アールエフネットワーク株式会社
■情報通信

技術･サービス
■１）IoT関連、
センサデータの収集システム
▷センサ
（温度、
電圧、
振動）
のデータを無線通信
（BLE、
WLAN、
LTE、
LoRa、
Dustなど）
を通して収集し、
パソ
コンで収集·解析するシステムのハードウェア、
ソフト
ウェア開発を提供して参りました。
自動車生産現場での
IoT機器として有効です。
大学との共同研究も進めて
いますので、新しい評価アルゴリズムのご提案や、
検討も可能です。

■２）無線信号の測定器 :
RF031(RFレベルモニタ)
▷WindowsパソコンとUSB接続して使用する超小型·
軽量の高周波モジュールです。
パソコンにUSBケーブ
ルを接続すれば、USBバスパワーで動作しますから、
タブレットPCと組み合わせて使用することで、
大型の
スペクトラムアナライザを使わずに、手軽に持ち運び
のできるスペクトラムアナライザとして、電波環境の
調査·確認などに最適です。
自動車の要素技術として
の無線信号の観測に非常に便利なツールです。

RF031 RF Level Monitor

強み

メリット

▷弊社は、測定器開発のノウハウを元に、様々な無線機器開
発に携わった技術者を中心に事業を展開し、特に「高周波
設計」、
「 信号処理・ソフトウェア技術」、
「 計測・評価技術」
を
弊社の強みとしています。ハードウェア、ソフトウェアとも
ご提供でき、大学とも共同研究を進めています。

▷IoT環境の構築（試作から量産まで）ソフト
ウェア、ハードウェア共ご提供できます。
また、測定器、測定治具、自動化ソフトウェア
など評価システムのご提供が可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

アールエフネットワーク株式会社
電話
浜松市中区砂山町328-11 ハママツエキナンスルガビル4F
FAX
代表取締役 田内 正治 設立年月 2010年10月
URL
5,000千円
従業員数 3名（2019年9月時点） 問合せ担当

053-482-7637
053-482-7638
https://www.rfnetwork.co.jp/
代表取締役 田内 正治

無線通信機器・測定器の開発（ソフトウェア、ハードウェア）
、製造
浜松市中区
日本電気（株）、
アイコム
（株）、
アルインコ
（株）、太平洋工業（株）
経営革新計画取得（小型マイクロ波対応簡易無線用測定器の開発と販売＠2015、複数の変調方式に対応可能なデジタル無線機用木幡測定器の開発と事業化＠2016）

カタナコーポレーション

株式会社

■情報通信

技術･サービス
■組み込み向けリアルタイム可逆データ
圧縮ライブラリ
「CVCシリーズ」
の開発販売
▷カメラ画像やLaser LIDARデータ等の各種センサ
データ、画像検査・IoT・AI等で使用するデータに
幅広く対応
▷従来アルゴリズム(PNG,ZIP）
に比べ、5〜30倍
超の高速圧縮が可能
▷業界随一の超低レイテンシー性により、
リアル
タイム通信用途でも利用可能
▷マイコン、
Windows、
Linuxなどのソフト版の他、
各種FPGAにも対応

強み

メリット

▷独自開発の可逆圧縮アルゴリズムをコア技術として、長年の
産業用システム開発で培った提案力を融合させ、
大量のデータ
でお困りの皆様へ最適な圧縮ソリューションを提供すること
ができます。
▷主力分野は、ADAS/自動運転開発・画像検査装置（半導体,
自動車,食品）
・研究開発分野ですが、可逆データ圧縮技術は
IT関連のベース技術のためあらゆる産業・分野へ応用可能
です。
▷独自アルゴリズムのため、お客様のデータに応じたカスタム
データ圧縮ソフトも承ります。

▷ストレージコストを大幅削減可能です。特に
大量データの保存時に効果を発揮します。
▷サーバへのデータコピー、
メールなどの待ち
時間を大幅削減可能です。
▷高 速 & 高 品 質なデータ通 信が可 能となり
ます。通信の実効帯域が大幅に拡大します。
▷データ漏洩に強いです。
独自データ形式のため
通信傍受またはデータ流出しても第三者による
解析が極めて困難です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社カタナコーポレーション
電話
浜松市北区新都田1-2-11 ミリアセンター３Ｆ
FAX
代表取締役 藤田 信夫 設立年月 1999年3月
URL
10,000千円
従業員数 13名（2021年11月時点） 問合せ担当

053-428-8611
053-428-8612
http://www.catana.co.jp
藤田 信夫

産業用ソフトウェア開発・データ圧縮製品開発及び販売
浜松市北区
国内完成車メーカー、国内Tier1サプライヤ、欧州Tier1サプライヤ、半導体製造装置メーカー
経営革新計画取得（カラー画像に対応した高効率可逆画像圧縮ソフトウェアの開発・販売）

株式会社

バイオスシステム

■情報通信

技術･サービス
■①GVS速度･距離計
▷GPS衛星を利用した単独測位の速度計で、高精度な移動
体の速度計測を可能にします。
本体内で計測演算機能を併せ持ち、
自動車メーカーをはじ
めとするテストコース用速度計として最適です。

■②RTK多車両車間距離計
▷固定基地局が不要なRTK GVS速度･距離計を2台〜最大
5台の試験車両へ搭載。車両間で補正情報を無線通信し、
±2cm精度の車間距離をリアルタイムで計測するシステム
です。
自動運転やADAS評価に最適です。

■③GPSカメラシステム
▷GPS信号をシャッターとして取り込むことで、最大5台の
カメラとGPSデータの完全同期撮影を可能にするシステム
です。
さらに、道路の白線を撮影することでタイヤから白線
までの距離を解析することができ、市街地でのLKA評価に
利用できます。

強み

メリット

▷当社は自動車分野における計測器メーカーとして、各種計
測システム・機器及びソフトウェアの開発を行い、自動車産
業の更なる発展に貢献します。GNSSを利用した主力製品
である
「GVS速度･距離計」は、ブレーキや発進加速などの
車両性能試験に用いられます。さらに、RTK と呼ばれる高
精度測位技術を用いることで、自動レーンチェンジ、ACC、
LKAS、AEBSなどの自動運転・安全運転装備の評価システ
ムも実現しています。

▷各種計測システム・機器及びソフトウェアや
GPSを利用した計測システム開発などハー
ドウェア・ソフトウェア設計を一貫して行って
おり、車両性能評価・自動運転評価などお客
様のニーズに合わせて最適なシステム構築
をご提案します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社バイオスシステム
電話
湖西市横山317-67
FAX
代表取締役 山口 哲功 設立年月 1987年2月
URL
10,000千円
従業員数 12名（2019年7月時点） 問合せ担当

053-573-2260

053-578-3260
http://www.vios.co.jp
代表取締役 山口 哲功
自動車分野における各種計測システム・機器およびソフトウェア開発
静岡県湖西市
国内全自動車メーカー、交通安全環境研究所、
日本自動車研究所
ISO／IEC 17025:2005

メディカルプロジェクト

株式会社

■情報通信

技術･サービス
■次世代自動車への新たな試み
▷医療機器として開発・販売している生体
情報検知センサ技術は医療業界でトップ
クラスです。
このセンサ技術を応用して車載用として
開発をしています。
当社の「生体情報検知センサ」検知部は
エアー構造であり、低コストでノイズの
影響も軽減でき、
高感度で脈拍・呼吸等を
正確に検知できます。
【生体情報検知センサ】
・シートベルトセンサ：
シートベルトから呼吸・脈拍を検知
・座面センサ：
シートから呼吸・脈拍を検知
・ハンドルセンサ：
ハンドルを握っているかの判定と
脈拍を検知

強み

メリット

▷運転中の居眠りや高齢者の健康状態による交通事故が多く
発生しており、社会問題になっています。
当社では、運転中の呼吸・脈拍・体動を検知するセンサ技術を
開発しており、実証試験を実施しています。
シートベルト、
シート座面、
シート背面、ハンドル等からの試作
実績があります。

▷ご要望の設置場所・サイズ等の試作が可能
です。
▷評価用の特注製造が可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社メディカルプロジェクト
電話
静岡市葵区大鋸町1-12
FAX
代表取締役 森 典昭 設立年月 1982年3月11日
URL
37,000千円
従業員数 18名（2022年4月現在） 問合せ担当
医療機器・医療用品の製造・販売
札幌営業所
全国の医療機器商社、大学病院・総合病院
医療機器製造業

054-252-1141
054-254-0574
http://www.medicpro.co.jp/
小林 信明

アルモニコス

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■製造業の課題を解決するソフトウェア
▷新世代のクルマ作りでは、
・AIや高性能バッテリーなど、電気・電子関連
技術の進化
・次世代機能を収めるボディや部品
など、
新たな発想に基づく刷新が求められます。
自動車や自動車部品の製造に取り組んでいな
かった企業も、
新しいビジネスチャンスと考えて
自動車業界への参入を始めており、
今まで以上に
「開発力の強化」
「 開発期間の短縮」
「 生産性
向上」
「低コスト化」
が課題となります。
アルモニコスは、
これらを解決するためのソ
フトウェアをご提供しております。

強み

メリット

▷パッケージ製品の開発・販売のほか、長年培った技術資産と
知識・経験を基盤とした受託開発も承っております。
▷当社は30年以上前から3次元形状処理技術を得意分野とし
ており、一般的な
「専用システムの開発」
に加え、
「 汎用3Dシ
ステムやパッケージ製品のカスタマイズ」
「 OEM版システム
のご提供」
「専用ライブラリの開発・ご提供」
「研究開発支援」
も可能です。
▷常に最先端の技術課題に取り組んでいるため、AIやデジタル
ツインなどの最新技術も取り入れることができ、他社との差別
化を実現できます。

▷投資対効果を念頭に、お客様のお悩みに対
する最適解を導き出し、短納期で高品質な
開発をご提供いたします。
▷導入後のサポートやご要望を反映した新機能
の搭載など、
自社開発の国産ソフトならではの
綿密な対応は、既存ユーザー様からもご好評
をいただいております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社アルモニコス
電話
浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー 21F
FAX
代表取締役社長 森川 滋己 設立年月 1984年3月12日
URL
20,000千円
従業員数 38名（2021年8月時点） 問合せ担当

053-459-1000

https://www.armonicos.co.jp/
総務部
3次元形状処理、CADフレームワーク、プロダクトモデル型専用システムの3つの技術をベースとしたCAD/CAMシステムのコンサルティング及び受託、研究・開発
浜松市
国内自動車メーカー、造船・プラント関連企業

KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■自動車部品の製品設計及び先行的なシステム
開発を行っております。
■CASEにおけるConnected、Shared&Service
の分野で自動車部品メーカ様やシェアリング事業者様
のサービスにおけるシステム開発を行っております。

▷Connectedにおける分野では、
センサを使用してデー
タを集積、
ネットワークを介して、
PCやスマートフォン等から
設定、
表示、
分析等を行うシステム開発を行っております。
▷Shared&Serviceにおける分野ではユーザが店舗へ注
文後、
店舗側が注文を確認すると、
宅配者に通知が飛び、
宅配するサービスのシステム開発を行っております。
また、
電動バイクのシェアリングサービスのシステム開発
を行っております。

■MaaSにかかわるシステム開発を行っております。

▷電動バイクのシェアリングサービスとして、三重県の
VISONや愛知県名古屋市において、
電動バイクとスマー
トフォン間の通信制御用ハードウェアの開発及び、
ユーザ
が使用するスマートフォンのアプリ開発を行っております。

強み

メリット

■設計開発をトータル的に行える会社となります。
▷機械設計分野、電子回路設計分野、組込みソフトウェア、
アプ
リケーション開発の全てを自社内で開発が行えるため、各分
野間の整合が行いやすい事が強みとなります。
▷一品だけの展示品や試作品の設計開発方法と量産を考慮し
た設計開発方法のどちらとも行う事が出来るので、開発の
フェーズに合わせた設計開発を行う事が出来ます。

■イメージから具現化へ
▷最初はお客様からのイメージからスタートします。
そのイメージからお客様が求めている内容を打合せ
や原理試作等のやり取りを行い、イメージから具現
化を実現するような提案をさせて頂いております。
▷ターゲットに合わせた開発対応を致します。
目的によりPC、スマートフォン（iPhone、Android）、
タブ
レット
（iPad、Android）のアプリ開発、
また、単体のアプ
リからクラウド（特にAWS）を用いた開発をユーザの
ターゲットや目的に合った開発をさせて頂いております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー
静岡市駿河区国吉田6-5-14
代表取締役社長 太田 恭平 設立年月 1992年2月
50,000千円
従業員数 89名

電話

054-265-1783

FAX
054-265-1928
https://www.kywo.co.jp
URL
問合せ担当 碇川 寛司
システム設計・開発、外装設計、回路・基板設計、組込みソフト開発、PC・スマートフォンアプリ開発
本社（静岡市駿河区）、島田事業所（島田市）
矢崎総業（株）
（株）
、
小糸製作所、
（株）
村上開明堂
ISO9001:2015、ISO/IEC27001:2013

クリップソフト

有限会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■国内外自動車メーカー採用車載メーターの制御設計・開発
▷乗用車、
バス、
トラックなど多様な車載メータに対し、
針の駆動、
ブザーの
吹鳴、
LEDインジケータの点消灯、
複数機能の連動動作、
画面の遷移や
制御、
さらにメータの入力および出力制御など、
ドライバ層、
リンク層、
アプリ層などの各種機能について、設計・ソフト開発を行っています。
さらに、
開発したソフトの評価や品質確認も行うことでより品質の高い
製品の提供をしております。
近年では車載HMI開発の効率化と性能向
上のため、
モデリング技法を使用する開発にも着手しています。

浜松本社

■音楽設備の制御設計・開発、PCアプリケーションの設計・開発
▷オブジェクト指向言語によるPCアプリケーション（Win, Mac）の
設計・開発から評価まで、一連の工程を手掛けています。
また、開発
で培った技術や考え方を車載メータ開発へ応用し活用しています。

■自社製品開発
▷iOS, Android向けのアプリケーションをリリースするほか、IoTとセ
ンシング技術を活かした「新型コロナワクチンの冷凍保管庫の温度
監視システム」
や
「アルコールチェックシステム」
を開発しました。

静岡事務所

強み

メリット

▷組み込み系ソフトウェア開発とアプリケーション開発の2つの
技法それぞれにおいて、創業20年以上にわたり培ってきた
実績のもと開発を行っております。開発経験のある機能に
おいてはきめ細かな開発手順と確かな技術力を用い、新しい
機能に対しては自社の持つ技術を応用し、お客様の要望にお
応えしています。
さらに整合を密に行うことで高い品質を維持
しているため、大手取引先より厚い信頼を得ております。

▷上流設計から下流設計、評価までの一貫した
製品開発をご提供いたします。
組み込み系ソフトウェアとアプリケーション開
発の両方の技法を活かすことが出来る、
モデ
リング技法（MATLAB）
による開発を導入し
始めており、将来的にはシステムの性能向上
と開発の効率化を図り、
より品質の高い製品
のご提供が可能となると考えております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

有限会社クリップソフト
電話
浜松市中区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館9F
FAX
設立年月 1995年
取締役 山本 進
URL
10,000千円
従業員数 29名（2022年9月現在） 問合せ担当

053-456-5123

053-488-8110
https://www.clipsoft.co.jp
総務 加藤
組み込み系ソフトウェアプログラム、
アプリケーションソフトの開発、
自社製品開発
有限会社クリップソフト 静岡事業所 静岡市葵区黒金町12-5 丸伸ビル4F
ヤマハ（株）
、矢崎部品（株）
（株）
、
デイシス
ISO/IEC 27001（ISMS）

