
大学等の研究室の部品加工から、実験、研究概器、装握の試作房7発を

川崎市ものづくり企業が応援します！

産学連携 2020年度

試作開発促進プロジェクト

～姜ばれるモJづくり～
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イノベージョンネットアワー ド2013 一般財団法人日本立胞センター理事長賞受賞

バイヤ ー ズガイド

公益財団法人川崎市産業振興財団 TEL:044-548-4165 

〒212-0013 川崎市幸区堀川町66- 20

FAX:044-548-4151 
E-mail : liaison@kawasaki-net.ne.jp

htt ://www.kawasaki-net.ne. ·/shisaku/index.htm 



川崎市域に集積する中小製造業の重層的な技術基盤が大学の研究開発のスピードアップ、精度向上につながると

いう視点から、「大学から企業への技術移転」という一般的な産学連携だけでなく、「企業から大学への試作支援」

といったシーズ研究段階における連携促進に向けたアプローチを行い、大学等の研究機器等に係る試作支援を通じ

て相互の信頼関係を築きながら、中小製造業の技術力の向上、産学共同研究開発の促進など、「ものづくり都市・

川崎」ならではの新たな産学連携を目指します。 

◆連携大学・技術移転機関（平成 31 年 3 月末現在） 

大阪市立大学 東京工芸大学 

神奈川大学 研究支援部 産官学連携推進課 東京電機大学 産官学交流センター（承認 TLO） 

神奈川工科大学   東京都市大学 産官学交流センター 

関東学院大学 産官学連携支援室 東京農業大学ロボット農業リサーチセンター 

木更津工業高等専門学校 東京農工大学 産学官連携・知的財産センター 

北見工業大学  東京理科大学 科学技術交流センター 

株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO） 東洋大学 

近畿大学 

慶應義塾先端科学技術研究センター 

工学院大学 

富山大学 研究推進機構 産学連携推進センター 

奈良先端科学技術大学院大学 

新潟大学 

国士舘大学 日本大学 産官学連携知財センター 

サレジオ工業高等専門学校 日本医科大学 

産業技術大学院大学 日本獣医生命科学大学 

芝浦工業大学 連携推進部 産学官連携課 広島大学 東京オフィス 

首都大学東京 福井大学 産学官連携本部 

上智大学 明治大学 知的資産センター 

聖マリアンナ医科大学 明星大学 

専修大学 情報科学研究所 横浜国立大学 産学連携推進本部 

中央大学 産学官連携・知的財産戦略本部 よこはまティーエルオー株式会社 

東海大学 産官学連携センター（承認 TLO） 

東京医療保健大学 

東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 

東京工業大学 

東京工業高等専門学校 

早稲田大学理工学術院総合研究所 

MPO 株式会社 

一般財団法人 機械振興協会 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

医学系大学産学連携ネットワーク協議会 

  

  

  

 

 

 

 

 

市内中小企業と大学・ＴＬＯ・連携機関、研究者との信頼ネットワーク構築 

産学連携・産産連携の活発な地域へ 

 

企業の成長・発展 研究シーズの具現化 

川崎市産業振興財団 
コーディネート機能 

 技術ニーズ・シーズ情報 
 助成金・制度活用支援 

能動的企業発掘 

ニーズ・シーズ情報 
企業情報提供 

 

企業ニーズ発掘調査 

研究シーズ情報提供 

試作ニーズ情報提供 

企業の課題・技術情報 

 
顔の見えるネットワークの構築 

交流・ビジネス 

大学・ＴＬＯ･研究者等 
試作依頼及び事業化シーズ 

試作開発型企業 
川崎市域の中小企業等 

 

地地域域産産業業のの振振興興・・科科学学技技術術創創造造立立国国へへ  

川崎市産業振興財団産学連携 概念図 
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◆ 試作開発促進プロジェクト参加企業（令和 2 年 3 月現在） 

    

㈱イクシス 幸 区 メンテナンスロボット、研究用ロボット開発 Ｐ． ３ 

㈲伊藤工業 高津区 機械装置開発、設計、製造 Ｐ． ５ 

㈱伊吹電子 高津区 プリント基板、福祉機器開発 Ｐ． ７ 

角丸金属㈲ 川崎区 金属微細加工、治具、ゲージ製作 Ｐ． ９ 

㈱協同ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 宮前区 薄膜形成加工、微細転写技術 Ｐ．１１ 

㈱グリーンテクノ       高津区 静電粉体塗装機、静電気用電源設計製造 Ｐ．１３ 

㈱クレール 川崎区 金属加工、切削加工・プレス金型製作 Ｐ．１５ 

㈱工苑 高津区 電子機器の製造・販売 Ｐ．１７ 

今野工業㈱ 高津区 金属へら絞り加工、溶接・プレス・旋盤加工 Ｐ．１９ 

佐々木工機㈱ 高津区 金属部品加工、機械装置設計・製造 Ｐ．２１ 

三和クリエーション㈱ 中原区 ピン・シャフト製造 Ｐ．２３ 

㈱ＪＫＢ 高津区 超精密金属プレス加工 Ｐ．２５ 

㈱スタックス 中原区 通信機部品の加工及び販売 Ｐ．２７ 

㈲関戸ハガネ商店 幸 区 金型用素材加工販売 Ｐ．２９ 

セントラル電子制御㈱ 中原区 電子制御機器、システム開発 Ｐ．３１ 

ＴＭＣシステム㈱ 川崎区 試験機、検査装置等開発 Ｐ．３３ 

㈲日成工業 中原区 樹脂・金属の各種試作品・超精密切削加工 Ｐ．３５ 

㈱日本システム研究所    中原区 検査システムと肌診断機の研究・開発 Ｐ．３７ 

㈱日の出製作所 川崎区 難削材加工、機械要素部品 Ｐ．３９ 

㈱八潮見製作所 川崎区 各種自動制御・工場内自動化機器製造  Ｐ．４１ 

山勝電子工業㈱ 川崎区 電気機械器具製造業 Ｐ．４３ 

山崎金型㈱ 川崎区 真空成形金型、木型、樹脂型製作 Ｐ．４５ 

リカザイ㈱ 中原区 金属圧延箔・精密金属 2 次加工品の製造販売 Ｐ．４７ 

㈱リード技研 多摩区 高精密金型部品加工 Ｐ．４９ 

㈱和興計測 高津区 工業用計器製造 Ｐ．５１ 
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【【会会社社紹紹介介】】  

点点検検検検査査用用ロロボボッットト、、研研究究用用ロロボボッットトのの受受託託開開発発をを多多数数行行っっててききままししたた。。メメカカ、、ハハーードド、、ソソフフトト全全てて

をを自自社社ににてて開開発発ででききるる技技術術をを保保有有しし、、ロロボボッットト開開発発だだけけででななくく、、AAIIをを活活用用ししたたデデーータタササーービビススななどど幅幅広広

くく対対応応ししてていいまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒212-0032 川崎市幸区新川崎７－７ 

代代表表者者  代表取締役 山崎 文敬 

電電  話話  ０４４－５８９－１５００ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－５８９－１５０１ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.ixs.co.jp 

ee--mmaaiill  info@ixs.co.jp 

設設  立立  １９９８年６月２日 

資資本本金金  ― 

従従業業員員数数  ３２人 

業業  種種  ロボット製造業 

事事業業内内容容  1 点検・業務用ロボット及び特殊環境対応型ロボット等の開発、販売、賃貸、

保守管理及び修理 

2 AI、IoT、ICT 機器及びソフトウェアの開発、販売及び運用 

3 インターネット及びクラウドを用いたデータ活用サービスの開発、販売及

び運用 

4 3次元データ、地理空間情報及び写真情報の取得、開発、活用及び販売 

5 上記第 1 号から第 3 号までに係るロボット、ソフトウェア及びサービスの

研究開発に関するコンサルティング 

6 上記第 1 号から第 3 号までに係るロボット、ソフトウェア及びサービスの

輸出入 

7 上記第 1 号から第 3 号までに係るロボット、ソフトウェア及びサービスに

関する講習会、研修会及びイベントの開催 

8 労働者派遣事業 

9 前各号に付帯する一切の事業 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

旋盤 1  0.35 kW  名名称称  Inventor Pro 

フライス盤 1  0.4 kW  メメーーカカーー  Autodesk 

ボール盤 1 0.4 kW  ババーージジョョンン  2019 

      

     

株株式式会会社社イイククシシスス  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ロボットおよび AIサービス 

加加工工材材質質   

主主要要製製品品  点検検査用ロボット 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

遠隔操縦型点検検査用ロボット 

 

工場やプラントなどでの点検検査業務向けの、遠隔操縦 

型クローラタイプのロボットです。 

検査業務の自動化、危険作業の代替などにご利用いただ 

いております。 

 

  ロボット用アプリケーション 

 

ロボットを操作するアプリケーションです。遠隔地のロ 

ボットの操縦およびロボットの状態を確認できます。 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

 

 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

ロボットなどの電気駆動装置、コントローラなどの回路設計 

制御用ソフトウェア開発 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－５８９－１５００ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－５８９－１５０１ 

ee--mmaaiill  info@ixs.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

設設立立以以来来２２５５年年、、各各方方面面ででのの特特注注品品をを専専門門にに手手掛掛けけててききままししたた。。専専門門ののいいなないい分分野野、、専専門門家家にに見見放放ささ

れれたた分分野野ででのの応応用用力力ががあありりまますす。。  

  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0029 川崎市高津区東野川１－１０－２６ 

代代表表者者  代表取締役 伊藤 直義 

電電  話話  ０４４－７６６－５１１１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７６６－８３９１ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www1.odn.ne.jp/~koujin/ 

ee--mmaaiill  koujin@pop02.odn.ne.jp 

設設  立立  １９８３（昭和５８）年８月 

資資本本金金  ３００万円 

従従業業員員数数  ５人 

業業  種種  一般産業用機械・装置製造業 

事事業業内内容容  試験装置、製造設備機器、医療機械器具等小型、中型、機械・装置、ロボット

の開発・設計・製作・販売、部品加工、組立加工、各種機械の改造の受託 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

汎用旋盤 1   名名称称  Auto CAD 

汎用フライス盤 2   メメーーカカーー  オートデスク 

ボール盤 3   ババーージジョョンン  最新版 

タッピングマシン 1     

溶接機 2   3DCAD geomagicdesign 

その他 半田付設備 1   

ロウ付け設備 1   

3Dプリンター 1 140ｘ140ｘ80  

ベルトサンダー 2    

サンドブラスター 1    

パネルカッター 1    

サイドカッター 1    

 

有有限限会会社社伊伊藤藤工工業業  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・ 機械設計・開発・試作・改造・改良・小ロット対応にて機械・装置の新規計画・改

造・改良計画のお手伝い、OEM供給させて頂きます。 

・ 簡単なメモからでも提案いたします。 

・ デザイン的なものも可能です。 

加加工工材材質質  － 

主主要要製製品品  ・各種物性測定器、実験機、検証試験機、耐久試験 D 器、デモ機、実験器具、冶具、

製造装置、加工装置、等々 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

○バイオディーゼル燃料精製装置 

<特徴、セールスポイント> 

・ バッチで 50L の燃料を精製できる小型装置です。 

・ タッチパネルによるガイダンス機能で普通の人でも

扱えます。 

 

 

  ○ドーナツ版ジュークボックス 

<特徴、セールスポイント> 

・ドーナツ版レコード用のジュークボックスを試作した

ものです、12ｃｍＣＤｻｲｽﾞの物も作りました。 

 

 

  ○神経活動電位観察チャンバー 

<特徴、セールスポイント> 

・ 授業で解剖したカエルの筋肉と神経を置いて神経の

活動電位を観察するための実験装置です。 

・ 12台セットでスタンド付です。 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・大学・公立・民間の研究所、研究室で必要とされる試験装置・実験機等多数製作し

ております。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・燃料電池の試作装置、農業作業車、スパイラルモーター、各種ロボット、 

小型実験炉、小型真空チャンバー、ウインチなど 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・試験機・実験装置・モデル等の製作・改造 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  伊藤 直義 

電電  話話  ０４４－７６６－５１１１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７６６－８３９１ 

ee--mmaaiill  koujin@pop02.odn.ne.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは、、「「液液晶晶制制御御機機器器ななどど電電子子機機器器のの組組立立」」がが主主体体のの下下請請けけででああるる、、１１９９９９９９年年かからら自自社社商商品品もも介介

