 

従来のドップラセンサー

mi Radar™ 8＜ＶＳＭ＞

距離分離
方位分離

1送信
1受信

2送信
4受信

ＭＩＭＯ ＦＭＣＷレーダー

 

従来センサーとの比較 
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最終更新年月 令和２年１１月                                       ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト 
 

１．企業概要 

      

 

会社名 山陽精工 株式会社 
代表者名 白川 太 

 

窓口担当 SMT 事業  上條 敬行 

事業内容 試験・分析・測定機器の開発、販売 ＵＲＬ http://www.sanyoseiko.co.jp/smt 

主要製品､ｻｰﾋﾞｽ 試料の状態変化をリアルタイムに観察する高温観察装置、受託試験サービス 

住所 〒192-0081 東京都八王子市横山町 10-2 八王子 SIA ビル 5F 

電話／FAX番号 042-660-1670/042-660-1671 E－Mail t-eigyo@sanyoseiko.co.jp 

資本金(百万円) 25 設立年月 昭和 38 年 11 月 売上(百万円) 1,000 従業員数 92 

          
２．ＰＲ事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３．特記事項（期待する応用分野等） 

 

 

 

『 加熱観察承ります ― 特殊雰囲気加熱と微細接合観察 』 

 

高温観察装置 SMT Scope は精密な温度制御による｢その場観察｣で実装

業界の開発スピードアップに長年貢献してまいりました。微細化が進む次世

代エレクトロニクス、性能向上著しいパワー半導体には、新たな接合材料の

開発、および実装プロセスの検討が求められています。SMT Scope がギ

酸、水素、真空雰囲気下の高精細な観察でフラックスレス・ボイドレス実装

技術の研究をお手伝いします。 

● 2008-2011 年 平成 20 年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 (経済産業省) 

｢鉛フリーソルダペーストのぬれ性評価装置の研究開発｣を受託  

● 2014 年 第 10 回「JPCA賞」受賞 「変位検出によるソルダペーストの新しいぬれ性試験方法」 

      変位検出ぬれ性試験機 SMT Tester 販売開始 (JIS Z 3284-4 4.5 準拠) 

● 2017-2019 年 平成 29 年度 山梨県産業振興事業補助事業 

          「新しいソルダペーストの JIS規格に対応する高温微細接合評価装置の開発」 

● 2020 年 高温微細接合評価装置 販売開始予定 (JIS Z 3285 5.5 準拠) 

● 特許 3409259 高温観察装置    ● 特許 5689795 ソルダペーストぬれ性評価装置及び評価方法 

 

 

 

● 2017 年 地域未来牽引企業に選定 

●  

◇ 精密かつ再現性のある温度制御 

◇ 揺らぎのない高倍率観察 

◇ 酸素濃度・真空度を調整 

◇ 画像解析/動画編集機能 

◇ 多彩な雰囲気加熱(ギ酸、水素、高真空) 

◇ JIS規格試験に対応 

あなたの見たいをクリアに魅せます － ギ酸、水素、高真空  

 

試料の温度による変化をリアルタイムに観察 

 

2006年施行のRoHS指令による鉛フリー化に伴い、SMT Scopeは信頼性の高いはんだ、部品、実装技術の研

究開発、不具合解析に貢献してきました。 

実装不良はプロセスの見えないリフロー炉から出てきたものを解析します。基板、はんだ、表面処理、部品、温

度プロファイル・・・構成する要素 1 つずつに仮説を立てて検証する必要があります。 

再現試験に有効な手段が SMT Scope の加熱観察です。 

不良を再現し、見えなかった現象を観る。 

その原因を特定し、解決へと導く。 

お客様の問題解決をお手伝いします。 

『 見えないものを観る・・・そして診えるようにすることが SMT Scope の使命です 』 
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最終更新年月 令和２年７月                                        ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  三和エレクトロニクス株式会社 
代表者名  柳瀬 悟   

  窓口担当  麻生 和浩   

  事業内容  通信機器／試験器の設計・製造・販売 U R L http://www.sanwaelectro.co.jp   

  主要製品  航空管制機器、電波通信機器、宇宙通信機器、表示制御機器、計測試験機器   

  住  所  本社/工場 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目 977 番地   

  電話／FAX番号  044-422-3206／044-434-5117 E-mail kazuhiro_asou@sanwaelectro.co.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月  昭和 34 年 5 月 売上（百万）  2,289 従業員数  100   

                    
２．ＰＲ事項 

『 航空・宇宙で培った高品質対応技術力でニーズに則したものづくり 』

当社は、立地条件を活かし首都圏のお客様とのコミュニケーションを大切にし、仕様に基づいた装置/パネル

/基板の設計/部品調達/製造/検査および修理に至るまで、ＱＭＳ（JIS Q 9100）のＰＤＣＡサイクルを回しながら

ニーズに最適化した製品を、航空・宇宙の品質で１台からワンストップにて迅速効率よくお届けいたします。 

■不明瞭な仕様を明確にし、現実可能な設計/製造を導き、早く、安く、身近に、提供いたします。 

●当社の得意技術（開発提案、設計、生産） 

-アナログ設計 

  低周波ビデオ帯からＸ帯ＲＦモジュールの設計～生産 

-ディジタル設計 

信号処理、制御、計測、監視、伝送におけるＣＰＵ/ＤＳＰ回路設計 

および ALTERA 社のデバイスを用いてのＦＰＧＡ設計～生産 

  -ソフトウェア設計 

Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｕｎｉｘ/Ｌｉｎuｘ（Ｒｅｄ Ｈａｔ、ＱＮＸリアルタイムＯＳ）       《基板設計～生産》 

組込ＯＳ（μＩＴＲＯＮ、ＶｘＷｏｒｋｓ）、ファームウェア（ＮｉｏｓⅡ、ＳＨ、ｘ８６、ＤＳＰ） 

通信／ネットワ－ク（ＴＣＰ／ＩＰＲＳ-２３２／４８５、ＧＰーＩＢ、１５５３Ｂ、ＡＲＩＮＣ４２９） 

-構造設計 

筐体、パネル、ユニット設計（Ａｕｔｏ ＣＡＤ、３Ｄ ＣＡＤ）/耐環境設計（温湿度、振動、防滴・防水、ＥＭＩ等）  

-製造技術                                          

高い品質が要求される航空・宇宙分野で培った 

宇宙搭載基準の製造技術力 

※ロケット、航空機搭載製品の生産に対応 

-検査技術 

ＩＳＯ/ＪＩＳに適応する高品質提供、自動試験治具 

-保有設備                           《高密度はんだ付け》        《性能自動計測》 

※RF（～18GHz ﾈｯﾄﾜｰｸ/ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ・ｱﾅﾗｲｻﾞ他）、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ系計測器、光ｵｼﾛ等、600 台以上の計測器保有 

 温湿度試験用恒温槽 3台保有   

３．特記事項（期待される応用分野等） 
◆主要応用分野：制御・監視用高周波電子機器／ＦＰＧＡ技術を用いた信号処理、監視・制御、伝送装置 
◆取引先企業：ＮＥＣ様、ＮＥＣネットワーク・センサ様、日本アビオニクス様、京三製作所様、横河電機様等 
◆認証取得：JIS Q 9100(2017 年) 、ISO/IEC 27001(2013 年)、ISO 14001(2003年)、 ISO 9001(2002 年) 

《19ｲﾝﾁﾗｯｸ》 
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最終更新年月 令和２年７月                                        ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社システック 
代表者名  代表取締役社長 梶村一成   

  窓口担当  SL営業部 髙良徳郎   

  事業内容  電子・電気関係製品の開発設計・製造 U R L http://www.systec.co.jp   

  主要製品  受託開発設計・製造、技術者特定派遣、自主研究開発   

  住  所  静岡県浜松市北区新都田 1-2-14   

  電話／FAX番号  053-484-1351 / 053-484-1291 E-mail tokuro-kora@systec.co.jp   

  資本金（百万円）  98 設立年月  1976年 2月 売上（百万）  2,732 従業員数  275   

                    
２．ＰＲ事項 

『 AI を組み込んだエッジコンピューティング可能な IoT モジュールを提供！ 』 

■AI/AR/VR 用の MediaTek i500(MT8385)を組み込んだ国内初の SoM(System on Module)をご提供します。 

・SoM(SY-I50-SOM)単体、開発・評価環境(SY-I50-EVK)まで含んだ形態、完成品システムまで、いずれの 

ご要望にもお応えします。AI の各種ハード機能を装備、様々な用途の AI ソフトを組み込めます。 

評価キット(SY-I50-EVK)を使用し、開発～市場投入まで最小限に抑えることが可能となります。 

  ・IEEE 802.11ac（2×2MIMO 対応 WiFi）や Bluetooth 5 他で、ＩｏＴ対応できます。 

・1 個から量産まで、どんな規模でも対応可能で、日本人による日本語でのサポートをいたします。 

※弊社は MediaTek 社の特定 SoC IDH（設計専門会社）パートナーです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
お取引先企業：NEC 様、ヤマハグループ様、マスプロ電工様、浜松ホトニクス様、東京エレクトロンデバイス様等 
パートナーシップ：インテル社（DSN認定）、サイプレス社（IDH 認定）、ザイリンクス社（XAP認定） 
規格：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO/IEC27001：2014取得 

【 AI ソフト + SoM 活用事例 】 

 
ソーシャル 

 
ディスタンス 

 
検知 

混雑情報 
マスク 

装着検知 

NewValue 

複合検知 

Safety 

「異物」検知 

Security 

「人」検知 

 

 65×45mm 

 

 

※上記写真は株式会社三ツ波様の製品例です。 
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２．電気・電子機器製造                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社スタック 
代表者名  坂井 多佳嗣   

  窓口担当  神野 元紀   

  事業内容  画像伝送装置の開発、製造、販売 U R L http://www.stac.co.jp   

  主要製品  大容量光伝送装置、映像信号変換装置   

  住  所  〒350-1306 埼玉県狭山市富士見 1-22-3   

  電話／FAX番号  04-2959-7585 / 04-2957-3347 E-mail kamino@stac.co.jp   

  資本金（百万円）  15 設立年月  1977年 5月 売上（百万円）  300 従業員数  20   

                    
２．ＰＲ事項 

『 画像信号処理、伝送技術のスペシャリスト 』

 

「放送・FA向け映像機器開発で培った電子回路設計技術で、他社ができない伝送レートの製品化に成功」 

競合製品は伝送レート 2.3Gbps、２芯光ファイバー使用により、クロックレート 85MHz のカメラ信号 1 台の信号を

伝送する。弊社製品では伝送レート 9.2Gbps（これはハイビジョン信号 6 本分に相当する）を、単芯光ファイバー

でクロックレート 85MHzのカメラ 4 台の信号を伝送でき、コストパフォーマンスで優れている。 

産業向け映像周辺機器業界において、国内外の競合にはない豊富な品揃え（主に Camera Link）で、顧客の求

めるものをワンストップで提供できる。更に、弊社としてはこれらを基に、容易にカスタマイズすることで、顧客の

高度な要求に応えられる。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●2004 年 ISO9001 認証取得， 2006 年 ISO14001 認証取得 
●2008 年 技術センター開設 
●2012 年 感謝状 理化学研究所「X線自由電子レーザ施設 SACLA の研究設備」 
 

○カメラリンクエクステンダ OPT 

 

弊社のカメラリンクエクステンダは、Camera Link

の信号（通常 10m 程度まで伝送）を 300m まで

伝送可能な光エクステンダーです。ハイビジョン

映像信号を約 4 台分の伝送帯域を持っていま

す。 

○HD-SDIスーパーインポーザ 

 

 

 

弊社のスーパーインポーザは、ハイビジョン映

像信号にパソコン出力の映像信号を合成するこ

とができます。文字情報およびマーカー等の図

形情報の合成が簡単にできます。 
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最終更新年月 令和３年１２月                           ２．電気・電子機器製造                                                      

 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  中央電子株式会社 
代表者名  丸井 智明   

  窓口担当  中村 肇   

  事業内容  製造業 U R L https://www.cec.co.jp/   

  主要製品  コンピュータ応用システム、電子機器用筺体   

  住  所  東京都八王子市元本郷町 1丁目 9番 9号   

  電話／FAX番号  042-623-1211 / 042-622-7812 E-mail nakamura@cec.co.jp   

  資本金（百万円）  400 設立年月  1960年 4月 売上（百万円）  6,650 従業員数  260   

                    
２．ＰＲ事項 

『 エレクトロニクスの世界で新しい価値を創造する研究開発型製造業 』

中央電子は、1960年（昭和 35年）の創業以来、エレクトロニクスの世界で新しい価値を創造する「研究開発型

製造業」として、多くのお客様にご愛顧を頂いてまいりました。 

弊社の主な事業は計測制御製品を中心とした受託開発事業、セキュリティ・ネットワーク・環境監視・エンクロ

ージャーを中心とした自社製品事業を展開しています。 

受託開発事業では、得意とする「通信技術」「微小アナログ信号処理技術」「FPGA・マイコンを中心とした組込

処理技術」を中心に、FA 機器・制御装置メーカー様などへ長年にわたり制御機器の設計・製品提供を行ってい

ます。さらに近年は AI を組み込んだ制御装置なども取り組んでいます。 

自社製品事業では、セキュリティシステムやネットワークを中心とした環境監視、接点監視ソリューションのほ

か、直近ではセルラー系 LPWA を含む IoT 無線ソリューションの製品を拡充しています。また、エンクロージャー

部門では、各機器の収納ケースから、サーバラック、静音ラック、水冷ラックや医療機器搭載用カートなど、付加

価値の高い機構製品を開発・設計から製造まで一貫生産しています。 

そして、弊社はすぐそこに来ているデジタル革新の流れに乗り、SDGs の考え方を上手く取り込みながらＤＸの

キーテクノロジーである「ＡＩ、ビックデータ、ＩｏＴ、クラウド、５Ｇ、RPA」などコア技術の確立と応用により、弊社の

理念である「最先端技術を駆使してお客様の困りごとを解決する」とスマート社会の実現に向けて貢献してまい

ります。 

 

 

本社工場         山梨明野事業所       藤野製作所       営業センターショールーム 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●１９９６年 ISO９００１、１９９９年 ISO１４００１、２０１０年 ISO２７００１認証取得 
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最終更新年月 令和４年７月                                        ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製 品・技 術 P R レ ポ ー ト 

          

１．企業概要 

          
 

会 社 名 ｄ３コム株式会社 
代表者名 栗原 紹弘  

 窓口担当 栗原 紹弘  

 事業内容 デジタル無線機器 企画・開発・製作 U R L https://www.d3comm.jp/  

 主要製品 放送業務向け ワイヤレス音声伝送機器  

 住  所 〒194-0022 東京都町田市森野 1-31-18シェアプラザ 203  

 直通電話 090-5190-1878 E-mail office@d3comm.jp  

 資本金（百万円） 5 設立年月 2013年 2月 売上（百万） 50 従業員数 4名  

          

２．ＰＲ事項 

『 低遅延・高音質・エコーのない無線コミュニケーション 』 

I. 専用帯域（1.9GHz）を利用するから妨害されない。（免許不要：LTE帯域で利用可） 

II. 各種のアプリーケーションのベースプラットフォームを開発済みだから、開発費がほとんど不要 

III. 最大 20KHzの音声帯域幅、伝送遅延約 15ms、エコーキャンセラ内蔵 

2020 年代での普及・利用を目指して“5G”システムのサービスが始まりつつあります。これらの公衆無線シス

テムが進化を続けたとしても、ヒューマンインタフェースである高品位デジタル音声（オーディオ）の入出力には別

のシステムが必要です。特に音声の無線インタフェースには様々な課題があります。 

当社では、この音声の無線伝送に特化して、様々な応用に向けて、企画・開発・製造・販売を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

 各種会議システム（近接利用でもハウリング無し）、同時通訳会議、イベント＆ツアーガイド用途 

 2016年より、ローカル５G・DECT応用システム機器の開発にむけて、デンマークRTX社と協力関係を構築。 

 2022年 6月 上記 1.9GHz帯の小電力の無線システムの高度化が情報通信審議会にて審議開始。 

   

 

 

開発用評価ボードと開発環境を完備 開発販売商品例 

放送局設備のようなプロ AV を扱う無線伝送装

置には、信頼性（堅牢・誰でも使える・ノイズがな

い）が求められます。 

当社では、放送局のアナウンサーや取材・撮影

に必須の小型端末（各約 58ｇ：電池を除く）の「送

り返しデジタル音声ワイヤレスシステム」を、多く

の全国放送局に納入しています。 

評価ボードと PC 上の開発ツールにより、実現

したいシステムに必要なプロトコルスタックを選

択、最後にアプリケーションを製作します。 

ワイヤレスマイクシステム 

多チャネル高音質伝送 

インターカム 

多チャンネル送受信 

同時通訳・音声ガイド 

双方向放送サービス 

PP：PortablePart（子機）  FP：FixdPart（親機） 

送信出力は、10ｍW/100mW/240mW 切替 
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２．電気・電子機器製造                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  内藤電誠工業株式会社 
代表者名  佐藤 暁   

  窓口担当  菅谷 政雄   

  事業内容  IC / LSI の設計・製造・評価、解析 U R L https://www.lsi.ndk-grp.co.jp   

  主要製品  カスタム IC ターンキーサービス、受託設計、IC の受託組立、信頼性評価・調査解析   

  住  所  〒211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部 1933   

  電話／FAX 番号  044-431-7130 / 044-431-7138 E-mail ml.ndkj.e-analog@ndk-grp.jp   

  資本金（百万円）  100 設立年月  1950 年 2 月 売上（百万円）  - 従業員数  241   

                    
２．ＰＲ事項 

『 試作 1 個からのカスタム IC 開発 』 

～ 国内自社設備、自社リソース活用による ASIC 開発 ～

   

【特色】 

・アナログ IC、ミックスド・シグナル IC の設計経験が豊富 

・少量、試作、R&D 用途、量産のいずれにも対応 

・お客様のアイデアや手書き回路図からの仕様具体化にも対応 

・EOL IC の機能同等品開発にも対応 

・ウェハ、ベアチップ、パッケージなど様々な納品形態に対応 

・CMOS / Bi-CMOS / BCD / Bipolar / HV CMOS / SOI / Opt など 

様々な製造プロセスに対応 

 

 

 

  

 