ゴードーソリューション

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■IoTによる工場の見える化システム
「Nazca Neo Linka（ナスカ・ネオ・リンカ）」
▷メーカーや年式を問わず、様々な生産設備から稼働データを取得
し、
PCやスマホから工場の稼働状況をリアルタイムに確認できる、
製造業向けIoTシステムです。
設備だけでなく、
ヒト・モノの情報まで
自動で取得し、
複合的に管理できます。
自動車部品の製造ラインは
もちろん、
試作・金型などの少量多品種生産の製造原価管理・
トレー
サビリティまで幅広くお応えします。
また、
クラウドシステムやExcel
日報へのデータ入力など、
作業の自動化もお手伝いいたします。

■2次元加工に特化した使いやすさ
「NAZCA5（ナスカ・ファイブ）」
▷自動車部品製造における9割以上の加工は2次元で完結していま
す。
2次元CAD/CAMからNCプログラム通信まで、
製造業向けソフ
トウェアの豊富なラインナップで加工現場のお仕事に貢献します。

■カスタマイズ・OEM開発
▷貴社にマッチする、
ちょっとしたカスタマイズもお気軽にご相談く
ださい。

工場内の大型モニターに稼働状況を表示
有限会社 藤巻製作所様（新潟県柏崎市）

強み

メリット

▷Windowsパソコンが普及し始めた1990年代より、2次元
CAD/CAM「ナスカシリーズ」
を開発・販売し、当シリーズは累
計19,600事業所への導入実績があります（2022年3月現
在）。長年、多くのお客様から頂いたお声をもとに開発を重ね、
初心者の方でも使いやすい製品となっています。
▷2018年より新明和グループの一員となり開発力を強化。
図面管理システムなどの新製品や、
3次元CADと2次元CAMを
組み合わせたソリューションなど、
より幅広い提案が可能にな
りました。

▷生産設備のリアルタイム監視による、
状況判断
の早期化
▷生産設備停止の要因追及による、
稼働率向上
やボトルネックの解消
▷日報などの定常業務の自動化・半自動化による、
工数の削減
▷受注案件別の正確な原価管理による、
利益確保
▷IoT活用をPRすることでの、取引先拡大や
若手社員の確保

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社ゴードーソリューション
電話
浜松市南区飯田町471
FAX
代表取締役 熊谷 弘之 設立年月 1976年9月22日
URL
40,520千円
従業員数 30名（2022年4月時点） 問合せ担当
製造業向けシステムの開発・販売
製造工場（金属・樹脂・繊維・化学・食品など）、商社

053-465-0711
053-465-0714
https://www.godo.co.jp/
遠山 直志

ゾディアック

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■コア技術

▷デジタル・エンジニアリング技術
1.【Ｘ線ＣＴ画像技術】
個別ニーズに対応した非破壊検査シス
テムを実現する技術群
2.【立体再構成＆認識】
画像・動画からの３次元マップ生成技術
3.【３次元画像・形状処理】
様々な３次元データの表示、
編集、
解析、
認識等の技術群
4.【開発プラットフォーム】
専用システムを高い信頼性で短期間に
実現する共通基盤

■主要製品

▷ZXCTシリーズ Ｘ線ＣＴ画像処理技術
▷Z3DRシリーズ 立体再構成システム
▷Zodiac プラットフォーム
専用ソフトウェア開発プラットフォーム

強み
▷大学との先進的共同研究成果を活かした研究開発支援・課題
解決開発
【産官学連携による共同研究開発プロジェクトの一例】
・経産省 戦略的基盤技術高度化支援事業
「セラミックマトリックス複合材料の３次元配向検査技術の確立」
・社会実装推進センター産業保安高度化推進事業
「配管土木分野における立体再構成技術を活用した配管
MAP構築実証事業」

メリット
▷最先端のデジタルエンジニアリングを用いた
下記開発
・顧客課題に最適化された専用開発（オーダー
メード開発）
・最先端大学研究成果を用いた実用化開発
・課題解決のための産学連携研究開発企画、
提案、実施

企 業 名 株式会社ゾディアック
電話
非公開
所 在 地 浜松市中区常磐町145-1
FAX
非公開
代 表 者 名 代表取締役社長 堀田 淳 設立年月 2003年7月1日
https://www.zodiacx.co.jp/
URL
従業員数
資 本 金 16,000千円
問合せ担当 info@zodiacx.co.jp
事 業 内 容 デジタル・エンジニアリングを中核とした研究開発支援型事業
拠点（国内・海外） 浜松市
ＩＨＩ、
（株）
アイシン、大阪ガス
（株）
、
キヤノン
（株）
（株）
、
ダイキン工業、
（株）
竹中工務店 等
主要取引先 （株）
認証・規 格

デジタルツインズ

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
▷保有技術：アナログ回路設計技術。パワーエレクトロニク
ス応用技術（コンバータ、
インバータ設計開発）。
エンジン
技術。
車両システム技術。
これらの技術を基にしたMBD用
途の車両モデル開発技術。
サービス：車両モデル開発受託。MBDの為のモデル取得
の為の加工・計測
（提携企業との連携）
。
開発したプラント
モデルによる組み込み制御開発
（提携企業との連携）
。

■製品：
システムレベルの詳細度の低い制御開発用途のモデル
▷EV車両モデル、MGモデル、高圧バッテリーモデル、
DCDCコンバータモデル、
他。
▷エンジン車両モデル、
エンジンモデル、
トランスミッション
モデル、
他。

ユニットレベルの詳細度の比較的高い制御開発用途の
モデル

▷三相ベクトル制御に対応したインバータ及びMGモデル。
▷簡易燃焼エンジンモデル。インジェクタモデル。油圧ブ
レーキアクチュエータモデル。

強み

メリット

▷設立者は、大手半導体会社で5年、大手自動車会社で31年
の研究開発の中で、車載半導体集積回路、集積化センサー、
パワーエレクトロニクス、EVやHV車両の研究開発及び先進
エンジンの研究開発の経験があります。その経験を活かし、
経産省令和2年度「次世代自動車等の開発加速化に係るシ
ミュレーション基盤構築事業」
（ 産学連携事業）の受託や、
同志社大学、日本大学、岐阜大学との共同研究、自動車技
術会との連携開発。理化学研究所からの受託開発の実績
があります。

▷OEMの車を手の内化したい、系列を超えて
ビジネスをしたいサプライヤー様へ、OEM
での経験と車両を表現できるモデルのご提
供により、開発の効率化や売り込みの為の
効果の見える化が可能。
▷小回りの効く体制で、①モデル開発の為の
加工・計測、②モデル開発・同定、③（組み込
み）制御開発をご提供。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社デジタルツインズ
裾野市千福が丘三丁目11-1
設立年月 令和元年10月3日
辻 公壽
2,000千円
従業員数 3名

電話

055-960-7331

FAX
https://www.digital-twins.net/
URL
問合せ担当 辻 公壽
シミュレーションモデル受託開発及び車両開発コンサルタント業務
千福事業所（裾野市）
国立研究開発法人理化学研究所、
（株）
テクノプロ テクノプロデザイン社、
さくらインターネット
（株）
（
、株）
ブロードバンドタワー

ニュートラル 株式会社
■IT・ソフトウエア

技術･サービス

■
「NTech Predict」
は製造業のDX化を
支援するデータ活用ソリューション

▷専門的な知識が不要でデジタル化さ
れたデータの有効活用が可能。

強み

メリット

▷当社は東京に本社を置く事業会社として、
グループ各社と協
調・連携し、名古屋・大阪・静岡・金沢を拠点に地域のお客様
に、生産・販売管理をはじめとする業務システム、電子カルテ
などの医療系システム、
自治体向け基幹システム、営業支援
などのビジネスソリューション、自動車などの制御ソフト、
CAD/CAM/CAE開発、
さらにはAIを絡めたシステム開発、
VRの応用など幅広いITビジネスを展開しています。

▷製造業（特に自動車関連）
・医療・公共分野へ
の幅広い提案・導入実績と高いスキルを保有
しています。受託開発から人員のサポートま
で、お客様の要望に沿った提案を行っており
ます。自社パッケージのみでなく、他社システ
ムとの連携までサポートし、低コスト・高パ
フォーマンスなシステムを実現します。

052-857-0381

企 業 名 ニュートラル株式会社
電話
所 在 地 名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル11F
FAX
052-857-0382
代 表 者 名 代表取締役社長 小屋 晋吾 設立年月 2000年3月24日
https://neut.co.jp/
URL
従業員数 375名
資 本 金 40,000千円
問合せ担当 営業部 志田 一樹
自社ソリューション販売
事 業 内 容 システム開発、
拠点（国内・海外） 名古屋（本社）、大阪、静岡、石川
（株）
アイシン、
トヨタ紡績（株）、
（株）SUBARU、
（株）
トヨタシステムズなど
主要取引先 トヨタ自動車（株）、
認証・規 格 ISMS

プログメイト

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
▷自動 車 業 界の構 造の変 化を表 す
「CASE(Connected、
Autonomous/
Automated、
Shared、
Electric」
と
いった新しい領域ではAI、Web、
プ
ログラミングといったIT技術が必要
不可欠となります。
弊社では、
自動運転
や高度HMI機能を実現するAIの受
託研究をやりながら静岡のIT技術底
上げを図るべく教育にも注力して、
変革を推進するためのAI技術を中心
に研修事業を実施しております。

強み

メリット

▷
【AI】Deep Learningの技術を用いて、
カメラ画像からさまざ
まな物体の状態を判定したり、人間の発話や文章から人の趣
向や行動を分析する技術を有しております。
こうした技術は、
工場の自動化や生産性の向上に役立ちます。
▷
【教育】
自ら手を動かし、問題解決できるエンジニアを増やす
教育が強みです。上記のエンジニアを育成するために、実践
的な演習を交えたカリキュラムを数カ月かけて実施しておりま
す。実践的な演習と数カ月と長期間に渡る教育により、実践的
な技術の定着化を図り、現場で活躍できる人材を育成します。

▷
【AI】
カメラ画像から物体の判定や異常検知
をおこなう技術、および人間の発話や文章を
分析する技術を提供しております。
▷
【教育】IT初学者向けのプログラミング教育、
および初学者向け研修の修了者や技術者を
対象にしたAIやWeb教育といったCASE推進
に必要不可欠なIT教育を提供しております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社プログメイト
浜松市中区板屋町541 2F
設立年月 2015年4月10日
棱野 寿章
2,500千円
従業員数 5名
プログラミング研修、人工知能応用、Webシステム開発
浜松市
スズキ
（株）
、富山大学、新潟大学

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-555-0004
https://biz.progmate.jp
棱野 寿章

メタテクノ

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
■赤外線式タッチセンサを活用した操作パネル

▷タッチセンサを任意の場所に設置する事で、
センシング領域内をデザイ
ンフリーの操作パネルにする事が出来ます。
操作もタッチ入力以外にピ
ンチインアウト、
スワイプなどスマホ同様の操作も可能です。
また、
図1の
ように表面のデザインを容易に変更出来るので機械式スイッチパネルの
様に型をおこしたり複雑な配線だどなく、
コストダウンにも貢献出来ます。

■赤外線式タッチセンサ、空中映像を使った次世代コックピット

▷本タッチセンサを利用する事で空中のタッチ入力を感知でき、
画面に触る
ことなく自由にインターフェースを利用できます。
また、ホログラフィック
ディスプレイと併用することにより図2のように空中映像に対しタッチ入力
を感知でき、
次世代コックピットにおいても新しいHMIをご提供できます。

図1：ジェスチャー認識イメージ

■IoTシステムソフトウェア開発

▷AWS、Azureなどのクラウドサービスを使ったサーバー／クライアントソフトウェア開発
▷センサーデータの取得から上位層へデータ格納（データベースなど）するソフトウェアの開発
▷iOS、Androidなどモバイル端末アプリケーション開発

■組込みソフトウェア受託開発

▷組込みLinux（Kernel、Yocto）、
μiTRONなど組込み用OSのポーティング及び開発
▷カスタムボードなどのデバイスドライバ作成
（Linux、
RTOS各種OSに対応）
▷マイコンによる組込みAI開発

図2：空中映像操作イメージ

強み

メリット

▷お客様のご要件を明確にするため上流工程から開発に参画し、
仕様策定、
設計、
開発、
検証までお客様に寄り添ったエンジニア
リングサービスを提供しております。
また、
ソフトウェア開発に
限らず、ハードウェアも含めトータルソリューションでの製品
開発もご提供しております。
開発規模に関しましては、小規模なPoC開発から大規模な
量産開発まで実績がございます。
開発手法に関しましても、
従来のウォーターフォール型開発から
アジャイル型開発と、先進開発技術への取り組みも実績が
ございます。

▷当社は、組込みソフト、汎用アプリケーション
開発のソフトウェアエンジニアを多数抱えてお
りますので、お客様が開発テーマに沿って多
数の業者へ委託･管理する手間を省けます。
ま
た、ハードウェアを含むものも当社からパート
ナー各社へ委託致しますのでハード、
ソフトを
含めた一括委託も可能です。
契 約 体 系も一 括 委 託 、派 遣や準 委 任など
柔軟に対応出来ます。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社メタテクノ
電話
駿東郡長泉町下土狩30-1山光ビル1Ｆ（本社：神奈川県川崎市中原区小杉町1-403武蔵小杉タワープレイス） FAX
代表取締役 福重 一彦 設立年月 1984年3月1日
URL
40,000千円
従業員数 222名（2022年4月現在） 問合せ担当

050-3535-0158

044-711-3844
https://www.meta.co.jp/
鎌田 実
組込ソフトウェア、
クラウドアプリケーション、汎用アプリケーション、
デバイスドライバ、
IoTシステム、PoC開発
本社・小杉技術センター
（神奈川県川崎市）、静岡技術センター
（駿東郡長泉町）、
コロンボ技術センター
（スリランカ）
キヤノングループ各社、パナソニックグループ各社、三菱電機グループ各社 他
プライバシーマーク取得

モアソンジャパン

株式会社

■IT・ソフトウエア

技術･サービス
ものづくりDXを推進
SOLIDWORKS API開発でスピードアップ・コストダウン

このような課題はありませんか？
▷何度も同じような作業を行っている
▷設計時間の短縮を求められている
▷部門間や社外の伝達にロスがある
▷仕様変更・設計変更に手間がかかる

世界で一番ユーザー数の多い
CADとして有名なSOLIDWORKS
そのAPI機能を活用して自動化と連携を実現し、
スピードアップとコストダウンに貢献します。
▷ユーザーが行う作業、
設計におけるルーティーンワーク
や時間のかかるタスクを自動化
▷モデル・図面・BOMの自動作成
▷他のシステム
（ERPやMESなど）
とデータ連携が可能

弊社では各社の業務に合わせてカスタマイズ
開発し、貴社のものづくりDXを推進します。

強み

メリット

▷弊社は、組込みソフトウェア、スマートデバイスアプリをはじ
め、CAD/CAM/CAEソフトウェアやツール群、生産管理など
のビジネスアプリケーション、
クラウド、AIなど多岐にわたる開
発や販売を手がけております。
▷大学をはじめ公的機関や様々な企業と連携して共同研究に
取り組み、知識と技術を蓄積しております。
▷一つの分野にとらわれず、
あらゆる分野でお客様の戦略的IT
パートナーとして最適なソリューションをご提供いたします。

▷お客様にとって最適な製品の選定から保守・
サポートまで一貫したサービスの提供が可能
です。困ったときの相談役としてご連絡いた
だくことも多数あります。
▷弊社の開発力を活かしてお客様の業務に
合わせたシステム開発が可能です。
▷一見、異分野・異業種と思われることでも、
まずはご相談ください。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社モアソンジャパン
電話
浜松市中区海老塚1-19-8
FAX
設立年月 1982年6月
森川 恭徳
URL
80,000千円
従業員数 205名（2022年4月時点） 問合せ担当

053-453-7015

053-453-1172
https://www.morson.jp/
営業本部
ソフトウェアの開発（ビジネスアプリケーションソフト／音響・画像処理ソフト／組込みソフト）、コンピュータ機器及びソフトウェアの販売・教育・サポート
本社（浜松市中区）、静岡事業所（静岡市駿河区）、静岡駅前オフィス（静岡市駿河区）、東京事業所（東京都千代田区）、名古屋営業所（愛知県名古屋市）、大阪営業所（大阪府大阪市）
ヤマハ（株）、ヤマハ発動機（株）
（
、株）アイエイアイ、浜松ホトニクス（株）
（
、株）小糸製作所、矢崎総業（株）、スズキ（株）
（
、株）本田技術研究所、ジヤトコ（株）
ISO27001:2013

