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▼掲載企業（50音順）
１　愛知産業㈱

２　アルマック㈱

３　永進テクノ㈱

４　㈲NDSエンジニアリング

５　㈱F-Design

６　㈱オーエイ

７　㈱OMY

８　大沢工業㈱

９　㈱キャロットシステムズ 

10　㈱クフウシヤ

11　㈱クロスメディア

12　㈱コスモシステム

13　㈱コバヤシ精密工業

14　サーボテクノ㈱

15　㈱サンエイ電機

16　JET㈱

17　㈱シグマ工業

18　ステラ技研㈱

19　㈱ティアイティ

20　㈱テーエムシー

21　㈲テレビジネス

22　㈲中村電機

23　㈱ハイスポット

24　富士機工㈱

25　扶桑精工㈱

26　芙蓉実業㈱

27　㈱ボード・プランニング

28　マイクロテック・ラボラトリー㈱

29　㈱メディアプラス

30　㈱MEMOテクノス

31　ユタカ精工㈱

32　レボックス㈱
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メイド・イン・さがみはらが拓く
ロボット・イノベーション

会長挨拶

　センサーやネットワーク技術、AIなどの目覚しい進歩によっ
て、近年あらゆるものが「ロボット」として認識されるように
なってきました。自動車や家電、居住施設までもが広義的にロ
ボットの１つとして捉えられるようになり、ロボットの活躍の場
は、従来の製造現場から日常生活のあらゆるシーンへと本格普及
し始めています。
　日本でも、2020年の東京五輪に合わせたロボットオリンピック
「World Robot Summit」の開催が発表され、今年度はプレ大会
が開催されるなど、今後国内のロボット研究は更に加速していく
ことが予想されます。
　こうした昨今のロボットブームは、既に地域の中小企業が
ロボット市場へ本格参入すべき程の水準に達しつつあります。
ロボットそのもの、あるいは要素技術・部品の開発、システム業者
のSIerとしてのロボット運用、またロボットを活用した事業への
付加価値の付与など、ロボット分野で見込まれる新ビジネスは、
今後さらに拡大していくことでしょう。
　さがみはらロボットビジネス協議会は2014年、中小企業の
ロボット市場へのビジネス参入を目的に設立され、今年で５年目
となりました。相模原市内の企業、大学や金融機関、行政、支援
機関が一体となって普及、啓蒙、研究開発、導入支援等に取り組み、
着実にロボットビジネスに取り組む企業体は増加してきています。
　相模原はもともと「内陸工業都市」として長い間積み重ねられて
きた確かな技術を持つ企業が多く集積する地域であり、ものづくり
という視点から、ロボットビジネスを通じた社会への新たな価値
創造を実践していければと存じます。
　本ガイドブックでは、相模原市の優れた技術を持つ企業の一端を
紹介しているにすぎませんが、皆様の新たなロボットビジネスの
発想や事業化に貢献できれば幸甚です。

さがみはらロボットビジネス協議会
会長　金沢　　勇

軍都から工業都市へ

戦前、軍事都市として時代の脚光を浴びた相模原。
当時の軍都計画で整備された国道16号をはじめとする道路網などは、
その後半世紀にわたって相模原の発展を支える礎となります。
戦後はその固い地盤、広大な土地を活かした工業都市化が図られ、
大規模工業団地の建設や積極的な大企業の誘致が進み、関連企業の集積も飛躍的に増加、
電気機械や金属製品を中心に全国有数の内陸工業都市へと発展を遂げました。
現在は東京都心や横浜をはじめ、幅広い圏域との充実した交通網を背景に、
日本を代表する企業の基幹工場や研究施設が多く立地するなど、
首都圏の経済を支える生産・研究拠点として着実な発展を続けています。

時代をリードする相模原市

相模原市は、今や人口72万人、活力ある産業と豊かな自然を兼ね備えた政令指定都市として、
多くの人や企業に選ばれる広域交流拠点となりました。
今後も圏央道のインターチェンジ開設に伴う周辺地区の産業集積、2027年予定のリニア中央新幹線の開業、
また、在日米軍基地の一部返還などによる中心市街地の整備や、
小田急多摩線の市内への延伸の実現化に向けた取組などが予定され、
50年先、100年先を見据えた大規模プロジェクトが進行しています。

「介護から宇宙まで」ものづくりの最先端を

これからも、ものづくりが日本経済を牽引する柱になることは間違いありません。
相模原には独創性に富んだ唯一の技術で活躍する中小企業や、
真似のできない高度技術が集積する数々の工業団地、
さらに宇宙科学の研究拠点である宇宙航空研究開発機構（JAXA）も存在し、
ものづくり技術において高いポテンシャルが秘められています。
長い歴史の中で培われた相模原のものづくり企業が今
「さがみロボット産業特区」の追い風を受け、
介護ロボットから宇宙産業まで、新時代のロボットビジネスを切り拓きます。
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産業ロボット
システムインテグレーター

Aichi Sangyo Co.,  Ltd.

担当：システム製造部　古田 真也　TEL 042-786-2206　FAX 042-786-2203　E-mail furuta@aichi-sangyo.co.jp

代表より一言企業DATA

弊社は昨年設立80周年を迎え、弊社が
取扱う世界最先端技術やニーズを最大
限に活かすロボットを用いたシステムイ
ンテグレートと共に独自のFA設計・オ
リジナル製品の提供・オンサイト向け自
動機の提供をしています。

代表取締役社長　井上　博貴

創立以来、自動車・造船・化学・原子力産業等の大手企業に技術提供
を行い、日本のものづくりを支えてきました。「愛知産業が取り扱う
世界の先端技術」「豊富な実績」「独自性のある技術陣」の３つの強みに
より、機動力・クイックレスポンス・ハンズオンサービスを提供し、
顧客満足度の向上と、日本のものづくり・豊かな未来の構築に貢献い
たします。
随時相模原事業所工場内見学可能です。愛知産業エンジニアリング本
部の持つ３つの強みを、感じ取ってください。事前に下記まで、ご連
絡お願い致します。

自動化による「人手不足解消」「環境改善」「品質改善」をご検討の方は、ご相
談ください。
設計・開発から、仕入れ、組立、検査、試運転、納入までの一貫体制をと
り、お客様のニーズに応える自動化システムのトータルソルーションを提供
します。

住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-3-15
　　　　　　　TEL 042-786-2206　FAX 042-786-2203
設  立  年  月　1937年９月　　資本金　8,600万円 　従業員数　150名
ホームページ　http://www.aichi-sangyo.co.jp/
代 表 メ ー ル　inquiry@aichi-sangyo.co.jp
主な保有設備　SLM3D金属積層造形システム、トルンプＬMD（レーザ・メタル・デポジション）装置
　　　　　　　6軸ハンドリングロボット（ダイヘン製、KUKA製）、各種（TIG、MIG、レーザ、抵抗）溶接装置
　　　　　　　三次元測定機FARO、走査型電子顕微鏡、金属顕微鏡、高速度カメラ、旋盤、フライス盤
　　　　　　　ボール盤、10ton ／５ton親子クレーン

産業ロボット
システムインテグレーター

ALMAC Co.,  Ltd.

担当：営業総括　篠原 均　　TEL 042-764-2462　FAX 042-761-1308　E-mail almac@dream.jp

代表より一言企業DATA

弊社は自動化のプロ集団です。ロボット
を含めた自動化設備で、お悩みの場合
はお気軽にご相談ください。
経験豊富な弊社社員から適切なご提案
をさせて頂きます。

代表取締役社長　松村　泰昌

組立後にQRコードを印字する事により、全
ての組立工程の検査DATAと紐付きで管理
する事が出来ます。

フリーフローコンベアを使った全自動タ
イプの組立装置です。搬送パレット上で
ワークの組立を行っています。
パレットにはRFID（IDカード）が取付
して有り、全ての組立DATAを管理する
事が出来ます。

カメラを搭載したロボッ
ト を 使 い、シ ー ケ ン
サー・タッチパネル・ロ
ボットプログラムの教育
に使用出来ます。

ロボットを使用した自動組立装置・自動搬送装置・自動計測装置を設計➡加
工➡組み立て➡調整（ロボットプログラム＆ティーチング～ PLCとの連動
運転）までを正規社員により敏速な対応を、行っています。

住　　　　所　〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田1-14-33
　　　　　　　TEL 042-711-8980　FAX 042-711-8979
設  立  年  月　1984年６月　　資本金　1,000万円　　従業員数　25名
ホームページ　http://www.maroon.dti.ne.jp/almac/
代 表 メ ー ル　almac@dream.jp
主な保有設備　マシニングセンター：2台　汎用フライス：5台　旋盤：2台
　　　　　　　ラジアルボール盤：２台　溶接設備
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して有り、全ての組立DATAを管理する
事が出来ます。

カメラを搭載したロボッ
ト を 使 い、シ ー ケ ン
サー・タッチパネル・ロ
ボットプログラムの教育
に使用出来ます。

ロボットを使用した自動組立装置・自動搬送装置・自動計測装置を設計➡加
工➡組み立て➡調整（ロボットプログラム＆ティーチング～ PLCとの連動
運転）までを正規社員により敏速な対応を、行っています。

住　　　　所　〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田1-14-33
　　　　　　　TEL 042-711-8980　FAX 042-711-8979
設  立  年  月　1984年６月　　資本金　1,000万円　　従業員数　25名
ホームページ　http://www.maroon.dti.ne.jp/almac/
代 表 メ ー ル　almac@dream.jp
主な保有設備　マシニングセンター：2台　汎用フライス：5台　旋盤：2台
　　　　　　　ラジアルボール盤：２台　溶接設備
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産業ロボット
システムインテグレーター

NDS ENGINEERING
CO., LTD.