【設計例】 

電源系 IC：スイッチングレギュレーター、セルバランサ 

センサ系 IC：AFE IC（電圧検出、静電容量検出、共振型センサ用）、イメージセンサ周辺 

ドライバ系 IC：圧電アクチュエーター、ディスプレイドライバ(LCD、有機 EL、マイクロ LED) 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

● IC 用途：ロボット、IOT、医療、ヘルスケア、バッテリー制御(エネルギー)、センサー、分析機器、車載、など 

● 主要取引先：ルネサスエレクトロニクス、NEC、東大、東工大、東北大、名古屋大、熊本大、慶應義塾大学等 

● ISO14001、ISO9001、TS16949(佐渡工場)、ISO/IEC17025(溝ノ口工場) 

15



最終更新年月 令和３年１２月                                    ２．電気・電子機器製造                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社ビット・トレード・ワン 
代表者名  阿部 行成   

  窓口担当  同上   

  事業内容  コンピューターソフト・電子機器の開発 U R L https://bit-trade-one.co.jp/   

  主要製品  USB入力機器、タッチセンサ、近接センサ、赤外線   

  住  所  〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 5-1-23   

  電話／FAX番号  042-785-2142 / 042-785-2143 E-mail y.abe@bit-trade-one.co.jp   

  資本金（百万円）  6 設立年月  平成 22年 1月 売上（百万円）  100 従業員数  11   

                    
２．ＰＲ事項 

『 回路設計・基板製造・部品実装・組立・検査・出荷を一貫して行います。 』

当社は USB 入力機器、Raspberry Pi 周辺製品、赤外線リモコン応用機器等で多数の実績がございます。

JAXA 様、理化学研究所様案件等様々な実績があり、高品質な設計、製造が可能です。雑誌付録基板なども多

数手がけており、数万枚の基板を低コストで製造する事も可能です。雑誌付録基板なども多数手がけており、数

万枚の基板を低コストで製造する事も可能です。 

【USB 入力機器】 

既存USB製品では対応できないUSB入力機器を設計／製作致します。特殊形状スイッチやレバー、ボリューム

などはもちろん、タッチセンサ／近接センサなど各種センサとの組み合わせも可能です。 

     【製品例】 

 

 

 

 

 

 

 

【Raspberry Pi周辺製品】 

 ５０種類以上のRaspberry Pi拡張ボード（HAT）製品ラインナップを用意しています。社内設計ですので、各種カ

スタマイズ、量産向け設計にも柔軟に対応させていただきます。 

【赤外線リモコン応用機器】 

 赤外線リモコンを PC で操作するためのアダプタを販売しております。ホテル VOD 向けなど多数の OEM 実績

がございます。 

【量産】 

 製造は、国内高品質メーカから中国工場での生産まで、お客様の品質要求とコスト要求に合わせて様々なご

提案が可能です。 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●IoT 
●AI／Deep Learning 
●プログラミング／ロボット教育 
 

遠隔操作する業務用車両

のコントローラです。 

80mm x 220mm の巨大なスイッチ

を押すと、押された回数をカウント

アップしていきます。 

手に持って使える４ボタン

USBスイッチです。 

USB 接続の街頭抽選会用ボタン

です。 
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２．電気・電子機器製造                                                      

Vol.13 

    製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  プライムテックエンジニアリング株式会社 
代表者名  中川 卓也   

  窓口担当  中川 侑美   

  事業内容  産業用デジタルカメラの設計製造 U R L https://pte.jp   

  主要製品  産業用デジタルカメラモジュール   

  住  所  東京都文京区小石川 1-3-25 小石川大国ビル 3F   

  電話／FAX番号  03-5805-6766 / 03-5805-6767 E-mail nakagawa@primetech.co.jp   

  資本金（百万円）  30 設立年月  1998年 8月 売上（百万円）  1,500 従業員数  30   

                    
２．ＰＲ事項 

『 産業用組み込みデジタルカメラのトップメーカーです 』

  当社は設立以来、産業用途の組み込みカメラモジュールを専門として、医療・車載・鉄道・銀行・セキュリティ 

半導体製造検査装置など、様々な装置の映像入力処理部を開発設計してまいりました。    

産業用途向けとして、ノークレーム・故障率ゼロを掲げ、長期安定供給を行っております。 

主要顧客様はいずれも 30年以上のお取引を続けさせていただいております。 

今後共精進を重ね、最先端技術と最高の信頼性を担保していきます。 

       

眼底カメラモジュール   内視鏡エンジン    超小型微量吐出ポンプ スタンドスキャナー  InGaAsカメラ 

 

眼科用機器・内視鏡用途・超微量吐出マイクロポンプ・X線画像可視化カメラの設計製造、その他 

研究開発として、脳内イメージング、ニューロナビゲーション、微小重力下での神経生理の研究 

などを行ってきました。 
 
必要とされる専用の規格に対応するとともに、よりハイスペックな振動衝撃や防水社内試験を 

クリアーした高信頼性のカメラを提供しております。また可視光だけでなく、赤外光を用いた 

無可視光下での撮影や ToFを用いた距離センサーの開発も行っています。 
 
銀行窓口のスキャナー端末や金銭識別機の設計製造を行っています。特殊レンズやフィルター、 

特殊照明を用い、再現性の高い認識装置を開発しております。 
 

特殊テロ対策や、超高感度カメラ。またエレベータ内のカメラ等の供給をしています。 
 
高速大容量、多波長カメラや最新の CXP-12,10G などの最先端のインターフェース技術を用い、

最先端半導体製造装置の発展に貢献しています。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●ISO 9001許認可取得、ISO13485 申請中 2022/3取得予定 
●新連携事業採択 ステレオ画像を用いたジェスチャー入力装置 
●東京大学とのニューロナビゲーション装置の研究 
●岐阜大学との微小重力下での神経生理の研究 
●奈良先端科学技術大学院大学との脳内イメージングの研究 
●横浜工場、台湾事務所、韓国支社 

医療機器 

半導体製造装置 

銀行 

車載・鉄道 

セキュリティ 
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                                                  ２．電気・電子機器製造 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 Makership 
代表者名  高野 慎太郎   

  窓口担当  高野 慎太郎   

  事業内容  小ロット機器のデザイン・設計・製造 U R L https://makership.co.jp/   

  主要製品  小物家電、電子機器、産業用機器など小ロット品の受託開発製造   

  住  所  〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-7-8 麹町山口ビル 401   

  電話番号  080-6539-0912 E-mail hello@makership.co.jp   

  資本金（百万円）  0.5 設立年月  2016年 9月 売上（百万）  10 従業員数  2   

                    
２．ＰＲ事項 

『 貴社のアイデアを形にします！デザインから試作まで！ 』 

・・・・サプライチェーンの国内回帰や多品種少量生産などの製造業のニーズにお応えします・・・・ 

 

１）小ロット機器の設計・製造 

・10～100台といった小ロット製品の製造対応をいたします。 

・貴社のアイデアをデザインから製造まで一気通貫に商品化できます。 

・デザイン・電子回路・機構設計・ファームウェア開発・IoTネットワーク 

開発等の豊富な実績を有し、産業用ロボットから IoT製品、デザイン 

家電といった幅広い商品の開発ができます。 

製品例１：可動スポットライト 

スポットライトをスマホで動かすメカ 

 

２）短納期のプロトタイピング提供 

・得意なメカ設計を活かすため、自社で各種用途対応の３D プリンタを 

6台所有し、素早い試作と小ロットの受託開発製造が可能です。 

・弊社内での生産体制構築にも対応いたします。 

３）企画から試作まで低コストで対応 

・デザインから試作までをパッケージとして 55万円で行います。 

・企画の段階からきめ細かい打合せに対応いたします。 

 

Makership は、アイデアから商品までを一貫して行うために、デザインと 

エンジニアリングを両立させた設計を行い、高い製造性と製造コスト低減

を実現しております。少数精鋭のデザインエンジニアが、「自社の技術を 

活用しオリジナルブランドの商品を作りたい」、「産業用機器を作っていき 

たい」という『ものづくり企業』のパートナーとして活動しております。 

製品例２：CUONA 

スマホ決済用機器の筐体 

 

一緒に、新しい商品を世に送り出しましょう！！ 

【豊富な開発実績】 

水槽用 IoT照明用基板・可動式照明機構設計・空気清浄機デザイン・照明機器デザインなど、１５品目を 

開発してきております。 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●主な取引先：㈱リクルート様・(株)ソニーミュージック様・産業用ロボット開発ベンチャー様 

●ちょっとした思い付きからのアイデアも、具体的な商品の形にいたします。 
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３．金属加工                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社サンコー技研 
代表者名  田中 洋美   

  窓口担当  田中 敬   

  事業内容  基板・電子部品 精密プレス加工 U R L https://sankogiken.com/   

  主要製品  樹脂フィルム・テープから銅・アルミ・SUS 等非鉄金属の打ち抜き及び検査組立て加工   

  住  所  大阪府東大阪市玉串町東 3-5-38   

  電話／FAX番号  072-964-3204 / 072-964-2748 E-mail Sanko-g@hct.zaq.ne.jp   

  資本金（百万円）  20 設立年月  1976年 10月 売上（百万円）  非公開 従業員数  30   

                    
２．ＰＲ事項 

『 交通系 IC カード 1億枚超を全数プレス担当、圧倒的な量産品質体制 』

 当社は、非接触 IC カードの内部フィルム基板の打ち抜き加工を独占担当し、市場クレーム発生件数はゼロ 『１億

分のゼロ』の量産品質体制を誇る精密プレス加工メーカーです。東大阪の中小零細企業が社会インフラを支えている

として、小学校社会科の教科書にも取材されました。創業４５年で培ったプレス技術知見により、１，０００件を超える

試作開発やプロジェクト受託案件では、初期技術検証から工法開発、設備開発までワンストップでご提案が可能で、

圧倒的な製品開発スピードを実現致します。 

 

 

 

 

 

 

 

     『 1μmで狙い撃ち！ 超高精度位置決めプレス加工 』

 特許工法『カメラ内蔵式金型とロボットによる画像位置決め』で、±1μmのハンドリングが可能になりました。細胞一

個分を狙った打ち抜き加工が可能となり、光学部品などの超精密打ち抜きは勿論のこと、バイオセンサーなどの医療

分野でも多数の開発案件を担当しております。 

 

 

 

 

 

 

  

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●経産省ものづくり補助事業採択件数６件 
●近畿経済産業局 関西ものづくり新撰 2021『上記位置決め工法』受賞 
●大阪府ものづくり優良企業賞『大阪産技研理事長賞』受賞 
●新機械振興協会『会長賞』受賞 

【光学ロータリーエンコーダ】 【体内埋蔵式バイオセンサー基板】 

【全国のカードを独占担当】 【半導体用放熱銅基板 月産 300 万個体で量産中】 【二次電池用 セパレータ部材】 
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最終更新年月 令和２年７月                                             ３．金属加工 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社サンテック 
代表者名  清水 睦視   

  窓口担当  道永 伸一   

  事業内容  金属部品の高精度加工、導波管製造 U R L http://www.e-santec.com   

  主要製品  衛星搭載用金属部品・防衛装備品・航空機部品・導波管   

  住  所  神奈川県川崎市中原区宮内 2-28-2   

  電話番号  044-799-9221 E-mail s-michinaga@e-santec.com   

  資本金（百万円）  12 設立年月  1968 年 10 月 売上（百万）  1,000 従業員数  87 人   

                    
２．ＰＲ事項 

『 金属部品加工・導波管製造・冶具設計で 50年の実績！必ずお役に立ちます！』

＜当社が手がける製品は、宇宙・航空など、極めて高度な分野へ供給されております＞ 

 航空機や人工衛星開発の一端を担える誇りを胸に当社が掲げる 3つの柱  

１．高精度加工の特徴  

１）ミクロン公差のオーダーも多数加工し実績有ります。 

２）3次元測定器も 2台完備しておりデータ測定も行い寸法を担保致します。 

３）材料の特徴を 50年学び続け最適条件（冶具・回転速度・刃物選定）にて加工出来ます。 

２．最新の加工技術  

１）5軸加工機９台保有、リニア加工機、放電加工機、ワイヤー加工機、CAMシュミレーションソフト等 

最新の加工機を保有している。 

２）難削材（スーパーインバー・ハステロイ・チタン・インコネル等）の豊富な加工実績を有する。 

３．匠 の 技  

１）手の感覚で削り取る熟練技能者の技。最新加工機と熟練技能者の仕上げが実現する高精度加工。 

２）軟ロー付けの金属同士をバーナーとコテで接合する技。古くから継承されている伝統の技。 

３）薄物を反らずに加工する技。50年の実績と加工経験が何よりの財産です。 

      

                                 

３． 特記事項（期待される応用分野等） 

・金属加工の精密加工技術を活かして、医療分野はじめ各種高難易度の試作品を形にします。 

・2014 年１2 月に打ち上げ成功した人工衛星「はやぶさ２号」の IES プレート部品加工に採用されました。 

・2016 年 9 月に ISO９１００を認証所得。 

・2020 年 5 月より山形県新庄市に新工場稼働！これにより 24 時間稼働し魅力ある価格でご提案致します！ 

衛星搭載スプリング 

 

はやぶさ２の IES プレート 

IESプレート 

2020 年 5 月稼働の新工場(山形県) 

） 
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                                                     ３．金属加工 

Vol.13 

製 品・技 術 P R レ ポ ー ト 

          

１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社ソルテック 
代表者名 渡辺 和秋  

 窓口担当 浅間 秀蔵  

 事業内容 金属プレス加工 U R L http://www.soltec-co.jp  

 主要製品 半導体フィルター装置・プリンター・産業用ロボット（プレス部品）・プレス金型・機械部品  

 住  所 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2丁目 4698-5  

 電話／FAX番号 0238-28-3333／0238-28-1529 E-mail asama@soltec-co.jp  

 資本金（百万円） 10 設立年月 昭和 53年 5月 売上（百万円） 150 従業員数 16  

          

２．ＰＲ事項 

『 プレス曲げ加工で接合する金属組子加締め工法 』

● 当社は、金属プレス金型製品や治具機械部品の加工生産をてがけており、金型設計から量産まで一貫した

加工体制でお客様の要望にお応えいたします。 

● 金属組子接合工法や薄板材バリ無し打ち抜き工法など、常に新しいものづくりに挑戦しています。 

● 金属組子加締め工法は、金属部品コーナー部をプレス曲げと同時に接合し加締め工程を省けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 
●金属組子加締接合は特許出願済 
 
●第 30回「中小企業優秀新技術・新製品賞」 
（りそな中小企業振興（財）・日刊工業（新）共催）受賞 

 

✓ 熟練不要で安価に誰でも瞬時にできます 

✓ 変色錆なく強度は溶接並みで複数箇所接合

可能 

✓ 接合道具不要で材料同士で組子接合します 

✓ 材質フリー、最小板厚 0.3mmまで可能 

コーナー部を追加接合します 曲げと同時に接合が完了します 

Before After 

 
 

特長 

プレス曲げ加工 

同時に加締め加工 

✓ 医療用ベッド液晶モニターフレーム 

✓ 有機 EL照明のケース 

✓ プリンターシャーシ 

✓ 溶接の錆変色を嫌う医療用分野の代替接合 

 
 

利用分野 

 
 

工法 

特許出願済 
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３．金属加工                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 TOKAI精工 
代表者名  稲垣 裕太   

  窓口担当  稲垣 裕太   

  事業内容  試作部品受託・小ロット量産品受託 U R L http://www.tokaiseiko.jp   

  主要製品  鉄・ステンレス・チタン・アルミ・樹脂の加工品、及び処理品   

  住  所  東京都町田市高ヶ坂 7-34-9   

  電話／FAX番号  042-794-7351 ／ ― E-mail info10@tokaiseiko.jp   

  資本金（百万円）  1.5 設立年月  2019年 5月 売上（百万円）  57 従業員数  4   

                    
２．ＰＲ事項 

『 加工方法が違う試作部品でも、ワンストップで提供致します！！ 』

事業概要・・・弊社は自動車や事務機器の試作部品製作を主な業務として、2019 年 5 月の設立致しました。 

        自社に工場を持たないファブレスの形態をとっており、提携協力加工先（約 30 社）と協業しながら、 

        お客様からの要求（コスト・納期等）にお応えさせて頂いております。 

        提携協力加工先と協業する事で、様々な案件に対応し、ワンストップでお応え出来る体制を整えて

おります。 

弊社の強み・・・「短納期での対応・低価格」 

          主に海外の加工先の余剰設備を活用する事で、即座に加工へ入る事が出来る為、 

短納期を実現させています。 

          また、海外加工先との協業により、低価格での製作を行う事が出来ます。   

         ・「加工対応力が豊富」 

          上記と重複しますが、提携協力先と協業する事で様々な案件にワンストップで対応出来ます。 

         ・「品質保証」 

          品質管理部が社内の三次元測定機や各種検査具を使用し、品質を管理しております。 

対応可能な材料などは HP へ記載させて頂いております。是非ご覧下さい！！ 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●航空宇宙分野 ＡＭＳ材やＭＩＬ規格の処理に対応しております。 
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３．金属加工                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社野火止製作所 
代表者名  川上 博史   

  窓口担当  川上 剛毅   

  事業内容  レーザー切削、精密板金加工 U R L https://nobidome.com/   

  主要製品  精密板金、ロボット部品、サイン＆ディスプレイ、医療器部品、モニュメント   

  住  所  〒352-0011 埼玉県新座市野火止 3-2-48   

  電話／FAX番号  048-481-2300/048-481-2304 E-mail kawakamig@nobidome.co.jp   

  資本金（百万円）  30 設立年月  昭和 35年 8月 売上（百万円）  461 従業員数  36   

                    
２．ＰＲ事項 

『 ファイバーレーザーによる高品位切削と化粧溶接 』

当社は 3次元CAD(アマダ製)によるレーザー&精密板金で速く、安心価格、高品質と 3拍子揃っている部分が

売りです。最新鋭ファイバーレーザー1台と炭酸ガスレーザー1台を保有し、ネットワークベンダー 2台、３D加工

可能のルーター1 台、アルミやステンレスや薄い鉄板を溶接できる、交流・直流両用の加工機、バリトリ面トリ機、

ガラスとセラミックのショットブラスト機他多数の設備を有し、レーザー＆精密板金をベースにした当社のトータル

技術は、さらに広い範囲の市場ニーズに対応しています。また、近年では、コストダウン可能な代替加工方法を

技術者が、相手方の担当者や技術者に直接提案し、需要を掘り起こす VE 提案営業を展開して、新技術、新素

材など先端技術と有機的に複合させ新しい価値を持つ製品加工技術を生み出しています。 

 