護護機機器器ををははじじめめととすするる開開発発、、製製造造、、販販売売にに至至っってていいるる。。ここれれらら自自社社商商品品はは川川崎崎市市起起業業家家大大賞賞受受賞賞・・川川崎崎

市市敬敬老老祝祝いい品品・・川川崎崎市市記記念念品品選選定定・・川川崎崎市市ももののづづくくりりブブラランンドド認認定定・・川川崎崎市市ＫＫＩＩＳＳ認認証証・・神神奈奈川川県県基基盤盤

振振興興補補助助事事業業ななどどにに認認定定やや選選定定さされれたた信信頼頼さされれるる人人気気商商品品ととななりりままししたた。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0033 川崎市高津区下作延２－２４－８ 

代代表表者者  代表取締役 松田 正雄 

電電  話話  ０４４－８８８－３７９６ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８８８－０２５６ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.ibukiel.co.jp/ 

ee--mmaaiill  ibuki@ibukiel.co.jp 

設設  立立  １９７１（昭和４６）年４月 

資資本本金金  １，０００万円 

従従業業員員数数  １５人 

業業  種種  その他の電気機械器具製造業、介護機器開発・製造販売 

事事業業内内容容  電子機器組立・音声拡聴器（集音器）開発・製造・販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

電子機器組立機器 一式   名名称称   

ベルトコンベア 2 基板実装用・組立用  メメーーカカーー   

各種測定器 10 音声測定など  ババーージジョョンン   

    <本社社屋> 

 

    

    

    

    

    

    

 

株株式式会会社社伊伊吹吹電電子子  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・電子機器 組立、配線・介護機器開発、設計、製造・販売 

加加工工材材質質  ・電子機器製造販売 

主主要要製製品品  ・音声拡聴器（福祉介護機器、集音器）、液晶制御装置（電子制御機器） 

製製
品品
・・
加加
工工
実実
績績
のの
具具
体体
例例 

○音声拡聴器（クリアーボイス） 

・音声を大きく聴きたい方が使いたいときに耳に当てると大きく聴こ

える。持てばスイッチがＯＮ、放せば(外せば)ＯＦＦの経済的設計 

・長時間聴く時は付属のイヤホンを使えば本体を持たなくて手ぶらで

ほかの作業が出来る 

・電池は単４が２本で連続使用２００時間 

・プレゼントなどに人気商品、川崎ものづくりブランド認定品、川崎

市全区役所設置済み 

・価格も９，８００円（税別）と格安 

 

 

 

 

○音声拡聴器（骨伝導クリアーボイス） 

・聴きたい時だけ耳に当てれば相手の声が拡大して聴き取れる 

・長い時間、聞きたい時は付属の骨伝導イヤホンを使用すれば本体は

持たなくてよい 

・電源は充電式で経済的で手間いらず 

・加齢とともに鼓膜の機能が低下してきた方には・・ 

・骨伝導機能で直接、聴覚に伝えてすっきり聴き取れる 

・価格も１８，８５７円（税別）と格安 

   

 

○音声拡聴器（i あい ） 

・本体重量わずか９．８g 

・おしゃれなペンダントタイプの音声拡聴器 

・超小型・軽量・高性能、電池交換不要の充電式 

・鮮明にハッキリと音声を拡大 

・価格も１２，０００円（税別）と格安 

・骨伝導イヤホンも使えて（別売）この価格 

・川崎ＫＩＳ認証品 

 

○音声拡聴器（i-スマートボイスⅡ） 

・骨伝導対応品として幅広い用途にご利用いただけます。イヤホンで

も、骨伝導でも聴きたい音声をクリアーに拡大。 

・電源は充電式・スタイリッシュでスマートなボディ 

・装着がラクな本体わずか１５ｇ  

・骨伝導イヤホンも使えて（別売）この価格１５，０００円（税別） 

・川崎ＫＩＳ認証品 

    

製製品品・・加加工工  

技技術術のの特特色色  

斬新なデザインを特徴として高齢者の方が使い勝手がいい商品づくりを目指しています。 

当社商品は金融。行政。医療機関・・など全国に幅広く設置され利用されています。 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの連連携携のの取取組組実実績績  ・超小型「骨伝導」応用のアンプ試作 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに期期待待すするる技技術術シシーーズズ  ・「骨伝導」を応用した機器の設計、試作 

大大学学・・研研究究機機関関等等かかららのの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  ・電子機器組立、プリント基板の実装など受注 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  松田 正雄 

電電  話話  ０４４－８８８－３７９６ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８８８－０２５６ 

ee--mmaaiill  ibuki@ibukiel.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

精精密密加加工工メメーーカカーーととししてて、、日日本本中中、、世世界界中中ににもも認認めめらられれるる企企業業ととななりり技技術術、、製製品品でで社社会会にに貢貢献献すするる。。  

激激ししいい時時代代のの流流れれにに対対応応ででききるる柔柔軟軟性性とと、、氾氾濫濫すするる情情報報にに流流さされれるるここととななくく冷冷静静沈沈着着なな経経営営理理念念をを絶絶ええずず

探探索索すするる。。  

新新技技術術をを絶絶ええずず探探索索しし研研究究すするる。。  

““未未来来へへププレレゼゼンントト””ここれれかかららのの子子どどももたたちちがが豊豊かかなな生生活活をを送送れれるるよよううなな社社会会づづくくりりををめめざざすす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0858 川崎市川崎区大川町１１－１１  

代代表表者者  代表取締役 竹内 三郎 

電電  話話  ０４４－３５５－２５９１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－３５５－２５９２ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.kakumaru-kinzoku.co.jp/ 

ee--mmaaiill  take-kakumaru@apost.plala.or.jp 

設設  立立  １９６１（昭和３６）年１０月 

資資本本金金  １，３５０万円 

従従業業員員数数  １０人 

業業  種種  その他の金属製品製造業 

事事業業内内容容  自動車部品製作に基づくゲージ、治具、工具 

電子部品に基づく微細精密金型部品 専用機作成 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

ワイヤー放電加工機 2   名名称称  CamMagic 

放電加工機 1   メメーーカカーー  三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｪｱ 

Ｎｃプロファイル成形研削盤 1   ババーージジョョンン  90sz-p AFⅡ 

平面研磨機 4     

円筒研磨機 4    

旋盤 2   

フライス盤 2   

ペンチレス 1   

センターレス 1   

万能研磨機 1   

ＮＣ平面研磨機 1 サブミクロン対応 

マイクロケーター 1  

サブミクロン画像寸法測定器 1  

 

角角丸丸金金属属有有限限会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・微細溝加工(0.05mm より精度±0.002で加工) 

・微細加工(パンチ、穴明け) 

・円筒研磨(φ250±0.002mm) 

・平面研磨(300×600±0.005mm)(100×150±0.002mm) 

加加工工材材質質  ・超硬合金、コンパックス、セラミックス、鉄、非鉄金属、樹脂、その他 

主主要要製製品品  ・超硬金型製品、超微細加工製品、各種治具設計製作 

・ゲージ(栓ゲージ、内径測定棒・板ゲージ) 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

○微細加工：ロードバー 

<特徴、セールスポイント> 

・一つの素材より削り出し 

・幅(板厚)が 0.1mm、長さが 7mm、0.01mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○超極細ピン 

<特徴、セールスポイント> 

・パンチφ0.02±0.001mm 
・ダイ φ0.05±0.002mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ○微細溝加工（ノズル） 

<特徴、セールスポイント> 

・全長１２mm穴径φ0.7 

これは巻き線用のノズルとして用いられます。  

磨耗が激しい為、超硬合金を使用し、穴が二箇所、さら 

に出口が楕円状に なっている為機械的に磨くことがで 

きません。放電で成形後微妙な Rは手作業のラップで仕 

上げます。  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・精度(±0.001mm)が必要な研磨加工 

・微細加工 

  

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・地球環境にやさしいもの作り、又そのものに参加、協力したい 

・高齢者及び障がい者のための補助具開発 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・精度の必要な部品 

・微細加工 

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  竹内 三郎 

電電  話話  ０４４－３５５－２５９１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－３５５－２５９２ 

ee--mmaaiill  take-kakumaru@apost.plala.or.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

半半導導体体微微細細加加工工技技術術（（成成膜膜、、フフォォトトリリソソ、、エエッッチチンンググななどど））をを応応用用ししたた微微細細加加工工のの受受託託をを中中心心ににナナノノ

イインンププリリンントトやや MMEEMMSS ななどどののニニーーズズににトトーータタルルソソリリュューーシショョンンででおお応応ええししまますす。。ままたた当当社社独独自自開開発発のの洗洗

浄浄機機ででああるる「「ドドラライイアアイイススブブララスストト洗洗浄浄」」はは、、ババリリ取取りり、、金金型型洗洗浄浄、、油油脂脂のの除除去去にに適適ししたた、、環環境境にに優優しし

いいドドラライイ洗洗浄浄装装置置でですす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒216-0033 川崎市宮前区宮崎２－１０－９ 

代代表表者者  代表取締役 池田 謙伸 

電電  話話  ０４４－８５３－２６１１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８５４－１９７９ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.kyodo-inc.co.jp 

ee--mmaaiill  info@kyodo-inc.co.jp 

設設  立立  １９７０年１０月１日 

資資本本金金  ５，５００万円 

従従業業員員数数  ９０人 

業業  種種  製造業、商社、受託サービス 

事事業業内内容容  ・半導体分野：関連製品販売および受託加工（成膜、フォトリソグラフィ） 

・食品分野：生ハム・チーズなどの高級食品輸入販売、自社生ハムの製造販売 

・酪農畜産分野：関連機器輸入販売 

・バイオテクノロジー：関連機器販売、ＤＮＡ鑑定サービスおよびトレーサビリ 

ティシステム構築 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

スパッタリング装置 7 チップサイズ～φ12”基板まで対応  名名称称  TurboCAD 

ドライエッチング装

置 
2 平行平板 RIEx1台、ICP-RIEx1台 

 メメーーカカーー  ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮ

ﾝｽﾞ 

ドライアイス 

ブラスト洗浄装置 
1 

ドライアイスをショット材に使った、廃液

が出ず母材へのダメージが少ない洗浄装置

（当社特許技術） 

 ババーージジョョンン  Version 6 

ホットプレート 4 
スパッタリングターゲットとバッキングプ

レート（冷却板）の貼り合わせに使用 

   

超音波探傷装置 1 
貼り合わせた物の界面にあるボイド（気泡）

を非破壊検査 

  

ナノインプリント 

装置 
2 

半導体微細加工技術を用いた金型を使い、

樹脂への超微細転写が可能 

 

各種微細加工品 

測定器 
5 

表面粗さ計、高分解能 FE-SEM、コンフォー

カル顕微鏡等 

  

株株式式会会社社協協同同イインンタターーナナシショョナナルル  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ナノ～マイクロレベルの薄膜形成、および半導体フォトリソ技術を使った薄膜へのパ

ターニング加工の受託。微細加工技術で作製した金型を用いた樹脂への超微細転写。 

加加工工材材質質  シリコン、ガラス、樹脂、他（各種メタル、セラミック材料、サファイアなど） 

主主要要製製品品  スパッタ成膜、フォトリソ加工、微細転写加工 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

スパッタ成膜サービス（蒸着、CVD等も対応します） 

 

 

 

  微細加工技術を用いた、ナノインプリント用金型の製

作・転写加工サービス（転写による超微細樹脂加工） 

及びナノインプリント装置の販売 

 
  

 

  ドライアイスブラスト洗浄装置および受託洗浄サービ 

ス 

 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

半導体微細加工技術を用いる事により、金属やガラスへの nm～μm の超微細加工が可

能です。常時 120 種類以上のスパッタリングターゲットを保有している事から、多種

の材料手配から加工まで短納期に対応できる事が特徴です。また当社独自のドライア

イスブラスト洗浄は、最小 300μmの微小なドライアイスをブラストする事により、母

材を痛めず、また廃液を出す事なしに微細構造へのドライクリーニングを可能として

おります。当社では、これらの微細分野でのノウハウや製品を応用し、半導体分野は

もとより、幅広い分野への微細加工トータルソリューションサービスを行っています。 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