担当：技術部　栗原 紳一　TEL 042-760-2789　FAX 042-703-4922　E-mail LET02371@nifty.ne.jp

代表より一言企業DATA

創業21年を迎え、新たに発足したシス
テムインテグレータの初代会員となりま
した。新技術を導入し進取の精神でお
客様のニーズにお応えする所存です。

代表取締役　長岡　哲也

本設備は、従来の産業用ロボットと異なり、安全
柵を必要としない人と共存する協働型ロボットの
開発機です。
昨年は、ねじ締め作業や部品供給・取り出し作業
の自動化の開発を行いました。
人手不足の昨今、その利用可能な裾野は広く、弊
社が手掛けてきたFA業界に留まらず、サービスロ
ボットとしても開発中です。

本装置は主に自動車部品において、気密性
を必要とするシール材を塗布する自動機械
です。
XYZの三軸ロボットを使用し、多品種に対
応可能です。

本装置は指定のナットを、一定トルク
にて高速で締め付ける装置です。六軸
多関節ロボットを使用しています。
製品の供給並びに、ナットの供給も完
全自動化された装置です。

主に金属業界の自動化機器を、多く取り扱っております。
産業ロボット・サーボモーター・スポット溶接機等を使用した、装置・生産
ライン等の設計から製作までを得意としており、生産設備の機構設計から装
置立上げまで、一貫した業務に対応しています。

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名5407-2
　　　　　　　TEL 042-760-2789　FAX 042-703-4922
設  立  年  月　1998年２月　　資本金　300万円　　従業員数　10名
ホームページ　http://www.nagaokads.com
代 表 メ ー ル　LET02371@nifty.ne.jp
主な保有設備　NC加工機　２台、汎用フライス　２台、６尺旋盤

製缶（TIG溶接）

産業ロボット
システムインテグレーター

Eishin Techno Co.,Ltd.

担当：代表取締役　鈴木 道雄　TEL 042-773-6238　FAX 042-773-6548　E-mail suzuki@eishin.info

代表より一言企業DATA

永進テクノはロボットシステムのインテ
グレーターとして地域に根付いた活動を
しています。また、「ECO EiT」という
自社ブランドの浮上油・スラッジ回収装
置をメーカーとして、日本全国・アジア
へ販売をしています！

代表取締役　鈴木　道雄

3D視覚認識システムとティーチングレス技術を搭載した
ロボットシステム。ピッキングから整列まで、この一台
で実現します。

単純、けれどなくてはならない作業をロボットや専用装
置に移行し、本来、人が行うべき付加価値の高い仕事
を、なくてはならない人が行う。
製造業が本来あるべき環境を提案する事が、自社ブラン
ド　ECO EiT SERIES ＝ 工場省力化製品 としてのコン
セプトです。
設備屋の見地から、省力機械の設計製作も得意としてお
り、お客様との綿密な打合せを通して、理想となる製品
を作り上げます。
また、ロボットだけでなく、板金部品・溶接加工のご依
頼にもお応えし、治具・治工具の製作・組立・設置まで
承ります。
仕事の効率化や安全性の向上など、製造業の生産工程最
適化のお手伝いをいたします。

ストローク増幅機構、把持確
認用ファイバセンサを搭載し
た、バラ積みピッキング対応
マルチロボットハンドです。

自社ブランド　省力化製品「ECO EiT」エコイットシリーズの開発・製造・
販売/ ロボットシステムの設計・製造 / ロボットや自動機など工場内設備の
修理・改造・移設 / エネルギー関連(発電)の部品や配管 / ユニット等の設
計・製造 

住　　　　所　〒252-0134　神奈川県相模原市緑区下九沢1630-2
　　　　　　　TEL 042-773-6238　FAX 042-773-6548
設  立  年  月　1974年５月　　資本金　3,000万円　　従業員数　31名
ホームページ　http://www.eishin.info
代 表 メ ー ル　techno@eishin.info
主な保有設備　NC複合旋盤 SC-450M (中村留精密工業)、タテ型マシニングセンター FNC86-A20 (牧野フライス)
　　　　　　　6軸 ハンドリングロボットMZ04・MZ12-01 (NACHi)、7軸 ハンドリングロボットMR20L (NACHi)
　　　　　　　6軸 溶接ロボット TA-1400 (Panasonic)、コントローラMUJIN Pick Worker
　　　　　　　Canon マシンビジョンRV500 / RV1100　他
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産業ロボット
システムインテグレーター

NDS ENGINEERING
CO., LTD.

担当：技術部　栗原 紳一　TEL 042-760-2789　FAX 042-703-4922　E-mail LET02371@nifty.ne.jp

代表より一言企業DATA

創業21年を迎え、新たに発足したシス
テムインテグレータの初代会員となりま
した。新技術を導入し進取の精神でお
客様のニーズにお応えする所存です。

代表取締役　長岡　哲也

本設備は、従来の産業用ロボットと異なり、安全
柵を必要としない人と共存する協働型ロボットの
開発機です。
昨年は、ねじ締め作業や部品供給・取り出し作業
の自動化の開発を行いました。
人手不足の昨今、その利用可能な裾野は広く、弊
社が手掛けてきたFA業界に留まらず、サービスロ
ボットとしても開発中です。

本装置は主に自動車部品において、気密性
を必要とするシール材を塗布する自動機械
です。
XYZの三軸ロボットを使用し、多品種に対
応可能です。

本装置は指定のナットを、一定トルク
にて高速で締め付ける装置です。六軸
多関節ロボットを使用しています。
製品の供給並びに、ナットの供給も完
全自動化された装置です。

主に金属業界の自動化機器を、多く取り扱っております。
産業ロボット・サーボモーター・スポット溶接機等を使用した、装置・生産
ライン等の設計から製作までを得意としており、生産設備の機構設計から装
置立上げまで、一貫した業務に対応しています。

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名5407-2
　　　　　　　TEL 042-760-2789　FAX 042-703-4922
設  立  年  月　1998年２月　　資本金　300万円　　従業員数　10名
ホームページ　http://www.nagaokads.com
代 表 メ ー ル　LET02371@nifty.ne.jp
主な保有設備　NC加工機　２台、汎用フライス　２台、６尺旋盤

製缶（TIG溶接）

産業ロボット
システムインテグレーター

Eishin Techno Co.,Ltd.