☆板金加工 

 

 

 

 

 

 

 

☆サイン＆ディスプレイ 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●新型コロナ対策としての「透明アクリル製簡易組立型パーテーション」のオーダーメイド受注 
 社内会議、顧客との接客場面等での感染予防対策製品として希望サイズ・デザインで製作可能 
●内外装工事関連のパーツ、サイン、案内板等の製作 
 ホテル、商業施設、オフィスビル、市役所他の公共施設等の内外装工事関連の金属・アクリル製品やパーツ、 
 LED付案内板の製作も請け負っています。 

レーザーによる切削から曲げ、溶接、塗装、組立に至るま

で、「ワンストップソリューション」を合言葉に高度な技

術で板金加工することで、品質、納期、コストに対するお

客様からの揺るぎないご期待に応えています。 

「はやい」、「仕上がりがきれい」、「ワンストップでトータ

ル加工」を強みとしています。 

当社は、プログラミングチームとレーザー切削加工チーム

が一体となって、サインを「どこよりも早く、きれいに」

仕上げることに全力を傾注しています。様々な業種の方々

からサインの注文を承っており、バリエーション豊かなＬ

ＥＤ付きチャンネル文字のご注文も増えております。 

小惑星探査機「はやぶさ」の 

回収ボックスの製作協力をしました。 

チャンネル文字 金属の切り文字 
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３．金属加工                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  MicroTeX Labs合同会社 
代表者名  和佐 憲治   

  窓口担当  和佐 憲治   

  
事業内容  

機能性表面事業 

高周波・回路設計事業 
U R L https://www.microtexlabs.com/ 

  

  主要製品  マイクロテクスチャリング技術による選択的機能性表面の研究、開発、販売   

  住  所  東京都太田区西蒲田 6-32-11 城南信用金庫 蓮沼支店 3階   

  電話／FAX番号  080‐1725‐1469 E-mail k.wasa@microtexlabs.com   

  資本金（百万円）  1 設立年月  2018年 7月 売上（百万円）  ― 従業員数  1   

                    
２．ＰＲ事項 

『金属等の表面を選択的に高硬度化・耐腐食性・超撥水性に加工します』

マイクロテクスチャリング技術とは、超微小部品への超硬度化、耐腐食性、超撥水性など、従来の技術では不可能

だった機能性表面加工を実現する画期的な技術です。金属はもちろんのこと、DLC、樹脂など素材を選ぶことなく加

工することができます。当社は、マイクロテクスチャリング技術を他社に先駆け実用化し、今後この技術を幅広い分野

で活用すべく設立されました。 

■超高度化、耐腐食性を実現できるヒミツ 

低温高密度プラズマ技術によって素材表面を選択的に窒化することで実現します。ステンレスの場合は、窒化温度

400℃以下、窒化濃度 10wt%という条件で窒化することにより、表面硬度 2000Hvの耐腐食性に優れたステンレスを生

成することができます。 この窒化したステンレス表面は 従来不可能であったダイヤモンド工具で 工具を劣化させる

ことなく加工することが出来ます。 また、窒化部分をマスク処理することができますので、選択的に窒化することが可

能で、ドリル加工では不可能な形状にもミクロン単位で加工することができます。 

 

■超撥水性を実現できるヒミツ 

極超短パルスレーザーによって物質表面にナノ周期構造を形成し、蓮の葉のように水を弾く超撥水表面（接触角

150°以上）に加工します。コーティング処理のように膜剥がれはもちろんのこと、撥水性の劣化もほとんどありません。

低温高密度プラズマ技術と併用することで、プラズマ窒化して硬化したステンレスや DLC コートした表面にも、超撥水

性を選択的に形成可能です。 また、ナノ周期構造形成表面は 飛躍的に表面積を増やすことが可能ですので ヒー

トシンクの放熱面への応用も期待されております。 

   

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
● 実験、試作を問わず、ご興味のある方は 連絡いただければ 対応させて頂きます。 
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3．金属加工

●工場向け分野：自動車工場、食品工場、高級ブランド店舗向けなどに、台車や作業台なども特注で製作させて頂いております。
●2016年度 東京都「東京ビジネスデザインアワード 2016」テーマ賞および優秀賞を受賞

Vol.13

『 板金製品・筐体フレームはもちろん、貴社工場で必要な

台車などの板金設備は特殊部隊がお邪魔して承ります。』

１．企業概要

会 社名 株式会社丸和製作所
代表者名 中野 健太郎

窓口担当 中野 健太郎

事業内容 板金／製缶／精密板金／デザイン U R L http://maruwa-ss.com/

主要製品 鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮を使用した製品／筐体フレーム

住 所 〒196-0001 東京都昭島市美堀町４－８－２

電話／FAX番号 042-541-4577 / 042-545-2262 E-mail maruwa@ss.ai-link.ne.jp

資本金（百万円） 10 設立年月 1960年12月 売上（百万円） - 従業員数 24

２．ＰＲ事項

３．特記事項（期待される応用分野等）

ステンレスの板で
製作した筐体

鉄のアングル、チャンネルで
製作したフレーム

高級ブランド店の外装
（採寸して部品供給）

当社では板材を使用した板金、精密板金全般、アングルチャンネルなどの鋼材を使用した製缶を主としており

ます。２㎥を超える筐体フレームから１ｍｍの曲げまでご対応できます。

半世紀以上培われてきた板金技術と他社にはない特殊な設備により、幅広い商品を確かな技術でご提供致し

ます。独自技術やノウハウを活かして自社ブランド製品も製作しております。

■写真は大物しか示していませんが、機械設備メーカーでも出来ない微細加工も得意としております。

■工業製品に限らず、社内のデザイナーにてノベルティーもご製作いたします。その為、特定分野の

お取引先様だけではなく、多分野業界から個人のお客様までご対応させて頂いております。

■板金事業では、半導体・通信機・医療機器分野での精密板金部品および筺体の製品を中心に、

車軸や産機分野での板金・プレス部品等、幅広いニーズに対応しています。

《板金事業》 建設機械部品、収納装置類、冷却用ブロワ、表示パネル類、産業機器部品

《精密板金》 通信機器、医療機器
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社 モリヤ 
代表者名  舟山 瑞紀   

  窓口担当  舟山 瑞紀   

  事業内容  精密プレス部品の脱脂洗浄と検査 U R L https://moriya-d.jp/   

  主要製品  精密プレス部品の脱脂洗浄と検査の委託業務   

  住  所  〒409-0112 山梨県上野原市上野原 2092-1   

  電話／FAX 番号  0554-62-3403 / 0554-62-3339 E-mail  info@moriya-d.jp   

  資本金（百万円）  800 設立年月  平成 3 年 3 月 売上（百万円）  - 従業員数  8   

                    
２．ＰＲ事項 

『 金属製品をお預かりして、脱脂洗浄する会社です 』

弊社は金属プレス加工製品、特に精密電子部品の脱脂洗浄、検査・梱包を得意とする洗浄委託業者です。 

脱脂洗浄工程の追加対応や外観検査能力不足などでお困りの場合は、是非当社にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●1977 年創業より脱脂洗浄・検査梱包一筋で 43 年間の実績があります。 
●取引企業様からの表彰実績あり。 

■ 外観検査 

・20 年以上の業務経験

者による抜き取り、全

数検査 

・外観検査工程のみで

も受託可能 

 

■ 品質管理 

・油分残渣を 0.03%以

下に制御・管理 

・製品の防錆のために工

場内の温湿度管理を

徹底 

 

■ 梱包 

・防錆梱包、真空梱包に

も対応可能 

 

■ アクセス 

・中央自動車道「上野原

IC」出口より市街地方

面に車で 5分 

・関東圏へのアクセスも

良好 

 

■ 洗浄技術 

・特注の自動横型 4 槽式洗浄機を採用、製品の

細部まで洗浄可能 

・洗浄力が強く、環境対応型のフッ素系有機溶

剤を使用（AGC 社製 AMOLEA AT-2 使

用、RoHS規格や chemSHERPA にも対応） 

・ワークサイズは H370mm×W400mm×

L400mmまで洗浄可能 

・少量から量産まで短納期高品質で対応 

 

26



３．金属加工                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社山内エンジニアリング 
代表者名  山内 章   

  窓口担当  郡司 章   

  
事業内容  

金属プレス用金型の設計・製作 

EV・PHV 用駆動モーターの開発 
U R L https://yama-eng.com/ 

  

  主要製品  自動車部品用高精度深絞り自動金型、EV 用駆動モーター   

  住  所  〒252-0244     神奈川県相模原市中央区田名 2327-2   

  電話／FAX番号  Tel:042-713-1980  Fax:042-713-1981 E-mail a-yamauchi@y-eng.jp   

  資本金（百万円）  5 設立年月  1999年 10月 売上（百万）-  150 従業員数  6人   

                    
２．ＰＲ事項 

『 発想と技術の融合でプレス加工の新境地へ！ 』 

当社は従業員6名の小世帯ですが、一人一人の技術スキルが高く、

金型設計・機械加工・組み立て・トライ調整・精密測定・修正といっ

た全ての工程を一人でこなす事のできる「匠の集団」です。お客様

が希望する開発目標に対して最短距離のルートを構築できる会社

として評価をいただいています。また 3次元測定機、輪郭形状測定

機、表面粗さ計、デジタルマイコロスコープという量産メーカーと同

等の最先端測定装置を導入しており、常にお客様と連動した測定・

検証値を試作金型や量産金型にフィードバックできるシステムを構

築しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 
●経済産業省 平成 28年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）に採択。 
●経済産業省 令和 1年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）に採択。 
●経済産業省 平成 25、26、27、28、29、30年度中小企業ものづくり補助金 6年連続採択。 
●平成 28年、30年 プレス新工法の特許出願（特願 2016-080180号）（特願 2018-053876号）。 
●令和 1年 EVモーター PCT国際特許出願（PCT/JP2019/20087）。 
●令和 2年 EV・PHV用高性能モーター国内特許取得（特願 2020-510625号）。 
●令和 2年 スリップリング PCT国際特許出願（PCT/JP2020/26316）。 

『 アルミ製リチウムイオン電池用缶の 

超工程短縮工法による試作品 』 

『 世界初 Ｗロータ構造によるエネルギー 

回生機構を持つ 150Kw 級 EVモーター 』 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社タイラ 
代表者名 代表取締役 立石 淳  

 窓口担当 営業部門長 吉田 裕  

 事業内容 化成品加工 U R L http://www.kk-taira.co.jp/index.html  

 主要製品 各種ゴム・プラスチック類のシート・発泡材、両面テープ・粘着材等の化成品加工  

 住  所 〒359-0011 埼玉県所沢市南永井 15-1  

 電話／FAX番号 04-2997-1511/04-2997-2611 E-mail taira-zz@theia.ocn.ne.jp  

 資本金（百万円） 20 設立年月 昭和 54年 11月 売上（百万円） 800～900 従業員数 50  

          

２．ＰＲ事項 

『 幅広い加工に対応でき、幅広いニーズにお応えできることができます。 』

移動通信機器、住宅建材、電機電子部品等に使用される化成品材料を、業種・分野を問わず試作から量産ま

で。豊富な材料知識と多種材料の選択より、オーダーメイドの作成を得意としお客様のニーズにお応えします。 

 

☆各種パッキン材・絶縁材・シールド材・テープ材等の製造 

電機電子・医療機器・自動車・住宅建築・産業機器・文具玩具等に使用される、各種ゴム・プラスチック類のシ

ート・発泡材、両面テープ・粘着材、吸音・制振・断熱材等を切ったり・貼ったり・抜いたり・曲げたり・印刷したりの

化成品加工総合メーカーです。 

 

 

 

 

 

 

 

【製品の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●オリジナル品の検討・開発～製造まで困った際にお力添えが可能 
●時世に合った製品提案、製造をスピーディに対応が可能 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

オリジナル品 FLAROMA 

◎香りを交換する事が出来る交換可能式のフィルタ― 

◎ゲル粘着による繰返し開閉可能で、粘着力が低下しても水拭きで再生

可能 

◎見やすいカラーシート付単語帳から取り外せば本の栞として、ストラップ

やキーホルダーを付ければ 好きな場所へ取付が出来る応用が可能。 

それぞれの産業分野で、化成品を使用していない物は無いと言っても過言ではありません。 

私達が加工した部品・製品群は、様々な分野で使用されています。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  日光化成株式会社 
代表者名  利倉 一彰   

  窓口担当  大村 賢司   

  
事業内容  

樹脂材料、不燃材料の開発・製造・販売

及びディスポ医療器の設計・製造 
U R L http://www.nikkokasei.co.jp 

  

  主要製品  電気絶縁材料、耐熱・放熱材料、磁性材料、建築材料、ディスポーザブル医療器ほか   

  
住  所  

（本社）〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北１丁目６番４１号 TEL：06-6458-5511 

（神奈川テクニカルセンター）〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 3209番 

  

  電話／FAX番号  （神奈川）046-220-1131／046-220-1136 E-mail n_inq@nikkokasei.co.jp   

  資本金（百万円）  100 設立年月  昭和 22年 12月 売上（百万円）  3,535 従業員数  145   

                    
２．ＰＲ事項 

『 樹脂の配合技術で、革新的な新素材開発に取り組む 』

【さまざまな特性を生み出す樹脂の優れた配合技術】 

基礎となる電気絶縁材の技術を応用し、高付加価値の材料を開発する素材メーカー

です。独自の「配合技術」＝ 異なる原料をブレンドし、高絶縁・低誘電特性・耐薬品

特性・耐熱・耐静電特性など、今まで世の中になかった「複合化材料」を創り出してい

ます。さらに加工、成形、デザイン、部品化までワンストップで行い、医療、自動車、車

両、船舶、航空、半導体など多岐にわたる分野でのニーズに応えています。 

また、樹脂成形技術を駆使したディスポーザブル医療製品の製造も行い、 

三方括栓や注射器などさまざまな製品を通して医療分野に貢献しています。 

 

【オープンイノベーションで研究開発を加速】 

自社開発に加え、社外リソースも積極的に活用し研究開発・製品開発を行う

「オープンイノベーション」、大学の研究室を交えた「産官学コンソーシアム」な

どの共同開発を積極的に推進しています。日本のものづくり技術を結集させ

た最先端のコンフィデンシャルな案件開発を行っています。 

【化学とバイオの融合】 

「自然から学ぶ」もの作りは、バイオミメティクスと呼ばれ、資源・エネルギーの枯渇や気候変動などの喫緊の社

会問題を解決する学術領域として注目されています。私たちは樹脂メーカーとしてこの考えを新たに取り入れ、

長年培った樹脂材料の合成・成形技術を用いて、革新的な材料開発を展開します。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●主な取引先：自動車・鉄道分野、医療分野、半導体分野、電子・電池分野、建材分野 
●2018 年 経済産業省「地域未来牽引企業」 
●2019 年 中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者 300社」 
   大阪府「大阪ものづくり優良企業賞」に選定されました。 

大阪 バイオミメティクス研究所 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 日置株式会社 
代表者名 代表取締役 日置 尚弘  

 窓口担当 機能部品営業部 海藤 利文  

 事業内容 化成品加工 U R L http://www.hioki-kk.co.jp/  

 主要製品 フェルト・不織布、化成品を素材とした機能部品加工及び防災用品・感染対策用品販売  

 住  所 〒165-0021 東京都中野区丸山 2-1-11  

 電話／FAX番号 03-3336-6161/03-3338-9097 E-mail sales@hioki-kk.co.jp  

 資本金（百万円） 30 設立年月 昭和 30年 6月 売上（百万円） 1,000 従業員数 30  

          

２．ＰＲ事項 

『環境対応・高機能・高品質の機能部品を、スピードと提案で提供します』

使用目的・使用用途に合った素材提案、納入形態もご提案致します。今お困りの内容をお聞かせ下さい。プラ 

スワンのご提案を致します。素材提案＋加工提案希望のお客様、ぜひお気軽にお問い合わせください。 

【機能材料特殊加工】 

水没検知シール/衝撃吸収性ゴム加工/超撥水・親水フィルム加工/吸音特殊フェルト加工/微細穴加工/通電率 

調整導通印刷 他 

【一般素材加工】 

フィルム/テープ/ゴム/ウレタン/各種発泡品/繊維/不織布 他 

【加工内容】 

自社：打ち抜きプレス/スリット/ラミネート/プロッター(型未作成試作)/アッセンブリー・梱包 他 

協力工場：成形(樹脂・ゴム)/切削/印刷各種/縫製/溶着/熱プレス 他 

【分野・業界】 

音響機器/自動車/文具・筆記具/雑貨・日用品/医療機器/食品加工機械/計測機器/OA機器/建築・建材/スポ

ーツ/介護/ドローン/防災/感染対策/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●お客様のニーズに応じ、オリジナル部材・カスタマイズも承ります。 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 aiwell株式会社 
代表者名 馬渕 浩幸  

 窓口担当 小林 俊祐  

 事業内容 プロテオミクスによる診断 U R L https://www.aiwelljapan.com/  

 主要製品 AIプロテオミクスを用いた製品開発や機能評価、特定疾患１次スクリーニング検査提供  

 住  所 東京都港区芝浦 3-3-6 キャンパスイノベーションセンター東京 507号室  

 電話／FAX番号 03-6670-2537 ／ -  E-mail info@aiwelljapan.com  

 資本金（百万円） 約 300 設立年月 2018年 1月 売上（百万） 40 従業員数 9 名  

          

２．ＰＲ事項 

『 《AI プロテオミクス》で、生体の“いま”を可視化する未来を実現します 』 

（１） aiwellの事業モデル： 

① 製品開発や機能評価の提供 

生物学的研究現場で、創薬を中心に、食品、飲

料、新規材料などの新規開発、効果効能判断で

多様なニーズ 

② 特定疾患１次スクリーニング検査 

うつ、認知症、更年期障害などを対象としたスク

リーニングサービス（23年〜24年ローンチ予定） 

➡人間は勿論、動植物のタンパク質の二次元電気 

泳動画像を取得し、健常時と症例毎にAIで比較す  

ることにより未来健康社会システムに貢献します。 

 