①超高速・高感度光学式マイクロナノ化学反応分析チップの開発（慶應義塾大学） 

②高効率円筒型スパッタ用セラミックスターゲットの低コストハンダ接合技術 

の開発（東京工業大学） 

③プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測技術の開発（早稲田大学） 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

マイクロマシン、センサ、光学部品、ディスプレイ、バイオチップなど 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

当社の受託加工サービスの御利用 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－８５２－７５７５ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８５４－１９７９ 

ee--mmaaiill  info@kyodo-inc.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは、、高高電電圧圧電電源源（（2200kkVV～～110000kkVV））ををキキーーテテククノノロロジジーーととししたた静静電電気気ののアアププリリケケーーシショョンン装装置置（（静静

電電植植毛毛・・ききののここ電電気気刺刺激激電電源源・・ココロロナナ帯帯電電ガガンン・・静静電電選選別別・・火火花花放放電電等等））のの開開発発・・製製作作にに取取りり組組みみ、、省省

資資源源・・無無公公害害にに関関わわるる高高品品質質なな製製品品ととししてて、、多多くくのの業業界界かからら評評価価・・注注目目をを頂頂いいてておおりりまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0023 川崎市高津区子母口４３８ 

代代表表者者  代表取締役 田中 實 

電電  話話  ０４４－７５５－２４３１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７５５－００４５ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.greentechno.co.jp 

ee--mmaaiill  info@greentechno.co.jp 

設設  立立  １９６９年 

資資本本金金  ２，６００万円 

従従業業員員数数  ２１名 

業業  種種  電気機械器具製造業 

事事業業内内容容  ・静電粉体塗装機の設計・製造（ＯＥＭ） 

・静電気用電源及びアプリケーション装置の製造・販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

汎用旋盤 1 6尺  名名称称  図脳 RAPID 

汎用フライス盤 1   メメーーカカーー  フォトロン 

ボール盤 2   ババーージジョョンン  13.01 

真空注型機及びポンプ 1     

恒温炉 1 大、小    

オシロスコープ 4 200MHz  

高圧測定器 2 100kV  

マイクロスコープ 1 25～300倍  

LCR メーター 1   

記録計 2   

株株式式会会社社ググリリーーンンテテククノノ  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・静電気及び高電圧電源利用のアプリケーション 

・高電圧電源の設計・製造 

主主要要製製品品  小型高電圧電源、コロナ帯電ガン、コロナ帯電バー、静電植毛装置 等 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

★コロナ帯電ガン 

・絶縁物がコロナ放電時のイオンにより帯電し、 

金属や導電体に付着します。 

・コロナ放電を利用して、静電気の実験や工場内の自動

化・省力化に幅広く役立ちます。 

・離れた所から火花放電により、気化物を着火できます 

（教育実験に最適） 

 

 

★静電植毛・微粉塗布 

・対象物に各素材（パイル、微粉、粒）を静電気で均一

に塗布する技術です。 

◎素材例 

・レーヨン、ナイロン、カーボン繊維の植毛 

・ガラスビーズ、シリコンビーズ 

 

  

★高電圧設計、製造技術 

・高電圧発生回路設計 

・エポキシ樹脂真空モールド 

・高電圧発生ブロック 

・シリコン樹脂注入他応用 

 

 

 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

高電圧電源をキーテクノロジーとし、アプリケーション装置開発を行います。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・小型高電圧電源を用いた静電選別装置の開発（芝浦工業大学） 

・しいたけ増産用電気刺激電源装置の開発（岩手大学） 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・当社の持つアプリケーションの応用ニーズ 

・新たなニーズに沿った実験、設計、製造 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

試験機、実験装置、改造等 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  田中 實 

電電  話話  ０４４－７５５－２４３１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７５５－００４５ 

ｅｅ--mmaaiill  info@greentechno.co.jp 

14



15 

 

 

 

 

【【会会社社紹紹介介】】  

私私たたちちはは産産業業分分野野をを問問わわずず精精密密切切削削加加工工、、ププレレスス金金型型製製作作かかららププレレスス加加工工、、精精密密組組立立加加工工ままでで一一貫貫生生

産産をを行行いい、、完完成成品品ととししてておお客客様様にに供供給給ししてていいまますす。。特特ににアアルルミミのの切切削削加加工工のの量量産産をを得得意意ととししてていいまますす自自

社社製製のの治治具具でで生生産産をを行行いいおお客客様様にに満満足足ししてていいたただだけけるる品品質質とと低低ココスストトにに努努めめてていいまますす。。 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0804 川崎市川崎区藤崎３－１４－２ 

代代表表者者  代表取締役 清水 忠 

電電  話話  ０４４－２４４－５２３１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－２９９－３９５８ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.clr.co.jp/ 

ee--mmaaiill  info@clr.co.jp 

設設  立立  １９５７（昭和３２）年８月 

資資本本金金  １，５００万円 

従従業業員員数数  ５０人 

業業  種種  金属精密部品加工 

事事業業内内容容  事務機器部品加工、自動車部品加工、その他試作部品加工・組立 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

ワイヤーカット 2   名名称称  ﾄｯﾌﾟｿﾘｯﾄ 3次元 

フライス 2   メメーーカカーー  ｺﾀﾞﾏｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 

旋盤・NC旋盤 各 1   ババーージジョョンン   

マシニングセンター 12 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ仕様    

平面･成形研削盤 2    

門型リンクモーション順送プレス 1 150t  

トランスファープレス 1 150t  

ハイフレックスプレス 10 30t～110t  

順送プレス 1 30t  

リベッティングマシン 5   

スポット溶接機 2    

横穴加工機 5 (社内製:穴あけ､ネジ加工)   

3Dプリンタ- 1 樹脂   

3次元測定機 1    

株株式式会会社社ククレレーールル  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・精密切削加工及び組立、特にアルミ材切削及び穴明加工、プレス順送金型の設計製

作、量産プレス加工、サブ ASSY 設備及び省力化設備の設計・製作 

加加工工材材質質   鉄、ステンレス、アルミ、銅 

主主要要製製品品  ・アルミ押し出し材のマシニング切削加工と複写機機構部品のアッセンブリー、ラヂ

エターキャップ、オイルキャップ、燃料タンクキャップのアッセンブリー、ガス配

管防護部材の製造、光学機器部品の製作・アッセンブリー 

品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

○アルミ押出し材の機械加工 

<特徴、セールスポイント> 

・複写機の機構部品や光学機器の部品等、アルミ押出し

材の切削加工やプレス加工を行い、更に ASSY・組立を

おこなっています。 

 

 

 

 

 

○ラヂエターキャップ 

<特徴、セールスポイント> 

・自動車のラヂエターに取り付けられているキャップで

す。様々な種類ごとに、開弁圧、トルク等、得意先の

ニーズにより試作から量産まで各種のパーツを組み

合わせ対応しています。その他、オイルタンクのキャ

ップや燃料タンクのキャップも製作しています。 

 

 

 

 

 

 

○複写機クリ－ニングブレ－ド 

<特徴、セールスポイント> 

・コピ－機の残留ﾄﾅ-を除去するにはドラムに接触する

ブレ－ドの平面度、真直度が要求されます。 

 弊社ではベ－スとなるホルダ－の加工はもとより、各

種 ASSY 設備を自社製とし高精度な組立をおこなって 

います。 

 

 

 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

：ISO9001：2008 ISO取得 

：川崎マイスタ－ ２名認定者 *プレス順送型 機械設備治具 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等かかららのの  

受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

 試作加工・組立 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  営業部 常務取締役 担担当当者者氏氏名名  永野 吉朝 

電電  話話  ０４４－２４４－５２３１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－２９９－３９５８ 

ee--mmaaiill  y-nagano@clr.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

  工工苑苑はは創創業業以以来来そそのの時時代代にに応応じじてて分分野野をを変変ええつつつつ成成長長ししててききままししたた。。写写真真、、エエレレククトトロロニニククスス、、そそしし

てて油油圧圧ののデデジジタタルル制制御御へへ。。日日本本のの産産業業をを縁縁のの下下かからら支支ええるる企企業業をを目目指指ししてていいまますす。。当当社社はは油油圧圧ササーーボボ制制

御御をを得得意意ににししてていいまますすがが、、電電子子・・電電気気・・機機械械をを一一括括ししてて担担当当ししまますす。。電電気気とと油油圧圧、、機機械械担担当当がが一一緒緒ののたた

めめ調調整整・・不不具具合合のの切切りり分分けけででトトララブブルルににななるるここととががあありりまませせんん。。各各種種実実験験・・試試作作装装置置のの構構想想かからら仕仕様様のの

決決定定、、開開発発、、設設計計、、試試作作、、改改造造、、改改良良等等、、ごご要要望望にに応応じじてて、、可可能能なな限限りりおお手手伝伝いいいいたたししまますす。。  

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒214-0032 川崎市高津区久地４丁目２６−４１

代代表表者者  代表取締役 野見山 望 

電電  話話  ０４４－８１１－３４２１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８１１－２２３８ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL)) http://www.koenn.co.jp/ 

ee--mmaaiill info@koenn.co.jp 

設設  立立  昭和４８（１９７３）年１月６日 

資資本本金金  ２７，０００，０００円 

従従業業員員数数  １４人 

業業  種種  電子機器の製造・販売 

事事業業内内容容  ・電子機器の開発・製造・販売

・メカトロニクス関連機器の開発・製造・販売並びに輸出入

・油空圧機器の設計・製造・販売並びに輸入

・電子機器に関するシステム並びにソフトウェアの開発

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力  ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

恒温環境試験器 １ －20～＋85℃、容量:105L 名名称称  BricsCAD 

ボール盤 １ メメーーカカーー BRICSYS 社 

オシロスコープ 1 検定・校正済 ババーージジョョンン  V19 

デジタルマルチメータ 3 〃 

ユニバーサルカウンタ 1 〃 <恒温環境試験器> 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾝｾｻｲｻﾞ １ 〃 

直流電圧/電流発生器 １ 〃 

アナログメータ 2 〃 

ノギス 2 〃 

デジタル台秤 1 〃 

株株式式会会社社工工苑苑  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  大学非常勤講師を兼務する社員が、各種実験・試作装置の構想から仕様の決定、開発、

設計、試作、改造、改良、修理等、ご要望に応じて、可能な限りお手伝いいたします。 

加加工工材材質質  － 

主主要要製製品品  電気・電子・油圧実験装置、超精密位置決めステージ（ナノメートル対応）、各種オー

ダメイド試験装置、試験機、制御装置、パラレルメカニズム 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

 電動 6 自由度モーションベース 

(1)新開発の球面投影機で VR 体験をするための可動座席 

(2)動きのデータは動画に合わせて教示装置を使って本体

を動かして記録する  

(3)6 自由度モーションベースは電動制御部一体型 9kVA 

(4)ヒーブ±150mm 最大速さ 300mm/sec 

(5)当社はモーションベースのみ納入、お客様にて座席な

ど構造物を取り付けた（2 人乗り） 

◎SXSW2017 に出展、ネットニュースで話題に 

 

 4 腕極限作業ロボット・オクトパス  

(1) 高パワーを得るために油圧を使う 

(2)電動モータで油圧ポンプを回し油圧を動力とする 

(3)4 腕を動かし、ロボット本体はできるだけ小型に 

(4)操縦系は大学が開発を担当 

◎福島県の「災害対応ロボット産業集積事業」にて開発  

 放射光施設の分析用精密回転ステージ  

(1)Spring-8 で使用する超音波モータ回転ステージ 

(2)10--66  Pa の高真空で使用でき、磁場を発生しない 

(3)粗動で 1 パルス 0.1μrad/微動で 0.8nm/V 駆動 

(4)ステージ停止・保持状態でモータが発熱しない 

◎Spring-8 公式サイト「SACLA を支える日本の力」に弊社

社名が掲載されました 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

当社は油圧サーボ制御を得意にしていますが、電子・電気・機械を一括して担当しま

す。したがって調整・不具合の切り分けでトラブルになることがありません。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・災害対応ロボット「オクトパス」（早稲田大学・菊池製作所） 

・動揺吸収型可動式桟橋（法政大学・東亜建設工業） 

・高真空・非磁性対応分析用回転ステージ（理研大型放射光施設 SPring-8） 

・６自由度パラレルメカニズム実験装置（機械振興協会技術研究所） 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・解析、モデリング技術 