担当：代表取締役　鈴木 道雄　TEL 042-773-6238　FAX 042-773-6548　E-mail suzuki@eishin.info

代表より一言企業DATA

永進テクノはロボットシステムのインテ
グレーターとして地域に根付いた活動を
しています。また、「ECO EiT」という
自社ブランドの浮上油・スラッジ回収装
置をメーカーとして、日本全国・アジア
へ販売をしています！

代表取締役　鈴木　道雄

3D視覚認識システムとティーチングレス技術を搭載した
ロボットシステム。ピッキングから整列まで、この一台
で実現します。

単純、けれどなくてはならない作業をロボットや専用装
置に移行し、本来、人が行うべき付加価値の高い仕事
を、なくてはならない人が行う。
製造業が本来あるべき環境を提案する事が、自社ブラン
ド　ECO EiT SERIES ＝ 工場省力化製品 としてのコン
セプトです。
設備屋の見地から、省力機械の設計製作も得意としてお
り、お客様との綿密な打合せを通して、理想となる製品
を作り上げます。
また、ロボットだけでなく、板金部品・溶接加工のご依
頼にもお応えし、治具・治工具の製作・組立・設置まで
承ります。
仕事の効率化や安全性の向上など、製造業の生産工程最
適化のお手伝いをいたします。

ストローク増幅機構、把持確
認用ファイバセンサを搭載し
た、バラ積みピッキング対応
マルチロボットハンドです。

自社ブランド　省力化製品「ECO EiT」エコイットシリーズの開発・製造・
販売/ ロボットシステムの設計・製造 / ロボットや自動機など工場内設備の
修理・改造・移設 / エネルギー関連(発電)の部品や配管 / ユニット等の設
計・製造 

住　　　　所　〒252-0134　神奈川県相模原市緑区下九沢1630-2
　　　　　　　TEL 042-773-6238　FAX 042-773-6548
設  立  年  月　1974年５月　　資本金　3,000万円　　従業員数　31名
ホームページ　http://www.eishin.info
代 表 メ ー ル　techno@eishin.info
主な保有設備　NC複合旋盤 SC-450M (中村留精密工業)、タテ型マシニングセンター FNC86-A20 (牧野フライス)
　　　　　　　6軸 ハンドリングロボットMZ04・MZ12-01 (NACHi)、7軸 ハンドリングロボットMR20L (NACHi)
　　　　　　　6軸 溶接ロボット TA-1400 (Panasonic)、コントローラMUJIN Pick Worker
　　　　　　　Canon マシンビジョンRV500 / RV1100　他
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Oei Inc.

精密板金部品を、板金-溶接-塗装-印刷の一貫生産で提供しま
す。最新鋭のファイバーレーザー加工機は微細加工や銅・ア
ルミ・真鍮の切断にも対応し、また焼付塗装も自社内で行っ
ています。高度な管理体制（ISO9001・14001認証取得）と、
国家技能資格者の養成、青山学院大学との産学連携による改
善活動、県溶接コンクールでの優勝など、人材育成にも力を
入れています。近郊の100社以上のお客様に地域密着型コンビ
ニエンス企業として、試作から量産まで高品質・低価格・短
納期で対応します。

鉄・アルミ・ステンレス・銅・真鍮等の薄板中心の精密プレス板金・溶接・
焼付塗装・シルク印刷・組立梱包。ロボット、システムキッチン、産業機
械、車両、検査測定機器等の板金部品を、試作から量産まで対応。
ISO9001、ISO14001認証取得

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：営業課(課長)　宇野 武史　TEL 042-762-4021　FAX 042-762-4027　E-mail bankin@oei.co.jp

ワンストップ生産を強みとする精密プ
レス板金業です。誠実・創造をモッ
トーに、地元ネットワークによるコラ
ボレーション事業で様々なものづくり
にチャレンジしています。

代表取締役社長　久保　　誠

代表より一言企業DATA

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3039-16（第１工場）
　　　　　　　TEL 042-762-4021　FAX 042-762-4027 
設  立  年  月　1976年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　47名
ホームページ　http://oei.co.jp
代 表 メ ー ル　mak@oei.co.jp
主な保有設備　ファイバーレーザーパンチング複合機、レーザー切断加工機、ターレットパンチ

プレス、パワープレス、プレスブレーキ、各種溶接機（TIG、半自動、ロボッ
ト、スポット、YAGレーザー )、焼付塗装設備一式（パーカー設備、コンベアラ
イン、バッチ炉、溶剤・粉体塗装）、シルクスクリーン印刷、３次元CAD

F-Design Co. Ltd.

“本質を捉えた「高ユーザビリティデザイン」×「高品質設計」のご提案”
●深い知識と豊富な経験を有する「プロダクトデザイナー」＆「機械・電気設計者」が、製品・商品
開発の背景をも考慮したものづくりを支援します。

●保有する「構造解析ソフト」と「3Dプリンター」とを有効に活用することで、短納期・軽量化・
低コストが可能となり、高付加価値化を生み出します。

多分野での様々な開発支援実績に基づく経験を強みとした新製品・商品開発
を得意とし、近年では、ロボットや医療・福祉機器開発に注力しています。
一貫したものづくり「企画→デザイン→設計→試作→試験・評価」を支援する
開発コーディネーターとして、開発に対する皆様の想いを的確に汲み取り、
成功への道を拓きます。

設計・加工・組立

担当：藤本 恵介　TEL 042-770-9607　FAX 042-770-9207　E-mail fujimoto@f-ds.jp

●自動車ボディの溶接設備や様々
な製品の製造設備

●製造ラインロボットのハンド開発

2006年の創業以来、ものづくりの開発
支援を続けてまいりました。小規模企
業ならではの小回りの利く体制のもと、
当社の強みを存分に活かし、本質を捉
えた提案をいたします。

代表取締役　藤本　恵介
住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30　
　　　　　　　さがみはら産業創造センター（SIC-2）602号室
　　　　　　　TEL 042-770-9607　FAX 042-770-9207
設  立  年  月　2006年11月　　資本金　300万円　　従業員数　17名
ホームページ　http://f-ds.jp
代 表 メ ー ル　fujimoto@f-ds.jp
主な保有設備　3D-CAD： CATIA V5、SolidWorks、ThinkDesign、
　　　　　　　構造解析： solidThinking、3Dプリンター： FORTUS 250mc

代表より一言企業DATA

●カーボンコンポジットを利用したドローンの筺体開発など
●自社製品「さがみはら発　福祉ロボット」を開発中
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Oei Inc.

精密板金部品を、板金-溶接-塗装-印刷の一貫生産で提供しま
す。最新鋭のファイバーレーザー加工機は微細加工や銅・ア
ルミ・真鍮の切断にも対応し、また焼付塗装も自社内で行っ
ています。高度な管理体制（ISO9001・14001認証取得）と、
国家技能資格者の養成、青山学院大学との産学連携による改
善活動、県溶接コンクールでの優勝など、人材育成にも力を
入れています。近郊の100社以上のお客様に地域密着型コンビ
ニエンス企業として、試作から量産まで高品質・低価格・短
納期で対応します。

鉄・アルミ・ステンレス・銅・真鍮等の薄板中心の精密プレス板金・溶接・
焼付塗装・シルク印刷・組立梱包。ロボット、システムキッチン、産業機
械、車両、検査測定機器等の板金部品を、試作から量産まで対応。
ISO9001、ISO14001認証取得

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：営業課(課長)　宇野 武史　TEL 042-762-4021　FAX 042-762-4027　E-mail bankin@oei.co.jp

ワンストップ生産を強みとする精密プ
レス板金業です。誠実・創造をモッ
トーに、地元ネットワークによるコラ
ボレーション事業で様々なものづくり
にチャレンジしています。

代表取締役社長　久保　　誠

代表より一言企業DATA

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3039-16（第１工場）
　　　　　　　TEL 042-762-4021　FAX 042-762-4027 
設  立  年  月　1976年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　47名
ホームページ　http://oei.co.jp
代 表 メ ー ル　mak@oei.co.jp
主な保有設備　ファイバーレーザーパンチング複合機、レーザー切断加工機、ターレットパンチ

プレス、パワープレス、プレスブレーキ、各種溶接機（TIG、半自動、ロボッ
ト、スポット、YAGレーザー )、焼付塗装設備一式（パーカー設備、コンベアラ
イン、バッチ炉、溶剤・粉体塗装）、シルクスクリーン印刷、３次元CAD

F-Design Co. Ltd.

“本質を捉えた「高ユーザビリティデザイン」×「高品質設計」のご提案”
●深い知識と豊富な経験を有する「プロダクトデザイナー」＆「機械・電気設計者」が、製品・商品
開発の背景をも考慮したものづくりを支援します。

●保有する「構造解析ソフト」と「3Dプリンター」とを有効に活用することで、短納期・軽量化・
低コストが可能となり、高付加価値化を生み出します。

多分野での様々な開発支援実績に基づく経験を強みとした新製品・商品開発
を得意とし、近年では、ロボットや医療・福祉機器開発に注力しています。
一貫したものづくり「企画→デザイン→設計→試作→試験・評価」を支援する
開発コーディネーターとして、開発に対する皆様の想いを的確に汲み取り、
成功への道を拓きます。

設計・加工・組立

担当：藤本 恵介　TEL 042-770-9607　FAX 042-770-9207　E-mail fujimoto@f-ds.jp

●自動車ボディの溶接設備や様々
な製品の製造設備

●製造ラインロボットのハンド開発

2006年の創業以来、ものづくりの開発
支援を続けてまいりました。小規模企
業ならではの小回りの利く体制のもと、
当社の強みを存分に活かし、本質を捉
えた提案をいたします。

代表取締役　藤本　恵介
住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30　
　　　　　　　さがみはら産業創造センター（SIC-2）602号室
　　　　　　　TEL 042-770-9607　FAX 042-770-9207
設  立  年  月　2006年11月　　資本金　300万円　　従業員数　17名
ホームページ　http://f-ds.jp
代 表 メ ー ル　fujimoto@f-ds.jp
主な保有設備　3D-CAD： CATIA V5、SolidWorks、ThinkDesign、
　　　　　　　構造解析： solidThinking、3Dプリンター： FORTUS 250mc

代表より一言企業DATA

●カーボンコンポジットを利用したドローンの筺体開発など
●自社製品「さがみはら発　福祉ロボット」を開発中

9さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018



OOSAWA
INDUSTRY CO.,  LTD.