河合光学 株式会社
■光

技術･サービス
■①光学製品
▷紫外線、
可視光、
赤外線までのミラーやフィルターを製作します。
ニーズに
合わせ、
必要な光のみを選択的に取り出したり、
不要な光をカットする
ことで、装置内の光学系の精度や効率をアップさせることができます。
HUDや自動運転システム、
各種光学センサーなどにも利用されます。

■②加飾コート
▷コーティングにより、
パーツにオーロラの様な輝きをプラスします。
塗装や
印刷、
メッキとは違い、
多層膜によるコーティングの特徴として、
反射光と
透過光の2色が利用でき、
さらに見る角度により色が変化するという効果
もあるため、
他にはない高級感のある意匠性を持たせることができます。

■③保護ガラス
▷レーザー加工機、
レーザー溶接機、
レーザーマーキングの被照射物から
出るスパッタやヒュームから、
レーザーヘッドを保護します。
レーザー光の
パワーをほとんど減 衰させない高 耐 久・高 透 過のコートに加え、
スパッタの付着率を減少させる効果により、
長寿命化を実現しました。
独自の加工技術、
および資材調達ルートにより、
高効率、
長寿命であり
ながら低コスト化を実現、
大幅なランニングコストの低減が可能です。

強み

メリット

▷弊社は真空蒸着、
スパッタリングによるコーティング専門メー
カーとして、長年多くのお客様とお取引させていただく中で、
数々のノウハウを蓄積してまいりました。
これらのノウハウは、
光学薄膜設計力、
加工技術力に応用されて
おり、
日本国内において技術的、設備的に弊社にしかできない
コーティングも多数あります。
実際にご使用される環境や、光源の種類、製品サイズなどの
条件も考慮し、
お客様にとって最適なコーティングをご提案さ
せていただきます。

▷多種多様な蒸着機を約50基設備し、
また多くの
測定機器、試験機も保有しておりますので、
試作単品から、大量生産品まで幅広く、かつ
短納期で対応することができます。
またダイシングやエッチングといったコーティ
ング後の加工も可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

河合光学株式会社
御殿場市保土沢1157-584
代表取締役 河合 幸洋 設立年月 1976年10月14日
94,800千円
従業員数 60名

電話

0550-89-5841

FAX
0550-89-7603
https://kopt.co.jp/
URL
問合せ担当 営業部 加藤 紀征
0.2〜25μm の電磁波におけるミラー/フィルターの製造・販売
静岡県御殿場市
ウシオ電機（株）
、岩崎電気（株）
（株）
、
オーク製作所、三菱電機
（株）
など
エコアクション21、
キヤノン グリーン調達、
ソニー グリーンパートナー

GEE株式会社
■光

技術･サービス
▷光散乱測定器「S-Finder」は素材の光散乱パラメータ
を同定し、光シミュレーターの入力手段としてご使用い
ただけます。
主に、自動車業界の視認性に関連する素材に使用され
ます。
光散乱測定器『S-Finder』

▷車載表示測定器「C-Finder」は、車載ディスプレイ、
HUD、素材の色及び輝度の面情報を指定した任意の
方向から測定することが可能です。
職 人 でしか 判 断 できないような色 ムラ 、輝 度 ムラの
データー化、太陽光と同等の照度下での視認性大理石
のような高級感のある素材の研究などにご使用いただ
けます。

車載表示測定器『C-Finder』

強み

メリット

▷光産業創成大学院大学発のベンチャー企業として活動して
ています。
光関連の先行研究調査、分析、測定、解析が可能です。
▷研究開発用の光学測定システムの構築が可能です。

▷
「S-Finder」
「C-Finder」
共に自動車業界向け
の要求に対応しており、
自動車の安全性とデザ
イン性を両立させるために素材のデータ化と
有効活用により、視認性に関わる全ての素材
メーカー、
サプライヤ、
自動車メーカーを繋ぐビ
ジネスエコシステムの構築を目指しています。
赤外線の取り扱いもあり、光センサー、LiDAR
の研究が可能です。
光の研究所としてお客様にご活用いただい
ています。

企 業 名 GEE株式会社
電話
所 在 地 浜松市北区細江町気賀91-10
FAX
代 表 者 名 代表取締役 蒲原 正広 設立年月 2016年2月5日
URL
従業員数 3名（2019年7月時点）問合せ担当
資 本 金 12,000千円
事 業 内 容 光産業研究開発
拠点（国内・海外） 浜松市北区細江町気賀91-10
本田技術研究所
主要取引先 （株）
認証・規 格

070-1005-5714
http://www.gee2016.com/
蒲原 正広

ノブオ電子 株式会社
■光

技術･サービス
■ 携帯型分光放射照度計CP150, CP160
▷CP150は波長330〜800nm、紫外域から近赤外域の広い波
長域を分光センシングします。手のひらサイズの分光センサー
と操作表示部で手軽に分光放射照度を測定できます。UV光硬
化用光源、殺菌用UVランプなどの照度確認、美容・健康・医療
現場における紫外線管理などに最適です。CP160は、環境光
の虫への誘因性や行動活性を評価できます。防虫・防除に役立
ちます。
また、植物工場、温室、実験室内での農作物への照射光
量子密度の測定に対応できます。

携帯型分光放射照度計CP150

■車体色検査用マルチLED照明モジュール
▷朝から夕方までの太陽光と同じ分光分布を持つ照明光を提供
します。演色性に優れ、検査対象の色を正確に再現します。検査
対象の大きさ、形状を考慮してモジュールを柔軟に組み合わ
せてカスタマイズされた検査用照明装置を提供します。車体
や自動車部品の目視検査に最適です。

マルチLED照明モジュールと
LED色見箱CP200

強み

メリット

▷当社は静岡大学で開発された高忠実色再現技術の事業化を
行っています。
色を
「つくる」
「
、撮る」
「
、再現する」
そして
「見る」
、
色彩に関するこれら４つの製品を持っています。
そして製品化
のための光計測、回路設計、
ソフトウェア、数値計算技術を長
年にわたり培ってきました。
色計測だけでなく、光にまつわる計測・検査であれば、最適な
測定方法の提案から始まり納品まで豊富な経験と技術で対応
いたします。

▷CP200を商品の設計部署、出荷検査部署、
営業所に設置すれば、商品の色を同一の照明
スペクトルで確認できます。異なる照明による
色に関するトラブルをなくすことができます。
▷CP150の最大の特徴は、310nmからの紫
外線照度を分光データとして手軽に測定でき
ることです。CP160は害虫を引きつける光か
忌避させる光かを示します。

企 業 名 ノブオ電子株式会社
所 在 地 浜松市中区高丘北3-31-9
設立年月 1982年3月
代 表 者 名 鈴木 均
従業員数 ２名
資 本 金 10,000千円
事 業 内 容 高忠実色再現技術、LED照明事業
拠点（国内・海外） 事業所（浜松市中区高丘北3-31-9）
中央宝石研究所、
（株）
ナノプロセス、静岡大学
主要取引先 （株）
認証・規 格

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-488-7302
https://www.colorpyxis.com/
鈴木 均

株式会社

パパラボ

■光

技術･サービス
■２次元色彩計
▷近年エコカーの普及に伴い、車のボディは軽
くて丈夫な異種材料の採用が進む一方、メタ
リック色やパール色が一般的になっています。
2次元色彩計はメタリック感や透明感のある
色でも、人が見た通りの色を忠実に撮影し、
定量化することができます。
職人的なノウハウが
なくても基準品との色・質感の一致度を瞬時
に判定することができます。

２次元色彩計
RC-300

ピンク：フェンダー
ブルー：バンパー

■計測ソフトウェア
▷数百万ピクセルの1つ1つがもつ色データをxy
色度図上で積算し、それらを重ね合わせること
で質感を含んだ色の一致度を測定することが
できます。
▷新機能L*a*b*色度図3D解析機能
2つの色情報を1つのL*a*b*色空間上に表示
する事で、
色分布の違いや形状についての傾向
を捉えることができるようになりました。

L*a*b*色度図3D解析機能

強み

メリット

▷パパラボ製の「２次元色彩計」は人間が見える色をすべて
忠実に測れるカメラ方式の色彩計です。静岡大学の下平
教授との共同研究で開発された「特殊フィルター」
によって、
「XYZ等色関数」
と等価で「人間の眼の感度」
を忠実に再現
した、正確な色を撮像するカメラとして製品化されました。
①非接触で撮影できるため対象物を選びません。
②色にとどまらず質感や絵柄までを比べられます。
③撮影から結果表示までを高速に行うことができます。
④画像が残るためトレーサビリティを実現できます。

▷目視 検 査では、検 査 官の体 調や担 当 者の
変更さらには照明の種類によって、合否判
定にバラツキがでます。また分光測色計は
1 点 で 測 色 するた め 質 感を見 ることはで
きず、
RGBカメラでは人の眼より色域がずっと
狭いため正確な測色には使えません。
人の眼の色域の色を正確に測ることのできる
２次元色彩計は、少子高齢化していく日本の
ものづくりの現場の「匠の眼」になります。

053-416-5700

企 業 名 株式会社パパラボ
電話
所 在 地 浜松市中区城北3-5-1 静岡大学浜松キャンパス内 光創起研究拠点棟311号室
FAX
053-416-5701
代 表 者 名 代表取締役 加藤 誠 設立年月 2001年3月7日
http://www.papalab.co.jp
URL
従業員数 8名
資 本 金 13,000千円
問合せ担当 営業部 鈴木 且行
事 業 内 容 画像計測装置及び計測装置に関するソフトウェア等の設計・製造・販売
拠点（国内・海外） 本社・城北研究開発室
､浜松ホトニクス
（株）
､サッポロビール（株）
主要取引先 トヨタ自動車（株）
認証・規 格

株式会社

浅沼技研

■材料・加工技術

技術･サービス
■1）アルミニウム合金鋳物の試作品製造
▷当社の主な業務は、
自動車用アルミニウム合金鋳物部品の試作品
製造であり、
精密砂型鋳造、
高精度機械加工、
高精密測定・検査まで
を一気通貫的に社内で行っています。

■2）アルミニウム合金鋳物の高機能性化技術の開発
▷当社では、
アルミニウム合金を完全に溶融せず、半溶融状態のまま
金型又は金型＋砂型中に、低速・低圧で圧入する半溶融成形法（チ
クソキャスティング法）
を開発し、
アルミニウム合金鋳物に従来にな
い高機能性を持たせることに成功しました。
・高い鋳物品質、高強度・高延性
・砂型が使えること
（ハイブリッドモールド法）
による高い成形の自由度
・ダイカスト合金の２倍の高熱伝導率を持つアルミニウム合金鋳物
・熱処理レスでJIS合金AC4C-T6を超える高強度アルミニウム合金鋳物
・アルミニウム基複合材（MMC）
による鋳物

図1 ターボチャージャ用インペラ

図2 A4サイズのヒートシンク

強み

メリット

▷1）試作品製造では、
ダイカスト品と同程度の鋳肌・肉厚を
可能としています。JIS以外の合金種の鋳造や特殊な熱処理
にも柔軟に対応いたします。
▷2）半溶融成形法の特長を生かして、図1のようなアンダー
カット部を有する先端0.5㎜のターボチャージャ用インペラ
の試作を行っています。
また、高熱伝導率アルミニウム合金
を使用して、図2のようなA4サイズのヒートシンクの試作鋳物
の製作も行っています。

▷1）試作品製造では、高いQCDが維持できる
とともに、設計変更にも迅速に対応できます。
特殊なアルミニウム合金の鋳造や熱処理にも
対応できます。
▷2）半溶融成形法を活用することにより、種々
の高機能性アルミニウム合金鋳物を提供する
ことができます。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社浅沼技研
浜松市西区湖東町4079-1
代表取締役 浅沼 進 設立年月 1978年10月1日
314,100千円
従業員数 70名
輸送用機器/産業用機器の試作品製造
本社工場
ISO9001，JCSS0087

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-486-1240
053-486-1376
http://www.asanuma-g.jp/
上久保 佳則

アルファ

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
▷独自のマイクロフォージング製法により、
超微細なフィン形状・大面積化を実現し
た高性能ヒート シンクをご提供します。
また銅を埋め込んだ高性能ヒートシンク
もご用意できます。
▷ヒートシンクに関連するアクセサリー類
も扱っています。
▷多品種少量、
カスタマイズ製品のオンラ
イン販売・サービスも承っています。

強み

メリット

▷お客様の使用環境やニーズに合わせた、カスタム設計が
可能です。
▷自社開発の設備と生産管理システムで、多品種少量・短納
期に対応した体制を構築しています。
▷今までにないユニークな製品の開発・生産に力を入れてい
ます。

▷試作から量産まで、多品種少量、短納期で対
応します。
▷オンライン販売、
オンラインカスタム設計など
のサービスで低コスト短納期で対応します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社アルファ
電話
沼津市植田256-1
FAX
設立年月 1972年11月
片岡 哲児
URL
97,330千円
従業員数 65名
問合せ担当
電子機器等の冷却用ヒートシンクの設計・開発・製造・販売
静岡県沼津市植田、California(USA)
Cisco, Intel, Nokia, NEC, 富士通, 日立, 東芝等
ISO9001, 14001

055-966-0789
055-966-9192
https://www.micforg.co.jp
柳平 高志

イオインダストリー 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■樹脂中空製品のガス位置制御による
強度と軽量化の両立
▷ガスインジェクション成形品について、製品設計/成形
加工技術により要求強度を構造解析し、中実との剛性
変化に対応した材質選定及び要強度部位へのガス侵
入防止形状などを採用した中空製品を実用量産化して
います。更に2分割デザイン技術による剛性と意匠性を
確立した技術展開も実施しています。

■プラスチック製品のラーメントラス構造による
剛性と加工時間の最適化
▷長尺ベース面構造の薄肉構造化について、
ラーメント
ラス構造の発生応力分散による剛性確保と薄肉折板
の組合せによる保圧・冷却時間の短縮などから、
プラス
チック製品の更なる低コスト化を実現しました。現在、
販売促進活動を展開中です。

強み
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▷弊社は、
プラスチック製品設計/生産技術部門に加え社内に専
門の開発部門を有しており、
プラスチック成形に係る技術開発
力や自動車用内外装意匠部品・自動車用機能部品の高品質
製品を安定的に供給可能な射出成形〜塗装〜組付までの一貫
した生産体制を社内に有している事が、
弊社の強みです。
▷射出成形部門では、非晶性･結晶性の熱可塑性樹脂にカラーマスター
バッチを加えたカラーリング成形、
ペレットが着色された材着材、
強化繊
維充填剤入り材料等を最小10ton〜最大850ton汎用射出成形機に
加え、二色成形、DSI成形、
ガスインジェクションによる中空成形、H&C
成形、
ベント成形などの特殊射出成形機を多数保有しております。

▷自動車の内外装様々な製品の量産化で培った
製品設計技術・生産技術を活かし、新規製品
の開発/試作/技術提案をはじめ、お客様の
ご要望であるコスト･品質･納期全てを実現
する事が可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

イオインダストリー株式会社
湖西市新居町新居３３８０-５００
代表取締役 岩田 佳大 設立年月 1963年8月30日
48,400千円
従業員数 323名

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-595-1004

053-595-1016
https://www.io-industry.co.jp/
鈴木 誠

自動車用内外装意匠部品・自動車用機能部品の製造
湖西市新居町、浜松市南区
スズキ
（株）、
（株）
デンソー、津田工業（株）、
カウテックスジャパン
（株）、万能工業
（株）
ISO9001（2015）、ISO14001（2015）