・シミュレーション技術 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・試験機、実験装置、試作装置などの設計・製作・改造・改良 

・公的補助金、助成金を活用した共同研究 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  機器システム部・部長 担担当当者者氏氏名名  五嶋 裕之 

電電  話話  ０４４－８１１－３４２１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８１１－２２３８ 

ｅｅ--mmaaiill  goto@koenn.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

 金金属属ヘヘララシシボボリリ加加工工をを、、手手作作業業とと機機械械加加工工をを組組みみ合合わわせせるるここととにによよりり、、よよりり高高度度なな加加工工をを行行っってていいまま

すす。。  

 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0006 川崎市高津区下野毛２－１４－１８ 

代代表表者者  代表取締役社長 今野 辰裕 

電電  話話  ０４４－８１１－７２０４ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８１１－６０５７ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.herashibori.com/ 

ee--mmaaiill  info@herashibori.com 

設設  立立  １９６７（昭和４２）年６月 

資資本本金金  １，０００万円 

従従業業員員数数  １１人 

業業  種種  金属加工製造業 

事事業業内内容容  金属へら絞り加工、溶接加工、プレス加工、旋盤加工等 

 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

CNC 自動スピニング機 3 1000φ2台/1500φ1台  名名称称  AutoCAD2005 

シボリ旋盤 11 500φ8台/1500φ2台  メメーーカカーー  オートデスク 

旋盤 6   ババーージジョョンン   

パワープレス 2 30ｔ/80ｔ 各 1台    

シャーリング 1 4.5×1500mm   <手シボリ旋盤> 

 

サークルシャー 1 2500mm  

バイブルシャー 1   

溶接機 3 ｱﾙｺﾞﾝ/ｽﾎﾟｯﾄ/電気 各 1  

SPH 1   

    

    

 

今今野野工工業業株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・最小ブランク径：5φ、最大ブランク径：1500φ、最大製品深さ 700mm  

・加工可能板厚 SPC：Max6.0mm、SUS：Max4.0mm、アルミ：Max7.0mm 

加加工工材材質質  ・鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 等 

 

主主要要製製品品  ・化学機械部品、自動車部品、照明器具、厨房機器部品 等 

 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

○ヘラシボリ加工 

 

 

 

 

 

  

○ヘラシボリ加工 

 

 

 

 

 

  

○ヘラシボリ加工 

 

 

 

 

 

  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・丸い物でしたらなんでもご相談ください。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・金属の成分の違いによる加工効果 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

－ 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  今野 辰裕 

電電  話話  ０４４－８１１－７２０４ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８１１－６０５７ 

ee--mmaaiill  info@herashibori.com 
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【【会会社社紹紹介介】】  

 自自動動化化、、省省力力化化機機械械装装置置ををおお客客様様のの仕仕様様ににああわわせせたたシシスステテムムのの提提案案ををいいたたししまますす。。  

  ままたた、、部部品品加加工工ににおおいいててはは、、ママシシニニンンググセセンンタタ、、ＮＮＣＣ旋旋盤盤をを主主力力ととしし、、一一品品物物かからら量量産産ままでで対対応応ししてて

おおりりまますす。。 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0006 川崎市高津区下野毛１－９－３３ 

代代表表者者  代表取締役 佐々木 政仁 

電電  話話  ０４４－８４４－０３３８ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８２２－０９２２ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.sasaki-koki.co.jp/ 

ee--mmaaiill  info@sasaki-koki.co.jp 

設設  立立  １９５９（昭和３４）年１月 

資資本本金金  １，０００万円 

従従業業員員数数  ６人 

業業  種種  金属加工機械製造業 

事事業業内内容容  金属部品加工､樹脂部品加工､アーク･アルゴン溶接､製缶､放電加工 

自動化・省力化機械装置設計･製作･組立･調整（測定装置、試験機等） 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

マシニングセンタ（5軸,4 軸） 2 X軸 1300、Y軸 610  名名称称  Feature CAM MD 

マシニングセンタ 1 X軸 1060、Y軸 540  メメーーカカーー  Auto Desk 

ﾏｼﾆﾝｸﾞ円ﾃｰﾌﾞﾙ(付加軸 A,B軸) 1   ババーージジョョンン  2020 

ﾏｼﾆﾝｸﾞ円ﾃｰﾌﾞﾙ(付加軸 A軸) 1     

ＮＣ旋盤 1 12 ｲﾝﾁﾁｬｯｸ  

 

 

ＮＣフライス 1 X軸 700、Y軸 300  

汎用旋盤 4 6 ｲﾝﾁ、9 ｲﾝﾁﾁｬｯｸ  

汎用フライス 1 X軸 700、Y軸 300  

アーク溶接機 3 半自動  

アルゴン溶接機 1   

放電加工機 1  

ボール盤 7  

タッピングマシン 2  

佐佐々々木木工工機機株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・金属やプラスチックなどの部品加工及び金型加工。その他、焼入れ・研磨・塗装・

鍍金など加工に付随する工程はほとんどのことが可能です。 

加加工工材材質質  ・鉄(SS400、S45C、S55C、SCM、SK、SKD)、アルミ、ステンレス、チタン、モリブデン、

タンタル、真鍮、砲金、銅、プラスチック、FRP複合材、超硬等 

主主要要製製品品  ・自動車部品、半導体設備部品、自動化・省力化機械装置、各種精密測定装置 

製製
品品
・・
加加
工工
実実
績績
のの
具具
体体
例例  

○５軸マシニングセンタ・ＮＣフライス・ＮＣ旋盤加工・ 

汎用旋盤、汎用フライス、アーク溶接・アルゴン溶接、 

放電加工、他 

多岐にわたる分野の機械加工の実績がありますので 

どのような加工でもお気軽にご相談ください。 
 

 

○真空吸着ツールスタンド 

機械部品加工製造・測定現場で使用されている定盤は、鉄（鋳物）

製のものが広く使用されてきましたが、現在は石製の定盤が主流と

なりつつあり、マグネットによる固定ができなくなりました。そこ

で弊社が㈱ミツトヨの特許を使ってどこの工場にでもあるコンプ

レッサのエアーを使って吸着させるツールスタンドを開発いたし

ました。  

○非接触式厚さ測定装置“OZUMA CL"（レーザー測定） 

・ 分解能 0.01μｍ 
・ 半導体用Siウエハーの裏面研磨工程における厚さ管理等。 
・ 液晶のガラス基板等の厚さ管理等。 
・ レーザー非接触方式 なのでプローブ等が被測定物にキズを付

ける心配がありません。 
・ 繰り返し厚さ・ソリ・うねり・平行度等の測定ができます。 
・ 上下に対向配置されたレーザーセンサーヘッドで測定するため

被測定物の”ソリ”による浮き上がりに影響されにくく厚さを
正確に測定できます。 

・ ソリ分布計測に適しております。 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

装置設計・組立等、お客様のニーズにあったシステムをご提案いたします。 

部品加工は焼入れ、研磨、鍍金、塗装等の後処理にも対応致します。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

実績あり 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

エアー圧力制御等に関するエアーを使用して実現しようとする技術シーズ 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

大学・研究機関等の研究・実験・データ測定などに必要な機械装置や器具・部

品などの製作 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  佐々木 政仁 

電電  話話  ０４４－８４４－０３３８ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８２２－０９２２ 

ｅｅ--mmaaiill  info@sasaki-koki.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

弊弊社社はは超超精精密密・・微微細細研研削削加加工工技技術術をを得得意意ととししたたピピンン・・シシャャフフトトメメーーカカーーでですす。。加加工工精精度度はは 11uumm～～00..11uumm、、

表表面面粗粗ささはは 00..0011uumm単単位位のの品品質質管管理理をを実実現現しし、、超超硬硬合合金金・・セセララミミッックク全全般般・・PPCCDD・・チチタタンン合合金金・・SSUUSSななどど

のの硬硬質質・・難難削削素素材材ををタターーゲゲッットトにに製製品品づづくくりりををししてていいまますす。。代代表表的的なな製製品品ととししてて業業界界初初のの「「極極小小径径ピピンン

ゲゲーージジ」」、、金金型型分分野野でで広広くく使使用用さされれるる「「ココアアピピンン、、パパンンチチピピンン、、パパイイロロッットトピピンン」」、、そそのの他他レレーーシシンンググエエ

ンンジジンン用用のの「「ピピスストトンンピピンン」」「「超超硬硬製製ノノズズルル」」「「ガガイイドドロローーララーー」」ななどどががあありりまますす。。最最近近でではは、、ダダイイアアララ

イイザザーー用用ののポポンンププののププラランンジジャャーー＆＆シシリリンンダダーー、、カカテテーーテテルル加加工工、、外外科科手手術術用用のの特特殊殊工工具具ななどど医医療療分分野野

ののパパーーツツ製製作作ににもも進進出出ししてていいまますす。。ままたた最最新新技技術術はは、、楕楕円円・・ポポリリゴゴンン・・偏偏芯芯ななどどのの複複雑雑なな 33次次元元形形状状をを

超超硬硬合合金金ななどどのの硬硬質質材材にに 11チチャャッッククでで加加工工ででききるる新新工工法法をを確確立立ししてていいまますす。。弊弊社社のの加加工工技技術術はは、、自自動動車車、、

測測定定機機器器、、電電子子部部品品、、通通信信機機器器、、医医療療ななどど幅幅広広いい分分野野でで弊弊社社ののピピンン・・シシャャフフトトはは活活用用さされれてておおりりまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0051 川崎市中原区宮内１－２６－８ 

代代表表者者  代表取締役 手塚 健一郎 

電電  話話  ０４４－７４０－６８００ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７４０－６８０１ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.sanwa-creation.co.jp 

ee--mmaaiill   

設設  立立  １９９９年１２月 

資資本本金金  １，０００万円 

従従業業員員数数  ３８名 

業業  種種  ピン、シャフト製造 

事事業業内内容容  高精度ピン・シャフト/精密金型部品/ダイヤモンド治具 

特殊切削工具/精密ノズルの製造・販売 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

センターレス研削盤 24台   名名称称   

CNC 小径ピン加工機 3台   メメーーカカーー   

複合 CNC円筒研削盤 1台   ババーージジョョンン   

CNC プロファイル研削盤 2台     

平面研削盤 4台    

ワイヤーカット放電加工機 2台   

細穴放電加工機 1台   

ホーニング研削盤 1台   

ラップ盤 2台    

高周波ロウ付け装置 1台    

三三和和ククリリエエーーシショョンン株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ①微細精密加工：外径最小径φ0.01～、外径公差±0.0001～、真円度 0.0001（単位 mm） 

②加工対応力：現在、最小ロット本数が 1本の受注から、数万本の受注を毎月継続し受注 

③材料調達：国内ほぼすべての超硬合金メーカーより直接材料の調達が可能 

 また欧州メーカーや台湾、中国、韓国といったアジアのメーカーの材料も調達可能 

 ファインセラミックスも材料調達から加工まで一括で対応が可能       

④検査保証：ISO9001認証取得済み、すべてのご注文に検査表を添付、ご希望で 

あれば測定機の校正証明書の発行可能 

加加工工材材質質  超硬合金、ファインセラミックス、チタン合金、PCD（人工ダイヤモンド）、ハイス 

主主要要製製品品  高精度ピン・シャフト/精密金型部品/ダイヤモンド治具製造・販売 

製製
品品
・・
加加
工工
実実
績績
のの
具具
体体
例例  

SANWAの異形＆偏芯パンチ 

弊社の独自工法による異形シリーズ 

楕円、スクエア、偏芯形状など様々なニーズに 

お応えいたします。 

材質は超硬合金、SKH、セラミックスなど 

 

SANWAN の極小径ピンゲージ 

高精度極小径穴の内径測定を可能にする極小径ピンゲージ 

・高硬度材（超硬合金/ジルコニアセラミックス） 

ピンゲージとしては業界最小径にして超高精度品となります 

・必要に応じて「校正証明書」「トレサビリティ体系図」を 

発行可能（費用別途） 

 

ダイヤモンド製治工具 

Vレスト、センターレス用ワークレスト 

測定子、金型部品など 

 