３． 特記事項 

● 国策研究：4件採択(SICORP, A-STEPトライアウトタイプ, 農林水産省版 SBIRプログラム, 令和 3

年度橋渡し研究事業)、● 成立特許 7件、申請中特許 1件、● 東工大発ベンチャー107号(2019年) 

（２）AI プロテオミクスとは？  

〜人々の健康を見える化する新しい挑戦〜 

生体の“いま”の状態を可視化する技術であるプロテオ

ミクス（タンパク質網羅的解析）は、高額研究費の出る一

部の高度研究でしか利用されていませんでした。 

東京工業大学 副学長 林宣弘教授は、 

・短時間化（実験時間；1週間→36時間） 

・高感度化（スポット数； 約 500→約 2000） 

・低価格化（1 件体当たり； 約 10 万円→約 1 万円） 

を成功し、プロテオミクスの標準化を実現しました。 

さらに画像診断が得意な AI と組み合わせることでハイ

スループットの診断技術を確立しました。 

（３）実績 

・敗血症の診断 

・化粧品原材料の効果効能検証(共同研究) 

〜aiwellの目指す未来〜 

二次元電気泳動 AI プロテオミクス解析による 

新規製品開発促進 

疾患１次スクリーニング検査提供による 

未来健康社会システム実現 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社アイズファクトリー 
代表者名  大場 智康   

  窓口担当  戸田 新人   

  事業内容  AI人材教育、データ解析、DX総合支援 U R L https://bodais.com/company/   

  主要製品  クラウド AIプラットフォーム「bodais」の提供   

  住  所  〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-7-6 南部ビル   

  電話／FAX番号  03-5259-9004 ／ - E-mail mrk@isfactory.co.jp   

  資本金（百万円）  144 設立年月  2000年 4月 売上（百万）  --- 従業員数  30   

                    
２．ＰＲ事項 

『 データ解析担当不足でも、DX推進を総合的に支援するサービス 』

 DX 推進と言っても、企業の課題はまちまちです。当社では、4 つのサービス、“人材教育”、“データ解析”、“シ

ステム開発”、“独自アルゴリズム研究”、を通じて、企業の課題ごとに必要な部分を切り出し、カスタマイズして、

提供しています。（動画はこちら https://bodais.com/c0000000001/id1100010014 ） 

 

 ◆◆ DX 実現に向けた筋道から一緒に作成 ◆◆ 

 ウォーターフォール型のプロジェクト違い、アジャイル的に最適化を目指すことが必要です。

お悩みも様々で、「どこから手を付けるべきか優先順位がつけられない、社内データ活用にお

ける意識醸成が必要、データが電子化されていない、データ解析を行う担当者がいない、デ

ータ解析の知識技術不足、自社専用アルゴリズムの研究が出来ない、アルゴリズムを自動実

行するシステム開発が出来ない、など」に大きくは分類されます。その多くに、当社は対応しています。 

 

◆◆ 当社の特徴と強み ◆◆ 

日本一歴史がある（※当社調べ）AI 専業会社として 20 年超の長きにわたる実績、AI 教

育受講者2000人超、150を超える事例、データの種類40以上を扱った経験、があります。

昨今のAI企業の多くは、特定の分野に限った解析支援や、特定の業務に特化したサービ

スを展開しています。当社は多くの実績から総合的に DX推進支援サービスを行えるのが

特徴です。例えば、「失敗を減らすための DX推進の目的・スケジュール・体制等の策定支援、AIリテラシー向上

のための人材教育、社内データ解析担当者不足にオンサイトでの解析支援、自動化した AI システム開発、な

ど」です。 

 ◆◆ 自社オリジナル自動データ解析プラットフォーム“bodais”を提供 ◆◆ 

 システム構築を行っても、人間の作業が入ってしまえば、結果スピードは作業に依存して

しまいます。当社オリジナルエンジンの多くは、完全自動になっています。システム構築との

相性が良いものです。システム化の実績では、「コールセンターのコール最適化、レコメンド

広告の出稿最適化、セールスフォースからの営業先最適化、など」があります。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 自社で戦略作成できる企業にはデータ解析専門家としての業務を提供していますが、多くの企業はどこから手
を付けてよいのか分からないのが現状です。そんな企業に向けた、無料相談も用意しています。 
「無料 DXお悩みよろず相談」  https://bodais.com/id0100000135 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 アクロクエストテクノロジー株式会社 
代表者名 新免 流  

 窓口担当 白井 智子  

 事業内容 システム開発・コンサルティング・販売 U R L https://www.acroquest.co.jp  

 主要製品 IoTデータ分析ソリューション、ビジネスデータ分析体験向上ソリューション  

 住  所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-17-2 友泉新横浜ビル 5F  

 電話／FAX番号 045-476-3171/045-476-4171 E-mail acrosales@acroquest.co.jp  

 資本金（百万円） 41 設立年月 1991年 3月 売上（百万） 1,149 従業員数 80  

          

２．ＰＲ事項 

『 設備の未来は「IoT」が知っている！ 』

設備保全のための、予兆異常検知・IoTデータ分析ソリューション『Torrentio Cloud』 

センサや機械設備などで発生するデータをリアルタイムで収集・可視化し、さらに、制御・分析の処理が可能な、

IoT 特化型のデータ分析プラットフォームです。アクロクエストテクノロジーは、20 年以上、電力、交通、通信など

の社会インフラ向け監視システムの開発を行ってきました。Torrentio Cloud は、それらのノウハウをパッケージ

化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●インフラから製造業まで、幅広い分野で IoT化を実現し、異常予兆検知・設備保全を行った実績があります。 
●ソリューション（ライセンス）販売に加え、コンサルティング、システム開発受託、でのご協力も可能です。 
●2005年 4月 CMMI Level3達成。 
●2015年、2016年、2018年 「働きがいのある会社」ランキング第 1位。 
●2018年、2019年 健康経営優良法人に認定 

●カスタマイズ可能なモニタリング

ダッシュボードを活用 

●複数の設備や稼働情報などをま

とめて管理 

●モーターや工作機械、ロボットア

ームなどの設備機器の 

情報収集 

●振動センサや温湿度センサ、

PLCなどに対応 

●異常検知や予測分析など対象の

設備機器に応じたデータ分析を

実施 

●メンテナンスコストの削減や業務

停止による機会損失を予防 

●ビジュアルに制御ルールを定義 

●条件に応じて通知やエッジの制御

を実施 

センサー・デバイスなど 

IoT 

ダッシュボード 

異常予兆検知 

AI エンジン 

振動解析、PLC 

ルール制御 

エンジン 

可視化 
 ２ 

分析 

 4 

収集 

 1 

制御 

 
3 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社アジラ 
代表者名 木村 大介  

 窓口担当 若狭 政啓  

 事業内容 行動認識 AI を中核とした映像解析 U R L https://www.asilla.jp/  

 主要製品 映像解析、姿勢推定アルゴリズム、行動認識 AI  

 住  所 〒194-0021 東京都町田市中町一丁目４－２  

 電話／FAX番号 042-785-5091 ／ ― E-mail cs@asilla.jp  

 資本金（百万円） 56 設立年月 2015年 6月 売上（百万） 非公開 従業員数 41  

          

２．ＰＲ事項 

『 事件･事故の未然対策を可能とするエッジ行動認識 AI を社会へ！ 』 

体格（骨格）とその動きの知的分析により、無意識的な行動でも素早く認識できます。 

(1) 経済産業省 J-Startup 他、アクセラレータプログラムに採択。多くの大企業との 

  PoC 実績を踏まえ、社会システムに実装展開 

(2) 行動認識 AI をエッジで実現。低遅延システムをシンプルかつ低コストで構築可 

(3) 東工大、ハノイ工科大他と連携し、世界一の行動認識 AI に進化 

(4) 行動認識 AIに関する特許を 6 件取得済み。社内に弁理士も在籍し、知財管理体制を構築 
  

Asilla SDK アルゴリズムラインナップ 
 

        

1. 侵入検知アルゴリズム 

従来、人や赤外線センサーなどで行っている侵入監視業務や歩行者カウンティング

などを既存設備や新規物件で実施しようとすると、警備費用や機器費用などコストが

発生します。既存のカメラを用いて、Asilla SDK の侵入検知アルゴリズムを活用する

ことで、業務品質を保ったまま、労務コストを削減することが可能となります。 

 

2. 人物同定アルゴリズム (Multi-Camera Tracking) 

服装や髪形、昼夜間を問わずカメラ映像に映った「特徴的動作」に基き、シーンに応

じて人などに個体識別 IDの付与をして行動体の同一性を特定します。独自の姿勢推

定技術“AsillaPose”により、服装の変化やマスクの着衣などによる外見の変化にさほ

ど影響されない点が最大の特徴です。 

 

3. 違和感検知アルゴリズム (Anolla) 

AI の常時モニタリングによって、公共の場や施設で起こる通行人の転倒やケンカな

どのトラブルの元となりそうな違和感をリアルタイムで検知し、即時救援・救護をするこ

とができます。”違和感検知 AI” Anolla は高性能なトラッキングを行うので、遮蔽物に

短時間遮蔽された場合でも個体識別 ID を保持することが可能です。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・Plug and Play Japan Summer/Fall 2019 Mobility 部門 EXPO Winner / MAKE IN VIET NAM2020 受賞 

・不法侵入、人物捜査、不審行動検知等の行動監視によるセキュリティ向上 
・製造現場での作業動作分析による生産性の向上／スポーツ・ヘルスケア領域における各種行動の定量分析 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  アドバンスソフト株式会社 
代表者名  代表取締役社長 松原 聖   

  窓口担当  営業部 畑原 亮太   

  事業内容  数値解析用ソフトの開発・解析業務受託 U R L https://www.advancesoft.jp   

  主要製品  各種解析ソフト（ 深層学習、第一原理計算、流体解析、構造解析、音響解析 etc ）   

  住  所  〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台四丁目 3番地 新お茶の水ビルディング 17階   

  電話／FAX番号  03-6826-3970/03-5283-6580 E-mail office@advancesoft.jp   

  資本金（百万円）  37 設立年月  2002年 4月 売上（百万円）  1,045 従業員数  100   

                    
２．ＰＲ事項 

『  コンピュータ上での「実験」で、開発コストを大幅カットできます  』

シミュレーションを用いることにより「試作→実験→検証」にかかるコストダウンとタイムロスを削減できます。 

弊社は、①ほぼすべてのソフトウェアを自社開発している技術力・開発力と、②ナノメゾ領域（ナノ・バイオ分野）

から、マクロ領域（構造・流体・音響分野・AI）など幅広い分野への対応が可能です。 

分野ごとにベンダーを変える事なく、初期導入からソフトウェアのカスタマイズまで、ワンストップでのコンサル 

ティングが可能です。シミュレーションを導入した製品開発、既存ソフトでは難しい解析、DX戦略として従来とは

違う製品開発プロセスで MBD（モデルベース開発）や AI の活用等、様々な分野の課題に対して、科学技術によ

る解決策を提供致します。また海外ソフトでは手の届かないニーズにもきめ細かく対応しています。博士号社員

を 41名擁し、幾多の国家プロジェクトの実績があり、ほぼすべての分野のソフトウェアを自社開発しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボルト締付荷重の解析  焼入れの解析  ファン流体騒音の解析  爆轟燃焼の解析   建物騒音の解析 
 
解析事例はホームページにて公開中   http://case.advancesoft.jp/ 

■流体解析ソフトウェア 

Advance/FrontFlow/red 

複雑な流れに対応した 

汎用 3次元流体解析 

ソフトウェアです。 

 

■構造解析ソフトウェア 

Advance/FrontSTR 

固体の変形や熱伝導を 

3次元で解析するソフト 

ウェアです。 

 
■音響解析ソフトウェア 

Advance/FrontNoise 

環境騒音、機器内の 

共鳴等における音場 

を 3次元で解析する 

ソフトウェアです。 

■大規模電磁波解析ソフトウェア 

Advance/ParallelWave 

アンテナの電波解析から光 

の干渉や回折を考慮した光 

波解析まで幅広く適用可能 

なソフトウェアです。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 天の技 
代表者名  工藤 裕   

  窓口担当  工藤 裕   

  事業内容  衛星部品開発、宇宙データ解析 U R L https://amanogi.space/   

  主要製品  宇宙機器、データ解析・可視化技術の研究開発およびソフトウェアの開発と販売   

  住  所  東京都大田区北馬込 1－1－13   

  電話／FAX番号  080-9548-2699 ／ ― E-mail kudo@amanogi.space   

  資本金（百万円）  54．42 設立年月  2016年 2月 売上（百万）  2 従業員数  10   

                    
２．ＰＲ事項 

『 宇宙空間からのデータを AI によりスマートに活用する技術と製品を開発！ 』

 JAXAの革新技術実証衛星 2号機へ搭載される STT（小型衛星姿勢測定） 

装置（例：右写真）の開発企業として採択され、2021年度打ち上げ予定。宇宙 

空間環境での実績を積み、国産宇宙機能部品製造業を推進します。 

 また、日本財団・JASTO・Leave a Nestによるイッカクプロジェクトの Debris  

Watches Team リーダーとして、衛星に搭載したカメラ映像データを、AI 技術 

により分析して、海岸漂着ゴミ等を、マクロからミクロまでモニタリングする技術 

の開発とビジネス化、その応用展開を企業連携を模索しながら目指しています。 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・東工大発ベンチャー84号 

・衛星データを活用した海ゴミ、川ゴミ、不法投棄対策。農業、水産業の IT高度化への応用。 

 

 

短期的(1-3年)：モニタリングシステムから得られた情報を現行の海ゴミ対策に利用 

 

長期的(5-10年)：全世界海ゴミモニタリングと漂着予測 

自治体・回収団体 

  回収計画・リソース 

 

回収作業装置開発 

 

学校教育・啓蒙活動 

意識改革 

ドローン      定点観測 

詳細な分別・量の推定 

（企業連携が必要） 

 

 

 

定期的・広域モニタリング 

堆積領域・時期を通知 

 

 

衛星 

地域・時期をデータ化 

相関計算・統計処理 

 

 

 
世界中を長期的に観測 

データを集約 

 

 

 

海は国を超えて、 

世界中と繋がっている 

 

 

 

漂着予測モデルの構築 

海ゴミの発生抑止や 

回収効果の高い地域を特定 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 アラクノフォース株式会社 
代表者名 本多 健二  

 窓口担当 本多 健二  

 事業内容 力覚提示装置の製造・開発・販売 U R L http://arachnoforce.com  

 主要製品 ワイヤ駆動型 6自由度力覚提示装置、ウェアラブル両手 3自由度力覚提示装置  

 住  所 〒206-0823東京都稲城市平尾 2-70-6  

 電話番号 090-2211-3678 E-mail khonda@arachnoforce.com  

 資本金（百万円） 1 設立年月 2018年 8月 売上（百万） 非公開 従業員数 4  

          

２．ＰＲ事項 

『 力触覚を正確に再現する力覚提示デバイス 』

 

 

 

 

 

 

●当社技術の特長 

当社の力覚提示装置は 8本の高剛性ストリングの端をグリ 

ップ(把持部)と結び、もう一方の端を高性能 DCモータと結ん 

で、モータの制御により、力触覚情報を再現すると同時にモー 

タに取り付けられたロータリーエンコーダによりストリングの長 

さを計測しグリップの位置・姿勢を計測する仕組みです。 

当社の力触覚提示技術は、ワイヤを使用するという特性上、 

用途に応じてフレキシブルに装置を構成することが可能です。 

●商品展開 

(1) Spidar-Gシリーズ： 忠実性の高い 6自由度位置・姿勢計算と 

高解像度の力覚提示を実現しており、デスクトップ環境で VR世界 

との 3次元ハプティックインタラクションを身近に体験することが 

できます。主に大学や企業研究開発機関の用途向けです。 

(2) Spidar-W： 両手 3自由度の位置・姿勢計算と高解像度の力 

覚提示を実現しており、HMD付属の 6自由度 VR コントローラと 

の併用により、ウェアラブル環境で VR・ゲーム等のインタラクティ 

ブコンテンツと 3次元ハプティックインタラクションが可能になりま 

す。まずは、ビジネス用途やゲームのヘビーユーザー用途、その 

後、一般ユーザー用途への展開を計画しています。 

●特許  ①力覚提示装置（特許第６９２７４９８号） ②力覚提示 

ユニットおよび映像表示システム並びにこれらに用いられるフレーム構造（特開２０２１－０８２１６８）、他 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
期待される応用分野： ロボット操作、医療分野、遠隔操作、教育分野、VRゲーム分野 
(※)当社の技術は、1980 年代より東京工業大学精密工学研究所佐藤誠研究室によって進められてきた研究を
ベースとしており、東工大発ベンチャー称号授与第 133号企業です。 

●SPIDAR-G 

ワイヤ駆動型 6自由度力覚提示装置 

近年の HMD（Head Mount Display）の急速な進化によって、極めて高い没入感で VR（Virtual Reality）世界の

物体を手軽に扱えるようになりました。しかしながら、未だ物体の重さや衝突感を体感することはできませ

ん！当社は、長年培ってきたハプティクス（力触覚提示）技術(※)によって、手指・上腕部にその体感を実現

する力覚提示デバイスの開発・製造・販売において、世界をリードする企業を目指しています。 

●Spidar-W 

 ワイヤ駆動型両手 3自由度力覚提示装置 

HMD 

制御ユニット 

ロータリーエンコーダ 
付きモータ 
 

VR コントローラ 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 IDEAAI 
代表者名  小倉 明宏   

  窓口担当  小倉 明宏   

  事業内容  AI ソフトウエア開発 U R L http://ideaai.co.jp/   

  主要製品  外観検査ソリューション   

  住  所  東京都港区北青山 3-6-7   

  電話番号  03-5778-5276 E-mail contact@ideaai.co.jp   

  資本金（百万円）  171 設立年月  2019年 6月 売上（百万）  - 従業員数  6   

                    
２．ＰＲ事項 

『 画像認識率を飛躍的に高める AI ソリューション 』

独自のAIと画像処理技術を融合し動画・画像から特定の形状を高い精度で分類・検出する’iVS’技術をコアとし

て、通常のAI処理では実現できない高精度の対象物検出が可能なソリューションを外観検査分野、映像分析分

野に提供しています。すでに台湾最大手電子部品メーカー製造ラインに導入実働実績あり、大幅な検査員の削

減を達成しました。 

【iVS 外観検査自動化事例】 

圧倒的に高い検査検出率で、十数社の AI 検査会社を圧倒し台湾大手最電子部品メーカーから受注!! 