イハラ製作所

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■イハラ製作所がご提供する製品・サービス

▷アルミダイカスト部品の一貫生産
ダイカストから切削加工・組立まで社内一貫生産
体制により、高い競争力を実現
▷エンジン冷却用ウォーターポンプ、潤滑用オイル
ポンプの設計・製造
長年の開発ノウハウにより小型・低コスト・高効率の
ポンプをご提供
▷マシニングセンタ等工作機械のセットアップ
主に自動車部品メーカー様向けに工作機械の設計
製作・試加工・品質確保・現地設置までご提供
▷産業用ロボット・各種装置
搬送装置・リークテスター・組立機等、お客様の
用途・目的にあった製品を開発

強み

メリット

▷量産部品ラインの設備は自社にてセットアップ、低コスト・
確かな品質の製品をご提供
▷350〜800トンの鋳造機を保有
▷日本・タイ・インドネシア・ベトナム４拠点でお客様のニーズに
お応えする

▷アルミダイカスト部品は自社設計の設備・
自動化技術により、お客様のニーズにお応え
します。
▷EV向け冷却ポンプ開発も進めており、カー
ボンニュートラル・燃費向上に貢献します。
▷産業用ロボット・各種装置は、自動車業界の
みならず、他産業でもご活用頂いております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社イハラ製作所
浜松市北区新都田四丁目4-4
代表取締役社長 渭原 利之 設立年月 1961年1月
40,０００千円
従業員数 270名

電話

053-428-4511

FAX
053-428-4514
URL
http://www.iharamfg.co.jp/
問合せ担当 総務部 堀尾
自動車部品の設計・製造、工作機械のセットアップおよび産業用ロボット・各種装置の設計・製造
国内：本社・都田工場、浜北工場、都田第二工場（いずれも静岡県浜松市）、海外：タイ・インドネシア・ベトナム
ヤマハ発動機（株）他
ISO9001:2015、ISO14001:2015

イルミネーション

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■「ホットスタンプ成形」による
3次元フィルム成形加飾
▷今まで同じ熱処理加工の為、組み合わせは不可能とさ
れてきたホットスタンプと真空成形を組み合わせること
が可能となりました。
これによりメッキを使わずにメッキ
のような3次元加飾を実現できます。
▷通常の真空成形と異なり、先にトリミングを行うことで
加工後のトリミングは不要となりました。3次元形状の
トリミングはコストが非常に高い為、
コストに対するイン
パクトも大きいです。加飾フィルムも必要な分のみ使用
する為、
フィルムも無駄になりません。部分メッキ加飾の
必要な製品に対してもコストメリットがあります。

強み

メリット

▷創業からホットスタンプと真空成形の事業を続けて参りました。
顧客の要望に120%応えられるよう、日々切磋琢磨し品質
保証体制の確立、原価低減活動に取り組んでおります。現状
に満足せず新しい技術取得にチャレンジすることでホット
スタンプと真空成形を組み合わせる新技術「ホットスタンプ
成形」
が可能となりました。

▷材料の無駄を無くしたりメッキを使用しない
工法を採用することで、SDGsやカーボン
ニュートラルへ貢献します。
▷お客様の要望に耳を傾け、
お客様の課題解決
となる方法をご提案致します。試作開発から
量産まで対応可能です。

0538-39-2032

企 業 名 株式会社イルミネーション
電話
所 在 地 磐田市富丘450-3
FAX
0538-39-2033
設立年月 1998年
代 表 者 名 藤田 けい子
https://illumi.co.jp/
URL
従業員数 約20名
資 本 金 10,000千円
問合せ担当 藤田 考治
の加飾部品の製造
事 業 内 容 輸送機器（自動車､船外機､電動自転車）
拠点（国内・海外） 静岡県磐田市
主要取引先 トヨタ車体（株）､静岡軽粗材（株）､（株）倉本産業
認証・規 格 国内特許取得(ホットスタンプ成形)､次世代自動車技術革新対応促進助成事業認証

オキソ

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■環境対策・軽量化など社会のニーズに応えます
▷当社の保有する金属表面改質技術は、
OX-FSPとOX-POLISH
と呼ぶ1μmから1.8ｍｍの諸々の材料および硬さによるメディ
アを使い､ショットピーニングとオキソ独自の研磨加工を主体
に処理をしています。OX-FSPとOX-POLISHの複合処理
により、テクスチャリング効果を求めた低フリクション効果が
出ます。微粒子ショットピーニングはマッハに近い速度で相手
材にメディアを投射することで、衝突エネルギー効果で硬度及
び残留圧縮応力を付与する事を目的として高い疲労強度、耐
摩耗性などを得られる技術です。
この効果により
【製品の軽量化、薄肉化、生産コストの低減、
生産能率向上、油膜保持】
を得る事ができ､ギア・金型類の耐久
性、耐摩耗性、低トルク化、小音化、流動性対策、離型剤の減少
などの効果が得られます。DLC及びコーティングの下地処理
として、非常に高い効果が得られます。
今後、
カーボンニュートラルを求められる技術としても、低フリ
クション及び軽量化等で期待できる技術です。
お客様のご要望にお応えする加工を実施します。

強み

メリット

▷航空機、発電プラントなどの採用実績
▷F1、MOTO-GP、NASCAR、WSBなどの過酷な要求品質に
おける実績
▷内径60μm程度の処理まで対応実績
▷少量･多量の生産実績
▷品質管理体制の充実
▷主要設備：X線残留応力測定器・マイクロスコープ(×2500倍)・
レーザーマイクロスコープ・ビッカース硬度測定器・ロックウェル
硬度測定器・面粗度/形状測定器・3Dスキャン型三次元測定器

▷金属の特性を最大限に引き出す独自のテクノ
ロジーで細かなニーズにお応えするために、
求められる処理を最適な技術でご対応いた
します。
金属製品の抱える色々な問題を解決し
ます。
▷他社で出来ない処理技術の構築。
▷フリクションコントロールにより、カーボン
ニュートラル(省エネ・OC2削減)に貢献します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

0538-34-6056

株式会社オキソ
電話
磐田市下岡田110-1
FAX
0538-36-7800
代表取締役 大石 容紫子 設立年月 1971年11月
URL
https://oxiso.co.jp
10,000千円
従業員数 63名(2022年12月時点) 問合せ担当 大石 容紫子
金属全般(エンジン内部品・金型・治具・刃物など)の表面改質
本社工場(磐田市下岡田)、OXISO(THAILAND)CO.,LTD.
ヤマハ発動機（株）、
スズキ
（株）、
川崎重工業（株）、住友重機械工業（株）、VOLVO POWERTRAIN CORP 他
ISO：9001（2015）

川﨑工業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■設備開発から製品製造まで 自社で対応する技術力

▷アルミ鋳造、切削加工、組付までを自社工場ラインで一貫生産
でおこない、
お客様が求めるスピードで良質な製品を提供して
います。
各工程における専用機は自社内にて「開発・製作・インテグ
レート」
まで行います。

■解析技術による高品質な製品の実現

▷最新鋭のCAE解析ソフトを活用し、湯流れ･凝固解析を行うこ
とで製品形状･方案を分析し､お客様のニーズに応えられる高
い品質のアルミ鋳造製品を実現します。

■保有設備

▷ダイカストマシン 29台（１２５T〜５００T）
重力鋳造機 36台
溶解保持炉（個別溶解） 45台
中子造形機 9台
マシニングセンター 130台 他

アルミ鋳造品用異種素材の
固相接合技術の開発

強み

メリット

▷当社は自動車用アルミ部品およびオリジナルブランドの
ジャッキを製造する自動車部品メーカーです。80年の歴史で
築き上げた開発力と一貫生産体制を基盤とした企業システム
で今も新たな挑戦を続けています。近年は静岡県次世代自動
車技術革新対応促進助成事業（産学官連携）
や試作品開発助
成事業に取組み、次世代自動車向け部品の研究開発に力を
入れています。次世代自動車部品メーカーとしてこれからも
お客様のニーズに応えます。

▷お客様に貢献する技術開発体制
次世代自動車に貢献できる技術開発体制で
多様なニーズにも対応。設備開発も含め徹底
的にVA（Value Analysis）VE（Value
Engineering）
を図りメリットを提供します。

0537-36-5123

企 業 名 川﨑工業株式会社
電話
所 在 地 菊川市加茂1131
FAX
0537-36-5778
設立年月 1944年9月
代 表 者 名 川﨑 康司
URL
https://www.kawasaki-ind.co.jp/
従業員数 538名
資 本 金 70,０００千円
問合せ担当 営業部 岡野谷 大輔
事 業 内 容 アルミ鋳造、切削、組付け、車両搭載用ジャッキ生産
（テネシー）､インド
（バンガロール）
拠点（国内・海外） 静岡県島田市､アメリカ
（株）､スズキ
（株）､（株）豊田自動織機､（株）
アイシン､（株）
デンソー 他
主要取引先 トヨタ自動車（株）､ダイハツ工業
認証・規 格 ISO9001/14001

キャップ

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■自動車向け意匠品＆機能部品等の
射出成型＆長繊維強化射出成型品・
cfrp成型品全般の少量生産。
▷自動車外板は鋼板材のプレス加工という従来の常識を、
次世代では樹脂材でプレス成形の対応を可能にする。

■金属部品素材を造形後に
切削加工という常識から次世代では
樹脂材で成形＆加工レスへ。

金型の超短時間昇温冷却を実現

▷自動車電動化の主力部品であるモータコア部品の製造法を
ケイ素鋼板のプレス積層品から磁性粉末材成形＆加工レス
化へ。
＊＊難成型材を量産化したい案件の
課題提供をお待ちしております。
＊＊
長繊維強化射出成形技術

強み

メリット

▷金型設計製作の他、型作りツール＆型製造省力化ソフトを自
社開発しています。
日本・韓国・インドネシアに自社工場を保
有し、3拠点間の金型製造ラインによりコスト・品質・納期の優
先度を判断した提供が可能です。
▷軽量化事業部門では次世代モノづくりに必要な新素材・難加
工材を用い、独自開発した成型法で軽量高強度な成形を可能
にしました。大手自動車メーカー様及びそのtier1企業様との
試作開発の実績が強みです。

▷金属と同等の機械特性値かつ半分の重量での
部品作りを達成する為の設備・金型・成型品を
一貫提供できます。
▷革新的なモノづくりを提案−−−切削加工・
プレス加工・鋳造・鍛造加工・射出加工での
モノづくりから、それらを成形化・プレス加工
化のいずれかで実現可能にするモノづくりへ、
試作から量産までご提供します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社 キャップ
周智郡森町中川２０２２-２
代表取締役 水谷 暢孝 設立年月 1990年4月10日
30,000千円
従業員数 28名

電話

053-430-1003

FAX
0538-49-0075
http://www.cap-inc.co.jp/
URL
問合せ担当 髙井 三男
金型設計製作販売・cfrp成型品量産・生産財設計販売・型輸出入
周智郡森町､菊川市､インドネシア､韓国
ヤマハ発動機（株）
､山宗（株）
､（株）
小糸製作所､ダイキョーニシカワ
（株）
､（株）
ミクニ､住友商事
（株）
国内 特になし

協和工業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■超ハイテン加工技術で次世代自動車軽量化に貢献
▷
【量
産】ハイテン780MPa、超ハイテン980MPaの生産
【研究開発】①超ハイテン1.5GPa
シワ・ワレ・スプリングバックを抑制した
製品化の実現
②超ハイテン1.2GPa
安定量産化を実現する金型構造研究
▷超ハイテン研究開発成果により、
現在超ハイテン980MPaまで
の量産加工を実現。
また、
今後の更なる高硬度化を視野に入れ、
超ハイテン1.2GPa/1.5GPaの研究開発を継続的に行い、
次世代自動車の軽量化に貢献します。

超ハイテン研究開発製品

■安定量産を実現する高品質金型の販売
▷内製金型の設計/加工、及び量産加工で蓄積したノウハウを
惜しみなく注ぎ込んだ金型を提供します。当社金型でお客様の
安定量産をサポートします。

販売用大型金型（800T）

強み

メリット

▷3D CAD/CAM/CAEによる独自のプレス金型設計技術
で金型製作、
プレス加工、サブモジュール化に至る一貫生産
体制を構築、特に3D解析シミュレーション技術と蓄積した
研究開発データとの融合により他社に先んじて超ハイテ
ン1.5GPaでの量産実現に向けた研究開発に注力してい
ます 。また 、超 ハ イテン 量 産 対 応 では 、大 型 順 送ライン
（UL800T/UL600T/UL500T）、ロボット搬送ラインを
駆使し安定量産化を実現しています。

▷今まで培ってきた超ハイテン量産加工技術、
研究開発データをもとに、ハイテン／超ハイ
テン製品の実現に貢献します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

053-579-0931

協和工業株式会社
電話
湖西市吉美3400
FAX
053-579-2199
設立年月 1964年4月
菅沼 寿治
URL
http://www.kyowaindustry.co.jp/
30,000千円
従業員数 127名
問合せ担当 営業購買部 兼子 正三
自動車部品（シートデバイス部品、
ステアリング部品）
の製造
湖西市吉美
シロキ工業（株）、
（株）今仙電機製作所、
トヨタ車体精工（株）、富士機工（株）、浜名湖電装（株）
ISO9001：2015、地域未来牽引企業、健康経営優良法人

埼玉プレス鍛造 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■埼玉プレスがご提供するアルミ鍛造製品
▷国内有数の大型鍛造機による大型・薄肉製品
▷精密プロセスコントロールによる高強度・軽量化製品
▷加熱〜鍛造自動ラインによる高品質・低コスト製品
▷各種解析設備による低コスト・短納期・提案製品

四輪用サスペンション部品

▷高レベル品質評価設備による高品質製品

二輪用フレーム部品

強み

メリット

▷弊社は主に自動車・二輪用アルミ鍛造部品を製造している
メーカーです。
▷関連会社も含めて特に国内及び欧米の自動車向け高強度
アルミ鍛造部品を数多く生産しております。
▷3,300t、2,500tの国内有数大型鍛造ラインを保有しており、
大型・薄肉の鍛造品生産が可能です。

▷弊社固有技術「高強度アルミ部品工法」に
よってアルミ部 品をより高 強 度 化・軽 量 化
することにより自動車及び二輪を軽量化し、
燃費の向上・地球環境に貢献いたします。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

0544-58-7122

埼玉プレス鍛造株式会社
電話
富士宮市山宮3507-35
FAX
0544-58-7133
代表取締役 内海 達二 設立年月 1972年2月
URL
https://spfcl.co.jp
10,000千円
従業員数 100名(2022年11月時点) 問合せ担当 営業管理課 吉田 男二郎
二輪、四輪用アルミ熱間鍛造部品の製造
本社・川口工場（埼玉県川口市）、静岡工場（静岡県富士宮市）、埼玉鋁合金精密鍛造（丹陽）有限公司（中国）
ヤマハ発動機（株）、本田技研工業（株）、
日本軽金属（株）、
（株）
ソミック石川
IATF16949、ISO9001

サカイ産業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■多くの産業用繊維から最適な
素材をご提案できます
▷多 種 多 用な高 機 能 繊 維を用いた織 物 加 工・
熱硬化プリプレグを作製いたします。
高機能繊維だけでは出せない伸縮性をもつ
編物、紐等もご提案いたします。

■さまざまなFRP成形設備、技術を有し
多様な対応ができます
▷ガラス繊維・アラミド繊維・炭素（カーボン）繊維
などの高機能繊維を用いた繊維強化複合材
料（FRP）の成形加工にいたる、幅広い設計
開発、製品化を行うメーカーです。
設計開発には試作・検査・測定まで一貫して
自社で対応可能です。

強み

メリット

▷高機能繊維素材加工から繊維強化複合材（FRP）
の成形加工
を1m、1個〜量産までを当社にて一貫生産体制でご提案いた
します。
①基材設計から先端複合材の成形加工まで一貫生産が可能
②試作から量産までニーズに応える多様な設備や技術
③おかげさまで創業100年、専門メーカとしての実績