上流からコンベアーにて、形、色、位置がバラバラ
な製品を画像処理により選別し指定の場所に収める
装置です。
コンベアー上を搬送される製品の形、位置、色を画
像処理によりパラレルリンクロボットが最適なハン
ドを選別し、コンベアーの速度と同期して製品を
キャッチし所定の場所に収めます。
基本のロボットの制御対応能力と外部との速度同期
技術、画像処理とロボットとの位置データのやり取
り技術、多種な製品に対応するハンドの設計技術が
必要です。
一番大切なロボットを最適に運用するための周辺設
備の自動化対応能力の技術力に当社の強みが有ると
思います。

当社が「ものづくり補助金」にて採択された「フード
テロを防止する為の搬送システム」に機能付加出来る
「24時間無人安定稼働」の６軸多関節ロボットによる検
査装置です。（開発案件）　

コンベアーにて搬送されてきた製品を所定の積載パ
ターンに６軸多関節ロボットにてパレットに積載する
装置です。

工場等の自動化に必要な物流システムの設計製作および設置
自動化機械および省力化機械の設計製作・食の安全システムの設計・開発・製造
ロボット導入を含めた省力化、自動化の提案・企画・設計・製作・設置及び保守

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：技術部　山崎 恭一朗　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088　E-mail info@oosawa.co.jp

「お客様の思いをカタチにします」
長年培ってきた自動機・省力機製作の
多数のノウハウを生かし、お客様のニー
ズに最適な提案をいたします。この度、
日本ロボット工業会補助事業の事業者と
して採択されシステムインテグレーター
としても更に高度な技術の取得を目指し
ていきます。

代表取締役　大沢　孝史
住　　　　所　〒252-0243　神奈川県相模原市中央区上溝1923-1
　　　　　　　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088
設  立  年  月　1967年２月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.oosawa.co.jp
代 表 メ ー ル　info@oosawa.co.jp
主な保有設備　本社工場　土地1,250㎡　建物1階700㎡２階200㎡
　　　　　　　マシニングセンタＶS3Ａ（三井精機）、NC旋盤TC-20（滝澤鉄工所）、
　　　　　　　プレスブレーキRＧ100（アマダ）、シャーリングAD-625（相澤
　　　　　　　鉄工所）、炭酸ガス・TIG・MIG溶接機、CADシステム、その他

代表より一言企業DATA

OMY CO., LTD.

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　大垣 嘉器　TEL 042-780-8320　FAX 042-780-8321　E-mail ogaki@omy-co.jp

住　　　　所　本社　〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4-1-14  12田中ビル4F
　　　　　　　　　　TEL 0466-54-9145　FAX 0466-54-9146
　　　　　　　工場　〒252-0154　神奈川県相模原市緑区長竹3456-5
　　　　　　　　　　TEL 042-780-8320　FAX 042-780-8321
設  立  年  月　2006年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.omy-co.jp　代表メール　ogaki@omy-co.jp
主な保有設備　旋盤3台・フライス 3台・ラジアル1台・ボール盤 ４台
　　　　　　　三次元検査機FARO １台・CAD・天井走行クレーン

代表より一言企業DATA

ロボット溶接（ARC溶接）を得意とし、SOPT・ハンドリングなど、ロボッ
ト自動化システムはお任せください。板圧の薄いものから厚いものまで最高
の条件を出します。装置の磨耗更新・メンテナンス・ロボットの更新などア
フターケアーもやらせて頂いております。

今まで無理かもと考えていた事などご
相談ください。考え付くことを現実の物
に致します。

代表取締役　大垣　嘉器

ロボット溶接にて溶接トーチやロボットガン
の侵入なども全て検討して設備全体を作りま
す。メンテナンスなども考慮して設備を考え
ますのでアフターも万全です。
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OOSAWA
INDUSTRY CO.,  LTD.

上流からコンベアーにて、形、色、位置がバラバラ
な製品を画像処理により選別し指定の場所に収める
装置です。
コンベアー上を搬送される製品の形、位置、色を画
像処理によりパラレルリンクロボットが最適なハン
ドを選別し、コンベアーの速度と同期して製品を
キャッチし所定の場所に収めます。
基本のロボットの制御対応能力と外部との速度同期
技術、画像処理とロボットとの位置データのやり取
り技術、多種な製品に対応するハンドの設計技術が
必要です。
一番大切なロボットを最適に運用するための周辺設
備の自動化対応能力の技術力に当社の強みが有ると
思います。

当社が「ものづくり補助金」にて採択された「フード
テロを防止する為の搬送システム」に機能付加出来る
「24時間無人安定稼働」の６軸多関節ロボットによる検
査装置です。（開発案件）　

コンベアーにて搬送されてきた製品を所定の積載パ
ターンに６軸多関節ロボットにてパレットに積載する
装置です。

工場等の自動化に必要な物流システムの設計製作および設置
自動化機械および省力化機械の設計製作・食の安全システムの設計・開発・製造
ロボット導入を含めた省力化、自動化の提案・企画・設計・製作・設置及び保守

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：技術部　山崎 恭一朗　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088　E-mail info@oosawa.co.jp

「お客様の思いをカタチにします」
長年培ってきた自動機・省力機製作の
多数のノウハウを生かし、お客様のニー
ズに最適な提案をいたします。この度、
日本ロボット工業会補助事業の事業者と
して採択されシステムインテグレーター
としても更に高度な技術の取得を目指し
ていきます。

代表取締役　大沢　孝史
住　　　　所　〒252-0243　神奈川県相模原市中央区上溝1923-1
　　　　　　　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088
設  立  年  月　1967年２月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.oosawa.co.jp
代 表 メ ー ル　info@oosawa.co.jp
主な保有設備　本社工場　土地1,250㎡　建物1階700㎡２階200㎡
　　　　　　　マシニングセンタＶS3Ａ（三井精機）、NC旋盤TC-20（滝澤鉄工所）、
　　　　　　　プレスブレーキRＧ100（アマダ）、シャーリングAD-625（相澤
　　　　　　　鉄工所）、炭酸ガス・TIG・MIG溶接機、CADシステム、その他

代表より一言企業DATA

OMY CO., LTD.

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　大垣 嘉器　TEL 042-780-8320　FAX 042-780-8321　E-mail ogaki@omy-co.jp

住　　　　所　本社　〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4-1-14  12田中ビル4F
　　　　　　　　　　TEL 0466-54-9145　FAX 0466-54-9146
　　　　　　　工場　〒252-0154　神奈川県相模原市緑区長竹3456-5
　　　　　　　　　　TEL 042-780-8320　FAX 042-780-8321
設  立  年  月　2006年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.omy-co.jp　代表メール　ogaki@omy-co.jp
主な保有設備　旋盤3台・フライス 3台・ラジアル1台・ボール盤 ４台
　　　　　　　三次元検査機FARO １台・CAD・天井走行クレーン

代表より一言企業DATA

ロボット溶接（ARC溶接）を得意とし、SOPT・ハンドリングなど、ロボッ
ト自動化システムはお任せください。板圧の薄いものから厚いものまで最高
の条件を出します。装置の磨耗更新・メンテナンス・ロボットの更新などア
フターケアーもやらせて頂いております。

今まで無理かもと考えていた事などご
相談ください。考え付くことを現実の物
に致します。

代表取締役　大垣　嘉器

ロボット溶接にて溶接トーチやロボットガン
の侵入なども全て検討して設備全体を作りま
す。メンテナンスなども考慮して設備を考え
ますのでアフターも万全です。
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産業ロボット
システムインテグレーター

CARROT SYSTEMS Inc.