2 次検査の自動化に成功！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【iVS映像分析事例】 

通常よりも少ない画素数でも高い精度で検知出来る為、遠方の物体、小さな物体でも検知することが可能!! 

高速道路上での特定車両の認識、交通量、逆走、事故推定、落下物検知をリアルタイムで行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等）  
三菱 UFJ 技術財団研究助成金・Plug and Play Japan IoT Batch 4・富士通アクセラレータープログラム採択企業 
2019/10 神奈川サイエンスパーク内に研究所設立。 

人員削減 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  Intellectual Highway合同会社 
代表者名  貞末 多聞   

  窓口担当  貞末 多聞   

  事業内容  ASIC/FPGA 向け IP販売・受託開発 U R L https://www.i-highway.com/   

  主要製品  ネットワーク・セキュリティ処理アクセラレータ IP   

  住  所  〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町 1-24-20 フナイビル 402   

  電話／FAX番号  050-5437-3446 ／ ― E-mail tamon.sadasue@i-highway.com   

  資本金（百万円）  160 設立年月  2019年 1月 売上（百万）  30 従業員数  4   

                    
２．ＰＲ事項 

『 ハード技術で高速ネットワーク・高セキュリティ通信を実現、CPUが楽に！ 』

従来ソフトウェアで処理していた TCP/UDP/IP, SSL/TLS/IPSec のプロトコル処理をハードウェアで実行する IP

（Intellectual Property）で、高速・高セキュリティ・低消費電力な通信を提供します。５G 時代では、このような通信ア

プリケーションのアクセラレートに対する要望が増して来ると考えています。また、カスタマイズにより上位のプロトコ

ルまで拡張し、映像転送(RTP)や VPN、オーバレイ（トンネリング）にもハードウェアで対応出来ます。 

 

■性能・構成                                            

  

■主な用途：インフラ向け、携帯(エッジ)向け 

 
 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
・東工大発ベンチャー称号（121号, 2020.09.29 認定） 
・高強度暗号対応、ファイアウォール、情報傍受対策、パケット中継、サービスダウン対策 

１．カメラやセンサなど、ＩｏＴ端末の通信をセキュア化。

またテザリングやルーティング処理を省エネ化。 

２．多セッション処理可能なため、多地点映像を集約し

（50地点）、画像処理やAIによるイベント抽出処理まで

を HW処理。サーバー台数削減（左図） 

３．サーバーや、UTM機器のセキュリティ機能等の

CPU のオフロード。多重化。 

● 機能仕様 

プロトコル TCP/UDP/ICMP/ARP 

SSL/TLS 暗号化・認証 

Ethernet (10M/100M/1G/10G/25G)・WiFi / 5G  

● 処理性能 

TCP/IP 処理スループット : 25Gbps/1 コア 

同時 TCP コネクション数 : 10,000 以上 

AES処理性能 : 40Gbps（GCMモード含む） 

ネットワークアクセラレータ IP の構成 

(PTU/Protocol Termination Unit) 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  Intelligence Design株式会社 
代表者名  中澤 拓二   

  窓口担当  竹野 雄尋   

  事業内容  AIプロダクトの開発、販売 U R L https://i-d.ai/   

  主要製品  AIプラットフォーム「IDEA」、交通量調査自動化 AIサービス「IDEA counter」など   

  住  所  〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-28-5   

  電話／FAX番号  03-6869-4055 / 03-6869-4056 E-mail contact@i-d.ai   

  資本金（百万円）  20 設立年月  2018年 5月 売上（百万）  非公開 従業員数  19名   

                    
２．ＰＲ事項 

『 「AI による交通調査」で人流の把握を低コストで自動化 』

交通量調査自動化サービス「IDEA Counter」（イデアカウンター） 

「IDEA counter」は、AI プラットフォームである「IDEA」の画像認識技術を利用した交通量調査自動化サービスで
す。画角に歩道/道路が入るようにカメラを設置するだけで、通行者人数や属性などを取得することができます。 
 
１． 導入までが簡単 

通信機能を搭載した端末を提供、端末を設置＆通信機能を起動するだけでデータを取得可能 

２． 低コストで長期間の計測を実現 

画像認識による自動化調査とすることで、従来では難しかった長期間の計測を低コストで実施 

３． 属性情報が取得可能 

Intelligence Design（インテリジェンスデザイン）社が開発した独自のアルゴリズムを利用することで、通行人

の性別・服装・持ち物など検出も可能 

＜利用イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自動調査の内容＞ 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
⚫ 「IDEA counter」の機能カスタマイズに関するご相談も可能です。 
⚫ 「IDEA counter」は、AIを社会実装すること「IDEA platform」のサービスの１つとなります。 

①カメラ設置 ②自動調査開始 ③データ取得・確認 

下記カメラを設置 通過人数・属性
情報を取得 

管理コンソールで 
取得データの確認/ダウンロード 

 

 

通過人数 属性情報 行動情報 カスタム 

IDEA counter 自動調査

内容 

 

保安検知 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社クライス 
代表者名  星 文彦   

  窓口担当  古屋 光俊   

  事業内容  システム開発、DX推進 U R L https://kreis-inc.jp/    

  主要製品  業務用ソフトウェア、開発用ソフトウェア、自動化ソフトウェア、RPA、クラウド   

  住  所  東京都港区虎ノ門 5 ｰ 11 ｰ 2オランダヒルズ森タワー 17F   

  電話/携帯番号  03-6435-9671/070-4406-8738 E-mail soumu＠kreis-inc.jp   

  資本金（百万円）  30 設立年月  1998年 4月 売上（百万）  500 従業員数  50   

                    
２．ＰＲ事項 

『 中小企業のＤＸをご支援、業務自動化、RPA、クラウド 20年の実績 』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 
労働者派遣事業 許可番号 派 13-303182 
クライスグループ企業：RUFT株式会社 https://ruft.jp （組織開発コンサルティング、HR Tech事業運営、 
有料職業紹介 許可番号 13-ユ-313585） 

お客様のご要望（要件） 

他社より安く、ご期待に沿ったシステム開発!! 

・ソフトウェア開発を自動化する自社システム Web BJ

の利用により、国内で安価にシステム開発。 

・開発途中で、都度、お客様と、ユーザーが実際に利

用する画面を見ながら、ご要望を取り入れ修正する

アジャイル開発。お客様のご要望を即時反映。 

・更に、ベトナムパートナー企業との協力によるオフシ

ョア開発。より安く開発を完了させます。 

大手から中小までの豊富な取引先!! 

金融、大手商社、医療機器、通信等の様々な分野 

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ 

メタルワン、エム・シー・ヘルスケア、三菱商事太陽、 

アクサファイナンシャル生命保険、 

損保ジャパン日本興亜、アリアンツ火災海上保険、 

キヤノンメディカルシステムズ、日立システムズ、 

社労士事務所、数 10～数 100名企業他多数。 

クライスのクラウド開発の仕掛け(Web BJ)!! 

AWS（アマゾンウェブサービス）上に開発・運用の仕

組みを構築、お客様固有の開発環境不要。クラウド

開発、クラウド運用で、お客様は初期費用と月額費

用のみ。都度の変更対応も迅速。 

ステップ①：お客様とエクセルで画面デザイン 

ステップ②：ノンプログラミング画面作成 

ステップ③：都度、画面修正 

ステップ④：開発完了後、そのままクラウド運用 

・業務コンサル（戦略構築） 

・業務データの洗い出し 

・エクセルによるデザイン 

開発 運用 

・日々のクラウド利用 

・修正対応 

・運用管理、更なる DX推進 

豊富なノウハウで中小企業の DＸを支援!! 

・大手企業向け業務システム開発において 20年以上

の開発実績。大規模案件への人材派遣、開発請

負・運用等、多くのプロジェクト経験。 

・数 10人から数 100人規模の企業向けに、業務見直

しによる DX 支援、業務自動化による人材難対応、

ウェブ、クラウド活用、ネットワーク見直し、情報の

一元化。売上増大、コスト削減をお手伝いします。 

・RPA活用。事務処理自動化、集中管理を実現。 

・国内 

・WEB BJ 

・ベトナム 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 クリムゾンテクノロジー株式会社 
代表者名 飛河 和生  

 窓口担当 波多江 良徳  

 事業内容 声質変換技術の提供 U R L https://crimsontech.jp  

 主要製品 声質変換技術「リアチェン voice」を使った製品  

 住  所 東京都世田谷区池尻 2-37-2  

 電話番号 050-3816-7190 E-mail hatae.yoshinori@crimsontech.jp  

 資本金（百万円） 80 設立年月 2002年 2月 売上（百万） 非公開 従業員数 25  

          

２．ＰＲ事項 

『 リアルタイムに色々なキャラクターの声に、AI リアルタイム声質変換！ 』

弊社が開発・提供している「リアチェン voice」は、喋った声をリアルタイムに特定の人物やキャラクターの声に変

えることができる AI リアルタイム声質変換技術です。一般のボイスチェンジャーはピッチやフォルマントしか変え

ることができないのに対し、リアチェン voice は機械学習で分析した声質データに基づいて、声の変換を行いま

す。これによって一般男性の声を女性キャラクターの声に変えたりするなど、今までにない変換が実現しました。 

 

◆ 技術の特長 

声質学習システムが、キャラクターと使用者の両方の音声から時間的マッチング、特徴量の抽出を行い機械学

習することで、声質データを記録したボイスモデルを構築。このボイスモデルをもとに声質変換システムが、その

キャラクターの声質に近づけるためのフィルターを生成して、声質変換を行います。 変換処理は、およそ 100 

msec のレイテンシーと、リアルタイムでの動作が可能です。この技術は、名古屋大学大学院情報処理研究科の

戸田智基教授の協力のもと、クリムゾンテクノロジーによって開発されました。（特許技術） 

 

 

◆ リアチェン voice製品ラインナップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人様向けに SNSやゲーム、業務用アプリケーションへの組み込みも可能です。SDK としても提供しておりま

すので、ぜひご相談ください。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・テーマパークでのキャラクターショー、ロボットを用いた遠隔接客、バーチャル Youtuberの運用で導入実績有り 

・ゲーム、カラオケ、カーナビゲーション、ロボットなど、音声を利用する機器への組み込み 

・Voidol  

PC/macOSアプリ版のリアチェン

voiceです。声質変換機能に加え

て、エフェクト等、配信に約立つ

様々な機能を備えていますリリ

ース間もなく、各ストアの有料ア

プリランキングで一位を獲得しま

した。 

 

・Voidol for iOS 

iOS アプリ版のリアチェ

ン voiceです。2016年の

リリースから累計 7 万ダ

ウンロードを達成。2020

年 5 月 Ver.2.0 へアップ

デート。 

＜事前 AI音声学習→リアルタイム変換＞ 

あなたの声       キャラクターの声出力 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社バルキー・インフォ・テック 
代表者名  赤田 直樹   

  窓口担当  横森 大輔  山崎 隆哉   

  事業内容  ソフトウェア・プロダクトの開発・運用・保守 U R L https://www.bulky.co.jp/   

  主要製品  ｆMaintainer / Bulky Compact Deep Inspector   

  住  所  〒162-0045 東京都新宿区馬場下町 5番 1号 早稲田駅前ビル 2 階   

  電話／FAX番号  TEL: 03-5292-0971 FAX: 03-5292-0989 E-mail ml-sales@bulky.co.jp   

  資本金（百万円）  80 設立年月  1999年 4月 売上（百万円）  970 従業員数  57   

                    
２．ＰＲ事項 

『 目視検査の負担を AI で軽減する画像異常検知・異音検知ソリューション 』 

Bulky Compact Anomaly Detector 

   

【事例】 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●御社の目視検査の代わりに適用できるか、撮像テストまでを無料で実施いたします。 

●JDLA 日本ディープラーニング協会 エンジニア資格保有者が対応 

●詳細はこちら https://bit.ly/3PPbjcC 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名       ―株式会社 
代表者名  吹金原 榛耶   

  窓口担当  吹金原 榛耶   

  事業内容  アプリケーション開発 U R L https://unibus.app/   

  主要製品  大学生のためのバス時刻表アプリ「unibus」   

  住  所  〒356-0035 埼玉県ふじみ野市丸山 9番 2号   

  電話／FAX番号  080-8207-7747 ／ ― E-mail shinya_fukimbara@unibus.app   

  資本金（百万円）  ― 設立年月  ― 売上（百万円）  ― 従業員数  ―   

                    
２．ＰＲ事項 

『 地域全体をキャンパスに。 

大学生のためのバス時刻表アプリ unibus 』 
 

■ バス通学を DX する。 

バス時刻表のレイアウトをスマートフォンのために最適化。アプリトップページから直近のバスをすぐに確認。い

まのバス混雑具合を投票してみんなと共有。 乗りたいバスの発車通知など、日々のバス通学をもっとラクにす

るための機能を搭載しました。 unibus はバス通学をもっとラクに、もっと豊かにする、大学生のためのバス時刻

表アプリです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地域と一体になったあたしいキャンパスをつくる。 

バス通学における小さなストレスによってキャンパスライフが億劫になることなく、バスによる地域へのアクセス

性によって各キャンパスが持つ特色を最大限に引き出します。また、学生と地域をつなげることで学生の豊かな

未来を実現し、「地域全体が私たち学生のキャンパスだ。」というあたらしい概念を創造します。 

 

■ 地域全体を巻き込み、全国の地域活性化を目指す。 

unibus によって学生と地域がつながる機会を提供することで、コロナの影響で消失してしまった学生と地域のつ

ながりを創り、学生と地域の方が交流する機会を創造します。unibus は学生と共に地域全体を巻き込み、全国

の地域活性化を目指します。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

● 2021年  2月 TDU アイデアコンテスト 2020【奨励賞 / 後援会賞】 

● 2021年 10月 学生エンジニアピッチイベント技育展【優秀賞】 

● 2021年 12月 TDU 産学交流会 学生向け起業プランコンテスト【優秀賞】 
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製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  富士インフォックス・ネット株式会社 
代表者名  近藤 俊一   

  窓口担当  袴田 寛之   

  事業内容  ITインフラ構築、IT ソリューション事業 U R L https://www.infoxnet.co.jp   

  主要製品  「BI21」、「スクールアシスト昴」など   

  住  所  〒108-0014  東京都港区芝 5-13-15 芝三田森ビル 5F   

  電話／FAX番号  03-5419-8228／03-5419-8229 E-mail BI21_sol@infoxnet.co.jp   

  資本金（百万円）  60 設立年月  1991年 4月 売上（百万円）  1,500 従業員数  210   

                    
２．ＰＲ事項 

『 Excel 業務を、より速く、より楽に！―「BI21」で叶える Excel 業務効率化 』

⚫ ＢＩ21 とは？ 

Ｗｅｂ上からアクセスできるＤＢを備えたＥｘｃｅｌ業務改善システム。社内の Excelデータは、BI21で一元管理す

ることができます。また、データの入力・管理画面は、見た目も操作方法も既存の Excel と同様です。 

 

⚫ BI21の魅力２つと活用フロー例                                

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

⚫ よくある課題改善例 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●BI21 のシステム構築は、各企業様の Excel 業務に合わせてカスタマイズ可能です。 

Excel を使用中の企業様であれば、業界を問わずご相談頂けます。 
 
●導入実績のある業界：製造業、エネルギー業、建設業、地方銀行、大手商社、ホテル、語学学校など。 
⇒社内の Excel 業務課題に合わせ、各企業様専用の BI21 システムを開発・実装いたします。 

①既存の Excelファイルをそのまま活用できる！Excelの機能も 100％利用可能！

⇒導入から運用までの手間と時間が、最小限で済みます◎ 

②多種多様な社内データを連携させ、一元管理が可能！ 

 

 

経営会議等で活用 

 

データ入力・確認 BI21 Viewer 

 

【繰り返し業務】 

データの自動集計により、コピペなどの毎月の繰返し業務が不要。 

DB 接続 

データ抽出 

【メンテナンス】 

社内の大量の Excel ファイルがメンテナンス不要に。 

社内の各種システムとデータ連携可能 

対象フォーマットにデータを呼び出すだけ 

BI21 

BI21 に実装可能な機能例 

データの自動集計、 

見積書の自動作成など 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社ホロンシステム 
代表者名  小林 真一郎   

  窓口担当  保科 雅央   

  事業内容  システムインテグレーション U R L http://www.holon.co.jp   

  主要製品  生産管理システム SimLexをはじめとした DX基盤となる IT ソリューション   

  住  所  〒102-0075  東京都千代田区三番町 8-1三番町東急ビル   

  電話／FAX番号  03-3511-5570 / 03-3511-5577 E-mail sol-sales@holon.co.jp   

  資本金（百万円）  81 設立年月  1988年 05月 売上（百万円）  3,881 従業員数  307   

                    
２．ＰＲ事項 

『 DX基盤ソリューション 生産管理システム  SimLex Production Control 』

生産や販売、在庫や出荷など一連の業務を網羅しており、経営判断に必要な情報を一元管理します。 

多品種、短納期、コスト高に対応するために必要な、DX基盤となる機能を完備した生産管理システムです。 

 各種ソリューション詳細は下記 QR コード↓ 

 

また下記 IT ソリューションも取り扱っています。 

   
・品質マネジメント支援システム「FactoryZero-QC」： 品質データの活用による品質向上サポートソリューション 

・製造実績収集システム 「実績班長」： 現場のヒト・モノの見える化によりカイゼンを推進 

・帳票電子化ソリューション 「i-Reporter」： 既存の帳票をペーパーレス化するソリューション 

・作業トレーサビリティシステム 「TRASAS」： 適正な手順書運用をサポートする事を目的としたソリューション 

・経費精算クラウドサービス 「Spendia」： 働き方改革を加速させる次世代経費精算サービス 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●工場の見える化、生産性の向上 
●働き方改革 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ものレボ株式会社 
代表者名  細井 雄太   