▷ご要求事項に対して様々な高機能繊維を
用いた繊維加工
（織・編・紐・染色・樹脂被覆）
や
中間素材（熱硬化プリプレグ等）でのご提案
と繊維強化複合材の試験体加工からその検
査・測定・分析までをご提供いたします。

0547-35-2727

企 業 名 サカイ産業株式会社
電話
所 在 地 島田市細島1349-1
FAX
0547-35-2050
設立年月 1955年2月4日
代 表 者 名 酒井 昌浩
URL
http://www.sakai-grp.co.jp/
従業員数 156名
資 本 金 20,000千円
問合せ担当 繊維事業部 営業課 安井 大介
と
「先端複合材料」
を一貫して手掛ける素材加工メーカー
事 業 内 容 「高機能繊維資材」
拠点（国内・海外） 本社・工場（島田市）、岩手藤沢工場（岩手県一関市）
主要取引先 非公開
認証・規 格 ISO9001、JIS Q 9100

株式会社

産栄工業

■材料・加工技術

技術･サービス
▷自動車産業の一翼を担う部品製作会社としてトランス
ファープレスによる精密深絞り技術を得意とした企業
です。
▷我社では静岡県内では数少ない大型プレスを保有し
ており、今後のEV化市場にも対応できる高張力鋼の
加工や深絞りを活かしたモーターカバーの量産実績
が多数あります。
▷試作開発から量産加工まで一貫して社内で対応でき
る強みを活かし、時代の変化に柔軟に対応できる企業
として存在感をアピール出来ればと考えております。

強み

メリット

▷静岡県内の中小企業では希少な1000t以上の大型トランス
ファープレスを4台保有しております。
プレス加工として絞り/
厚板/異形等の様々な製品に対応実績があります。近年増加
している高張力鋼板の量産部品にも対応しております。
▷業界の中では社員の平均年齢が若い事もあり、既存工法に
とらわれない柔軟な開発も弊社の特徴のひとつです。創業
より培ったプレス技術と若い社員の思考を融合させ、試作/
開発〜量産加工までの全工程を一貫生産にて社内対応さ
せて頂きます。

▷従来の精密深絞りプレス製品だけでなく、
カーボンニュートラルを目的とした鋳造品・
ダイキャスト品のプレス化等の実績も多数あり
ます。又、中国にも弊社グループ企業があり、
日本人スタッフも常駐しておりますので現地
生産・調達希望の製品につきましてもお問い
合わせ下さい。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

0537-73-2485

株式会社産栄工業
電話
菊川市棚草855
FAX
0537-73-4905
設立年月 1963年8月30日
髙野 太作
URL
http://www.kksanei.co.jp
15,000千円
従業員数 169名
問合せ担当 営業部 水野 秀信
金属プレス加工
本社工場（菊川市）､掛川工場（掛川市）､本所工場（菊川市）､東莞産栄貿易有限公司（中国）
NOK（株）、
イーグル工業（株）、NTN（株）、大豊工業（株）、
（株）
デンソー、
日発販売（株）
ISO9001、ISO14001

三恵 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■①射出成形品

▷射出成形･加飾メーカーとしての製品設計から対応をして
おります。CAE解析を自社で行う事が可能で、金型作製前に
不具合対策を盛り込む事をスタンダートとしています。
クリップから自動車用バンパーまで対応できる設備をフルライン
ナップしております。
軽いプラスチックを用い、
更なる軽量化を実現する為、
金属代替･
発泡成形＋環境に優しいCNFを使った材料でのTRYなど、新
たなチャレンジをしています。

ずらっと並んだ成形機

■②加飾

▷各種加飾を自社での対応をしております。
塗装：ロボットによるメタベル式静電塗装と、小物用としての
マスク塗装ラインを保有。
めっき：導電性のないプラスチック部品に対し、化学処理を
する事での電気めっき加工
フィルム：見た目だけでなく、質感･触感も加えた意匠を実現
●インドネシアにも成形・塗装工場を保有しており、
日本と同等
の品質で生産対応可能。

自動ラインでのめっき加飾

強み

メリット

▷安定した高品質の製品を供給し続けるためには、研究開発力
はもちろん、高い生産技術力と厳しい管理力が要求されます。
当社ではかねてより 高品質 と 高生産 、コストパフォーマ
ンス を追求するために徹底した省力化・効率化を図ってまい
りました。それらを実現するためのFA化に積極的に取り組ん
できました。
現在、
多品種の製品群を素材から加工・組立・出荷
まで一貫した自動化ラインで生産しています。

▷製品設計から納入まで、
ワンストップでスピー
ディーな対応が可能です。
軽量化・加飾・デジタルものづくりに対し、常
に新たな技術への挑戦をしており、
ご要望に
沿った提案もさせて頂きます。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

三恵株式会社
電話
磐田市西平松2261（本社：愛知県清須市土器野南中野439-1） FAX
代表取締役 所 洋史 設立年月 1960年4月
URL
従業員数 360名
82,000千円
問合せ担当

0538-67-1181

0538-67-1980
https://iwata.sankei-corp.com/
管理部 片岡 和佳
自動車プラスチック部品（フロントグリル、
リヤスポイラー、
グローブボックス等）
の製造
PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA（インドネシア）
スズキ
（株）
ISO：14001：2015、ISO：9001：2015

鈴木織商 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■SDGsをテーマにした織物製品作りです。
▷SDGsの理念を念頭にしてワタから紡績し糸を作り
機能を加え、織物を設計し、織と染色加工を地元
浜松の遠州織物の技術で施した協業の開発織物
を創ります。環境性能に優れた繊維*1や再生繊維
*2のワタから紡績した糸で織られた織物を使って、
快適性や保湿/抗菌機能など、環境にやさしく人に
もやさしい車室内の織物製品(シートカバー/雑貨
織物製品など)を作ります。高級感のあるリサイク
ルシルクのワタ/糸/織物/製品の開発も行ってお
ります。
＊1：テンセル
＊２：エコペット、
リサイクルシルク

ポケット

膝掛&シートベルト枕

環境適合糸

鈴木織商（株）社屋

強み

メリット

▷自動車業界とファッション業界の流れに沿った布地/織物の
企画/商品開発からデザインそして製造まで一貫した体制で
タイムリーにマーケットの流行を先導する製品を提供できます。
▷遠州織物の紡績/糸/ワタなどの技術を地場の遠州産地の
各工程の工場と連携できるのが強みです。長いお付き合いと
信頼をベースに、それぞれの工場（工程）
で培われた織のノウ
ハウを最大限活用して自動車内装の新しい流れに取り組み
ます。

▷SDGsを反映した織物商品により会社/店舗
そして車両のイメージを向上できます。
▷人にも環境にも優しく、
ファッション性や高級
感を感じさせられる商品や国内外のトップ
ブランド布地を使用した内装品、
またそれらに
オリジナル性を加えるなど、今までの車のコン
セプトになかった商品を提供できます。
▷遠州織物の地場産地商品の優れた織/加工
技術でオリジナルブランド化も可能です。

企 業 名 鈴木織商株式会社
所 在 地 浜松市東区神立町125-1
代 表 者 名 代表取締役 鈴木 康子 設立年月 1954年11月16日
従業員数 10名
資 本 金 30,000千円
事 業 内 容 繊維製造卸
拠点（国内・海外） 本社（浜松市東区）、東京事務所企画室
（株）遠鉄百貨店、
タキヒョー
（株）
主要取引先 （株）三陽商会、
認証・規 格 経営革新計画事業計画認証

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-463-5591

053-463-5596
https://www.suzukiorisho.com/index.html
鈴木 康子

第一工業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■次世代自動車でも重要な軽量化のニーズに応えます
▷軽量化で採用が進む樹脂部品の締結ニーズに、高トルクで
の締 結を可 能にするオリジナル 八角 形 形 状をもつO c t a
Lobular ®シリーズの樹脂締結専用ナット&ボルトでお応え
します。
埋め込みナットと埋め込みボルトのシリーズが、その高い耐
トルク性能と抜け強度で、高トルクでの締付けが必要な樹脂
部品を守ります。
締結部品数の削減など、軽量化だけでなくコストダウンにも
貢献します。

高トルク対応型インサートボルト
SSOOボルト

■締結部品のトータルスペシャリスト
▷ボルトもナットも製造している、締結部品のトータルスペシャ
リストです。
▷蓄積したノウハウで、
コストも品質も妥協しない製品開発・製造
を可能にします。
▷樹脂を守って締結する樹脂締結専用ねじシリーズなど、開発
したオリジナル製品には、これらの開発・製造ノウハウが詰
まっています。

高トルク対応型アウトサートナット
SSOOナット

強み

メリット

▷お客様の性能品質要求にお答えすべく、自社内に研究開発
センターを備えています。
▷材料力学と成型解析を駆使した開発力で、要求性能を満足
する製品の開発を行い、開発した製品は産学連携で開発した
評価設備を用い、性能を評価しています。
▷また、ボルトもナットも製造する製造工場では、材料から加工
までを一貫して製造。開発した製品を、責任をもって製造する
能力を確保しています。

▷試作開発から製造まで、一貫したものづくりを
ご提供します。
▷蓄積したノウハウで、
コストと品質の最適な
ご提案をいたします。
▷評価設備も充実しており、開発段階からの
性能評価にも対応可能です。
▷開発〜製造〜納入まで一貫体制で対応し、
確かな製品をご提供いたします。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

第一工業株式会社
電話
浜松市東区大島町955-9
FAX
代表取締役社長 西野 信昭 設立年月 1946年5月
URL
200,000千円
従業員数 550名（2020年4月時点） 問合せ担当

053-433-6611

053-435-0540
http://www.daiichikogyo.co.jp/
営業部 原 広治
各種精密ボルト・ナット類の製造･販売、
輸送用機械器具製造、学校用OA用家具の製造･販売
本社（浜松市東区）、豊岡工場（磐田市壱貫地）、新平山工場・R&D（磐田市合代島）､上海一第標準件有限公司（中国）、Daiichi Fasteners India Private Limited（インド）
スズキ
（株）、
ヤマハ発動機（株）、本田技研工業（株）、
（株）ROKI、
（株）
ブリヂストン、
（株）
エクセディ
ISO9001（2015）、ISO14001（2015）

株式会社

第一樹脂工業

■材料・加工技術

技術･サービス
▷型締め力１００ｔ〜３9０ｔまでの射出成形機を保有しており、
光学特殊仕様の成形機にて難易度の高いプラスチックレンズ
製品製造を請け負っております。
自動車用照明部品、手術用
照明部品、
トンネル用照明部品、
文具用ルーペなど様々な製品
を手掛けております。
▷弊社保有技術を全面的に導入して国内最大クラス（200㎜
×130㎜）のルーペ用非球面レンズも制作し、視野が広く、
目が疲れにくい長時間使用にも最適な設計のため多くのお客様
から評価をいただいております。

プロジェクターレンズ

非球面スタンド付きルーペ

強み

メリット

▷当社は30年来培ったエンジニアリングプラスチック成形
技術を基本に高精度非球面レンズ、
自由曲面レンズ、
フレネル
レンズ等プラスチックレンズ、
反射鏡を主に生産しております。
レンズ製品は主に文房具や雑貨品で使用されておりましたが、
近年は微細加工を施した照明レンズなど様々な分野のプラス
チックレンズにも拡大してきており、光学特殊射出成形機に
よる生産、Iotシステムを利用した品質管理を導入した丁寧
な仕事からその分野で高い評価をいただいております。

▷1μ以下の精度加工によるLED光源対応の
レンズ、
リフレクター及び自動運転に関連した
反射鏡などの成形が可能です。
プラスチック
レンズ成形において長年の実績を踏まえて
金型加工から様々なご提案をさせていただ
いております。求められている品質レベルに
応じて適切なコストでの対応が可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社第一樹脂工業
三島市徳倉1121-1
設立年月 1988年10月
圓山 大介
43,000千円
従業員数 46名
プラスチックレンズ射出成形加工
静岡県三島市
第一化成（株）、南部化成（株）他
ISO9001:2015

電話
FAX
URL
問合せ担当

055-988-4760
055-988-4761
http://www.daiichijushi.com/
圓山 大介

東海部品工業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■次世代自動車向け精密部品
▷EV,PHV等の次世代自動車に求められ
る高精度な精密部品に関し、長年培った
圧造技術・切削技術に加え､近年ではチ
タン合金の高温成形技術を確立し、様々
な製品の供給実績を有しています。電動
化や軽量化に対応した、銅・アルミ・ステ
ンレス・チタン・鋼など様々な材料につい
て製品の提供が可能です。

■輸送用機械向け精密鍛造製品から
マイクロネジ・パーツ、
医療機器まで
▷極小のマイクロネジ・パーツから輸送用
機械向けボルト・部品までの約3,000種
類超の製品の製造・供給実績を有し、医
療機器開発・製造においても多数の実績
があり、
お客様の課題・ご要望に真摯に向
き合い、
様々なニーズにお応え致します。

強み

メリット

▷創業以来約70年に渡り、冷間精密圧造技術、切削加工技
術等を習得する為、日夜研鑽し、品質保証体制の確立・原
価低減活動及び環境保全活動に取り組んでいます。
「 遊び
ごころ」をモットーに、常に先 入 観なく、新 技 術・新 工 法に
チャレンジし、県内外の企業や公的機関と研究開発をする
など、実績を積み上げてきました。

▷長年の経験を活かし、お客様の課題に対し、
コストパフォーマンスに優れた製造提案が可
能です。
また、材料調達から製造、出荷、検査
記録まで徹底したトレーサビリティー管理や
各種検査装置、
蛍光X線検査装置などを揃え、
万全な品質保証体制や環境負荷物質管理
体制を確立しております。更に、全自動画像
選別機を自社開発しておりますので、
ご要望
に応じ、製品の全数検査も可能となってお
ります。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

東海部品工業株式会社
沼津市双葉町9-11-12
代表取締役社長 盛田 勇気 設立年月 1947年10月
15,000千円
従業員数 85名

電話

055-921-4174

FAX
055-924-0784
URL
http://www.tokaibuhin.co.jp/
問合せ担当 スクリュー事業部 鈴木 隆行
輸送機器用精密鍛造製品、
マイクロネジ・パーツ、医療機器の設計・製造
沼津市、伊豆市、駿東郡長泉町
自動車メーカー、Tier1メーカー、一般産業機器メーカー、大手住設機器メーカー､医療機器メーカー他
ISO9001、ISO14001、ISO13485、各種医療機器業許可

日本ケミカル工業 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
■駆動用バッテリー冷却

EV用クーラント

▷電気自動車の命ともいえるバッテリーの冷却をはじめ、モー
ター、インバーターなど多様なパーツの冷却に当社EV用クー
ラントが活躍しています。当社は電気自動車用のクーラントと
して高抵抗タイプの冷却液を新たに開発しました。事故等で
クーラントが漏れて電池に接触した際、短絡（ショート）による
発火リスクを大幅に抑制します。

■燃料電池スタック冷却

FCV用クーラント

▷当社が開発したFCV用クーラントは地球に優しい持続可能
なモビリティ社会の実現に役立っています。
また、FCV用クー
ラントは燃料電池スタックで高電圧にさらされるため超低電
導を実現、安全性を高めています。
様々な厳しい評価試験で実証された性能により、当社のクーラ
ントは自動車メーカーの工場充填用、純正品として採用され次
世代自動車の普及を支えています。
上記以外にも様々な自動車用ケミカル製品の製造・販売をして
います。

強み

メリット

▷弊社はクーラントをはじめとした自動車用のケミカル製品
を製造・販売してきました。
自動車メーカーとの共同開発の実績、自動車メーカー工場
充填品・純正品の採用実績から裏付けされる確かな技術
力で、厳しい要求に対応し、高品質なモノづくりを実施して
おります。
新しく開発した電動車専用のクーラントでは、電動車の普及
と脱炭素社会の実現に貢献しています。