製製品品・・加加工工技技術術のの特特色色  弊社が保有する各種加工機を用いてお客様の生産におけるボトルネックを解

消致します。 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

平成 26 年度ものづくり補助金採択テーマである「コバルト含有オイルミストを

完全除去する次世代型空気改質装置の開発」の際に、慶応大学理工学部中央試

験所に分析・評価の側面から連携頂いた 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

加工時における研削砥石の摩耗状態をリアルタイムかつ正確にフィードバック

できるシステム 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

①内径や穴の高精度測定に必要なピンゲージ類 ②高品質な各種ピン・シャフ

ト ③微細工具 ④耐摩耗・耐久性対策のためのダイヤモンド製品 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  営業部リーダー 担担当当者者氏氏名名  滝口 純 

電電  話話  ０４４－７４０－６８００ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７４０－６８０１ 

ｅｅ--mmaaiill  takiguchi@sanwa-creation.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

新新製製品品開開発発時時にに必必要要なな金金属属加加工工品品でで、、従従来来のの概概念念でではは製製作作不不可可能能なな難難加加工工形形状状品品のの製製品品化化やや、、他他工工法法

かかららのの代代替替工工法法ととししててののププレレスス加加工工のの提提案案にによよるる高高精精度度化化とと高高生生産産性性のの実実現現、、板板厚厚００．．００２２ｍｍｍｍかかららのの

超超微微細細加加工工にによよるる小小型型化化、、軽軽量量化化のの実実現現をを得得意意ととししてていいるる。。  

「「不不可可能能とと思思っったた瞬瞬間間ににそそれれはは不不可可能能ににななっっててししままうう。。可可能能とと信信じじてて取取りり組組むむここととにによよっってて不不可可能能をを

可可能能にに変変ええてていいくく。。」」そそのの理理念念のの下下にに、、ププレレスス金金型型設設計計・・製製作作及及びびププレレスス加加工工ののププロロフフェェッッシショョナナルルとと

ししてて、、常常にに進進化化しし続続けけるる会会社社をを目目指指ししてていいるる。。  

技技術術力力やや、、技技術術力力をを支支ええるるＩＩＴＴ化化シシスステテムムがが評評価価さされれ、、川川崎崎市市にによよるる「「川川崎崎ももののづづくくりりブブラランンドド」」にに

認認定定、、ままたた経経済済産産業業省省にによよるる「「明明日日のの日日本本をを支支ええるる元元気気ななモモノノ作作りり中中小小企企業業３３００００社社」」、、「「ＩＩＴＴ経経営営実実践践

企企業業」」ににもも認認定定さされれてていいるる。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0033 川崎市高津区下作延２－３４－２１ 

代代表表者者  代表取締役社長 平井 圭一郎 

電電  話話  ０４４－８８８－１１２１ 

ＦＦＡＡＸＸ   

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.jkb-net.co.jp 

ee--mmaaiill  info-551jpn@jkb-net.co.jp 

設設  立立  １９５４年４月 

資資本本金金  １，０００万円 

従従業業員員数数  ３１人 

業業  種種  電子部品・デバイス製造業 

事事業業内内容容  精密順送プレス金型の設計・製作 

精密プレス部品の製作 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

超精密・高速パワープレス機  ２０～１００Ｔｏｎ  名名称称  AutoCAD 

超高精度金型加工機  ツインワイヤーカット機 

ＮＣ放電加工機 

超精密鏡面研削盤 他 

 メメーーカカーー  Autodesk 

ババーージジョョンン   

真空超音波全自動洗浄機      

精密測定器  非接触全自動３次元測定器 

他 

   

      

 

株株式式会会社社ＪＪＫＫＢＢ  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  超精密順送プレス加工 

加加工工材材質質  金属全般 

主主要要製製品品  超精密プレス部品 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

【課題解決事例① 日本初の製品化・量産化】 

（オフセットフィン） 

絞り加工及び切り曲げ加工の複合形状を、順送プレスに

てＳＵＳ材での製品化を実現し、日本で初めて製品化・

量産化に成功。 
 

【課題解決事例② 

従来工法の１／１０の低コスト化・高精度化】  

（フィルター） 

１円硬貨の１／６の範囲内に１２１個の穴を、穴ピッチ

公差３μｍ以下で高精度プレス加工に成功し、エッチン

グ加工より１／１０の低コスト化を実現。  

【課題解決事例③ 部品点数半減】 

（電極） 

順送プレスにて真円度２０μｍ以内を確保しながら、円

筒形内にＶ字形の羽根を設けることにも成功し、部品点

数の削減を実現。 
 

【課題解決事例④ 小型化・軽量化】 

（極小クリップ） 

板厚０．０６ｍｍの材料を順送プレスにて最小寸法公差

±１０μｍで高精度の製品化を実現し、製品の小型化に

成功。 
 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・研削・切削やエッチングからプレス加工への工法転換による高精度化と 

低コスト化を実現するプレス加工技術 

・従来の加工概念では製作不可能な難加工形状品の製作を実現するプレス加工技術 

・少量の研究開発試作段階から量産に至るまでの社内一貫生産システム 

・自社設計・特許取得の生産性向上支援システムと品質管理システムによる高品質、 

短納期、低コストの実現 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

日本医工ものづくりコモンズメンバー 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

新技術新製品開発現場や医療現場のニーズのブレークダウン 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

電子機器や医療機器などの高精度精密金属部品 

少量研究開発試作から量産まで 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－８８８－１１２１ ＦＦＡＡＸＸ  

ee--mmaaiill  info-551jpn@jkb-net.co.jp 

拡大写真 

拡大写真 

拡大写真 
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【【会会社社紹紹介介】】  

弊弊社社はは受受注注生生産産会会社社ににてて、、顧顧客客先先かかららのの要要望望ににはは特特にに納納期期をを遵遵守守すするるここととをを第第一一のの優優先先事事項項ととししてて、、

品品質質・・ココスストト・・環環境境経経営営にに対対すするる取取りり組組みみもも積積極極的的にに行行っってておおりりまますす。。  

  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0011 川崎市中原区下沼部１７５０ 

代代表表者者  代表取締役社長 星野 妃世子 

電電  話話  ０４４－４３３－１６１１（代） 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－４３３－２２１８ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.stax-tqs.co.jp 

ee--mmaaiill  k-hoshino@stax-tqs.co.jp 

設設  立立  １９３３年（昭和８年）３月１日 

資資本本金金  ３，３００万円 

従従業業員員数数  ５６人 

業業  種種   

事事業業内内容容  通信機部品の加工及び販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

アマダ EM-255NT 

アマダ LC-2012C1NT 

1 

1 

  名名称称  AP100.AP100α 

ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 

薄物専用ﾀｰﾚｯﾄ ｱﾏﾀﾞ MERC722 1   メメーーカカーー  ｱﾏﾀﾞ.ｷﾔﾄﾞｱｯｸ 

ﾚｰｻﾞｰ加工機 ｱﾏﾀﾞ FLC2412AJ 1 銅・ｱﾙﾐｶｯﾄ可  ババーージジョョンン   

ﾜｲﾔｰｶｯﾄ 三菱 DWC 90H 2     

ﾊﾝﾃﾞｨｰYAG溶接機ｱﾏﾀﾞ YLM500P 1    

NC ﾀｰﾚｯﾄ ｱﾏﾀﾞ PEGA345 4   

    

 

 

 

 

株株式式会会社社ススタタッッククスス  

27



 26 

【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容   

加加工工材材質質  鉄・ステンレス・非鉄(アルミ〔ｔ0.3～ｔ0.01〕)・モリブデン等々 

主主要要製製品品  筐体…地すべり検査装置・低周波治療機・血液分析装置 

機工部品…Ｈ２ロケット搭載部品・多孔式放熱板（ヒートシンク）・露光装置機工部品 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

シャーシ・ＡＳＳＹ 

  

  機械操作パネル部品 

 

  箱物以外の鈑金・溶接も可能です 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

 最近半自動のヤグレーザ溶接機を投入しましたので、ヒズミの少ない溶接加工が 

可能です 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－４３３－１６１１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－４３３－２２１８ 

ee--mmaaiill  k-hoshino@stax-tqs.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは、、特特殊殊鋼鋼、、一一般般鋼鋼材材のの切切断断販販売売、、加加工工販販売売、、ププレレシシジジョョンンププレレーートト・・モモーールルドドベベーーススのの販販売売かか

らら仕仕上上げげ全全加加工工ままでで取取りり扱扱っってておおりりまますす。。  

  

 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒212-0033 川崎市幸区東小倉１６－１９   

代代表表者者  代表取締役 関戸 政文 

電電  話話  ０４４－５４４－４１２７ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－５３３－９１４０ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))   

ee--mmaaiill  skd471@ozzio.jp 

設設  立立  １９６９（昭和４４）年２月 

資資本本金金  ３００万円 

従従業業員員数数  ５人 

業業  種種  その他の鉄鋼業 

事事業業内内容容  金型用素材加工・販売 

 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

ＮＣフライス 2   名名称称  SPACE-E 

平面研磨 1   メメーーカカーー  日立造船 

切断機 2   ババーージジョョンン   

フライス 2     

     

    

    

    

    

    

    

 

有有限限会会社社関関戸戸ハハガガネネ商商店店  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・特殊鋼切断販売、素材加工、モールドベースの加工 

 

加加工工材材質質  ・特殊鋼の加工、モールドベースの全加工 

 

主主要要製製品品  ・特殊鋼、モールドベース 

 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

○モールドベースのポケット仕上げ加工など、ベース加

工全般 

 

 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

－ 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－５４４－４１２７ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－５３３－９１４０ 

ee--mmaaiill  skd471@ozzio.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社のの特特徴徴でであありり強強みみはは、、技技術術力力をを背背景景にに、、研研究究開開発発かかららハハーードドウウエエアア開開発発、、ソソフフトトウウェェアア開開発発、、生生

産産ままででトトーータタルルにに対対応応ででききるる「「総総合合シシスステテムムメメーーカカーー」」ででああるるここととでですす。。ソソフフトトウウェェアア開開発発、、ハハーードドウウ

ェェアア開開発発、、半半導導体体設設計計、、機機構構・・構構造造設設計計、、製製造造・・試試作作部部門門ななどど開開発発かからら生生産産ままででのの各各部部門門をを擁擁しし、、高高度度

なな制制御御技技術術をを核核ととししてて、、ププロロジジェェククトト体体制制でで製製品品開開発発ににああたたるる柔柔軟軟なな組組織織構構造造をを持持っってていいまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0041 川崎市中原区下小田中２－３４－１ 

代代表表者者  代表取締役 桂田 忠明 

電電  話話  ０４４－７６６－３８０２ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７６６－２７４８ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.sdsg.co.jp 

ee--mmaaiill  jigyoubu@sdsg.co.jp 

設設  立立  １９７３（昭和４８）年３月 

資資本本金金  ５，０００万円 

従従業業員員数数  ８０人 

業業  種種  電子応用装置製造業 

事事業業内内容容  「Security & Communication」をキーワードとし、ネットワーク通信技術、 

通信回路制御技術、映像・音声伝送技術、業務放送技術 etc． の企画・ 

開発設計・生産・販売 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・品品番番   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

ＭＰＥＧ信号発生器  １ MTG300  名名称称  ①CR-5000BD/SD 

②Pro-E(3D)/Creo(3D) 

③OrCAD 
ＦＰＧＡ開発ツール  ６ ｱﾙﾃﾗ社･ｻﾞｲﾘﾝｸｽ社･ﾗﾃｨｽ社  

ＦＦＴアナライザ  １ R9211B 

オーディオアナライザ  ２ VA-2230A メメーーカカーー  ①図研 ②PTC 

③ｹｲﾃﾞﾝｽ ベクトルスコープ  １ 1750A  

オシロスコープ 

（500M㎐・1G㎐） 

 ２ MS04054B／MS04104B   ババーージジョョンン   

漏洩電流計／ｱｰｽ導通試験器 各１ TOS3200／TOS6210    

装着部品確認装置  １  M22XFW-350  

 