  窓口担当  松下 貴大   

  事業内容  IoT生産管理システムの開発・販売 U R L https://www.mono-revo.co.jp/   

  主要製品  小ロット製造向けＩｏＴ生産管理アプリ「小ロットスケジューラ」「いきなりＩｏＴ」   

  住  所  京都市中京区新町通り三条上ル町頭町１１２ 菊三ビル 3F   

  電話／FAX番号  Ｔｅｌ：075-585-5097（ＦＡＸはありません） E-mail info@mono-revo.co.jp   

  資本金（百万円）  16 設立年月  2016年 2月 売上（百万円）  43 従業員数  6   

                    
２．ＰＲ事項 

小ロット製造の納期管理の課題を『いきなりＩｏＴ』で解決！ 

生産管理ソフトを買ったけど、高価格のわりにはいまいち導入効果がないということはありませんか？ 

当社は、生産技術者が立ち上げた「生産技術 x IoT」ベンチャー企業です。 

製造現場への技術導入のノウハウを武器に、小ロット製造現場で実験と検証を繰り返して開発した、 

「小ロット製造工場の、小ロット製造工場による、小ロット製造工場のための生産管理アプリ」です。 

 

 

 ●生産進捗の見える化 

   生産計画を簡単に立てて、進捗をリアルタイムに確認。 

 ●納期遅れの防止 

   生産計画や進捗状況が納期に入らない場合は未然警告。 

 ●経営改善の支援 

   生産計画と実績から原価や粗利の自動計算と分析機能を搭載。 

 

 

 ●小ロット製造の納期管理に特化！ 

   小ロット製造現場目線の操作性で、ホワイトボードみたいに管理。 

 ●カスタマイズ不要で、安く、早く、簡単に導入！ 

   初期費用 100万円ぽっきり、お手持ちの端末で即日運用が可能。 

 ●お手軽ＩｏＴで自動でリアルタイムに進捗を把握！ 

   作業指示書を掲げるだけで、各案件の進捗をリアルタイムに把握。 

 

詳しくはホームページに動画もございます！貴社にてデモも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい！ 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
・小ロット生産管理方法およびＩｏＴ活用の発明に対し、特許出願中（出願番号：2018-113909） 
・ＩＴ導入補助金対象ツール 
・メディア掲載多数 
 

機能 

特徴 置くだけで 

 

進捗管理 

いきなりＩｏＴ 検索 

小ロット製造 

進捗見える化 

日経産業新聞 一面 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社モフィリア 
代表者名  天貝 佐登史   

  窓口担当  山田 知宏   

  事業内容  静脈認証デバイスの開発・製造・販売 U R L https://www.mofiria.com   

  主要製品  指静脈認証デバイス、各種 OS対応ソフトウェア開発キット   

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

  電話／FAX番号  03-6417-9411 / 03-6417-9412 E-mail eigyo@mofiria.com   

  資本金（百万円）  10 設立年月  2010年 12月 売上（百万）  非開示 従業員数  11   

                    
２．ＰＲ事項 

『 快適で正確無比な静脈認証 mofiria 』

    

 

株式会社モフィリアは、ソニー株式会社が独自に開発した指静脈認証テクノロジーを継承し、認証用のデバイス

やソフトウェア開発キットを開発・販売しています。 業種、業態を問わず全世界に向けて、パートナー企業の製

品やソリューションに静脈認証を組み込むためのサービスを提供しています。 

  

モフィリアの静脈認証は、独自の静脈パターンの抽出アルゴリズムと気候・体調による影響が少ない中心部検

出方式との組み合わせで、高速で正確な認証と高い操作性を両立しています。静脈という目に見えない情報を

使うことによる高セキュリティ性、経年劣化耐性などのメリットもあります。 

Bluetooth対応デバイスによるワイヤレスでの静脈認証の実現、Windowsだけでなく、Linux、Android、macOS用

のソフトウェア開発キット提供など、お客様のニーズに幅広く迅速に対応する姿勢が高く評価されています。 

 

銀行窓口や ATM、勤怠管理、各種キャビネット、コ

ンピューターへのログオン/シングルサインオンな

ど、鍵の代わり、パスワードや ID カードの代わりと

してセキュリティ性、利便性向上のために様々な用

途、場面に採用されています。 

 

 

組み込み型 FVA-M2ST  据置型（ワイヤレス）FVA-U4BT 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

国内特許：  登録 17件、出願中 3件 

海外特許：  米国 8件、 中国 9件、 台湾 1件 
期待される応用分野： 手ぶら決済（生体認証でのキャッシュレス推進） 

特徴抽出 スケルトンパターン 指静脈画像 

48



５．ＩＴ・ソフトウェア                                                      

Vol.13 

製 品・技 術 P R レ ポ ー ト 

          

１．企業概要 

          
 

会 社 名 リアムス株式会社 
代表者名 片貝 和人  

 窓口担当 片貝 和人  

 事業内容 IT資産管理業務改善支援サービス U R L https://www.riams.co.jp  

 主要製品 RIAMS ESサービス  

 住  所 神奈川県相模原市南区上鶴間 2-6-17  

 電話／FAX番号 090-1838-9414 ／ - E-mail katakai@riams.co.jp  

 資本金（百万円） 130 設立年月 2018年 8月 売上（百万円） 950 従業員数 1  

          

２．ＰＲ事項 

『 ＩＴ管理に必要なものをサービスで提供します 』

ＩＴの世界は常に新しい技術やサービスがリリースされ、益々身近な存在となり、ビジネス基盤として欠かすこ

とが出来ない存在となっています。便利さの裏では、悪意を持ったソフトウェアを原因とする情報漏洩事件の発

生や、ソフトウェアメーカーによるライセンス利用監査強化などが行われ、ある日突然損害賠償請求を受ける事

もあります。また、資産の有効活用の点から、社内システムの標準化や遊休資産の有効活用などの対策も急務

になっています。この様な課題に対応する為にはＩＴ資産管理が重要ですが、複雑化する契約や進歩が速いＩＴ

技術の吸収を社員の努力だけで対応する事は非常に難しくお悩みの方も多いのではないでしょうか？ 

ＥＳサービスではＩＴ資産管理の国際規格である ISO/IEC19770-1（ＩＴＡＭ）に精通した専門家がお客様に代わり

ハードウェアだけではなく、ソフトウェアやライセンスと言ったＩＴ資産を管理致します。お客様は面倒な管理を意

識せずに結果だけを受け取る事が出来ます。 

 

 

RIAMS ESサービスは IT資産管理のベースとして必要なものを提供するサービスパッケージです 

必要な時に必要な IT資産を、利用可能な状態でお届けします。 

いつでもコールセンターに問い合わせが出来るので、困ったときも安心です 

IT資産管理に必要な管理システムをクラウドで提供。いつでも管理状態が確認できます。 

お使いのパソコンが壊れてもオンサイトで修理対応だから安心です 

使い終わったパソコンは安全に廃棄。データ漏れの心配はありません 

難しい管理を IT資産管理の専門家が実施します。面倒な事は専門家にお任せください 

 

 

 

 

 

一部サービス提供は全国にサービス拠点を持つウチダエスコ株式会社が行います。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●今後爆発的に増えると予測される IoT機器の管理やクラウド契約の管理 
●ＩＴ利用環境の変化に柔軟に対応出来るので、在宅勤務、リモートワークなどに即座に対応可能 
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単発の開発だけではなく、設計から保守まで一貫して携わることで、 

お客様と信頼関係を構築できるパートナーとなることを心掛けています 

 

 

1 

持続性のある 

パートナーシップ 

 

100%日本向けビジ 

ネスの為に教育 

した人材 

 

日本のソフトウェア 

開発手法への 

深い理解 
 

 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ルビナソフトウエアジャパン株式会社 
代表者名  楠本 沙織   

  窓口担当  横濱 和敏   

  事業内容  ソフトウェア開発及び関連事業 U R L https://www.luvina.net/   

  主要製品  ベトナムオフショアソフトウェア開発及びソフトウェア開発人材紹介   

  住  所  〒213-0012 神奈川県川崎市高津区３－２－１ かながわサイエンスパーク(KSP)西 612   

  電話／FAX番号  044-271-7080 / 044-271-7081(FAX) E-mail info@luvina.jp   

  資本金（百万円）  12.5 設立年月  2011年 11月 売上（百万）  500 従業員数  40 名   

                    
２．ＰＲ事項 

『 100%日本向けオフショア・ソフト開発で、最適なソリューションを提供 』 

LUVINA SOFTWARE JSC（所在地：ベトナム・ハノイ）の長年のオフショア開発受託経験を活かします 

LUVINA SOFTWARE JSC は、創立 2004 年、従業員数 650 名のベトナムオフショア会社で、 

当社は戦略一体会社（日本法人）として設立されました。 

 “LUVINA SOFTWARE JSC”は東工大卒ベトナム人留学生が起業した東工大発ベンチャー企業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

■開発事例（セールスポイントは、開発コストとスピード感） 

<EC システムリニューアル> ＊規模：150 人月 1-12カ月＊技術：JEE7:JSF, CDI, EJB,JPA,JAX-JS, Elastic 

Search, MapR-Hbase, Oracle  

<発電所制御監視訓練システム開発> ＊規模：100 人月-6 ヶ月＊技術：Java Swing 

<CRM（顧客管理）システム統合> ＊規模：150 人月-18 ヶ月＊技術：J2EE, Oracle 

<労働安全システムの開発>＊規模：66 人月-6 ヶ月＊技術：.NET core 2.1, C#, AWS） 

■資格：ISO 9001、ISO / IEC 27001、CMMI レベル 3、蔵前ベンチャー賞、東工大発ベンチャー称号 

創業以来、日本のお客様向けに 

特化したビジネス展開により、 

日本のソフトウェア開発プロセス

の経験が豊富 

弊社独自の教育機関にて 

技術・日本の商習慣及び 

日本語の習得 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社Ｗｉｚｅ 
代表者名 石田 圭伸  

 窓口担当 中山 悟  

 事業内容 ソフトウェア開発・販売 U R L https://wizejp.com  

 主要製品 ＩｏＴ・見える化ソリューション  

 住  所 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 2-1-17 3Ｆ  

 電話／FAX番号 0466(21)7406 ／ 0466(21)8756 E-mail info@wizejp.com  

 資本金（百万円） 3 設立年月 2014年 7月 売上（百万） 70 従業員数 12  

          

２．ＰＲ事項 

『 IoT を使った現場情報の活用 』 

中堅製造業、旅館・ホテルの DX： レガシー企業文化からの脱出をお手伝い 

長年 MES*で培った技術を応用し、お客様の DX を一体となって推進する共創的パートナーを目指します。 

・ 「IoT を使った現場情報活用」 コンサルティング （業務委託準委任契約） 

・ 作業者を支援するシステム（HT*、タブレット、スマホ等の IoT 機器、ソフトウェア）の提供 

・ 温浴状態監視 IoT システム 「ココチー」 の提供 

MES*： Manufacturing Execution System（製造実行システム）、 HT*： Handy Terminal 

◆ 中堅製造業 IoT 「製造現場の見える化」      ◆ 温浴状態監視 IoT システム 「ココチー」 

製造現場(アナログな世界）をデジタル化したい、   温泉設備の見回り作業の手間を省き、その時間を 

ひとり情シスの中堅製造業様     接客サービスに回したい旅館・ホテルの経営者様 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●蓄積したデータを可視化、アクションにつなげる BI ダッシュボード 「MotionBoard*」 を SI 可能 

 「MotionBoard」はウィングアーク 1st株式会社の登録商標です。https://www.wingarc.com/product/motionboard/ 

●最近の MES 事例： 自動車部品（樹脂部品）製造工程（成形・塗装・組立）の 「工程進捗の見える化」 

●SECURITY ACTＩＯＮ（ＩＰＡが推進しているセキュリティ対策自己宣言）で 「★★（二つ星）」 を宣言 

１ ・現場情報の見える化、工程進捗の見える化 ・いつでも、どこでも、簡単に（製造現場の生産状況が検索可能、営業の方は外出先で使用）  応用例２ ・温泉旅館の顧客サービス ・「温浴状態監視 IoTシステム」（ココチー） 

連絡取れます 

大きく業務改善 

スマート デバイス

ハンディ ターミ ナル機能 スマート フォン・ タブレッ ト 端末

■いつでも , どこでも ,  簡単に

 製造現場の状況が検索可能

 営業の⽅は外出先で使⽤

発注 受注

仕⼊ 出荷

 ハンディ ターミ ナル

■現場情報の⾒える化 ■⼯程進捗の⾒える化 等

仕⼊先 顧客

ログイン画⾯

メ ニュー

作業計画

作業報告

出荷指⽰

製品在庫移動 (⼊庫・ 出庫)

資材在庫移動 (⼊庫・ 出庫)

棚卸

現品票出⼒

ERP（ ⽣産管理）

製造実施計画

⽣産計画

実績収集

進捗管理

設備管理

品質管理

出荷管理

受注管理

購買管理 在庫管理 原価管理

CLOUD

In tern et

< 温泉旅館の 

顧客サービス > 

いつでもどこ

でも簡単に 

< 現場情報/工程進捗の見える化 > 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社モノファクトリー 
代表者名  廣瀬 新治   

  窓口担当  照屋 一   

  事業内容  オリジナルグッズ制作・アクリル加工 U R L http://www.monofactory.co.jp   

  主要製品  缶バッジ ・ アクリルキーホルダー等 グッズ製造   

  住  所  〒196-0015東京都昭島市昭和町 1-2-14   

  電話／FAX番号  TEL：042-519-4124 / FAX：042-519-4164 E-mail contact@monofactory.co.jp   

  資本金（百万円）  9.95 設立年月  2015年 4月 売上（百万円）  650 従業員数  65名   

                    
２．ＰＲ事項 

『 オリジナルグッズ製造・開発・企画 Made in Tokyo 』

 

■モノファクトリーの缶バッジは定番の丸型だけではなく、ハートや長方形など少し変わった形状を多く取り扱っ 

ており、自社オリジナルパーツを国内で生産。開発力・技術力・生産力こそが大きな強みです。 

■アクリルの印刷・レーザーカット加工により各種アクリルグッズを生産。印刷・加工技術を活かした他の素材の 

製品を生産。様々な素材の製品を上市することで製品バリエーションを増やしている。 

■アニメ・スポーツ・コンサート・ミュージアムグッズ等の新商材を企画・開発し、自社内で一括管理の上、製造す 

る事により、新しいマーケットの創造を挑戦し続ける。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
・特許出願件数：6件（缶バッジ/DECO凹 HOOK（デコボコフック）/MoNoブック/缶バッジ銀雪漆喰 etc…。 
・缶バッジ自動機自社開発 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社 R&Dゲート 
代表者名 古澤 周作  

 窓口担当 古澤 周作  

 事業内容 マッチングサイト「委託ナビ」の運営 U R L https://itaku-navi.com  

 主要製品 計測・分析・試験・解析などの受託業務のアウトソーシング業務のマッチングサイト  

 住  所 東京都大田区北千束三丁目２０番８号  

 電話／FAX番号 03-3728-8273 ／ - E-mail info@itaku-navi.com  

 資本金（百万円） 3 設立年月 2019年 12月 売上（百万） 5 従業員数 4  

          

２．ＰＲ事項 

『 技術における課題をアウトソーシングのマッチングで解決いたします 』 
 

計測・解析・分析・試験・開発など「技術的な受託サービスをしている事業者」と「委託先を探しているメーカーや

研究機関」をつなぐマッチングプラットフォーム「委託ナビサイト」で、技術における課題解決を支援しています。 

 

【提供サービス】  

◆技術系受託事業に関する情報の掲載／検索サービス 

・事業内容や企業情報、事例を分かりやすく掲載可能 

・委託先をサイト上で簡単に検索でき、手軽に見積 

依頼や問い合わせが可能 

◆マッチングコンサルティング 

・「何を調べていいかわからない」という場合には、 

丁寧なヒアリングに基づき、委託先探しを支援 

 

【「委託ナビ」の特長】  

◆技術に関してアウトソーシングを考えている委託者の 

要望を、適切な受託事業者を紹介する独自技術（特許 

出願済 特願 2021- 051127）による技術分野の 

マッチングプラットフォーマーで実現 

◆操作が簡単（受託事業者・委託者共通） 

・登録２ステップ、見積依頼３ステップ 

・分かりやすく使いやすい見積依頼システム 

◆利用コストのパフォーマンスの高さ 

・サイト掲載料金の安さ（掲載費は初期登録料のみ） 

大企業 5万円、中小企業 2万円 

・サイトでの検索や見積依頼は無料、マッチングコン 

サルティングサービスは成功報酬形式で着手金なし 

 

３． 特記事項（期待される応用分野等） 

●東京工業大学発ベンチャー第１１１号 ●実績：東京都市大学（明るさ）、㈱シグマエナジー（回転バランス）等 

●特許出願済：特願 2021- 051127（委託管理システム、委託管理方法、プログラム並びに管理サーバ） 

＜委託者（研究者・開発者）の要望に応えます＞ 

・計測、試験、分析、解析を外部に委託したい。 

・設備導入を考えているが、その前に試したい。 

・必要だが設備が高価で導入できない。 

・計測回数が少なく設備導入まではできない。 

・海外メーカーの計測機器が調達できずにいる。 

＜受託事業者の悩みに応えます＞ 

・計測・解析・分析・開発事業の受託を始めたい、 

強化したい。 

・稼働が少ない計測設備、試験設備を有効活用 

して、事業収入を得たい。 

・計測機の販路拡大のために認知を増やしたい。 

【「委託ナビ」の特長】  

◆サイト掲載料金が安い（受託事業者向け） 

・掲載費は初期登録料のみで月額料金は不要 

・大企業 5万円、中小企業 2万円 

・掲載情報は事業者がいつでも変更可能 

◆利用料金が安い（委託者向け） 

・サイト利用は無料、マッチングコンサルティング 

サービスも成功報酬形式で着手金なし 

・掲載事業者以外の受託事業も紹介します 

◆操作が簡単（受託事業者・委託者共通） 

・登録２ステップ、見積依頼３ステップ 

・独自の見やすいフォーマットでページ作成が簡単 

・分かりやすく使いやすい見積依頼システム 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社アイピープラットフォーム 
代表者名  石田 有史郎   

  窓口担当  菅 柾晴   

  
事業内容  

コンテンツプロデュース・システム開発 

・プラットフォーム事業 
U R L https://ipplat.jp/ 

  