▷試作開発〜製造〜納入まで一貫体制で対
応し、確かな製品をご提供いたします。
▷試作評価用や部品・材料との適合性評価用
にサンプル提供が可能です。
▷中国、インドネシアに弊社子会社、世界各地
に協力会社がありますので、現地調達生産希
望についてもご相談ください。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

日本ケミカル工業株式会社
電話
静岡市清水区吉川813
FAX
代表取締役社長 小澤 学 設立年月 1962年4月3日
URL
100,000千円
従業員数 連結162名（2022年3月末時点） 問合せ担当

054-345-3471（代）

054-347-6865
https://www.jci-net.co.jp/
営業部
自動車用ケミカル製品の製造・販売、建物・構築物洗浄剤の製造・販売、
自動車用リビルド部品の洗浄
本社（静岡市）、PT. NIHON CHEMICAL INDONESIA（インドネシア）、天津皆希愛化工有限公司（中国）
自動車・自動車部品メーカー、
自動車部品販売会社、石油元売会社など
ISO9001、ISO14001

株式会社

ポリシス

■材料・加工技術

技術･サービス
■１）ポリウレタンゲル防振材

▷処方開発から成型まで一貫して行っております。特に振動
の種類によって、処方から防振材を設計できるため、他社に
はない低周波からの効果および独自配合技術をお客様へ
提供することができます。
これまで新幹線や精密部品製造
装置、建築関係など幅広い分野で使用されております。

■２）生体等価材料

▷ポリウレタン処方により粘性と弾性を自在にコントロールし、
医療用人体模型から模擬臓器、超音波や電磁波、光、音に
対して生体と等価するような材料を取り扱っております。

■３）
自由変形樹脂、形状記憶性ゴム

▷６０℃の熱に応答して粘度になる、形状を記憶するゴムなど
を取り扱っております。主に製造ラインの治具として活躍し
ております。

■４）
ＦＲＰ代替プラスチック

▷２液を混ぜて型に注型して、
約５分以内で硬質で強度のある
プラスチックを作ることができます。多品種少量生産や治具
などへ活用しております。

強み

メリット

▷ポリウレタンにこだわり、処方から開発しておりますので、
お 客 様 へオンリーワン製 品を提 供 することができます 。
処方技術を活用して、防げなかった振動への防振機能付与
や人体と同じ性能をもつゲルとして生体等価材料の開発
を中心に行っています。
社員半数以上を材料開発に従事させ、
開発中心のスタイルを継続しています。
実績は新幹線用防振材、各製造装置防振材、医療用人体
模型など弊社は共同開発を行い、製品化へつなげています。

▷オンリーワン製品の提供
処方から開発するため、他社と完全に差別
化できる商品を提供致します。
▷共同研究へフレキシブルに対応
ポリウレタン樹脂は処方開発をフレキシブルに
進められるため、初期開発費用を抑えるこ
とができます。また弊 社ではラボサイズの
成型装置も備えておりますので、弊社で確認
もできます。

企 業 名 株式会社ポリシス
所 在 地 浜松市浜北区寺島2374-1
代 表 者 名 代表取締役 毛利 隆人 設立年月 1995年4月
従業員数 10名
資 本 金 10,000千円
事 業 内 容 プラスチック製造業
拠点（国内・海外） 浜松市浜北区
エクシール、
（株）
枚方技研、
（株）
美浜工業
主要取引先 （株）
認証・規 格

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-586-9410
053-586-9354
http://www.polysis.jp
開発部 市川 亜紀

マツダ

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
従来の薄板溶接の1/10！板厚50μ溶接で試作・開発に貢献いたします。
自動運転に使われるセンサの精密加工や車両実装治具そしてアク
チュエータなどに活用ください。

■超薄板・超微細溶接
▷弊社は板厚0.05ｍｍの薄板溶接技術を保有しており、
ビーム径を
Φ0.1㎜まで絞ることができるため、
【最小ワークサイズ1㎜角】
の微細
溶接が可能です。
▷既存製品の軽量化・小型化はもちろん、設計、試作開発の可能性を
広げます。
さらに、
プレス金型不要の製作で、溶接のみの加工なら1週
間で製作できるためスピードアップも期待できます。
▷エンジンの着火プラグや安全弁の試作にご利用いただいております。

■異材溶接
▷試作開発分野において、
ベリリウム銅やイリジウム等のレアメタルの溶
接もおこなっており、
異素材同士の溶接実績も多数ございます。
なお、
溶接可否が不明なものにつきましては、
可否判断のためのサンプ
ル加工を一部無償で行っております。
お気軽にご相談ください。

医療機器用微細フィルター：
板厚0.1ｍｍ、
Φ10ｍｍ

強み

メリット

▷薄板専用のレーザー切断機とファイバーレーザー溶接機に
加え、
これまで弊社が精密板金で培ってきた技術とノウハウで
お客様のお悩みを解決いたします。
▷治具の設計からプログラム・曲げ・溶接・検査まで社内一貫
で生産を行います。
▷これまで薄すぎて諦めた製品、小さすぎてお困りの製品が
ございましたらお声がけください。

▷多能工育成を推進しており、加工工程を熟知
したプログラマーが直接お客様と打合せし、
お客様のご希望に合わせた提案を交えながら
製作をいたします。
▷また平均納期1週間、最短即日の超短納期
対応が可能で、多品種少量でも喜んで対応
いたします。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社マツダ
富士市五貫島字地神1148-1
代表取締役社長 松田 洋一 設立年月 1968年4月1日
10,000千円
従業員数 29名

電話

0545-61-3252

FAX
0545-61-3408
URL
https://www.k-matuda.co.jp/
問合せ担当 松田 あやか
精密板金加工、
レーザー切断加工、各種製缶・配管、各種ダクト製作工事
富士市五貫島
東芝インフラシステムズ
（株）、
（株）
オグマ商会、
オグマ工業（株）

松本加工 株式会社
■材料・加工技術

技術･サービス
▷ホットメルト接着剤を用いた電装部品の封止に関し、
材料から装置まで一貫対応できる技術を有しております。
・へンケル社代理店としての豊富な材料知識、引張試験
機や恒温槽、FTIR等の評価分析体制。
・自社エンジニアによるホットメルト金型設計と、
ラボでの
試作対応（試作成形機9台設置）。
・ホットメルト成形専用に最適化チューニングされた流動
解析（CAE)を用いた検証。
・自社エンジニアによる成形装置のハード/ソフト 個別
カスタマイズ対応。

強み

メリット

▷お客様の製品に最適なホットメルト接着剤の提案、成形形
状の設計、金型の設計製作、弊社ラボでの試作対応、成形
装置の設計製作、量産立上支援まで一貫して対応いたし
ます。
▷また、ホットメルト成形を外部委託されたいお客様向けに弊
社工場にて受託成形対応します。
▷弊社は自動車部品のホットメルトを用いた防水封止に多く
の実績がございます。

▷基板を防水したい、封止したいといったご要
望をお聞かせいただければ、最適な材料の選
定から試作、量産装置の製作までを一貫して
お任せいただけます。
▷製造設備の購入まで至らない少量生産の
場合には、弊社で成形作業をお受けいたし
ます。

0545-53-0585

企 業 名 松本加工株式会社
電話
所 在 地 富士市津田165-1
FAX
0545-57-5687
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 善三 設立年月 1961年6月
URL
https://www.mtkk.co.jp/
従業員数 10名
資 本 金 10,000千円
問合せ担当 モールディンググループ 澁谷 雅一
ホットメルト成形加工
事 業 内 容 ホットメルト接着剤・ホットメルト成形装置・及び金型の販売、
拠点（国内・海外） 本社：静岡県富士市
エンビジョンAESCジャパン、
ホシデン
（株）、
日本電産（株）他
主要取引先 （株）
認証・規 格 ISO9001、ISO14001（2015）

ミヤキ

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■カシマコートⓇ
▷ミヤキオリジナルの硬質潤滑アルマイト
硬質アルマイトに潤滑物質 二硫化モリブデンを析出することで
摺動抵抗を下げ、摩耗に強くすることができます

■硬質アルマイト・普通アルマイト
▷製品・素材に適した工法と徹底したミクロン単位の膜厚管理により
ハイクオリティーな技術をご提供致します

■アルミダイカスト(ADC12)へのアルマイト
▷耐食性向上
塗装下地・塗装密着性の向上
放熱性アップ
（放熱部品・ヒートシンク等に）

■その他機能性アルマイト
▷お客様のご要望に応じた技術とアルマイトをご提供しております

強み

メリット

▷全自動アルマイトライン完備。
トレサビリティも万全。
1ヶ〜大量
生産まで対応可能です。
▷世界唯一の特異技術
『カシマコートⓇ』
(硬質潤滑アルマイト)を
保有しています。
▷難アルマイト材であるアルミダイカストへのアルマイト技術。
▷他社では困難な難易度の高い自社開発のマスキング対応を
しております。
▷輸送機器をはじめ、
船外機、
医療、
ロボット、
半導体、
様々な業界
での採用実績があります。

▷お取引をする中で各社様それぞれに合った
メリットを感じて頂けるような技術とサービス
をご提供しております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社ミヤキ
浜松市西区桜台1-12-15
代表取締役 宮木 和彦 設立年月 1981年11月
10,000千円
従業員数 200名

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-430-1122

053-430-1123
http://www.kashima-coat.com/
営業部

アルミニウムの陽極酸化(アルマイト)処理
静岡県浜松市に3工場、
タイランド
スズキ
（株）
､ヤマハ発動機（株）
､（株）
エフ・シー・シー・FOX Factory,Inc.
ISO9001・ISO14001

モールド技研

株式会社

■材料・加工技術

技術･サービス
■①樹脂部品の試作品、
少量量産品の製造
▷当社の主な業務は樹脂部品（自動車、医療、
電子、雑貨等）
の試作品、少量量産品の製造で
あり、金型、治具設計/製作、射出成形、溶着、
検査までを一貫して社内で実施しております。

■②金型の高速製造による納期の短縮化
▷当 社 では 金 型 の 主 材として 、亜 鉛 合 金 材
（ZAS材）
を使用する為、
通常の鉄鋼材と比較し、
1/3程度の時間で金型を製作することが可能
です。
加えて、
製品のアンダー処理には、
置きコマ
方式にて対応する為、金型をコンパクトに設計
することが可能で、
短納期、
低コストで製造可能
です。インテークマニホールド程度（部品4点
構成、インサート成形、溶着、治具製作含む）の
製品であれば、
1.5カ月程度で製品
（溶着、
検査
含む）
を納品可能です。

強み

メリット

▷樹脂部品の製造を幅広い工法で、単品〜少量量産まで、
短納期、
低コストの方法をご提案
射出成形、
真空注型、
光造形、
切削の工法を全て自社内で対応
でき、
様々な工法でご提案が可能です。
また射出成形用の金型は、
お客様の仕様に対応した金型材の選定から、流動解析による
最適なゲート位置、
構造の金型を製造致します。
加えて、
様々な
成形材（PP等の一般材からRRS等の難成材、その他研究材
まで）
にも対応している為、
お客様の要求仕様に幅広く対応可
能です。

▷一貫体制による短納期で柔軟な対応
全て自社内で完結する為、短納期、低コストで
あり、高品質な製品を提供可能です。加えて、
試作品の製造で培った経験がある為、急な設
計変更にも迅速に対応致します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社モールド技研
浜松市浜北区尾野2274-8
代表取締役 伊藤 敏幸 設立年月 1979年9月26日
40,000千円
従業員数 25名

電話

053-582-2422

FAX
053-582-2415
URL
http://moldgiken.co.jp/
問合せ担当 加藤 陽紀
樹脂部品（射出成形品、注型品、切削品）
の試作、少量量産品の製造、販売
浜松市浜北区尾野2274-8
自動車・自動車部品メーカー、医療機器メーカー等
ISO14001、ISO9001

株式会社

エッチ・ケー・エス

■機械装置

技術･サービス
■過給機技術開発＆生産

一気通貫

▷エンジン仕様に合わせた過給機（ターボチャー
ジャ・遠心式スーパーチャージャ）
の設計・解析・
試作・評価・開発ができます。
小中LOTの過給機の生産ができます。
（ 開発の
みでの受託も可能です。）
DVELOPMENT FLOW

【市場動向】
▷次世代自動車はEVへシフトしますがハイブリッ
ドでエンジン小型＆過給化の市場動向です。
▷増加する過給機エンジン開発を支援するとと
もに次世代自動車用電動過給機を自社で開発
しております。
次世代排気回生過給
【TURBO GENERATOR】

強み

メリット

▷CFD（流体解析）
・FEM解析を活用した過給機設計力

▷次世代自動車 エンジン高効率化に対応する
過給機の開発
（メジャーターボメーカーは増産市場で多忙な
状況）

▷社内5軸加工機での翼試作、主要部品内製での試作力
▷単体試験機・エンジンベンチ・シャーシダイナモ
（最新排気ガ
ス分析計完備）
による評価力
▷HKSブランドでのカスタマイズ市場ハイパフォーマンス過給
機＆メーカーOEMでの豊富な生産・販売実績

▷過給エンジンパーツの開発も可能なので過
給エンジンとしての仕様提案・評価が可能
▷小中LOTでの過給機生産が可能

▷次世代電動過給機はメジャーモータメーカーと連携開発
企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社エッチ・ケー・エス
富士宮市上井出２２６６
代表取締役社長 水口 大輔 設立年月 1973年10月3日
878,750千円
従業員数 247名

電話

0544-29-1237

FAX
0544-54-3175
https://www.hks-power.co.jp/
URL
問合せ担当 小林 優
自動車部品（ターボ・スーパーチャージャ・エンジン製造及び販売）
静岡、埼玉、名古屋、大阪、
タイ、中国、
アメリカ、UK
ヤマハ発動機（株）
、
日産自動車
（株）
、いすゞ自動車（株）
（株）
、
トヨタＣ＆Ｄ、
他
ISO9001

株式会社

エヌエスティー

■機械装置

技術･サービス
■ＥＶコンポーネント
（モーター・インバーター・
バッテリー等）の検査装置の設計製作
▷単体機からラインまで、
ご要望に応じて対応しています。

モータ検査装置

■安全・安心に貢献する機械の開発
▷危険体験装置
安全教育に用いる機械です。事故が発生する状況を目に見える
形で再現します。
エアシリンダ挟まれ・感電・安全靴など多品種用意しています。
▷自動ブレーキ性能評価装置
自動ブレーキシステム
（ＡＥＢＳ）
の検査に使う装置です。
ＡＧＶの
技術を発展させました。

エアシリンダー挟まれ体験装置 感電体験装置

■多分野に関わる商品開発
▷化学・医療・農業等､分野を問わず技術開発の取り組みをしてい
ます。
自動ブレーキ性能評価装置

強み

メリット

▷多分野にわたる経験が豊富
お取引先は自動車業界の割合が多いですが、
化学、
農業、
医療
など様々な分野での実績があります。

▷ＥＶ関連の検査装置の経験を生かした提案が
出来ます。
多くの分野の経験がありますので、
もしかした
ら過去の経験が生かせるかもしれません。
お気軽にご相談ください。

▷社内の技術者で幅広く対応できる体制を取っています。
社内に機械設計・電気設計・電子回路設計・ソフトウェア開発の
人材を有しています。
ご相談段階で専門技術者が対応できますので、
スピードアップ
が出来ます。

053-430-6311

企 業 名 株式会社エヌエスティー
電話
所 在 地 浜松市北区豊岡町58
FAX
053-430-6312
代 表 者 名 代表取締役 服部 貴應 設立年月 1985年10月
https://www.nst-co.com/
URL
従業員数 92名（2022年9月時点） 問合せ担当 神永
資 本 金 50,000千円
ロボット等による省人化設備、画像処理システムの設計･製造･販売
事 業 内 容 検査･計測システム、
拠点（国内・海外） 浜松市北区
主要取引先 （株）和井田製作所､トヨタ自動車（株）､本田技研工業（株）､日産自動車（株）
認証・規 格