担当：代表取締役　西澤 勇司　TEL 042-750-0007　FAX 042-750-0005　E-mail robot.support@carrotsys.co.jp

代表より一言企業DATA

モノ作りのワンストップサービスを提供
しております。可搬式のロボット設備や
導入に伴う課題の解決策を提案致し
ます。

代表取締役　西澤　勇司

ロボットに何をさせるべきか？生産システ
ム中から自動化する業務の検討とロボット
システムの構想を提案致します。人と協働
するロボットは安全性の高いものを使い、
汎用性の高いシステムも可能です。

「ドライ式業務用清掃ロボット」
(東京都立産業技術研究センター様より委託開発)
本プロジェクトは相模原市内のウイッツ
コミュニティ様・F-Design様・クフウシヤ様
との共同開発で実現しました。

医療機器及び産業機器向け組込電子回路の設計開発・製造・販売
防犯機器、監視機器およびその周辺機器の企画開発・販売
汎用小型ロボットの導入支援
６軸ロボット用（ORiN2）簡易操作コントローラーの販売

住　　　　所　〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10
　　　　　　　エス・プラザビル1F
　　　　　　　TEL 042-750-0007　FAX 042-750-0005
設  立  年  月　1998年９月　　資本金　2,750万円　　従業員数　25名
ホームページ　http://www.carrotsys.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@carrotsys.co.jp
主な保有設備　研究用６軸ロボット（デンソー　VP-6242M）

Kufusha Inc.

現行の作業環境を大幅に変更することなく、いまある現場で人間
と一緒に作業することが可能な「協働ロボット」の導入支援に力
を入れています。ロボットだけでなく、ワークを安定して自動供
給する供給機構や、完成品を次工程へ自動搬送する搬送機構など
の周辺機器に関する設計・製作・導入支援もご提案いたします。

熟練検査員による検査品質
を、協働ロボット＋画像処
理技術の組み合わせでご提
案いたします。

ROS＋測距センサ
等を組み合わせた、
自律移動ロボット
の制御用ソフト開
発(SLAMやamcl
等)を得意としてい
ます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：技術部　高橋 純　TEL 042-758-6520　FAX 042-707-8577　E-mail jun.takahashi@kufusha.com

住　　　　所　〒252-0231　神奈川県相模原市中央区相模原4-4-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ウイング6F
　　　　　　　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088
設  立  年  月　2013年10月　　資本金　700万円　　従業員数　５名
ホームページ　https://www.kufusha.com/
代 表 メ ー ル　onishi@kufusha.com
主な保有設備　ユニバーサルロボット(UR5)、画像処理システムXG-X2700
　　　　　　　(キーエンス)、簡易画像処理装置SC-10A(リコー )

代表より一言企業DATA

協働ロボットの導入支援や画像処理システムの導入支援
自律移動ロボットのソフトウェア開発（ROS）
業務用掃除ロボットの試作開発　電気機器のノイズ対策等

ROSによるソフトウェア開発を中心に、
協働ロボットや画像処理システムの導入
及び本稼働までの総合支援をご提供し
ております。

代表取締役　大西 威一郎

12 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018



産業ロボット
システムインテグレーター

CARROT SYSTEMS Inc.

担当：代表取締役　西澤 勇司　TEL 042-750-0007　FAX 042-750-0005　E-mail robot.support@carrotsys.co.jp

代表より一言企業DATA

モノ作りのワンストップサービスを提供
しております。可搬式のロボット設備や
導入に伴う課題の解決策を提案致し
ます。

代表取締役　西澤　勇司

ロボットに何をさせるべきか？生産システ
ム中から自動化する業務の検討とロボット
システムの構想を提案致します。人と協働
するロボットは安全性の高いものを使い、
汎用性の高いシステムも可能です。

「ドライ式業務用清掃ロボット」
(東京都立産業技術研究センター様より委託開発)
本プロジェクトは相模原市内のウイッツ
コミュニティ様・F-Design様・クフウシヤ様
との共同開発で実現しました。

医療機器及び産業機器向け組込電子回路の設計開発・製造・販売
防犯機器、監視機器およびその周辺機器の企画開発・販売
汎用小型ロボットの導入支援
６軸ロボット用（ORiN2）簡易操作コントローラーの販売

住　　　　所　〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10
　　　　　　　エス・プラザビル1F
　　　　　　　TEL 042-750-0007　FAX 042-750-0005
設  立  年  月　1998年９月　　資本金　2,750万円　　従業員数　25名
ホームページ　http://www.carrotsys.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@carrotsys.co.jp
主な保有設備　研究用６軸ロボット（デンソー　VP-6242M）

Kufusha Inc.

現行の作業環境を大幅に変更することなく、いまある現場で人間
と一緒に作業することが可能な「協働ロボット」の導入支援に力
を入れています。ロボットだけでなく、ワークを安定して自動供
給する供給機構や、完成品を次工程へ自動搬送する搬送機構など
の周辺機器に関する設計・製作・導入支援もご提案いたします。

熟練検査員による検査品質
を、協働ロボット＋画像処
理技術の組み合わせでご提
案いたします。

ROS＋測距センサ
等を組み合わせた、
自律移動ロボット
の制御用ソフト開
発(SLAMやamcl
等)を得意としてい
ます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：技術部　高橋 純　TEL 042-758-6520　FAX 042-707-8577　E-mail jun.takahashi@kufusha.com

住　　　　所　〒252-0231　神奈川県相模原市中央区相模原4-4-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ウイング6F
　　　　　　　TEL 042-750-8781　FAX 042-750-8088
設  立  年  月　2013年10月　　資本金　700万円　　従業員数　５名
ホームページ　https://www.kufusha.com/
代 表 メ ー ル　onishi@kufusha.com
主な保有設備　ユニバーサルロボット(UR5)、画像処理システムXG-X2700
　　　　　　　(キーエンス)、簡易画像処理装置SC-10A(リコー )

代表より一言企業DATA

協働ロボットの導入支援や画像処理システムの導入支援
自律移動ロボットのソフトウェア開発（ROS）
業務用掃除ロボットの試作開発　電気機器のノイズ対策等

ROSによるソフトウェア開発を中心に、
協働ロボットや画像処理システムの導入
及び本稼働までの総合支援をご提供し
ております。

代表取締役　大西 威一郎

13さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018



cosmo system
Corporation

CAD図形データの線情報・文字情報をPCにより自動解析し、制御コントローラへ位置情報として与えCAD図形と同じ軌跡の
動作を行うXYテーブル制御装置です。
複雑な形状のレーザー加工機、基板等の穴明け装置、CAD情報に基づく計測装置・測定装置などに応用可能とし、FA・メカ
トロシステムの自動化・省力化に正確性を付加したシステムです。

設備の稼働状況および生産状況をリアル
タイムで管理。
事務所で稼働、生産状態や日報、月報を
閲覧できます。

生産現場での作業者への生産情報を管理
コンピュータから指示します。
誤組などの不良低減、生産性の効率向上
を可能とします。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　村山 孝志　TEL 042-768-1973　FAX 042-768-1974　E-mail cosmo@msi.biglobe.ne.jp

住　　　　所　神奈川県相模原市中央区中央3-9-13
　　　　　　　TEL 042-768-1973　FAX 042-768-1974
設  立  年  月　1991年３月　　資本金　1,000万円　　従業員数　７名
ホームページ　http://www.cosmo-system.jp
代 表 メ ー ル　cosmo@msi.biglobe.ne.jp
主な保有設備　

代表より一言企業DATA

FA・メカトロシステム分野におけるモーション制御、ネットワーク通信、
画像処理、産業ロボットなど複合的な生産設備・装置の設計製造
稼働管理システム、生産管理システム等システム設計・ソフトウェア設計製造

1991年創業以来、FA・メカトロシステ
ム、産業システム分野を制御技術でサ
ポートしてきました。新たにIOT事業へ
の参画で社会貢献してまいります。

代表取締役　村山　孝志

CROSSMEDIA
Co.,  Ltd.