ＣＯ２レーザーマーカ  １ ML-9100  

雑音許容度試験装置  ２ INS-4200、FNS-100L  

静電気許容度試験装置  １ ESS-200AX  

恒温・恒湿度試験装置  ２ FX221P／FX420N  

自動耐圧絶縁試験装置  １ TOS8870A  

セセンントトララルル電電子子制制御御株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容   

加加工工材材質質   

主主要要製製品品  ・自動通報機、自動放送装置、自動検査システム、集合監視装置、携帯端末機、ＰＯ

Ｓシステム、デジタルＣＳ通信チューナー、ＣＡＴＶシステム、ＴＶドアホン、移

動電話機、高齢者向け電話機、デバイス開発など 

製製
品品
・・
加加
工工
実実
績績
のの
具具
体体
例例  

○駅用自動放送装置 

<特徴、セールスポイント> 

・鉄道駅で列車の案内放送を行う装置です。 
 列車の接近を自動で感知し、接近案内放送を流す事に始 
まり、発車案内放送まで全てこの装置から放送していま 

 す。首都圏の主要駅にも設置され、交通インフラを支える一助と
して活躍しています。 

 

○ホームセキュリティユニット 

<特徴、セールスポイント> 

・マンションなど、共同住宅用セキュリティ設備として、       
くらしの安全・安心をしっかり見守ります。センサーと連動し、
火災、ガス漏れなどの異常発生時に音声と画面表示で住戸の内外
に警報します。 

 

 

 

○デジタルＣＳ通信チューナー 

<特徴、セールスポイント> 

・地域衛星通信ネットワークの受信機として社会に貢献。 
 災害現場映像を防災関係行政へ一斉放送し、災害状況の早期把握
と共有化ができ、迅速な災害対策を実現する。 

 回線設定が容易で、災害に強い特徴を持っています。  

 

 

 

 

 

○国立大向け被試験体のプログラマブル昇降システム 
<特徴、セールスポイント> 
・被試験体に対し精密な昇降を 72時間連続で動作し、動 
作パターンは専用のソフトウエアで、カスタマイズが可能。環境
汚染等の試験において、遠隔操作および連続動作で作業員への負
担を軽減。従来では困難だった試験も様々な展開が可能になり、
科学の発展に貢献しています。 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

 

 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・被試験体のプログラマブル昇降システムの提供（国立大学） 

・ロボットによる自動揮発分測定装置 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・高温／低温環境下で安定に起動する電源回路 

・閉鎖空間での放熱シミュレーション技術 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・実験環境の自動化システムの開発・製作 

 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－７６６－３８０２ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７６６－２７４８ 

ee--mmaaiill  jigyoubu@sdsg.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

精精密密試試験験機機、、実実験験観観察察機機ななどどのの装装置置設設計計開開発発会会社社でですす。。長長年年ににわわたたりり各各種種機機械械設設計計でで培培っったた技技術術にに対対

しし、、大大手手メメーーカカーーのの研研究究部部門門やや大大学学のの研研究究室室ななどどかからら評評価価ををいいたただだいいてておおりりまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0001 川崎市川崎区本町１－６－１ 

代代表表者者  代表取締役 松本 寛 

電電  話話  ０４４－２１１－６５５１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－２１１－４２００ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.tmcsystem.co.jp/ 

ee--mmaaiill  sangaku@tmcsystem.co.jp 

設設  立立  １９６０（昭和３５）年１０月 

資資本本金金  ５，０００万円 

従従業業員員数数  １４７人 

業業  種種  電気計測器製造業 

事事業業内内容容  〇自社製品開発（ハンマリング微加振装置など） 

〇精密試験機・実験観察機などの装置・試作機開発 

〇機械設計開発 

〇ソフトウェア開発 

〇電気・電子設計開発 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

    名名称称  SolidWorks 

    メメーーカカーー  DASSAULT SYSTEMS 

    ババーージジョョンン  2018 

    ＜その他＞ 

NX, I-DEAS, Pro/E, Inventor, 

One Space Designer, AutoCAD 

    <本社社屋> 

 

    

    

    

    

    

ＴＴＭＭＣＣシシスステテムム株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  弊社では設計開発と機器の製造を行っておりますが、部品の加工は行っておりません。 

加加工工材材質質  － 

主主要要製製品品  ・ハンマリング微加振装置 

・精密試験機・実験観察機などの装置・試作機開発 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

○ハンマリング微加振装置            

<特徴、セールスポイント> 

・コネクタなどの各種電気接点の振動試験に特化した装
置です。 

・ハンマー打撃による振動を加えて、電気接点の電気抵
抗値や瞬断回数を計測します。 

 

○定量加振機（開発中） 

<特徴、セールスポイント> 

・一般的な正弦波(sin 波)での振動と異なり、本機では

矩形波やパルス波の振動波形を実現し、より現実状況

に近い試験・評価を行うことが可能です。 

・定荷重加振、2 度叩き防止機能により、固有振動を阻

害せず再現性の高い加振を実現します。  

○精密微摺動試験機（開発中） 

<特徴、セールスポイント> 

・電気接点に対して振動や衝撃が加わることにより発生

する電気接点同士の擦れ合い（微摺動）を、正確に再

現することが可能な試験装置です。 

・フレッティング・コロージョンによる電気接点の劣化
状況を観察・計測することができます。  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

お客様のご要望に応じて、原理調査から設計・製作まで行っております。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

東京工業大学と共に、「ハンディタイプ エア・コンプレッサ」、「水撃式空気圧縮

システム」などの研究開発を行いました。 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

精密試験機や実験観察機に応用できる科学知識・技術などをご教授いただき、 

将来的にバイオテクノロジーやナノテクノロジーを弊社の機器と融合させた 

いと考えております。 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

精密試験機、実験観察機など研究用機器の受注を希望しております。 

（研究室のアイデアを製品レベルに設計・製作することも可能です。） 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－２１１－６５５１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－２１１－４２００ 

ee--mmaaiill  sangaku@tmcsystem.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

 「「加加工工のの駆駆けけ込込みみ寺寺」」ととししてて、、他他社社のの嫌嫌ががるる加加工工品品をを中中心心にに樹樹脂脂・・金金属属のの各各種種試試作作品品、、超超精精密密切切削削加加

工工をを手手掛掛けけてていいまますす。。品品質質、、納納期期のの厳厳ししいい加加工工品品歓歓迎迎ししまますす。。見見積積りりのの出出なないい図図面面やや断断らられれたた案案件件ななどど

諦諦めめるる前前にに一一度度、、弊弊社社ででごご相相談談下下ささいい。。  

 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0051 川崎市中原区宮内２－２４－１ 

代代表表者者  代表取締役 野田 宜志 

電電  話話  ０４４－７９７－２２２３ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７９７－２２２４ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://nissei-kogyo.world.coocan.jp/ 

ee--mmaaiill  nissei-kogyo@nifty.com 

設設  立立  １９７８年４月 

資資本本金金  １，０００万 

従従業業員員数数  ５名 

業業  種種  製造業 

事事業業内内容容  樹脂・金属の各種試作品 

樹脂・金属の超精密切削加工 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

マシニングセンタ 2 同時５軸仕様  名名称称  FEATURE CAM 

マシニングセンタ 3 ３軸仕様  メメーーカカーー  オートディスク 

精密平面研削盤 1 サブミクロン制御  ババーージジョョンン  最新版 

３次元測定機 1 カリプソ搭載   

 

 

マイクロスコープ 1 ２５００倍ズーム  

画像測定機 1 倍率１５０倍  

有有限限会会社社日日成成工工業業  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  樹脂・金属の各種試作品、超精密切削加工 

 

加加工工材材質質  樹脂・金属はほぼ全て加工が対応可 

 

主主要要製製品品  医療向け部品、半導体向け部品、自動車向け部品など 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

半導体、電子顕微鏡向けＰＥＥＫの精密切削加工品 

 

 

自動車、ＯＡ向けナイロン、ＰＰ、ＰＯＭ等の精密切削

加工品 

 

 

最新のサンプル品は掲載が不可の為、お打ち合わせの際

にご提示致します。 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

同業他社が嫌がる、加工が出来ないものを中心に加工しております。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

某大学向けにＩＰＳ細胞の培養治具、部品を現在製作中 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

大学・企業でお困りの案件 

 

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  営業技術部 担担当当者者氏氏名名  若松 里織 

電電  話話  ０４４－７９７－２２２３ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７９７－２２２４ 

ｅｅ--mmaaiill  nissei-kogyo@nifty.com 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは研研究究開開発発型型企企業業ととししてて、、生生産産ラライインンににおおけけるる欠欠陥陥検検査査技技術術やや肌肌診診断断技技術術ののよよううにに人人間間のの五五感感にに

近近いいセセンンシシンンググ技技術術のの追追求求をを通通ししてて、、おお客客様様ににソソリリュューーシショョンンをを提提供供ししてていいまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0041 川崎市中原区下小田中５－１１－２１ 

      東計電算中原ビル１階 

代代表表者者  代表取締役 松下 幸夫 

電電  話話  ０４４－７４０－３３５１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－７４０－３３５２ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.nsr-web.co.jp 

ee--mmaaiill  nsr_inc@nsr-web.co.jp 

設設  立立  昭和４３年４月 

資資本本金金  ５,０００万円 

従従業業員員数数  １０人 

業業  種種  半導体・電子部品 

事事業業内内容容  ・生産ラインにおける全数検査システムの設計製造販売 

・光学センサ、磁気センサなど各種センサの設計製造販売 

・水分・油分・弾力計測などを用いた肌診断システムの設計製造販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

ボール盤 1   名名称称  AutoCAD 

半田付け設備 5   メメーーカカーー  Autodesk 

オシロスコープ 3   ババーージジョョンン  2009  

      

     

    

    

    

    

    

    

 

株株式式会会社社日日本本シシスステテムム研研究究所所  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  センサ、制御盤、制御システム 

加加工工材材質質   

主主要要製製品品  ○ 肌診断機 

○ 製品検査システム 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例 

○肌診断機 

< 概要、機能> 

・人の肌の水分量、皮脂量、弾力、血流量を測定する

装置です。  

・水分（うるおい）測定・・・電気伝導度 

・皮脂（てかり）測定・・・屈折率 

・弾力（ハリ）測定・・・周波数 

・血流量測定・・・反射光量 
 

  ○ＲＳ－２３２Ｃ切替器 

< 概要、機能> 

・本機器は４本のＲＳ－２３２Ｃ入出力を切換える機

器です。 

・ＰＣ及びモニタ等に複数の機器が接続されている場

合に、市販品の切替器ではわずらわしい手動切替作業

を、外部切替にてコントロールすることが可能になり

ます。 
 

  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

 画像処理系では内部欠陥検査に限界があります。弊社は、画像処理系以外にも磁気、

光、温度、音波などのセンサを用いた全数検査システムを開発してきました。最近で

は各々の検査に適応した特殊照明の設計製造を行っております。 

 今後は、外観検査に加え「見えない内側に潜む欠陥検査」を可能とするセンサ技術

や、「人間の五感に近いセンシング」を可能とするセンサ技術を開発し、『感性評価の

数値化』という形でお客様にソリューションを提供させて頂きます。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの連連携携のの取取組組実実績績  「高圧受電設備の絶縁材料劣化度常時モニタリング試験機」

の共同研究実施 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに期期待待すするる技技術術シシーーズズ   

大大学学・・研研究究機機関関等等かかららのの受受注注希希望望業業務務・・

内内容容  

・非接触検査技術を使った試作開発 

・生体計測技術を使った試作開発 

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属  営業管理部 担担当当者者氏氏名名  松原 賢治 

電電  話話  ０４４－７４０－３３５１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－７４０－３３５２ 

ee--mmaaiill  nsr_inc@nsr-web.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

「「加加工工ででききなないい金金属属ははなないい」」ををモモッットトーーにに設設立立 5544 年年をを誇誇るる、、難難削削材材加加工工ののエエキキススパパーートト日日のの出出製製作作

所所。。難難削削材材加加工工をを中中心心にに、、自自動動車車エエンンジジンン部部品品、、ボボーールルネネジジ、、機機械械要要素素部部品品、、医医療療機機器器部部品品、、ロロボボッットト

要要素素部部品品、、研研究究開開発発等等、、様様々々なな分分野野ににおおいいてて実実績績をを積積みみ重重ねねててききままししたた。。設設計計・・開開発発、、加加工工、、組組立立とと一一