スペースクリエイション

株式会社

■機械装置

技術･サービス
▷主に国内外輸送機器メーカ様向けに開発試験機の設計・製
作を行い、省エネやEV、
自動走行等の先進技術開発の支援
を行っております。
ロボット設計をはじめとする機械設計技術、
ＩＧＢＴを活用した
パワーエレクトロニクス設計技術、LabVIEW・MatLABなど
を駆使した制御解析技術を集結させて次世代自動車開発を
支援しております。
【ジャーナル軸受型 摩擦摩耗試験機（TMJ-10）】
▷実機のエンジン／トランスミッションのジャーナル軸受部分を抜き
出した形で試験をおこない、軸受構造・負荷条件・温度条件・
潤滑条件など、
極力実機に近い状態で試験することが可能です。
【電力回生型 モータリング装置（MEP-10）】
▷さまざまな条件を台上試験において簡単に再現し、供試体の
メカニカルロス・温度状況・潤滑状況・振動状況などを定量的
に計測・表示・記録する試験装置です。
タッチパネルやＰＣ画面から簡単に操作制御することが可能で、
また計測データも各種形式で表示・記録することが可能です。

強み
▷[技術]会社設立以来、常に「創造」という言葉にこだわり、
日本のものづくりの一端を支え続けてまいりました。
近年は、輸送機器産業、
とりわけパワートレインデバイスの
開発と計測に力を入れ、国内外の多くのお客様に独自の技
術をお届けしております。
▷[連携]大学・公的研究機関と連携しながら、常に新しい技術
開発に力を注ぎ最先端の商品を創り続けております。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

メリット
構想設計から試作・開発
▷お客様のご要望を伺い、
試験機の製作まで一貫して対応しております。
・お客様の視点に立った提案営業
・各種計測試験に特化したオプト・メカトロ技術
・日々進化する技術を的確にとらえ呼応した
技術・品質の提供
上記の3つの力を連携しながらお客様にご満
足いただける
「商品・技術・サービス」
を提供
いたします。
さまざまなお客様のご要望にお応えいたします。

株式会社スペースクリエイション
電話
浜松市南区増楽町1341-1
FAX
代表取締役 青木 邦章 設立年月 1987年2月2日
URL
50,000千円
従業員数 15名（2022年11月時点） 問合せ担当

053-447-2755

053-447-2833
http://www.spacecreation.co.jp/
青木、細田

精密機器の設計、製作
静岡県浜松市
国内外自動車＆建機＆農機・ティアワン部品・ベアリング＆メタル・石油関連メーカ各社

ベクトル 株式会社
■機械装置

技術･サービス
■マーキング装置（刻印機）のご紹介

①打刻式マーキング装置（刻印機）
のメリット
・ワークの表面状態（汚れや油膜）や、形状（球
面、傾斜面、鋳肌面）
を問わず、金属素材や硬
質プラスチック等へ刻印が可能です
・テイキンやプレスに比べ低衝撃のため、刻印に
よるワークの変形や破損等の心配はほぼあり
ません
②多彩なバリエーション
・刻印行毎に打刻力（刻印深さ）の調整可能：
VM6040電磁ペン、VM3770Aエアペン
・高速刻印でサイクルタイム削減：VM1250マ
ルチペン
・低騒音刻印で環境に配慮：VM2030超音波ペ
ン、VM7830B超音波ペン
・イニシャルコストの抑制：VM2010 エアペン、
VM2140電磁ペン
（仮）
・ランニングコストの抑制：VM7830B超音波ペン

強み

メリット

▷
「安心・安全」
をキーワードとしたものづくりにおける、
トレーサ
ビリティシステム構築のために、物そのものに製造情報等を
刻印する、マーキング装置（刻印機）の開発・設計から販売・
サービスまで一貫して行っている刻印機の専門メーカーで
す。
（前身となる
『安藤電気』時代を含め約30年の実績です。）
これまでの実績や経験の中で培ってきた技術・ノウハウをも
とに、
お客様のニーズに合った製品を提案し、経験や知識豊富
なメンバーで迅速かつ適切なサポートを提供致します。

〜マーキング（刻印）によるトレーサビリティの
実現を支援します。
〜
▷約30年間、マーキング装置（刻印機）に携
わってきた技術力と知識を活かし、工場のイ
ンラインで各種部品に刻印する装置から、
事務所等（オフライン）の静かな環境で銘板
等に刻印する卓上型の装置まで、幅広いライ
ンナップでお客様のニーズに合った提案を
致します。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

053-573-3838

ベクトル株式会社
電話
湖西市駅南二丁目12-16
FAX
053-577-0118
代表取締役 甲斐 博 設立年月 2002年3月26日
https://www.vecc.jp/ ベクトル株式会社（@vectorcoltd）https://twitter.com/vectorcoltd
URL
49,500千円
従業員数 32名（役員を除く） 問合せ担当 販売促進部 白井 尊康
産業用マーキング装置
（刻印機）
、
環境機器ならびにこれらの関連機器の研究・開発・設計・製造・仕入れ・および販売・据付工事
本社
（静岡県湖西市）
、
東日本営業所
（東京都大田区）
、
SOHO西日本
（広島県西区）
、
BEKUTORU
（THAILAND）
Co.,Ltd.
（タイ）
自動車及び自動車部品メーカーをはじめ、鉄鋼、鋼材、重機、建機、工作機械、
電子機器メーカー

株式会社

ANSeeN

■センサ

技術･サービス
■放射線の計測からイメージングまで
幅広く対応可能です
【製品】
▷放射線計測機器
エックス線、
ガンマ線、
中性子線などのスペクトルを計測可能な機器
▷エックス線センサ
半導体型のエックス線、
ガンマ線のセンサ
▷中性子センサ
シンチレータ型の中性子線のセンサ

【受託サービス】
▷放射線線量計測・スペクトル計測
線源の線質評価や、測定対象物の透過特性評価
▷蒸着成膜（半導体プロセス）
化合物半導体への成膜やデバイス化
▷エックス線透過撮像・3DCT撮像
弊社センサとマイクロCTを用いた高解像度撮像

強み

メリット

▷ものづくり
（試作）
も含めた研究開発をできるため、新規事業
等のコンセプト検証（PoC）
を短時間で完了できます。
大学との連携により様々な段階
（基礎研究、
検証、
製品化開発）
の総合的な研究開発ソリューションを提供可能である。
また、
自社でもX線センサの製造販売を行っており、大手電力会社、
重工重電メーカーと多数共同開発案件を実施した実績があ
ります。

▷1.従来の放射線、エックス線、
ガンマ線では
実現できなかった検査ソリューション・技術の
提供
▷2.短期間・低価格でのPoC
▷3.半導体プロセス、
回路設計、
PCBレイアウト、
アナログ・デジタル信号処理、組込マイコン、
FPGA、筐体設計、製品化までに必要な一貫
した開発リソースの提供

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社ANSeeN
浜松市中区和地山3-1-7-202
代表取締役 小池 昭史 設立年月 2011年
129,625千円
従業員数 12名
放射線検出器の設計・開発、及び製造・販売
浜松市
国立大学、国立研究所、電力会社、重工・重電メーカー

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-522-7708
050-3730-3631
http://anseen.com
小池 昭史

富士セラミックス

株式会社

■センサ

技術･サービス
■圧電セラミックス技術で
社会の発展に貢献します！

▷機械的エネルギーを電気的エネルギーに、
電気的エネ
ルギーを機械的エネルギーに相互変換できる圧電セラ
ミックスは、
自動車産業をはじめ、
医療機器・海洋機器・家
庭用電気製品などの幅広い分野で利用されています。
▷圧電素子群
ノックセンサや筒内圧センサの検出素子として利用
されています。圧電セラミックスの豊富な材料群のな
かから用途に好適な素子を提供いたします。
▷圧電応用製品群
圧電セラミックス素子を他部材と一体化、
あるいはケーシ
ングした製品群です。
空中超音波センサが近接障害物
検知
（コーナーセンサ）
に利用されている他、
高感度空圧
センサを用いて生体情報の検知を行うことも可能です。
▷圧電センサ群
加速度センサ、AEセンサ、
フォースセンサといった各
種計測・試験・設備診断に好適な圧電型のセンサ製
品を取り扱っております。

強み

メリット

▷1975年の創業以来40年以上にわたり、独立系圧電セラ
ミックスメーカーとして圧電セラミックス技術の幅広い可能
性を切り開いてまいりました。
▷研究・開発から製造、販売に至るまでのすべてのプロセスを
自社で行っています。
▷圧電セラミックスの原料配合から一貫した生産システムを
構築することによって高品質なものづくりを可能としています。
▷1,000社を超える取引企業数は信頼の証です。

▷圧電セラミックスを利用した振動制御や新たな
超音波応用、
圧電発電等の技術開発のお手伝
いをいたします。
▷1個からの少量多品種製品や特注品、数百万
個の量産品など、お客様の様々なニーズに
対応いたします。
▷環境に配慮した非鉛圧電材料の開発にも取り
組んでおり、
ご要望に応じて製品へ適用する
ことも可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社富士セラミックス
富士宮市山宮2320-11
代表取締役 清治 裕 設立年月 1975年4月21日
45,000千円
従業員数 250名

電話

0544-58-4651（代表）

FAX
0544-58-1413
https://www.fujicera.co.jp/
URL
問合せ担当 開発部 深澤 直紀
圧電セラミックス素材および各種圧電応用センサ・アクチュエータの製造販売
本社工場、北工場、外神工場、北山工場、白糸工場
パナソニックグループ、JFEスチールグループ、
オリンパスグループ、
ニコングループ、
キヤノングループ、他多数
ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016（白糸工場）

新日本特機 株式会社
■計測機器

技術･サービス
■xEV開発技術のご提案

○振動衝撃試験機
▷xEVおよび電装部品は、路面振動及び路面からの衝撃
により想定以上のダメージを受けるため、機械的な振動
衝撃を連続的かつ無人で入力可能な耐久試験機をご提
案します。装置概要はローラーにカムを取り付け、路面
振動及び飛び跳ね時の衝撃を簡易的に再現することに
よって、バッテリー、モーター・ジェネレーター、パワーコ
ントロールユニットおよびハーネスなどの耐振動、耐久性、
耐擦れ摩擦の評価が可能です。

加振シャーシ
（模型）

○耐熱性確認試験機
▷低高温湿度環境下で耐えられるよう断熱処置及び結露
対策をした環境槽付シャーシダイナモメーターをご提案
します。車両状態での発熱確認及び温湿度環境下にお
ける耐久試験が可能です。
高低温シャーシダイナモメーター

強み

メリット

▷1970年の設立から半世紀以上、
自動二輪車・四輪車の試験機
を製造してきました。各種ダイナモメーターやトランスミッ
ションの試験機をはじめ、
クラッチやエンジンの試験機等を
国内外の自動車メーカーおよびTier-1サプライヤーに納入
しております。従来の試験機開発だけに留まらず、技術進化
が著しいEVの分野や船外機・農業用機械といった分野などに
おいても、
新たな試験機の開発に取り組んでいます。

▷試験機開発に携わり蓄積されたノウハウで
試験目的に最適な試験機をお客様のご要求
に合わせカスタムで開発を行っております。
加えて上述の試験室や環境槽といった付帯
設備を含め、設計から製造、納入、据付まで
一貫した生産体制を構築しており、お客様の
業務負担を軽減いたします。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

新日本特機株式会社
浜松市西区大久保町1349
代表取締役社長 山内 致雄 設立年月 1970年2月3日
21,700千円
従業員数 86名

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-485-5121（代表）
053-485-5521
https://www.shinnippontokki.co.jp/
営業技術課 望月 崇史

2輪車･4輪車･船外機用試験機器の開発･製造･販売
浜松市西区
スズキ
（株）
、
ヤマハ発動機
（株）
、
本田技研工業
（株）
（
、株）
エフ・シー・シー、
（株）
アイシン、
他
ISO 14001:2015

パルステック工業 株式会社
■計測機器

技術･サービス
▷電子技術、精密機械技術、光波センシング技術、
ソフトウエア技術を複合した製品開発を得意と
し、
３Dスキャナ、
X線残留応力測定装置、
光ディス
ク検査・評価・調整装置その他光応用製品を多数
製品化しています。
近年では光波センシング技術を応用したやＤＮＡ
解析装置を開発したり、
労働人口減少に対応する
ためロボットを使用したシステム化、非接触で鋼
材の硬さムラを測定する装置など、
新たな事業領
域へも積極的に取り組んでいます。

ポータブル型残留応力測定装置
μ-Ｘ360ｓ

硬さムラ測定装置
muraR ロボットシステム

強み

メリット

▷創業当初から
「研究開発型モノづくり企業」
を志向し、既製品
では対応困難な省力化機器や検査設備などを数多く手掛け、
お客様の生産性向上や品質向上に寄与して参りました。
お客様のニーズにお応えするため、
各種学会活動や展示会活動
を積極的に行い製品開発に活かしています。例えば、主力
製品であるポータブル型X線残留応力測定装置は、一般社団
法人日本塑性加工学会から2015年に技術開発賞を、
一般社団
法人日本塑性加工学会より
「平成27年度技術開発賞」
を、
公益社団法人精密工学会より
「2020年度
（第4回）
精密工学会
ものづくり賞 最優秀賞」
を受賞しています。

▷解決困難な課題、特注設備、共同開発、技術
者派遣などお客様のニーズに合わせ、最適な
解決策をご提案します。
自動車関連分野では、
「割れ」
や
「ひずみ」
の起因
となる加工前後の部品やモータに使用される
電磁鋼板の残留応力測定、
熱処理効果、
切削・
研磨による
「焼け」検出などに役立つ硬さムラ
測定など計測サービス・装置販売を行ってい
ます。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

パルステック工業株式会社
浜松市北区細江町中川7000-35
代表取締役社長 鈴木 幸博 設立年月 1969年11月1日
1,491,375千円
従業員数 161名

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-522-3611（代）
053-522-3666
https://www.pulstec.co.jp
営業部 主席 加藤 達也

電子応用機器・装置の製造及び販売
本社（浜松市北区細江町） 東京営業所（東京都品川区五反田） PULSTEC USA,INC.（アメリカ：営業拠点）
自動車関連各企業、鉄鋼材料関係各社および軸受けメーカー各社など
ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO13485:2016

株式会社

AKAMATSU

■電気・電子機器

技術･サービス
▷弊社が開発した停
電時電源切替シス
テム エレクピース
は、停 電 時に発 電
機や太陽光発電シ
ステム等、
外部電源
を用いて建屋へ安
全に電気を供給す
るシステム。
外部電
源として自動車（ハ
イブリット車・PHV・
EV・FCV車）
からで
も屋内に電気を供
給できます。

体育館を避難所とした電気供給イメージ図

名古屋市消防局
八社消防団に導入
（2021年11月）

強み

メリット

▷静岡県を中心に市内外で既に340ヶ所以上の納入設置実績
のある停電時電源切替システム エレクピース。
九州でも広がり
つつあります。エレクピースは安全の保障となるJET認証も
取得しており、業界の関連法規に準拠し安全に屋内に電気を
供給することが可能な製品です。
自治体によっては避難所での
設置に補助金制度が受けられる場合もあります。

▷避難所等の公共用・一般建屋用・アパート用と各種ありま
す。建物に合わせ一部オーダーも可能です。工事は「既設
分電盤から屋外中継BOX」間の工事だけで、
とても簡単。
使用時、煩わしい操作は一切なく
「切替レバー」
を切替える
だけです。自動車や発電機(ガソリン・LPガス)などの電気
が安全で簡単に屋内で使用できます。自動車メーカーの
枠を超えた多くの車種と接続が確認されているHONDA
の可搬型外部給電器Power Exporter 9000を使用す
ると屋内でも100Vと200V同時出力が可能です。定格
出力9KVA。安定した電気を屋内に安全に供給できます。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社AKAMATSU
磐田市大立野４５０
代表取締役 赤松 重秀 設立年月 2021年9月
1,000千円
従業員数 1名