その他

担当：営業部　柳瀬 慎　TEL 042-761-4181　FAX 042-761-4849　E-mail info@cross-me.co.jp

住　　　　所　〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1743-1
　　　　　　　TEL 042-761-4181　FAX 042-761-4849
設  立  年  月　1985年３月　　資本金　2,800万円　　従業員数　88名
ホームページ　http://www.cross-me.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@cross-me.co.jp
主な保有設備　自動裁断機1台　工業用ミシン65台

代表より一言企業DATA

①バルブ、装置等の省エネカバー「ファインジャケット」
②フッ素樹脂コート省エネカバー「スーパーファインジャケット」
③産業用ロボットカバー「ロボットプロテクター」
④人工衛星用断熱シート「サーマルブランケット」
⑤テント、カーテン等

ロボットを当社担当が採寸し、目的用途
に合わせた素材、形状で製作し、オー
ダーメイドで設計施工を致します。

代表取締役社長　吾妻　透

産業用ロボットは、苛酷な条件の下で稼
働しています。危険な場所など、あらゆ
る悪い条件の下で人間に代わって働いて
います。ロボットプロテクターをロケッ
トに装着することで、故障の原因をなく
し、ロボットの寿命が長くなりメンテナ
ンス性が向上します。特徴としまして
は、装着したまま稼働可能です。メンテ
ナンス時の取り付け、取り外しが容易で
す。素材の選定も作業環境に応じた素材
を選定し、ロボットの動きに負荷が掛か
らないように設計致します。
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cosmo system
Corporation

CAD図形データの線情報・文字情報をPCにより自動解析し、制御コントローラへ位置情報として与えCAD図形と同じ軌跡の
動作を行うXYテーブル制御装置です。
複雑な形状のレーザー加工機、基板等の穴明け装置、CAD情報に基づく計測装置・測定装置などに応用可能とし、FA・メカ
トロシステムの自動化・省力化に正確性を付加したシステムです。

設備の稼働状況および生産状況をリアル
タイムで管理。
事務所で稼働、生産状態や日報、月報を
閲覧できます。

生産現場での作業者への生産情報を管理
コンピュータから指示します。
誤組などの不良低減、生産性の効率向上
を可能とします。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　村山 孝志　TEL 042-768-1973　FAX 042-768-1974　E-mail cosmo@msi.biglobe.ne.jp

住　　　　所　神奈川県相模原市中央区中央3-9-13
　　　　　　　TEL 042-768-1973　FAX 042-768-1974
設  立  年  月　1991年３月　　資本金　1,000万円　　従業員数　７名
ホームページ　http://www.cosmo-system.jp
代 表 メ ー ル　cosmo@msi.biglobe.ne.jp
主な保有設備　

代表より一言企業DATA

FA・メカトロシステム分野におけるモーション制御、ネットワーク通信、
画像処理、産業ロボットなど複合的な生産設備・装置の設計製造
稼働管理システム、生産管理システム等システム設計・ソフトウェア設計製造

1991年創業以来、FA・メカトロシステ
ム、産業システム分野を制御技術でサ
ポートしてきました。新たにIOT事業へ
の参画で社会貢献してまいります。

代表取締役　村山　孝志

CROSSMEDIA
Co.,  Ltd.

その他

担当：営業部　柳瀬 慎　TEL 042-761-4181　FAX 042-761-4849　E-mail info@cross-me.co.jp

住　　　　所　〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1743-1
　　　　　　　TEL 042-761-4181　FAX 042-761-4849
設  立  年  月　1985年３月　　資本金　2,800万円　　従業員数　88名
ホームページ　http://www.cross-me.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@cross-me.co.jp
主な保有設備　自動裁断機1台　工業用ミシン65台

代表より一言企業DATA

①バルブ、装置等の省エネカバー「ファインジャケット」
②フッ素樹脂コート省エネカバー「スーパーファインジャケット」
③産業用ロボットカバー「ロボットプロテクター」
④人工衛星用断熱シート「サーマルブランケット」
⑤テント、カーテン等

ロボットを当社担当が採寸し、目的用途
に合わせた素材、形状で製作し、オー
ダーメイドで設計施工を致します。

代表取締役社長　吾妻　透

産業用ロボットは、苛酷な条件の下で稼
働しています。危険な場所など、あらゆ
る悪い条件の下で人間に代わって働いて
います。ロボットプロテクターをロケッ
トに装着することで、故障の原因をなく
し、ロボットの寿命が長くなりメンテナ
ンス性が向上します。特徴としまして
は、装着したまま稼働可能です。メンテ
ナンス時の取り付け、取り外しが容易で
す。素材の選定も作業環境に応じた素材
を選定し、ロボットの動きに負荷が掛か
らないように設計致します。
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KOBAYASHI PRECISION
INDUSTRY CO.,  LTD.

その他

担当：代表取締役　小林 昌純　TEL 042-751-9095　FAX 042-755-9533　E-mail m.kobayashi@kobasei.com

住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-1-54
　　　　　　　TEL 042-751-9095　FAX 042-755-9533 
設  立  年  月　1980年４月　　資本金　1,000万円　　従業員数　19名
ホームページ　http://www.kobasei.com
代 表 メ ー ル　m.kobayashi@kobasei.com
主な保有設備　MAZAC INTEGREXJ200、大隈豊和マシニングセンター７台
　　　　　　　DMG森精機マシニングセンター３台、FANUC ロボドリルα‐T21iE
　　　　　　　HEXAGON NC3次元測定機、ユニバーサルレーザー、5軸加工機２台
　　　　　　　

代表より一言企業DATA

無人航空機機体の販売、無人航空機向けエンジンの組み立て及び販売。
産業用ロボット部品、動物用インプラント(チタン製)の製造。
平ボディトラック用転落防止足場「あおりの鉄人1号」の販売。
チャックのメンテナンスサービス。

1980年創業-精密部品加工を極め、
様々な分野の技術開発協力を行ってき
た。現在は航空機産業と産業用ロボッ
トに特化した事業展開を行っている。

代表取締役社長　小林　昌純

弊社では、無人航空機(UAV)機体の販売及び、
UAV向けに開発されたエンジンの組立て・販売
を行っています。現在約2000機のUAVが日本の
空を飛んでいます。UAVは、農業における農薬
散布だけでなく、国境警備や離島への医薬品配
送など、様々な方面での活用が見込まれており、
これから成長する分野です。あらゆるものがイ
ンターネットに繋がるIoTが提唱されているい
ま、たくさんの可能性を秘めています。
私たちが組立て・販売を行うUAV用エンジンは、
自律制御飛行を支えるロボットです。このエン
ジンは高い耐久性を誇っており、累計201時間・
24,065kmの運用実績があります。
詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。

B-3型（タンデム）

D-5型機

Servotechno
Corporation

超精密ボイスコイル型リニアモータ等を高速に駆動したり、超
精密位置決めする為のパワーアンプとして開発しました。電力
制御はリニアアンプ方式を採用。ノイズレス、高速応答、リニ
アな電流制御を実現しナノメータ単位の超精密位置決めを可能
とします。
外部コントローラより±10Vのアナログ指令を入力して下さい。
リニアアンプの周波数特性は、抵抗負荷時DC～ 20KHzです。
主回路は単相ブリッジ構成です。

レゾルバのアナログ信号を２相エンコーダ信号（A相／B相）に
変換して出力します。

２相エンコーダ信号を入力し、距離測定・角度測定・速度表示
する高速カウンタです。

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：システム開発部　湯浅　TEL 042-769-7873　FAX 042-769-7874　E-mail info@servotechno.co.jp

住　　　　所　〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-2-18
　　　　　　　TEL 042-769-7873　FAX 042-769-7874
設  立  年  月　1994年10月　　資本金　1,100万円　　従業員数　９名
ホームページ　http://www.servotechno.co.jp
代 表 メ ー ル　info@servotechno.co.jp
主な保有設備　オシロスコープ：MDO3014 テクトロニクス、
　　　　　　　オシロスコープ：TDS3014A テクトロニクス、
　　　　　　　ファンクションゼネレータ：CFG250 NF、
　　　　　　　カレントプローブ：TM501A テクトロニクス、
　　　　　　　基板設計CAD：プロテル98 、Altium Designer

代表より一言企業DATA

電気制御機器の設計・製造および販売。
AC/DCサーボドライバ及びコントローラ、ボイスコイルモータドライバ、
バッテリ駆動用DCサーボドライバ、リニアアンプ型ACサーボドライバ、
PWMアンプ型ACサーボドライバ、リニアモータ用サーボドライバ、
エンコーダカウンタ表示器、レゾルバデジタル変換器

各種サーボドライバを揃えておりますの
で、要求仕様によりご選択いただけます。
また、お客様の仕様で、設計・製造致し
ます。

代表取締役　井手　武
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KOBAYASHI PRECISION
INDUSTRY CO.,  LTD.