貫貫ししたた対対応応がが可可能能でですす。。大大学学やや行行政政ととのの連連携携ででロロボボッットトのの製製作作やや開開発発ににもも取取りり組組んんででいいまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0858 川崎市川崎区大川町１１－１３ 

代代表表者者  代表取締役 岩 武志 

電電  話話  ０４４－３２２－５５２１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－３２２－７２５５ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.hinode-ss.jp 

ee--mmaaiill  info@hinode-ss.jp 

設設  立立  １９６０（昭和３５）年９月 

資資本本金金  ４，８００万円 

従従業業員員数数  ４０名 

業業  種種  金属加工業 

事事業業内内容容  輸送機器部品加工、機械要素部品加工・組立 

難削材加工、その他試作作品加工・組立 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

切断機 4 φ50まで ～3000Lまで  名名称称  Auto CADLT 

旋盤 8 φ50まで ～3000Lまで  メメーーカカーー   

汎用 NC 2 φ50まで ～3000Lまで  ババーージジョョンン  2007 

NC 旋盤 4 φ50まで ～3000Lまで    

CNC旋盤 1 φ50まで ～3000Lまで  <本社社屋> 

 MC 2 300×300×300  

研削盤 5 φ50まで ～3000Lまで  

精密円筒研削盤 2 φ50まで ～3000Lまで  

平面研削盤 2 200×200×200  

フライス盤 3 300×300×300  

プレス・バフ研磨機等 6 -  

画像寸法測定器 1 KEYENCE 製  

他 20 -  

株株式式会会社社日日のの出出製製作作所所  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・切削加工、研削加工、穴明け加工(中空加工等)、各種表面処理 

加加工工材材質質  ・耐熱鋼（SUH36・SUH3等）、チタン、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、

タングステン、真鍮、銅、鉄、樹脂、特殊合金、他 

主主要要製製品品  ・難切削材加工品、ボールネジ、直動システム関連部品、エンジンバルブ 

機械要素部品、医療機器関連部品、輸送機器部品、光学機器部品、 

技術者育成支援ロボット（ROBO.kit）、その他試作品設計開発・加工・組立 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

○難削材加工 

<特徴、セールスポイント> 

耐熱鋼、チタン、インコネル、真鍮、タングステン等の

難切削材の加工を得意としています。 

 

○機械要素部品加工・組立 

<特徴、セールスポイント> 

・これらの部品は、半導体製造装置・医療器具・アミュ

ーズメント機器など、様々な用途に使われています。 

 

○ROBO.kit 

<特徴、セールスポイント> 

・ROBO.kitを製作することで、設計・製図・機械加工・

電子回路・電子工作・組立等、ものづくりの基本とな

る技術を楽しく習得することが出来ます。 

 
 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・長さ 300mm をテーパー2μm、公差 5μmで研削可能 

・長さ 3,000mm、φ50mmの加工可能 

・自社製品開発実績(検査装置等)あり 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・実験装置部品加工   

・学生フォーミュラ支援 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・大学等から導入したい技術、共同研究等を行いたい技術分野 

・精密加工技術 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・試作加工 

・機械装置組立 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－３２２－５５２１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－３２２－７２５５ 

ee--mmaaiill  info@hinode-ss.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは、、昭昭和和３３６６年年にに、、主主にに産産業業用用電電子子機機器器をを担担うう企企業業ととししてて設設立立ししままししたた。。以以来来「「  創創造造性性ああるる価価

値値創創造造  」」をを経経営営理理念念にに、、社社会会のの様様々々なな分分野野ににおお役役ににたたつつエエレレククトトロロニニククスス機機器器、、シシスステテムム開開発発にに全全力力

をを注注いいででききままししたた。。  

今今日日、、エエレレククトトロロニニククススのの技技術術革革新新はは目目覚覚ままししいいももののががあありり、、そそのの応応用用範範囲囲とと展展開開はは幅幅広広くく多多様様化化ささ

れれ、、且且つつ無無限限のの可可能能性性をを秘秘めめてておおりりまますす。。私私達達はは、、ここのの豊豊かかなな未未来来社社会会へへよよりり価価値値のの高高いい製製品品をを生生みみ出出

しし、、長長年年培培っっててききたた広広範範なな技技術術力力をを活活かかししたた万万全全ななササーービビスス体体制制ののももとと、、社社会会のの様様々々ななニニーーズズをを大大切切にに

フフレレキキシシブブルルにに対対応応ししななががらら全全社社一一丸丸ととななっっててモモノノづづくくりりにに取取りり組組んんででいいまますす。。  

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0824 川崎市川崎区日ノ出２－６－７ 

代代表表者者  代表取締役社長 家亀 規 

電電  話話  ０４４―２８８―２２１５ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４―２８８―２２１４ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.yashiomi.co.jp/ 

ee--mmaaiill  e-hon@yashiomi.co.jp 

設設  立立  １９６１年５月 

資資本本金金  １,２００万円 

従従業業員員数数  ２２人 

業業  種種  一般産業用機械・装置製造業 

事事業業内内容容  ・航法用無線応用装置・航海計器製造  

・レーダの送受信機、超音波探傷機、航空機管制レーダシステム 

・コンピュータ周辺機器開発 

・各種自動制御機器、工場内自動化システム機器開発製造 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

汎用旋盤 １   名名称称  AutoCAD・E-CAD 

汎用フライス １   メメーーカカーー  オートデスク・WACOM 

シャーリング １   ババーージジョョンン  2000LT・ECADJ2.3 

溶接機 ２   ＜本社川崎工場＞ 

ボール盤 ２    

タッピングマシン １   

汎用旋盤 １   

株株式式会会社社八八潮潮見見製製作作所所  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  設計開発から精密部品組立調整・連続運転 

加加工工材材質質  アルミ、ステンレス、真鍮、銅、鉄などの金属、および樹脂 

主主要要製製品品  ○ プレスフィットコネクタ圧入装置（ PF-3500PR ） 

○ 精密ハンディプレス機（ HP-700PR ） 

○ 青果類計量・包装機（ TM-3200M-P ） 

○ 青果類スタンドパック袋詰め機（ VP-7200JY ） 

 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

ププレレススフフィィッットトココネネククタタ圧圧入入装装置置  ((  PPFF--33550000PPRR  ))  

プレス状況、一目瞭然 

・あらゆるプレスニーズに対応する機能と信頼性、高

性能液晶モニタの多彩なインフォメーションにより

データを録り・残すことに徹底的にこだわりました。 
 

   

  精精密密ハハンンデディィププレレスス機機  ((  HHPP--770000PPRR  )) 

コンパクトながら高い圧入能力 

・精密な送り機構でプレスを実現します。 

・ＰＫＧ基板のコネクタ圧入に最適です。 

  

  青青果果類類計計量量・・包包装装機機  ((  TTMM--33220000MM--PP  ))  

大小さまざまな新鮮野菜を優しく計量パッケージ 

  ・プリンタを併設すれば、生産地履歴・栽培履歴、季

節に応じた料理方法が提案可能です。 
  

  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

レーダの送受信機、超音波探傷機、航空機管制レーダシステム等電子技術を主体と

しつつ、これまで培った技術をフルに活用し、コンピュータ周辺機器の開発、並びに

システム制御機器に求められる先進の制御技術を駆使したＦＡシステムの開発に取り

組んでいます。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  
開拓中 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  
メカトロニクスの持つ無限の可能性 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  
新しい感動を創造する共同開発 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  家亀 規 

電電  話話  ０４４―２８８―２２１５ ＦＦＡＡＸＸ ０４４―２８８―２２１４ 

ee--mmaaiill  president@yashiomi.co.jp 

42



 

 

 

【【会会社社紹紹介介】】  

弊弊社社はは受受託託開開発発メメーーカカととししてて、、各各種種基基板板 11枚枚のの設設計計製製作作かからら、、搬搬送送ユユニニッットトをを含含むむ大大型型のの検検査査製製造造装装

置置ままでで、、幅幅広広いい分分野野ででおお客客様様ののニニーーズズにに対対応応ししててききままししたた。。電電子子回回路路（（アアナナロロググ及及びびデデジジタタルル））ハハーードド

設設計計、、基基板板設設計計、、フファァーームムウウエエアアのの開開発発かかららアアププリリケケーーシショョンンソソフフトト開開発発、、メメカカトトロロニニククススをを中中心心ととしし

たた FFAA 機機器器のの設設計計製製作作ななどど、、おお客客様様のの課課題題をを解解決決ででききるるシシスステテムムイインンテテググレレーータタととししてておお役役にに立立ててるるとと

考考ええてておおりりまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0013 川崎市高津区末長１−３７−２３ 

代代表表者者  代表取締役社長 金究 武正 

電電  話話  ０４４－８６６－２４１1 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８７７－０７５５ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.yamakatsu.co.jp  

ee--mmaaiill  y_info@yamakatsu.co.jp 

設設  立立  １９７３年１２月 

資資本本金金  ７，０００万円 

従従業業員員数数  ８５名 

業業  種種  電気機械器具製造業 

事事業業内内容容  ・基板回路設計製作（デジタル回路、通信回路、計測機器及び基板 CAD設計） 

・PC及びネットワークサーバソフト開発 

・検査装置、省力化機器類の設計製作 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

クリーンルーム（仙台） 1式 クラス１０００  名名称称  回路基板設計 CAD 

環境試験装置 ２台 高低温 温湿度対応    機械 CAD 

各種オシロスコープ 1式   メメーーカカーー  図研 

形状測定機 ２台     日本ケイデンス 

顕微鏡 1式   ババーージジョョンン  CR-5000 Allegro 

マイコン及び FPGA開発ツール 1式     

山山勝勝電電子子工工業業株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  各種基板の設計製作 制御計測回路の開発から製造 販売 

 

加加工工材材質質   

 

主主要要製製品品  受託設計製造基板 検査装置 通信制御機器 省力化機器 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

ＪＲ東日本コンサルタンツ㈱様向け 

列車接近警報システム 

 GPSにより列車の位置情報を端末等に配信。 

 (GPS 通信モジュール搭載) 

 

 

ＫＤＤＩ㈱様向け 

車載利用可能ＬＴＥルーター 

ＬＴＥ １回線を４回線で通信可能。 

(複数端末接続可能) 

 

 

津波警報標識 

 自治体配信の緊急速報(ｴﾘｱﾒｰﾙ)を受信、 

 ＬＥＤ点灯/点滅で避難を促す。 

 (Ｍ２Ｍモジュール搭載) 

 

 

 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

基板製作から筐体設計、ソフトウエア開発、クラウドサーバ対応など、 

システムでご提供 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

特殊センサユニットの共同開発 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

制御計測基板の設計製作 各種回路から組込システムまでのハード 

ウエア及びソフトウエア開発業務 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

基板設計製造業務 コントロールユニットの開発 各種機器の試作 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  第２開発部･副本部長 担担当当者者氏氏名名  青木 清和 

電電  話話  ０４４－８７２－９００２ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８７２－９００３ 

ｅｅ--mmaaiill  y_info@yamakatsu.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

真真空空・・圧圧空空成成形形用用金金型型おおよよびび抜抜型型をを製製作作ししてておおりりまますす。。  

当当社社のの特特徴徴ととししままししてて食食品品容容器器ややパパッッケケーージジ、、自自動動車車・・家家電電のの外外装装ななどどののデデザザイインンかからら型型造造りりままででをを

一一貫貫ししてて行行っってていいるるととこころろでですす。。  

製製作作方方法法ととししままししててはは、、33DD  CCAADD//CCAAMMかからら高高速速ママシシニニンンググセセンンタターーにによよるる切切削削加加工工にによよっってて行行いいまますす。。

ままたた、、３３次次元元測測定定器器をを導導入入ししてておおりり品品質質管管理理ににおおいいててもも万万全全をを図図っってておおりりまますす。。 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒210-0858 川崎市川崎区大川町１２－８ 

代代表表者者  代表取締役社長 山崎 裕巳 

電電  話話  ０４４－３６６－３３３０ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－３６６－５５１１ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.yamazaki-mold.co.jp 

ee--mmaaiill  thermo-forming@yamazaki-mold.co.jp 

設設  立立  １９５６（昭和３１）年７月 

資資本本金金  ５，０００万円 

従従業業員員数数  ３０人 

業業  種種  金型製造業 

事事業業内内容容  真空成形用金型、圧空成形用金型、抜型、木型、樹脂型、成形 

 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

TMC-50V(MC) 3   名名称称  CADCEUS/TOP SOLID 

TMC-5V 1   メメーーカカーー  日本ユニシス 

MCV-AⅡ 1   ババーージジョョンン   

SL-2500 1     

α-T14Ia 5   <本社社屋> 

 NV4000DCG 1   

NV5000 2   

TMC-50V(MC) 3   

TMC-5V 1   

  