  主要製品  マンガプラットフォーム、各種システムの企画設計   

  住  所  〒103-0007  東京都中央区日本橋浜町２丁目１６−５ 東味ビルディング 4F   

  電話／FAX番号  03-6661-7693/03-5962-3176 E-mail ipplat@ipplat.jp   

  資本金（百万円）  1 設立年月  令和元年 11月 売上（百万円）   従業員数  3   

                    
２．ＰＲ事項 

『 「プラットフォーム」による「知的財産」活性化の実現 』

漫画家・作家・クリエーターの作品構築に絶対不可欠なコンテンツ、人材をプラットフォーム化されたシステム

(ネット）をベースに、世界の先駆である日本の漫画文化とアニメ文化の歴史と経験を世界に展開。特定条件にと

らわれない自由と創造でコンテンツを活性化させ、著作権者の更なる発展と次世代に向けた漫画、 アニメ文化

の新たな仕組みを創造する。 

 

 

 

☆システム事業   ソフトウェア企画・構築・保守事業 

Webシステム／スマートフォンアプリ／デスクトップアプリ／ホームページ制作等実現されたいシステムの企画設

計(プラットフォームの選定含む) 〜構築〜保守まで請負い開発させて頂きます。 

☆コンサル事業 

知的財産権を活用した、ビジネススキームから出版、アニメ化、実写化、販促、広告等の応用展開までをトータ

ルでアドバイス、事業化までをサポートいたします。 

☆IP創作事業 

新たなオリジナルコンテンツ（IP）を、マーケットを見据え、企画からプロット制作、出版化（漫画、小説化）、実写

化、アニメ化へとそのトータルな戦略までを構築いたします。 

☆商品企画・開発事業 

知的財産（IP）を活用した商品企画から開発まで要望に合わせて許諾から、運用までをジャンル、分野を問わず

トータルでサポートいたします。さらに、新たな流通開発（国内外）までもサポートさせていただきます。 

☆IP管理事業 

知的財産（IP）の契約から、許諾管理（版権管理）までをトータルで行います。特にプラットフォーム上で登録され

た IPは自動的に管理、運営され世界へ情報発信されて様々なプロジェクトでの活用を促進致します。 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●企業向けオリジナルキャラクターの提供 
●販売促進用マンガキャラクターの提供 
●漫画家著作物の実写化 
●漫画家著作物のアニメ化 
●漫画家著作物のゲーム化 
 

事業コンセプト 

マンガぷらっと https://ipplat.jp/mangaplat/ 

作品の著作権（知的財産）を所有する作家様（漫画家、作画家、原作者、クリエータ

ー様）が無料で登録でき、その登録された作品を営業目的、広告・宣伝用に使用した

いユーザー様が、目的に合わせて検索及び相談、交渉することができるサイトです。 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社イシカワ 
代表者名 石川 能久  

 窓口担当 大竹 秀明  

 事業内容 EMC試験サービス U R L http://www.kk-ishikawa.co.jp/emc_top.html  

 主要製品 EMC試験サービス  

 住  所 〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦 2-3-18  

 電話／FAX番号 045-500-2255/045-500-2256 E-mail info-emc@kk-ishikawa.co.jp  

 資本金（百万円） 12 設立年月 昭和 9 年 5 月 売上（百万） 1798 従業員数 80  

          
２．ＰＲ事項 

『 どこよりもフレキシブルに。都心に近く圧倒的な利便性。 』

お客様のニーズに合わせて、EMC 立会い試験、EMC受託試験（立会い不要）が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

当社は VLAC(電磁環境試験所認定センター)による ISO/IEC17025 認定を取得している試験サイトです。  

各機関との相互承認協定により世界各国の地域、認証機関で受け入れられるテストレポート発行が可能です。 
鉄道規格では、鉄道システム内で使用される車上装置，地上装置のどちらの規格にも正式試験が可能。 

サービスの特徴： 

・民生用から医療機器、鉄道などの産業機器まで 

各国規格に基づいた EMC試験サービスを提供。  

・本番前の予備試験、対策試験にも対応。 

・経験豊富な当社エンジニアがサポートします。 

・初めての試験でも事前打ち合わせ可能。 

最適な試験方法を提案いたします。 

 

＜シールドルーム＞ 
 

試験室の特徴： 

・10m法電波暗室 1基、3m 法電波暗室 1 基、シールドルーム 2 基を保有。 

・大型機器の持ち込みでもバリアフリーのためスムーズに搬入可能です。 

・セキュリティを考慮した機器保管スペースを暗室外に用意！一時保管にも対応。 

・元東京工業大学学長 内藤名誉教授が考案（特許 2500160）したグリッド式フェライトタイルを採用。 

 

＜測定室＞ 
 

＜10m 法電波暗室＞ 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  弁護士法人内田・鮫島法律事務所 
代表者名  鮫島 正洋   

  窓口担当  大藤 晶子（鮫島担当秘書）   

  事業内容  法律事務所 U R L https://www.uslf.jp/   

  主要製品  知財戦略・事業推進にまつわる法的アドバイス   

  住  所  105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-1虎ノ門ツインビルディング東棟 16階    

  電話／FAX番号  03-5561-8550 ／ ― E-mail info@uslf.jp   

  資本金（百万円）  - 設立年月  2004年 7月 売上（百万円）  1000 従業員数  50   

                    
２．ＰＲ事項 

『 小説「下町ロケット」の弁護士がアドバイスします！ 』

技術とビジネスに精通した弁護士とお知り合いではありませんか?  

 

私ども内田・鮫島法律事務所は、技術系弁護士の集団であり、ありと

あらゆる技術領域について精通した上で、お客様に対してアドバイス

をしております。代表の鮫島は、小説「下町ロケット」に登場する、大

企業による特許提訴から佃製作所を救う、神谷弁護士のモデルであ

り、事務所を上げて、小説さながらの業務を行っております。知財戦

略や技術的な案件に関する法律問題（契約書などを含む）について

は、私どもにお任せください。 

 

■弊所がお役に立てる場面の一例を示します（あくまでも一部ですので気軽にご相談ください。）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
● 現在、400社以上の中小・ベンチャー企業を顧客に業務展開をしております。 
● 初回面談（無料）のうえ、お見積合意をいただいてから業務に着手します。気軽にご相談ください。 
● J-Startup／ICC／リアルテックファンドその他、ベンチャー業界にも精通しております。 

多多様様ななババッッククググラランンドドのの弁弁護護士士集集団団  

知財戦略 

・技術を開発したが特許を取るべきか、取るとしたらどういう特許とすべきなのか。 

・大学が保有する特許を活用して事業展開したいが、どのように交渉、契約締結すべきか。 

・会社の知財戦略を構築、見直したい。 

 
技術法務 

・大企業と共同で事業を進めようとしているが強い要求をしてくる。どのように交渉を進めるべきか。 

・自社製品が特許を侵害すると警告された。どう対処すべきか。 

・事業を進める上で、保有している特許を最大限に活用できるビジネスモデルのあり方は?  

・海外の会社と業務提携をしたいが、契約書が英語で書かれている。 

 
その他 

・個人情報その他のデータ管理の観点から、利用規約やプライバシーポリシーを整備していきたい。 

・自社と極めて似たブランド・コンセプトで競合品が出されている。なんとかならないか。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社サーテック 
代表者名  柳内 剛   

  窓口担当  齋藤 圭司   

  事業内容  小型交流モータ製造及びオイルリユース U R L   https://www.stc-m.co.jp   

  主要製品  小型交流モータ及び減速機、オイルリユースサービス   

  住  所  〒198-0004 東京都青梅市根ヶ布 1丁目 380番地   

  電話／FAX番号  TEL:0428-22-5111 FAX:0428-22-5663 E-mail webmaster@stc-m.co.jp   

  資本金（百万円）  20 設立年月  2011年 1月 売上（百万）  1,048 従業員数  80   

                    
２．ＰＲ事項 

『 小型交流モータ製造及びオイルリユースサービスの提供 』

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
 
・小型ギヤードモータ 
 サーボモータ用の減速機を開発中、今後産業用ロボット等顧客のニーズにマッチした減速機の提供を目指す 
・オイルリユースサービス 
 潤滑油流通業者の協力の下、現在自動車関連産業に拡大中 
 今後、精製速度の大幅な短縮により、顧客固有の洗浄油・作動油のリユースニーズに答えていく 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社サウンドファン 
代表者名  佐藤 和則   

  窓口担当  田中 宏   

  事業内容  音のバリアフリースピーカーの製造販売 U R L https://soundfun.co.jp/   

  主要製品  ミライスピーカー   

  住  所  〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル 4F   

  電話／FAX番号  03-5825-4749／03-5825-4794 E-mail info@soundfun.co.jp   

  資本金（百万円）  411 設立年月  平成 25年 10月 売上（百万円）  70 従業員数  13   

                    
２．ＰＲ事項 

『 音のバリアフリーを実現 』

「高齢者は、通常のスピーカーより蓄音機の方が聴こえやすい」という話から、蓄音機のラッパ部分の“曲がり”

をヒントに開発がスタートした『曲面サウンド』。世界初の特許技術『曲面サウンド』は多くの方の「聴こえ」をサポ

ートし、さらに、距離による音の弱まりが少なく、大きくない音で遠くまでハッキリとクリアなまま耳にきちんと言葉

を届けることができます。 

 

 
 

「聴こえ」のお悩みはありませんか？ 

日本人の約 9人に 1人は“聴こえに”不安を感じているといわれています。 

この状況を変えたい。「聴こえる」をもっと多くの人に。 

その願いから、ミライスピーカーは生まれました。 

あらゆる「聴こえ」に曲面サウンドが採用されるよう、小型化・軽量化・大型化など 

世界最先端の技術開発を進めています。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●日本特許第 5668233号および世界特許優先権を取得。 
●三菱 UFJ銀行主催 2016年 Rise Up Festa ソーシャルビジネス部門最優秀賞受賞 等多数の受賞。 
●原理解明に向け、千葉大学フロンティア医工学センター 中川誠司教授と共同研究中。 
●大型ミライスピーカーを試作。大規模施設で軽量・大音量の音のバリアフリー環境が創れます。 

・障碍者差別解消法が 2016 年

4 月に施行されました。  

 

・世界初の独自特許技術を搭載

した革新的な音『曲面サウン

ド』を届けるスピーカーで対

応。 

 

・音のバリアフリー環境を創り、

問題を解決します。 

 

日本特許５件登録済

み 

 

58



                                                  ６．その他 

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 Zetta 
代表者名  川原 俊介   

  窓口担当  谷岡 明彦   

  事業内容  ナノファイバーの製造と用途開発 U R L https://zetta-ltd.com/   

  主要製品  高分子及びカーボンナノファイバーシートとこれらを利用した各種用途資材   

  住  所  愛媛県松山市東垣生町 452 番地   

  電話／FAX番号  080-4876-2847 ／ 089-989-7343 E-mail kawahara@zetta-ltd.com   

  資本金（百万円）  127 設立年月  2011年 11月 売上（百万）  284 従業員数  12   

                    
２．ＰＲ事項 

 『 地球防衛軍！世界唯一革新的ナノファイバー大量生産技術で用途拡大 』  

当社は 2006 年に始まった NEDO「先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発」（通称ナノファイバープ

ロジェクト）の研究成果の事業化を目的に 2011 年に創業し、東工大発ベンチャー第 65 号に認定されました。 

2016 年に世界で初めて大量生産に適した Zetta Spinning（Zｓ）方式開発に成功し、ナノファイバーを使った多

様な製品により地球環境を守る（地球防衛軍）技術としての発展が期待されています。 

 

（１）Zetta ナノファイバーの特徴： 

◎生産性能：生産量毎時 100ｋｇ 

◎繊維材料：PP、PET、PLA 等の工業用シート提供が可能。 

◎繊維径：ほぼ 50 nm～5μm の範囲で分布 

  細い繊維は機能性を発現、太い繊維は強度保持機能を発現。 

◎抗菌性能：繊維径が 400 nm 以下になると抗菌性が得られる。 

 （右図参照） 
 

（２）提供するナノバイバーの仕様： 

◎提供する形態：ナノファイバーシートまたはワタの塊を提供。 

◎材質：PP、PET、PLA 等 

◎寸法：シート幅 25 cm～1 m、厚み 1μm～50 mm 
 

（３）今後の連携でのご提案： 

◎想定される用途：マスク、フィルター、医療用資材、土木・建築用資材、 

農業用資材、水処理用資材、断熱材、防音材等 

◎希望する連携先：ナノファイバーシート及びワタの利用技術開発と 

完成した製品の販売でご協力いただきたい。 

◎尚、製造装置のご提供は行っておりません。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・ 米国化学会（ACS）ベストプレゼンテーションアワード、2015 年ボストン大会 

“Highly Productive Systems of Nanofibers for Novel Applications”I＆EC Res.２０１６, ５５, ３７５９－５７４６ 
・ 林野庁補助事業「地域材を活用したセルロースナノファイバーの用途技術開発」２０１４～２０１９ 
・ 東工大蔵前ベンチャー賞受賞 ２０２０年１１月 

１ｍ幅ナノファイバーシート

ナノファイバーワタ

59



６．その他                                                      

Vol.13 

製製  品品・・技技  術術  PP  RR  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社太陽住建 
代表者名  河原 勇輝   

  窓口担当  中村 宣明   

  事業内容  リフォーム事業、エネルギー事業 U R L http://yanegari.jp/   

  主要製品  リノベーション工事、太陽光発電システム設置・販売等   

  住  所  〒232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町 27-1 1階   

  電話／FAX番号  045-325-7133 / 045-325-7135 E-mail n.nakamura@taiyojyuken.jp   

  資本金（百万円）  1 設立年月  平成 21年 10月 売上（百万円）  16 従業員数  9   

                    
２．ＰＲ事項 

『 福祉避難所の普及を通した、ディーセントワークの推進 』

これまで神奈川県が実施していました「屋根貸しマッチング事業」に参加し、この事業を推進してきました。 

（屋上をお借りして、太陽光発電設備を設置させていただく事業です。） 

屋上を弊社がお借りする代わりに「金銭」ではなく、約 10 年ごとに必要な防水工事を「安価」にしたり、災害時に

も使える蓄電池のご提供など、「金銭の代わりに」施設様のニーズに合わせてご提案をさせて頂いております。

下記のような施設様のニーズに合わせたご提案をさせていただいております。 

●雨漏りが酷くて防水工事をしたい ●照明を LEDに替え、施設を明るくし、電気使用量を抑えたい ●災害時、

停電時の非常用電源となる蓄電池を設置したい 

屋上を舞台に、事業所によっては賃金が非常に低い環境下で働く障がい者や、引きこもりやリストラなどの経験

により働きにくさを感じている方達が施工に取り組み、「稼ぐ障がい者」を生んだり、GoogleEarthを用いた PC検

索作業、シニア世代の営業活動も併せて行い「人の役に立つ」事を体感する事で「ディーセントワーク」として当

事者の未来を明るくすると考えます。お借りする場所が増えれば、就労支援の機会が増えることになります。

 

 

屋上で生まれた電気は、東電へ全量売電を行いますが、その権利を設備と共に、再エネに関心の高い一般の

お客様に販売を行い、建物の貸し主様のニーズに対応します。更に、停電時は売電が出来なくなる為、施設の

外にコンセントを設け、太陽光パネルで生まれた電気を地域に開放し、特別養護老人ホームなどの福祉施設で

は、4 月より新しく名前が変わった「福祉避難所」としての機能を果たす事も出来ます（社会福祉法「地域におけ

る公益的な取組」にもつながる）その他、施設でも「災害対策拠点」としての機能を果たす事が可能となり、更に、

近くの地域に非常用電源があるという安心感は、施設周辺の住民の方々の安心感にもなります。 

建物貸し主のメリット、障がい者就労支援、災害対策、地域貢献にもなる、太陽住建独自のスキームです。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●かながわビジネスオーディション 2015 起業家支援財団賞 受賞 
●川崎起業家オーディション かわさき起業家賞 受賞、 日本起業家賞、受賞 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  弁護士法人髙瀬総合法律事務所 
代表者名  髙瀬 芳明   

  窓口担当  鈴木 千秋   

  事業内容  弁護士業務、知的財産権事業支援 U R L https://takase-law.com   

  主要製品  契約書   

  住  所  相模原市緑区橋本６－５－１０ 中屋第２ビル２－E   

  電話／FAX番号  042-770-8611/042-770-8622 E-mail takase@takase-law.com   

  資本金（百万円）  4 設立年月  2013年 6月 売上（百万円）  120 従業員数  9   

                    
２．ＰＲ事項 

『 製造業・IT 企業の知的財産事業戦略を弁護士として全面支援します 』

 

 

弁護士として知的財産戦略を経営者と共に考える 

もともと私は理系として大学入学し、ゆくゆくは研究者になるのだろうと漫然

と思っていました。いつかは画期的な研究成果を上げて世の中の役に立ち

名を挙げたいとも思っていました。その夢とは違う道に進みましたが、弁護

士として知的財産権を経営戦略とする、特に中小企業（反骨精神旺盛で小

が大を穿つことが好きですし、日本のものづくりは中小企業に支えられてい

ると確信しています）の事業の成功を通じて、自らも近い場所で夢の実現を

果たしたいという想いと重なり、「弁護士として知的財産戦略を経営者と共

に考える」という経営理念が産み出されるに至りました。 
 

活動実績 

顧問企業数 100社以上。特に、製造業、IT（ソフトウェア）企業の中小企業の悩みを解消、強みを活かすノウハウ

の蓄積があります。契約書チェックは年間 200件、これまでの累計 2000件以上で豊富な実績・経験があります。 
 

ビジネスの質を高め、全面的に支援します 

・知的財産権の力を使って経営戦略を成功させ企業を発展させることを全面的に全方位から支援します。経営

者は成功への道筋を考えていただき、弁護士はリスクヘッジを考えてビジネスの質を高めます。知的財産ビジネ

スを語り合い、ともに成功に向けて走るパートナーのような存在を目指します。 

・特許権などの知的財産権を事業戦略の中心に据えて研究開発等のスタートを切ってから事業が軌道に乗るま

で 3 年～5 年単位の時間を要します。このような長期間にわたって、いつでも相談できる身近な存在として複数

の弁護士によるチーム体制を取ることで、タイムリーでスピーディーな対応を継続的に行えるようにしています。 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●製造業に関する技術契約・ソフトウェアに関する契約（FOSS含む）等、知的財産戦略を支援することに特化し 
た顧問契約を展開しております（URLは https://takase-law.com/lp/komon-chizai/となります。） 