その他

担当：代表取締役　小林 昌純　TEL 042-751-9095　FAX 042-755-9533　E-mail m.kobayashi@kobasei.com

住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-1-54
　　　　　　　TEL 042-751-9095　FAX 042-755-9533 
設  立  年  月　1980年４月　　資本金　1,000万円　　従業員数　19名
ホームページ　http://www.kobasei.com
代 表 メ ー ル　m.kobayashi@kobasei.com
主な保有設備　MAZAC INTEGREXJ200、大隈豊和マシニングセンター７台
　　　　　　　DMG森精機マシニングセンター３台、FANUC ロボドリルα‐T21iE
　　　　　　　HEXAGON NC3次元測定機、ユニバーサルレーザー、5軸加工機２台
　　　　　　　

代表より一言企業DATA

無人航空機機体の販売、無人航空機向けエンジンの組み立て及び販売。
産業用ロボット部品、動物用インプラント(チタン製)の製造。
平ボディトラック用転落防止足場「あおりの鉄人1号」の販売。
チャックのメンテナンスサービス。

1980年創業-精密部品加工を極め、
様々な分野の技術開発協力を行ってき
た。現在は航空機産業と産業用ロボッ
トに特化した事業展開を行っている。

代表取締役社長　小林　昌純

弊社では、無人航空機(UAV)機体の販売及び、
UAV向けに開発されたエンジンの組立て・販売
を行っています。現在約2000機のUAVが日本の
空を飛んでいます。UAVは、農業における農薬
散布だけでなく、国境警備や離島への医薬品配
送など、様々な方面での活用が見込まれており、
これから成長する分野です。あらゆるものがイ
ンターネットに繋がるIoTが提唱されているい
ま、たくさんの可能性を秘めています。
私たちが組立て・販売を行うUAV用エンジンは、
自律制御飛行を支えるロボットです。このエン
ジンは高い耐久性を誇っており、累計201時間・
24,065kmの運用実績があります。
詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。

B-3型（タンデム）

D-5型機

Servotechno
Corporation

超精密ボイスコイル型リニアモータ等を高速に駆動したり、超
精密位置決めする為のパワーアンプとして開発しました。電力
制御はリニアアンプ方式を採用。ノイズレス、高速応答、リニ
アな電流制御を実現しナノメータ単位の超精密位置決めを可能
とします。
外部コントローラより±10Vのアナログ指令を入力して下さい。
リニアアンプの周波数特性は、抵抗負荷時DC～ 20KHzです。
主回路は単相ブリッジ構成です。

レゾルバのアナログ信号を２相エンコーダ信号（A相／B相）に
変換して出力します。

２相エンコーダ信号を入力し、距離測定・角度測定・速度表示
する高速カウンタです。

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：システム開発部　湯浅　TEL 042-769-7873　FAX 042-769-7874　E-mail info@servotechno.co.jp

住　　　　所　〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-2-18
　　　　　　　TEL 042-769-7873　FAX 042-769-7874
設  立  年  月　1994年10月　　資本金　1,100万円　　従業員数　９名
ホームページ　http://www.servotechno.co.jp
代 表 メ ー ル　info@servotechno.co.jp
主な保有設備　オシロスコープ：MDO3014 テクトロニクス、
　　　　　　　オシロスコープ：TDS3014A テクトロニクス、
　　　　　　　ファンクションゼネレータ：CFG250 NF、
　　　　　　　カレントプローブ：TM501A テクトロニクス、
　　　　　　　基板設計CAD：プロテル98 、Altium Designer

代表より一言企業DATA

電気制御機器の設計・製造および販売。
AC/DCサーボドライバ及びコントローラ、ボイスコイルモータドライバ、
バッテリ駆動用DCサーボドライバ、リニアアンプ型ACサーボドライバ、
PWMアンプ型ACサーボドライバ、リニアモータ用サーボドライバ、
エンコーダカウンタ表示器、レゾルバデジタル変換器

各種サーボドライバを揃えておりますの
で、要求仕様によりご選択いただけます。
また、お客様の仕様で、設計・製造致し
ます。

代表取締役　井手　武
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産業ロボット
システムインテグレーター

JET Co.,  Ltd.

担当：代表取締役　遠藤 法男　TEL 042-761-3360　FAX 042-761-3401　E-mail n.endoh@jet-co.jp

代表より一言企業DATA

システムインテグレーターとして、様々
な分野（三品産業、ハイテク産業）で
の実績があります。
弊社は、実験、実績、経験に基づいて
お客様を最優先に考えた御提案をさせ
ていただきます。

代表取締役　遠藤　法男

100種類のソフトパッケージされたワークを識別し、各形状毎に
最適なピッキングポイントを見つけてキャッチアップし、搬送先
の空きスペースの状態とキャッチアップしたワーク自身のサイズ
を判断して、最適な場所へワークを搬送するシステム。
（形状認識技術、多種形状のキャッチアップ技術、空間認識技術
が組み込まれているシステム）

コンベアからランダムに送られてくるワークを、キャッ
チアップし、上下左右から画像にて良否判定を行い、各
所へ搬送するシステム。

コンベアからランダムに送られてくるワークを、形状識
別、姿勢認識後、キャッチアップし、指定の各所へ搬送
するシステム。

高精度ハイテク産業機器（製造設備、測定器、搬送機、ロボット等）の
開発、設計、製造、評価。
多軸ロボット【各種メーカー】を活用したシステムのインテグレート。
微細穴加工（Ф0.03）を含む精密機械加工製品。

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3371-27
　　　　　　　TEL 042-761-3360　FAX 042-761-3401
設  立  年  月　1983年９月　　資本金　3,000万円　　従業員数　17名
ホームページ　http://www.jet-co.jp/
代 表 メ ー ル　n.endoh@jet-co.jp
主な保有設備　マシニングセンタ6台（5軸、高速回転機含む）
　　　　　　　3D CAD（インベンター） 2D　CAD（AutoCAD）

Sanei Electric
Co.,  Ltd.

ロボット制御盤をはじめとする各種自動制御盤を提供しています。
お客様のご要望に基づく最適な制御方法の設計を行い、製造、
施工、メンテナンスを自社にて一貫して行っています。その
為、品質の良い製品を低価格、短納期でご提供することができ
ます。また、他社で製作した制御盤の改造やメンテナンスも可
能です。その他、外形図作成やCADのトレースも可能です。

各種自動制御盤（ロボット制御盤、ろ過装置制御盤 、純水装置制御盤 、
排水処理制御盤 、工場ライン製造設備制御盤、インバータ・サーボ制御盤 、
ガス関係充填装置制御盤）、動力盤、操作盤、監視盤等の設計・製作・施工、
メンテナンス、改造各種図面トレース（Auto　CAD）

設計・加工・組立

担当：宮 浩正　TEL 042-810-9720　FAX 042-810-9721　E-mail sanei-denki@jcom.home.ne.jp

物を作りあげる喜びから、「良い物を作
る」という事だけを考えて日々努力を
重ねております。

代表取締役　宮　浩正
住　　　　所　〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田4-17-13
　　　　　　　TEL 042-810-9720　FAX 042-810-9721
設  立  年  月　1993年　　資本金　500万円　　従業員数　15名
ホームページ　http://www.sanei-denki.com/
代 表 メ ー ル　sanei-denki@jcom.home.ne.jp
主な保有設備　ホイスト、フォークリフト、CAD（２D）

代表より一言企業DATA
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産業ロボット
システムインテグレーター

JET Co.,  Ltd.

担当：代表取締役　遠藤 法男　TEL 042-761-3360　FAX 042-761-3401　E-mail n.endoh@jet-co.jp

代表より一言企業DATA

システムインテグレーターとして、様々
な分野（三品産業、ハイテク産業）で
の実績があります。
弊社は、実験、実績、経験に基づいて
お客様を最優先に考えた御提案をさせ
ていただきます。

代表取締役　遠藤　法男

100種類のソフトパッケージされたワークを識別し、各形状毎に
最適なピッキングポイントを見つけてキャッチアップし、搬送先
の空きスペースの状態とキャッチアップしたワーク自身のサイズ
を判断して、最適な場所へワークを搬送するシステム。
（形状認識技術、多種形状のキャッチアップ技術、空間認識技術
が組み込まれているシステム）

コンベアからランダムに送られてくるワークを、キャッ
チアップし、上下左右から画像にて良否判定を行い、各
所へ搬送するシステム。

コンベアからランダムに送られてくるワークを、形状識
別、姿勢認識後、キャッチアップし、指定の各所へ搬送
するシステム。

高精度ハイテク産業機器（製造設備、測定器、搬送機、ロボット等）の
開発、設計、製造、評価。
多軸ロボット【各種メーカー】を活用したシステムのインテグレート。
微細穴加工（Ф0.03）を含む精密機械加工製品。

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3371-27
　　　　　　　TEL 042-761-3360　FAX 042-761-3401
設  立  年  月　1983年９月　　資本金　3,000万円　　従業員数　17名
ホームページ　http://www.jet-co.jp/
代 表 メ ー ル　n.endoh@jet-co.jp
主な保有設備　マシニングセンタ6台（5軸、高速回転機含む）
　　　　　　　3D CAD（インベンター） 2D　CAD（AutoCAD）

Sanei Electric
Co.,  Ltd.