電話

FAX
URL
問合せ担当
エレクピースに関する相談･販売、銀イオン水（除菌）販売
静岡県磐田市
官公庁 他

090-1410-4381
0538-37-5243
赤松 重秀

アポロ電気 株式会社
■電気・電子機器

技術･サービス
■１）高圧電源の研究開発
▷充電器や電源の技術要素を応用し高圧電源の研究開発を進めてま
いりました。現在は電流μAオーダーですが電圧１0０ＫＶまでを実現
可能と致しました。小型軽量による省力設計を可能とし、今後も電圧
値の上限拡大を目指し研究開発を進めてまいります。

■２）車載用密閉型充電の研究開発
▷モビリティー車から普通車まで今後充電器の重要性がさらに高ま
ると考え､車載用密閉型充電器の研究開発を実施してまいりました。
1.5ＫＷを最大容量とし密閉構造の研究や小型化に向けた省力化
などを実現するため研究開発を進めてまいりました。

高圧電源ユニット DC１0０KV

■３）双方向ユニットの研究開発
▷今後の需要性から充電も行え電源にもなる双方向ユニットの必要
性が高まると考え､双方向ユニットの開発を進めております。電源ラ
インに接続すれば充電を開始し、負荷を接続すれば電源となるな
ど１ユニットで行うことで省力化、小型化の実現を目指し研究を
進めております。

車載用密閉型充電器

強み

メリット

▷当社は、研究開発会社としてお客様のご要望やニーズにお答
えする会社を目指しております。
お客様の課題などにお答えし
お客様に対してより良い解決策をご提案し、良い製品が提供
できるよう取り組んでおります。社内生産の体制も構築し、
数量の多い製品に対しましては海外の協力会社様でご対応
出来るよう、
万全の体制でお客様のご要望にお応えいたします。
研究、開発、製造委託品などさまざまなご対応が出来るよう
取り組んでおります。

▷研究テーマのご支援や委託開発のご支援、
委託開発における小ロット生産の対応や、
製造委託に関する対応、
また数量の多い製品に
対しては海外協力会社での対応など、様々な
対応にお応えいたします。

0538-38-2228

企 業 名 アポロ電気株式会社
電話
所 在 地 磐田市匂坂中1600-11
FAX
0538-38-2898
代 表 者 名 代表取締役 太田 聡 設立年月 1968年12月
URL
http://www.apollo-elec.co.jp
従業員数 60名（2019年6月時点） 問合せ担当 営業部 早川 洋路
資 本 金 50,000千円
事 業 内 容 各種トランス・コイル、各種高圧トランス、各種高圧電源、各種充電器・電源機器、医療機器の研究開発、製造、販売
拠点（国内・海外） 磐田市、浜松市浜北区、浜松市北区、京都市山科区、台湾高雄
（株）、
ＧＳユアサエナジー
（株）、
（株）
レッカム、
他多数
主要取引先 （株）島津製作所、浜松ホトニクス
認証・規 格 ISO9001、ISO14000、ISO13485、経営革新事業計画認証（EV用中速充電器研究開発）

ティーアールシィー高田

株式会社

■電気・電子機器

技術･サービス
■1）
自動車部品製造
▷弊社は自動車部品のプレス、溶接の量産加工をおこなっています。
プレスは35t〜200tまで小物部品から大物部品まで幅広く対応し
ています。
また溶接に関してはロボットによる生産を主流とし、最近
ではカメラを使用して製品の取り出しから検査までの一貫した自動
化システムも導入しています。試作品や設備などの受注も多く、
社内にあるマシニングセンターなどの切削設備により、金型や治具
または設備に至るまで内製化しています。設備や治具に関しては
外販もおこなって、量産を考慮した設備や治具として好評をいただ
いています。
TRC高田

■2）バッテリー製造
▷2019年度より次世代バッテリーの製造を行っています。
次世代バッテリーとはリチウム鉄リン系複合酸化物という発火や爆
発しない上に穴が空いても海水につけても使用可能であり、
有毒ガス
も発生しないというバッテリーです。
自己放電率3%以下/年であり、
蓄電池として優れた性能を発揮します。そのためフォークリフト
バッテリーや非常用バッテリーとして展開しています。

電池セル

強み

メリット

▷自動車部品製造においては自動化生産や設備から製品完成
までの一貫した生産体制を得意としています。社内にて電気
回路設計もできるため設備の電気設計から対応可能です。
▷バッテリーにおいてはリチウム鉄リン系複合酸化物のバッテ
リーセルの輸入に関する独占販売権、独占製造権を海外セル
メーカーと締結しているため、
この種のセルを使った日本で唯
一のバッテリー製造会社です。

▷鉄、
ステンレス、
アルミの製品は試作品から設
備まで対応できるため、生産準備中に発生す
る問題点も共有化でき、設備に対応すること
ができます。
また社内にて量産をおこなってい
ることにより量産問題を把握した設備・治具
設計が可能です。
バッテリーに関しては発火や爆発の恐れがないの
で安全性に重点をおいた商品開発が可能です。
また有毒ガスが発生しないため、環境性を重
視した商品開発も可能です。

053-485-1423

企 業 名 株式会社ティーアールシィー高田
電話
所 在 地 浜松市西区西山町2468
FAX
053-485-2536
設立年月 1958年3月
代 表 者 名 髙田 修平
URL
https://www.trc-takada.jp/
従業員数 ５２名
資 本 金 10,000千円
問合せ担当 髙田 順也
の製造、量産設備・治具設計製造、バッテリー開発・製造
事 業 内 容 自動車部品（BODY部品）
拠点（国内・海外）
サクラ工業
主要取引先 岡本プレス工業、ベルソニカ、
・ISO9001:2015
認証・規 格 ・経営革新計画取得（安全性・環境性に優れた次世代高機能バッテリーの開発と事業化）

ナユタ

株式会社

■電気・電子機器

技術･サービス
■防水・耐衝撃・耐熱・耐振動

対応

▷防水性を確保するうえで樹脂を内部に充填する方法があり
ますが重量が重くなる、内部が開けられなくなる等の問題が
発生します。
また、密閉空間になるため熱対策が必要になり
ます。基板や外装品をビスで固定することにより振動衝撃
に弱くなります。
このような問題点を今までに培ってきた技術と経験で最終
製品に合わせた提案、設計、生産対応が可能です。

■軽量小型化

200W DDコンバータ

▷弊社独自の設計技術と次世代デバイスの採用を積極的に
行うことで成功した高効率化の融合により小型軽量化が
可能になりました。

■蓄電技術
▷電池の制御に関して多くの実績がございます。非常用蓄電
装置は弊社の技術を活かした自社製品になります。
また電池パックの設計も承ります。

Li-ion電池パック 120ｗｈ

強み

メリット

▷設立当初より、医療機器メーカ様と共同で電源・充電シス
テムの開発に携わってきました。厳しい仕様を要求される
ことで高い技術力を身につけることができました。
また自動
車業界に関しましても電気自動車用の電源・充電システム
の開発や電動アシスト付自転車のバッテリー充電器、
リチ
ウムイオン 電 池 のコントロール 基 板 ( B M U ) の 開 発など
様々な実績がございます。

▷設計、生産ともに国内（静岡県浜松市）の為
スピーディな対応が可能。
▷小ロット生産が可能

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社ナユタ
浜松市東区常光町398
代表取締役 羽深 英勝 設立年月 1993年4月
50,000千円
従業員数 45名
特殊電源の開発・製造・販売
静岡県浜松市
ISO9001、ISO14001

電話
FAX
URL
問合せ担当

053-434-8902
053-434-8954
http://www.nayuta-co.jp
渡邉 昭仁

ヒートラボ 株式会社
■電気・電子機器

技術･サービス
■透明ヒーター
▷視 認 性が必 要な箇 所 へ の 温 めに最 適な透 明フィルム
ヒーターです。着雪防止や融雪、結露防止、曇り止め対策に
有効です。

■エッチングヒーター
▷アルミ箔やステンレス箔 等の金 属 箔をエッチングして
ヒーター回路を形成するフィルムヒーターです。
ヒーターの
厚みが1mm未満で薄く軽い点が特徴です。従来製品の
軽量化や狭い隙間等への温めに適しています。形状や抵抗
値設計は比較的自由に設計できます。

透明ヒーター

■特殊スクリーン印刷
▷導電性インキや水系インキ等の扱いが難しい印刷、
あるい
は曲面への印刷や均一な厚みが必要な印刷等、特殊なスク
リーン印刷にも対応可能です。
エッチングヒーター

強み

メリット

▷特殊スクリーン印刷やアルミ箔エッチング加工、ヒーター
設計の技術及びノウハウを生かして、お客様の「温める」
と
いう課題に対して最適なソリューションをご提案致します。
R&Dをメインにしているので、自社国内ラボでは新素材
ヒーターの研究開発やお客様向けの試作品開発、小ロット
製造を中心に対応しており、量産時は海外提携工場におい
て弊社から技術指導を行いながら対応致します。まずはお
客様のお困りの内容をご相談ください。

▷お客様の状況に合わせて、
試作開発のみの対応
から量産まで対応可能です。
自社でヒーターの
設計から対応できますので、お客様の用途や
使用条件に合わせてオリジナル仕様でフィルム
ヒーターを開発することが可能です。
お客様が
抱えている課題に対して弊社から提案することも
可能です。
ヒーター材料の開発も各材料メーカー
と共同で行っておりますので、お客様が抱えて
いる温めるという課題に対して、
弊社製品だけで
なく様々な視点から提案することが可能です。

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

ヒートラボ株式会社
電話
(藤枝ラボ) 藤枝市大西町1-12-25
FAX
代表取締役 本間 達也 設立年月 2019年8月
URL
3,000千円
従業員数 3名（2022年11月時点）問合せ担当

054-689-0495

054-333-5546
https://heatlab.jp/
本間 達也
各種面状ヒーター製品・スクリーン印刷製品・エッチング加工製品の設計・試作開発・製造・販売
静岡県藤枝市
非公開
経営革新計画取得(透明ヒーター)

不二電子工業 株式会社
■電気・電子機器

技術･サービス
■①精密プレス品
▷弊社主力製品で、
スマートフォンに使用されるスイッチの主要部品である
ドームコンタクト
（接点の役目をするドーム型のバネ）
では、
お客様が
求める特性、
感触、
耐久性を具現化するため極薄のSUS材を 自由
に操る ことができるのは世界にも誇れる技術と自負しております。
その他、微細な加工を要求されるプレス品も得意としており、
量産性を含めた技術提案も積極的に行い常にコスト意識を持ち
お客様と、Win Win の関係を目指しております。

■②精密プレス金型
▷精密プレス加工を得意とする裏付けとして、
自社製作する金型
の加工技術が大きく貢献しており、
生産性も考慮したノウハウも
惜しみなく注ぎ込みトラブルの少ない安定した生産と、
品質に寄
与しております。

■③インサート成形品・アッセンブリ品
▷精密プレス品をインサートした成形技術も確立しており、
車載用
センサー、
コントローラーケース等の機構部品を各社に納入して
おります。
生産の自動化も積極的に推し進め、
インサート成形品に
電子部品をセミアッセンブリしての納入も一部行っております。

強み

メリット

▷自動化設備技術３つの強み
・インサート樹脂成形ラインの自動・無人化
・溶接・溶着ラインの自動・無人化
・多品種少量生産用の自動化設備
▷研究開発
・樹脂-金属リサイクル装置の開発（SDGs：12,13項）
・HV/EV車用 大電流用接続端子と溶接に変わる
新接続工法の開発
（次世代自動車技術革新対応促進助成事業（一般型）
に
採択頂きました）

▷車載用成形部品では試作〜量産まで一貫
生産体制で製品を提供いたします。
▷自動化設備技術の強みを生かし、お客様の
QCDにお答えいたします。
▷研究開発体制を強化しており、試作段階から
お客様へ提案型の企業を目指しています。

054-257-2800

企 業 名 不二電子工業株式会社
電話
所 在 地 静岡市駿河区東新田4-8-1
FAX
054-257-2533
設立年月 1963年11月
代 表 者 名 木村 保
URL
https://www.fuji-ele.co.jp/
従業員数 203名
資 本 金 675,000千円
問合せ担当 久保 大輔
事 業 内 容 車載用インサート成形、薄材料プレス部品の製造販売
拠点（国内・海外） 静岡県：静岡市、藤枝市 北海道：千歳市
デンソー、
（株）豊田自動織機、
シチズン電子
（株）
、
ミネベアミツミ
（株）
主要取引先 （株）
認証・規 格 ISO9001､ISO14001

スギヤマ工業

株式会社

■リサイクル技術

技術･サービス
■樹脂リサイクル
（再生ペレット加工、
物性評価試験）
▷押出成形機によるPC、ABS、AAS、
PMMAのリペレット生産。透明材に
も対応。
各 種 試 験 機による樹 脂 物 性 試 験に
て品質管理。

■自動車用樹脂試作開発部品の
各種製造トライ
▷射出成形、手加工、
テーピング、
アルミ
真空蒸着、塗装、組付の連続作業が
可能。

強み

メリット

▷廃プラスチックを再生リサイクルすることにより循環型社会
の形成。
SDGｓ、
カーボンニュートラルの目標達成に貢献していきます。
▷大手自動車部品メーカー（試作開発事業）
との取引実績が
あります。
射出成形ー表面処理ー組付の一貫生産が可能。多品種小
ロット生産に最適です。

▷樹脂リサイクルを行うことによってプラス
チック廃 棄 物の排 出 抑 制 、コストメリット、
環境面への貢献（地球温暖化防止、SDGｓ、
環境税の軽減）
が期待できます。
▷射出成形（金型検証、樹脂材料トライ他）、
真空アルミ蒸着、塗装、組付の各種製造トライ
が可能。長年の実績を基に、次世代自動車に
おける試作開発のお手伝いをいたします。

企 業 名 株式会社スギヤマ工業
電話
所 在 地 静岡市清水区草ヶ谷482
FAX
代 表 者 名 代表取締役社長 杉山 正和 設立年月 1966年1月
URL
従業員数 32名
資 本 金 10,000千円
問合せ担当
自動車用樹脂試作部品の各種製造トライ
事 業 内 容 樹脂リサイクル、
拠点（国内・海外） 静岡市清水区
ワードミクス 他
主要取引先 （株）小糸製作所、第一化成（株）、(有）
認証・規 格

054-366-2130

054-366-2194
http://www.sugiyama-ind.co.jp/
常務取締役 杉山 弘惠

中部日本プラスチック

株式会社

■リサイクル技術

技術･サービス

■1. 自動車用リサイクル原料の供給
■2. 工場内で排出される
プラスチックロス品の有効利用

強み

メリット

▷静岡県浜松市にて50年のプラスチックリサイクルの実績があ
り、
自動車部品メーカー様と取引させていただいております。
リサイクルとコンパウンドを強みとしており、お客様のご要望
に合わせてリサイクル原料の供給をさせていただきます。
また、工場内ロス品プラスチックのリサイクルも行っており、
お
客様の環境へ配慮したお取り組みを全面的にバックアップ致
します。
現在も海洋プラを利用した原料を自動車メーカーに供給して
います。

▷自動車用のリサイクル原料供給
▷産廃費用削減（工場内ロス品を資源として
有価買取致します）
▷SDGsへの取り組みのサポート

企 業 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
事業内容
拠点（国内・海外）
主要取引先
認証・規 格

株式会社中部日本プラスチック
浜松市東区大瀬町1844
代表取締役 雪下 真希子 設立年月 1975年11月21日
30,000千円
従業員数 77名

電話

053-433-1933

FAX
053-433-4140
URL
https://www.cnp.co.jp/
問合せ担当 人事部 鈴木 隆太
プラスチックのリサイクル加工､コンパウンド加工､プラスチック原料の輸出入､エコロジー商品の販売､SDGsコンサルティング
上石田工場（静岡県浜松市）、関東支店（栃木県）、岡山工場（岡山県）
豊田合成（株）、浜名湖電装（株）
（
、株）
デンソー、
（株）
スニック、
スタンレー電気（株）、信菱電機（株）、
ビューテック知多（株）、林テレンプ（株）