●上記顧問契約においては、月１回定期的な技術経営戦略のミーティング同席を行うプランも用意しておりま 
す。 

顧 問 弁 護 士 を配 置 することで知 的 財 産 戦 略 の成 功 が高 まります。  
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 チェンジアンドクリエイション 
代表者名  丸川 隆文   

  窓口担当  丸川 隆文   

  事業内容  
経営コンサルティング業 
各種リサーチ業務 

U R L ―   

  主要製品  経営コンサルティング   

  住  所  相模原市緑区橋本 6-5-10 中屋第 2ビル 2-E   

  電話／FAX番号  090-3502-8931／ -  E-mail taka-marukawa@cckaeru.co.jp   

  資本金（百万円）  1 設立年月  2021年 1月 売上（百万円）  - 従業員数  -   

                    
２．ＰＲ事項 

『 技術と人の調和により、人の能力を拡張し、あたらしい幸せの形を作り出す 』

 

 

                       

 

 

 

 

 

経営コンサルタントとして経営の原理原則を企業の皆様と共に考える 

VUCA 時代と呼ばれる先の見えない経営環境下にて経営者の皆さまもいろいろとお悩みのことではないかと思

います。時代の流れとしてデジタル化を推進していくことは重要な経営課題ではありますが、「デジタル化」が目

的とならぬよう、モノづくりならびに経営の原理原則は何であるかを企業の皆さまと考えながら進めていき、人財

育成にもつなげるご支援を心がけております。 
 

代表者プロフィール 

国際公認経営コンサルティング協議会認定コンサルタント 

公益社団法人 全日本能率連盟認定 マスターマネジメントコンサルタント   

鉄鋼メーカー勤務後、国内経営コンサルティング会社に 20年勤務 

主に製造業を中心に総合収益力強化、業務改革、DX推進などを支援  

人よく道をひろむ。道、人を弘むるにあらず。（論語） 

映画鑑賞、音楽鑑賞お散歩 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

●事業運営に関わる調査および企画ならびに各業務のアウトソーシングの受託を承っております。 

不可能に挑戦する人材を輩出 します  

己を変える ・ 周りを変える ・ 未来を変える  

趣  味 

資  格 

略  歴 

座右の銘 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社ティーフル 
代表者名  小泉 直也   

  窓口担当  小泉 直也   

  事業内容  洋菓子の製造販売 U R L https://www.teaful.jp/   

  主要製品  米粉のシュークリーム、スイートポテト、オーダーメイドのフィナンシェ   

  住  所  東京都目黒区大岡山１－４－５ペナテス大岡山１階   

  電話／FAX番号  03-5726-8260 ／ ― E-mail koizumi@teaful.jp   

  資本金（百万円）  9 設立年月  2018年 5月 売上（百万）  31 従業員数  9   

                    
２．ＰＲ事項 

『 元帝国ホテルのパティシエが作る洋菓子 』

元帝国ホテルにて１０年以上パティシエを経験したシェフが作ってい 

ます。ショートケーキなどの生菓子はもちろん、マドレーヌやフィナンシェ 

といった焼菓子も取り扱かっています。贈答用ギフトのご用意はもちろん、 

オリジナル商品の受注生産なども承ります。 

 

●オーダーメイドのロゴ入り焼菓子の製造販売 

企業の創立記念日、工場の竣工式などの記念品に貴社のロゴ入り 

  や、オリジナル包装での製作も対応致します。 

主な製作例として東京工業大学のロゴの焼印を入れたフィナンシェ 

を作っています。 レシピもこちらの商品オリジナルで作っています。 

数量次第ではオリジナルレシピでのご対応もさせて頂きます。      東京工業大学のロゴ入りフィナンシェ 

                                                         

●高付加価値化した洋菓子の保存食 

洋菓子の保存食として、テリーヌ・ショコラの缶詰化を行いました。 

常温で長期保存ができることはもちろん、美味しさにも拘っています。 

スーパーフードとして、スピルリナ（約 50種の栄養・健康成分を含む 

微細藻類）、マキベリーなどのベリー味、クルミなどを添加したナッツ 

味の３種類用意しました。非常時の防災食としての需要を期待して 

います。「非常時、災害時でも美味しく健康なデザートを」というコンセ 

プトで作っています。また、贈答用として３缶、６缶、９缶のギフトセッ 

トもご用意しました。今後、テリーヌ・ショコラ以外の洋菓子缶も順次 

開発を進めていき、シリーズ化を図っていきます。               栄養面を強化した洋菓子の缶詰 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

２０１９年３月 スイートポテトが東京都目黒区のふるさと納税の返礼品に認定 

２０２０年８月 東京工業大学のロゴ入りフィナンシェの製造開始（オーダーメイド商品の受注生産開始） 
２０２０年９月 令和二年度第１回創業助成事業助成金採択 
２０２１年６月 サブブランドの Halciaより高付加価値のテリーヌ・ショコラの缶詰を発売開始 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ 
代表者名  井上 正夫   

  窓口担当  大場 実   

  事業内容  コンサルティング事業、セミナー研修事業 U R L https://www.tmng.co.jp/tmws/   

  主要製品  ―   

  住  所  〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町 2-3-14(ライオンズビル大手前)   

  電話／FAX番号  06-6910-6780 / 06-6910-5897 E-mail ooba@tmng.co.jp   

  資本金（百万円）  20 設立年月  平成 31年 2月 売上（百万円）  108 従業員数  24   

                    
２．ＰＲ事項 

『 企業の業務改革を、具体的成果で実現化するコンサルティング会社 』 

～ 意識と行動を変える、成果必達の経営改革 ～ 

製造業４，５００事業所で実践コンサルティングの実績を誇る、テクノ経営総合研究所のグループ会社で、 

生産性改善に加え IoT・AI導入で業務改革を支援するコンサルティング会社です。 

 企業様の現状課題や悩み事、新たに取り組みたいニーズを「企業診断」という事前確認で把握し、 

解決・実現策を定量・定性成果で具体化し、ご提案をさせていただきます。 

ご提案に賛同いただけた場合は、皆様と一緒に実践コンサルティングを実施。 

企業様の経営目標実現の一助を果たして参ります。以下、弊社コンサルメソッド一例です。  

 ●VPM（Value Producing Management） 

  ・「人」の日々生産活動の活性化に焦点を合わせ、実践コンサルティングで少人化・活人化。 

・人財を企業の新たな事業展開に投入する事で、企業経営目標の実現の一助を果たします。 

 ●IoT・AI 導入 

  ・コロナで工場非接触化を目指す上で IoT・AI 導入も、具体的な計画や実現方法が判らずお困りの企業様に

対し、知見有する専門コンサルタントが、工場診断を通じ現状把握し、永続活用できる導入支援を行います。 

 ●物流改善・工場設備・見直し・省エネ 

  ・エネルギーコスト削減（省エネ）、建設・増設に伴う工場設計、ロジスティクス改革等、専門性テーマを改革 

着手したい企業様へ、エキスパートコンサルタントが数々実績、経験でオーダーメイド型支援を行います。 

           

３．特記事項（期待される応用分野等）  
●ものづくり企業様全般、営業部門、販路拡大、間接部門改革等 
●製造部門改革、設計開発部門改革 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社日本クラウドキャピタル 
代表者名  大浦 学   

  窓口担当  落合 文也   

  事業内容  株式投資型クラウドファンディング U R L https://fundinno.com   

  主要製品  日本初の ECFプラットフォーム、”FUNDINNO”の運営   

  住  所  東京都品川区東五反田 5-25-18   

  電話／FAX番号  03-6721-6691 ／ ― E-mail f.ochiai@cloud-capital.co.jp   

  資本金（百万円）  100 設立年月  2015年 11月 売上（百万円）  285 従業員数  73   

                    
２．ＰＲ事項 

『 国内実績 85%超、株式投資型クラウドファンディング”FUNDINNO”』

弊社では日本で初めて株式投資型クラウドファンディングの登録を受けたフィンテックベンチャーです。 

 

第一種少額電子募集取扱業者 関東財務局長（金商）第 2957号 

加入協会：日本証券業協会 

 

2017年 4月のサービスローンチより約 4年間で、累計調

達額 58 億円・176 社（2021 年 6月末時点）の調達を担っ

てきました。 

また、登録投資家も 6.9 万人超と同業者の中でも群を抜

いております。 

 

<Mission>誰もが起業できる世界を創りたい 

<Vision>フェアに挑戦できる未来を創る。 

 

いわゆる ITベンチャーやテクノロジーベンチャーだけでは

なく、 

 

・大学発ベンチャー 

・地方発ベンチャー 

・カーブアウト（大手企業、中小企業、二代目・三代目経営者の新規事業） 

 

等、全国北は北海道から南は沖縄まで活動しております。 

自社で新規事業に取り組んでいらっしゃる企業様、支援先のベンチャー企業等、ご協力できることがあるかもし

れませんので、お気軽にご相談ください。 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・新規事業に取り組まれる企業、・大学発ベンチャー・地方発ベンチャー・カーブアウト（大手企業、中小企業、二

代目・三代目経営者の新規事業）等 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  日本シー・エー・ディー株式会社 
代表者名  横山 佳雄   

  窓口担当  横山 佳雄   

  事業内容  ゴルフ練習場用 機械類販売 U R L http://www.ncad.co.jp   

  主要製品  ゴルフ練習場用 機械類、コンピューター類一式、ネット関係機器各種   

  住  所  東京都新宿区下落合２－１４－１ CADビル   

  電話／FAX番号  03-3232-4111(代) / 03-3565-3611 E-mail yyokoyama@ncad.co.jp   

  資本金（百万円）  32 設立年月  1977年 4月 売上（百万）  572 従業員数  20   

                    
２．ＰＲ事項 

『 音の静かな素晴らしいゴルフ練習場を実現します 』

ＩT 企業が支えるゴルフ練習場システム「チェイン式横コンベア配球方式、全自動ティーアップ装置」を開発し、

音の静かなスマートな練習場を実現しています。システムのソフトウェアも完全自社開発しており安心のサポー

トを提供します！ 

（１）技術の特長 

・ 従来の天井ベルトコンベアに代わる床下チェイン式 

横コンベア配球方式 

・ 信頼性の高い全自動ティーアップ装置 

・0200の打席操作部を始めトータルシステムを安定 

してサポートする RS422接続による通信技術 

 【複数特許取得】 

（２）システムの特長  

・ ボールタンクを含め床下設置のためボールの 

搬送音、落下音がない静音設計 

・ 二階席以上にも床厚さ 10㎝あれば導入が可能、 

チェイン式横コンベア１組で 70打席の配球可能 

・ ボール同士が干渉しないチェイン方式のためボール 

詰まりがない 

・ 非接触 IC カードなどに対応の多彩な打席操作部 

・ すべての機器をネットワーク化し、打席状態管理、 

顧客管理、多彩な価格設定などを支えるフロント 

管理システム 

（３）安心のアフターサービス提供 

・ ソフトウェア、ハードウェア共に完全自社開発の 

ため機能の追加、改修など速やかな対応が可能 

・ リモートメンテナンス契約により故障検知と処置、 

システム改修など迅速対応が可能 

３．特記事項（期待される応用分野等） 

・ ゴルフ練習場機器・システムの企画から設置、アフターサービスまで専門技術者がサポート 

・ 新規及びリニューアルでの設置は 25年間で 3000打席を超えており、設置後も安定稼働の実績 

・ ゴルフ練習場システムで多数端末を安定してサポートした実績を持つ RS422接続技術の異分野での活用 

床下断面図  
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ホットマン株式会社 
代表者名  坂本 将之   

  窓口担当  平谷 治   

  事業内容  タオル製品の製造・販売 U R L https://hotman.co.jp/   

  主要製品  瞬間吸水「１秒タオル」 ・ フェアトレードコットンタオル   

  住  所  東京都青梅市長淵 5-251   

  電話／FAX番号  0428-24-6500 / 050-3737-2530 E-mail hiraya@hotman.co.jp   

  資本金（百万円）  80 設立年月  昭和 26年 4月 売上（百万円）  ― 従業員数  418   

                    
２．ＰＲ事項 

『 高付加価値「オリジナルタオル」の製作 』

周年記念、ノベルティ、ご挨拶などに「MADE IN TOKYO」の高品質なオリジナルタオルを贈りませんか。 

細部にまでこだわった完全オリジナルタオルから弊社商品へのオリジナル刺繍など幅広く対応できます。 

 

 

 

 

 

 

■明治元年に絹織物製造業として東京・青梅に創業し、昭和 38年からタオルの製造を行っています。 

■日本のタオル業界で唯一、すべてのタオル製造工程を自社で行うことができる「一貫生産」のしくみと全国 

70店舗の自社直営店にて販売を行う「製販一貫」のしくみを持つ会社です。 

■製販一貫のしくみを最大限生かして「調達」、「製造」、「廃棄」、「販売」、「商品」という様々な観点から人に 

も環境にも配慮した商品の製造と取り組みを行い、SDGsの目標達成に貢献しています。 

 

１秒タオル 

■１cm角に切ったタオル片を水に浮かべた時に 1秒以内に沈み始めるタオルのことで、 

圧倒的に優れた吸水性により、擦らずに押し当てるだけですぐに吸水してくれます。 

■薬剤に頼らず綿のポテンシャルを最大限に引き出す独自製法により、お肌の弱い方や 

赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 

 

フェアトレードコットンタオル 

■2014年から日本で初めて国際フェアトレード認証を取得した日本製フェアトレードコットンタ 

 オルの製造・販売を行っています。 

■フェアトレードは SDGsの 17すべての目標達成に関わっています。 

■「第 19回グリーン購入大賞」大賞並びに経済産業大臣賞受賞 s 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
●「１秒タオル」、「フェアトレードコットンタオル」のメディア等紹介実績 
 王様のブランチ、マツコの知らない世界、あさイチ、日経プラス 10、関東経済産業局 SDGs事例集 他多数 
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１．企業概要 

          
 

会 社 名 株式会社 明晴インターナショナル 
代表者名 畢 煜  

 窓口担当 伊東 重治  

 事業内容 外国人人材紹介サービス U R L http://meisei-int.jp/  

 主要製品 外国人人材の紹介、外国人採用に関するコンサルティング、日本語学校の運営  

 住  所 〒197-0013 東京都福生市武蔵野台 1-5-10  

 電話／FAX番号 042-552-0851／042-530-2455 E-mail recruit@meisei-int.jp  

 資本金（百万円） 10 設立年月 平成 16年 7月 売上（百万円） 130 従業員数 12  

          

２．ＰＲ事項 

『 外国人留学生と企業の未来をつなぐ 』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
● 事業許可番号 有料職業紹介事業許可番号/13-ユ-309019 
● ベトナム一流大学（ハノイ工科大学、ダナン工科大学等）出身者在籍 

当社の特長 

●優秀な外国人材を紹介 
✓ 独自の奨学金制度で優秀な人材が

集まります。 

✓ 技能実習生と異なり長期的な雇用

が可能です。 

●万全のアフターフォロー 
✓ 採用決定後もビザや人材に関する

ご相談が可能です。 

✓ 外国人雇用のノウハウが豊富で

す。 

●日本語学校を運営 
✓ 日本語力・コミュニケーション力に長

けた人材を育成しています。 

✓ 随時、授業見学会を開催していま

す。 

・優秀な人材を確保したい 

・海外業務を強化したい 

・社内を活性化したい 

雇用したい企業 

・日本の技術を勉強したい 

・日本で自分の可能性を広 

げたい 

外国人留学生 
 

ご紹介の流れ 

① ご依頼 

② マッチング 

③ 面接会 

④ 内定 

⑤ 入社 

 

企業のメリット 

グローバル経営 

ダイバーシティ経営 

海外への販路開拓 

対外交渉力の向上 

社内活性化 

外国人留学生ご紹介の流れ 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  RUFT株式会社 
代表者名  古屋 光俊   

  窓口担当  古屋 光俊   

  事業内容  HR Techサービス提供 U R L https://ruft.jp   

  主要製品  働きがい変革（エンゲージメント向上）サービス （RUFTサービス）   

  住  所  東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー17F   

  電話番号  070-4406-8738 E-mail mfuruya@ruft.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月  2017年 1月 売上（百万）  - 従業員数  3   

                    
２．ＰＲ事項 

『 コミュニケーションの力で、『働きがい』を高めます！ 』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項（期待される応用分野等） 
RUFT方法論：『ガゼル企業成長の法則』早稲田大学 東出教授編著 
RUFTアプリの基本特許取得：通信システム及びプログラム第 6338166号 
導入効果： 社員の働きがい向上、仕事の満足度向上、 

生産性向上、エンゲージメント向上、 
社員のパフォーマンス向上 会社業績の向上 

経営者／事業責任者の皆様： 
１．社内コミュニケーションを良くしたいと思っていても、なかなか上手くいかない。 
２．部下に良くしろと指示しても、思い通りに進んでいかない。… という経験はありませんか。 
 
理由は簡単です。それは、「社内コミュニケーション」に対する体系的な評価指標を利用していなかったからで
す。RUFTは、「社内コミュニケーション満足度（ICS）」という新しく科学的に効果が実証された指標による調査
にて、「社員が潜在的に何を考えているか」「社長には言えないこと」等をあぶり出し、ICS向上策を提案しま
す。アメリカや日本で、実際に ICSが向上すると、企業業績が向上した多くの例が実証されています。 
 

早稲田大学 東出教授 

RUFTは、「会社方針の伝達」「社長のコミュニケーション」「上
司と部下のコミュニケーション」「部署間のコミュニケーション」
「評価結果の個人フィードバック」といった多面的な分析軸で、
社内コミュニケーション上の課題とやるべきことを明確にしま
す。その上で、「理念浸透」を軸に、「全社会」「社内報」「飲み
会」「表彰」「体調管理」といった社内の仕組みの見直しをコン
サルします。RUFTの大きな特徴としては、社内コミュニケーシ
ョン専用のアプリによる改善です。RUFTアプリは、日常的な社
内コミュニケーションをデータとして取得、集計、分析結果を、
ダッシュボードに表示、部下との面談（ワンオンワンミーティン
グ）を通じて改善効果を実感できます。 

ダッシュボード画面 スマホ画面 

ICS 

仕事の満足度 

生産性 

企業業績 

重要な経営指標 

社内コミュニケーション 
満足度の向上 最終的な期待効果 

体調 

表彰 賞賛 

理念 

エンゲージメント 

データ蓄積 科学的改善 
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