山山崎崎金金型型株株式式会会社社  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  ・３次元 CAD/CAMを用いた縦型高速マシニングセンターによる切削加工 

 

 

加加工工材材質質  ・アルミ・鋼（HRC65 程度迄） 

 

 

主主要要製製品品  ・真空・圧空成形用金型および抜型 

 

 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

○食品容器用キャビティ               

<特徴、セールスポイント> 

・製品トリム面が波状の立体カットとなる形状 

・よって、キャビティ、抜型は３次元 CAD による加工を行

っております。 

 

 

○食品容器用キャビティ               

<特徴、セールスポイント> 

・貝殻形状のキャビティ 

・３次元 CAD による切削加工 

・スキャロップを最小とし表面祖度具合を向上させていま

す。 

 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・３次元 CAD/CAMと高速マシニングセンターを用いた加工 

・形状、デザインのご提案 

・３次元測定器による精度管理 

・プラスチック打ち抜き型のご提案 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

・数十年前に東京大学教授との試作開発あり。当時、３次元 CAD等が存在しな

い時代に剣山状の装置で立体面を制御する試作型を製作しました。 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

－ 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

－ 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－３６６－３３３０ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－３６６－５５１１ 

ee--mmaaiill  yuji@yamazaki-mold.co.jp 
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ロローールルちちゃゃんん    ススププーールル君君    

 

 

 

【【会会社社紹紹介介】】  

当当社社はは１１９９４４７７年年にに設設立立しし、、金金属属箔箔一一筋筋にに各各分分野野のの多多くくのの研研究究開開発発者者のの方方へへ金金属属箔箔をを供供給給ささせせてていいたた

だだいいてていいまますす。。業業界界内内ででもも「「薄薄いい箔箔ははリリカカザザイイ」」とと言言わわれれるる程程、、薄薄ささににはは自自信信ががあありり、、ごご要要求求のの薄薄ささ・・

薄薄ささのの公公差差精精度度・・ササイイズズをを１１枚枚かからら製製作作ししまますす。。ささららにに信信頼頼ででききるる箔箔加加工工のの協協力力会会社社とと連連携携しし、、取取りり扱扱

いいのの難難ししいい２２次次加加工工ももごご対対応応ししまますす。。主主要要作作業業工工程程ははククララスス１１００００００００程程度度ののククリリーーンン環環境境もも完完成成しし、、

２２００１１８８年年かかららはは「「チチタタンンニニッッケケルル箔箔、、純純ママググネネシシウウムム箔箔、、ニニオオブブチチタタンン箔箔」」をを社社内内開開発発 PPJJ ととししてて、、

東東工工大大のの技技術術指指導導ののササポポーートトををいいたただだきき、、世世界界ででオオンンリリーーワワンンのの薄薄箔箔をを開開発発ししてていいまますす。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒211-0011 川崎市中原区下沼部１８１０－７ 

代代表表者者  代表取締役 小室 好夫 

電電  話話  ０４４－４１１－６１３８ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－４２２－５５０９ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://atsuen.rikazai.co.jp/ 

ee--mmaaiill  info@rikazai.co.jp 

設設  立立  １９４７年１１月 

資資本本金金  ２，０００万円 

従従業業員員数数  ２２名 

業業  種種  製造業 

事事業業内内容容  ・各種金属圧延箔の製造販売 

・精密金属２次加工品の製造販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

冷間圧延機 4台 幅 100～120mm相当  名名称称   

熱処理焼鈍炉 5台   メメーーカカーー   

金属箔切断機 14台 内自動切断機 3台 

（写真下） 

 ババーージジョョンン   

20段圧延機 1台 チタン箔向け    

空気清浄機・クリーンブース 8台    

リリカカザザイイ株株式式会会社社  



【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  冷間圧延による高機能材料の薄箔開発（３素材を開発） 

加加工工材材質質  チタンニッケル合金、純マグネシウム、ニオブチタン合金 

主主要要製製品品  高機能材料の薄箔 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

チタンニッケル箔の thickness：5μm～50μm レベルは 

世界で当社のみの薄さ、オンリーワン技術となる。 

形状記憶特性、超弾性特性の特性を生かした薄箔技術。 

 

 

 

  

純マグネシウム箔の thickness：2μm～10μm レベルは 

世界で当社のみの薄さ、オンリーワン技術となる。 

シールド・制振性などの特性を活かした分野展開。 

 

 

 

 
 

ニオブチタン箔の thickness：5μm～10μm レベルは 

世界で当社のみの薄さ、オンリーワン技術となる。 

超電導材の特性を生かした薄箔技術、公的研究機関での納

入実績（この箔を特殊配線に使用）もある。 

 

 

 

  

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

世界が真似できない技術、薄く・軽くしながら、高機能を活かすことができる 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

２０１８年５月から東京工業大学の技術指導を受け、「チタンニッケル合金の

薄箔開発」を取り組み中。 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

冷間圧延による高機能材料の薄箔開発（３素材）「チタンニッケル合金箔、 

純マグネシウム箔、ニオブチタン合金箔」を使った新製品分野展開を一緒に 

進めていきたい。 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

箔を売って終わりという関係ではなく、当社の薄箔技術をビジネスに変える動

きを連携して、進めていきたい。 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  経営管理統括 取締役統括部長 担担当当者者氏氏名名  有賀 成一 

電電  話話  ０４４－４１１－６１３８ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－４２２－５５０９ 

ｅｅ--mmaaiill  ariga@rikazai.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

創創造造性性・・チチャャレレンンジジ精精神神をを常常にに持持ちち、、超超高高精精密密加加工工技技術術とと柔柔軟軟なな感感覚覚ででももののづづくくりりへへのの挑挑戦戦もも忘忘れれずず、、

日日本本のの製製造造業業ををリリーードドししてていいききまますす。。主主ににココネネククタターーののモモーールルドド金金型型、、ププレレスス金金型型、、自自動動機機、、冶冶具具等等のの

金金型型部部品品加加工工をを得得意意ととししてておおりりまますす。。加加工工ななららおお任任せせくくだだささいい。。  

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒214-0014  川崎市多摩区登戸３２９－２ 

代代表表者者  代表取締役 小川 登 

電電  話話  ０４４－９３２－２９５２ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－９３２－７５８０ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.lead-giken.co.jp/ 

ee--mmaaiill  lead@lead-giken.co.jp 

設設  立立  １９８４年６月  

資資本本金金  ２，５００万円 

従従業業員員数数  ２１人 

業業  種種   

事事業業内内容容  高精密金型部品加工・精密研磨、・切削加工 

高精密ワイヤー放電・高精密放電加工・全般 

 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

成形及びＮＣ研磨機 14 0.1μから 400ｘ600まで  名名称称  モデル 3次元 

放電加工機 5 面粗度 0.2μ～  メメーーカカーー  クラキ 

ＮＣワイヤーカット加工機 2 φ0.3～φ0.05 ﾜｲﾔｰまで  ババーージジョョンン  ｖｅｒ 5.5 

冶具研削盤 1 精度±0.5μ    

３次元マシニングセンター 1 350ｘ550  φ0.1～  

 

ＣＮＣプロファイル研磨機 1 Ｒ加工テーパー加工 

複雑加工ＯＫです。 

 

    

    

 

 

 

 

株株式式会会社社リリーードド技技研研  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容  精密研削・精密切削・放電加工・φ0.05 ワイヤー加工 

加加工工材材質質  鉄・非鉄金属・樹脂加工 

主主要要製製品品  精密プレス金型・精密モールド金型・自動機・冶具・等精密部品加工 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

プレス金型 

モールド金型 

 

  自動機金型 

    

  ワイヤーカット 

 

 

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

φ0.05 のワイヤーカット、微細ＥＤＭ加工、プロファイル研削加工 

冶具研削加工、精密研削加工、精密３次元切削加工、等々 

加工なら何でも。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

― 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

今まで２０年以上やってきた製造加工技術を使えるものと、新しい技術にチャ

レンジ出来ればその中から出てくると思います。 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

モノづくりの製造業なので、部品加工技術を生かせるものなら内容は問いませ

ん。 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

電電  話話  ０４４－９３２－２９５２ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－９３２－７５８０ 

ee--mmaaiill  lead@lead-giken.co.jp 
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【【会会社社紹紹介介】】  

 弊弊社社はは、、液液面面計計測測器器メメーーカカーーでですす。。  

５５００周周年年のの歴歴史史のの中中でで培培っったた技技術術力力とと企企業業ネネッットトワワーーククでで新新分分野野、、新新製製品品をを制制作作ししてておおりりまますす。。 

 

 

【【会会社社概概要要】】  

所所在在地地  〒213-0032 川崎市高津区久地８６４番地１ 

代代表表者者  代表取締役 五十嵐 崇 

電電  話話  ０４４－８３３－７１８１ 

ＦＦＡＡＸＸ  ０４４－８５０－８５８６ 

ホホーームムペペーージジ((UURRLL))  http://www.wako-keisoku.co.jp/ 

ee--mmaaiill  igarashi@wako-keisoku.co.jp 

設設  立立  １９６８年１１月 

資資本本金金  ２，０００万円 

従従業業員員数数  １４名 

業業  種種  工業用計器製造業 

事事業業内内容容  ・工業用各種計測器の開発・製造・販売 

・３６０°カメラ用 LED『PanoShot R』の開発・製造・販売 

 

【【主主要要設設備備】】  

機機械械装装置置  台台数数  性性能能・・能能力力   ＣＣＡＡＤＤ／／ＣＣＡＡＭＭソソフフトト  

旋盤 3 6尺  名名称称  オートキャド 

フライス盤 １ ＃1 1/4    メカニカル 

タッピングボール盤 5   メメーーカカーー  オートデスク 

ペンチレース 2 ペンチレース  ババーージジョョンン  2015 

絶縁耐圧試験装置 1 絶縁耐圧試験装置    

水・油試験液装置 3 水・油試験液装置   

株株式式会会社社  和和興興計計測測  
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【【製製品品・・加加工工技技術術等等のの紹紹介介】】  

加加工工内内容容   

 

加加工工材材質質   

 

主主要要製製品品  液面計測器・フロートスイッチ・３６０°カメラ用 LED 

製製品品・・加加工工実実績績  

のの具具体体例例  

  

・指針式液面計 

 液体の残量計測、制御用接点・伝送出力が可能です。 

 仕様を確定し設計から製造まで行っています。 

 

  

・チタン製サーミスタ 

 海水の温度を計測する為のサーミスタ 

 先端の薄肉加工で苦労したが、企業ネットワークで 

解決。 

 

    

・３６０°カメラ用 LED PanoShot R 

 暗視部でも３６０°の画像を撮る為の LED 

 川崎モデルの２９例目でもある。 

   

製製品品・・加加工工技技術術

のの特特色色  

・弊社及び協力会社と連携をしながらの『ものづくり』を行ってきました。 

 

【【大大学学・・研研究究機機関関等等にに対対すするるココメメンントト】】  

大大学学・・研研究究機機関関等等ととのの  

連連携携のの取取組組実実績績  

 

大大学学・・研研究究機機関関等等にに  

期期待待すするる技技術術シシーーズズ  

・液体計測に関するもの 

大大学学・・研研究究機機関関等等かからら  

のの受受注注希希望望業業務務・・内内容容  

・研究、開発や試作品の設計及び製造 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

担担当当者者所所属属･･役役職職  代表取締役 担担当当者者氏氏名名  五十嵐 崇 

電電  話話  ０４４－８３３－７１８１ ＦＦＡＡＸＸ ０４４－８５０－８５８６ 

ｅｅ--mmaaiill  igarashi@wako-keisoku.co.jp 
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◎産学官ネットワーク交流会                                           

◎産学（大学）キャラバン隊／企業見学ツアー／大学研究室訪問／技術シーズ提供セミナー        

◎産学連携コーディネート支援    

◎取り組み事例      