ロボット制御盤をはじめとする各種自動制御盤を提供しています。
お客様のご要望に基づく最適な制御方法の設計を行い、製造、
施工、メンテナンスを自社にて一貫して行っています。その
為、品質の良い製品を低価格、短納期でご提供することができ
ます。また、他社で製作した制御盤の改造やメンテナンスも可
能です。その他、外形図作成やCADのトレースも可能です。

各種自動制御盤（ロボット制御盤、ろ過装置制御盤 、純水装置制御盤 、
排水処理制御盤 、工場ライン製造設備制御盤、インバータ・サーボ制御盤 、
ガス関係充填装置制御盤）、動力盤、操作盤、監視盤等の設計・製作・施工、
メンテナンス、改造各種図面トレース（Auto　CAD）

設計・加工・組立

担当：宮 浩正　TEL 042-810-9720　FAX 042-810-9721　E-mail sanei-denki@jcom.home.ne.jp

物を作りあげる喜びから、「良い物を作
る」という事だけを考えて日々努力を
重ねております。

代表取締役　宮　浩正
住　　　　所　〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田4-17-13
　　　　　　　TEL 042-810-9720　FAX 042-810-9721
設  立  年  月　1993年　　資本金　500万円　　従業員数　15名
ホームページ　http://www.sanei-denki.com/
代 表 メ ー ル　sanei-denki@jcom.home.ne.jp
主な保有設備　ホイスト、フォークリフト、CAD（２D）

代表より一言企業DATA
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Stella Robot
Technology Inc.

大型ロボットは、インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発
プロジェクト（NEDO。H26 ～ H29）で開発。1.7（幅）ｘ1.7（高）m、
約80kgのロボット。コンクリート橋脚・ダム等で打音器・電磁波レーダ・
高解像カメラ等の検査機器を搭載し、老巧化したコンクリート壁面を
上下・左右に自走し検査可能。
小型ロボットは、建物壁面・風力ブレード面の自走・点検。550(奥行)
x300(幅)x210(高)、重さ８kgの軽量・小型ロボット。コンクリート・
モルタル面での吸着自走が可能。

電動吸着パッド、ゴンドラ振止め装置、大型・小型壁面吸着自走ロボット
等、コンクリート面にも吸着する装置・ロボットの開発を行っています。

設計・開発・製作・組立

担当：代表取締役　林 健治　TEL 042-783-4235　E-mail info@stella-rtec.co.jp

1 回の充電で、ラフ凹凸曲面にも 7
時間連続吸着可能な、オールインワ
ン吸着パッド。ゴンドラ作業、ロー
プワーク作業に利用。

住　　　　所　〒252-0101 神奈川県相模原市緑区町屋1-17-26
　　　　　　　TEL 042-783-4235
設  立  年  月　2004年６月　　資本金　2,780万円　　従業員数　2名
ホームページ　www.stella-rtec.co.jp
代 表 メ ー ル　info@stella-rtec.co.jp
主な保有設備　3D-CAD、小型旋盤、小型CNC等

代表より一言企業DATA

高層建物で利用するゴンドラの振
止め装置。既設ゴンドラに付設可
能で、昇降時に建物壁面に常時吸
着・振止めし、安全性・作業効率
を向上。

ラフな凹凸面・曲面・コンクリート面等に吸着
する技術の研究・開発に特化した企業として、
自社開発の壁面走行ロボット・プラットフォー
ムを提供しています。

代表取締役　林　健治

自動機、省力機製造

Shiguma Industry
Co.,Ltd.

担当：常務取締役　沼澤 剛志　TEL 046-286-3611　FAX 046-286-3612　E-mail tsuyoshinumazawa@wind.ocn.ne.jp

代表より一言企業DATA

お使いになるお客様を第一に考え、シン
プルかつメンテナンスし易いようオーダー
メイドにて装置の設計製作を行います。
またどんなものにも｢Try｣の気持ちを忘
れずに取り組んでおります。

常務取締役　沼澤　剛志

ワーク形状に応じて、柔軟に多種多様なハンドの
設計を行います。

樹脂ワークの流量測定とLOT
番号刻印(CO2レーザー)を行
う装置です。単軸ロボットと
エアシリンダとの組合せで構
成しております。ニーズに
合った最適なシステムをご提
案致します。

治工具及び省力化機械装置の設計・製造・販売（オーダーメイド）
リフロー炉の設計・製造・販売
各種試験装置の設計・製造・販売（トルク、荷重、衝撃、リーク、流量等）
電気制御盤製作、シーケンス制御

住　　　　所　＜工場＞〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6790-2
　　　　　　　＜本社＞〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵1-34-8
　　　　　　　TEL 046-286-3611　FAX 046-286-3612
設  立  年  月　1976年４月　　資本金　500万円　　従業員数　８名
ホームページ　https://www.shiguma.jp
代 表 メ ー ル　shiguma@pastel.ocn.ne.jp
主な保有設備　CADソフト(Solidworks：4台、Winstarcad：4台、
　　　　　　　Expertcad：1台) 汎用フライス盤：2台、汎用旋盤：1台、
　　　　　　　ラジアルボール盤：1台、アーク溶接器、ボール盤：2台、
　　　　　　　2tonフォークリフト：1台
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Stella Robot
Technology Inc.

大型ロボットは、インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発
プロジェクト（NEDO。H26 ～ H29）で開発。1.7（幅）ｘ1.7（高）m、
約80kgのロボット。コンクリート橋脚・ダム等で打音器・電磁波レーダ・
高解像カメラ等の検査機器を搭載し、老巧化したコンクリート壁面を
上下・左右に自走し検査可能。
小型ロボットは、建物壁面・風力ブレード面の自走・点検。550(奥行)
x300(幅)x210(高)、重さ８kgの軽量・小型ロボット。コンクリート・
モルタル面での吸着自走が可能。

電動吸着パッド、ゴンドラ振止め装置、大型・小型壁面吸着自走ロボット
等、コンクリート面にも吸着する装置・ロボットの開発を行っています。

設計・開発・製作・組立

担当：代表取締役　林 健治　TEL 042-783-4235　E-mail info@stella-rtec.co.jp

1 回の充電で、ラフ凹凸曲面にも 7
時間連続吸着可能な、オールインワ
ン吸着パッド。ゴンドラ作業、ロー
プワーク作業に利用。

住　　　　所　〒252-0101 神奈川県相模原市緑区町屋1-17-26
　　　　　　　TEL 042-783-4235
設  立  年  月　2004年６月　　資本金　2,780万円　　従業員数　2名
ホームページ　www.stella-rtec.co.jp
代 表 メ ー ル　info@stella-rtec.co.jp
主な保有設備　3D-CAD、小型旋盤、小型CNC等

代表より一言企業DATA

高層建物で利用するゴンドラの振
止め装置。既設ゴンドラに付設可
能で、昇降時に建物壁面に常時吸
着・振止めし、安全性・作業効率
を向上。

ラフな凹凸面・曲面・コンクリート面等に吸着
する技術の研究・開発に特化した企業として、
自社開発の壁面走行ロボット・プラットフォー
ムを提供しています。

代表取締役　林　健治

自動機、省力機製造

Shiguma Industry
Co.,Ltd.

担当：常務取締役　沼澤 剛志　TEL 046-286-3611　FAX 046-286-3612　E-mail tsuyoshinumazawa@wind.ocn.ne.jp

代表より一言企業DATA

お使いになるお客様を第一に考え、シン
プルかつメンテナンスし易いようオーダー
メイドにて装置の設計製作を行います。
またどんなものにも｢Try｣の気持ちを忘
れずに取り組んでおります。

常務取締役　沼澤　剛志

ワーク形状に応じて、柔軟に多種多様なハンドの
設計を行います。

樹脂ワークの流量測定とLOT
番号刻印(CO2レーザー)を行
う装置です。単軸ロボットと
エアシリンダとの組合せで構
成しております。ニーズに
合った最適なシステムをご提
案致します。

治工具及び省力化機械装置の設計・製造・販売（オーダーメイド）
リフロー炉の設計・製造・販売
各種試験装置の設計・製造・販売（トルク、荷重、衝撃、リーク、流量等）
電気制御盤製作、シーケンス制御

住　　　　所　＜工場＞〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6790-2
　　　　　　　＜本社＞〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵1-34-8
　　　　　　　TEL 046-286-3611　FAX 046-286-3612
設  立  年  月　1976年４月　　資本金　500万円　　従業員数　８名
ホームページ　https://www.shiguma.jp
代 表 メ ー ル　shiguma@pastel.ocn.ne.jp
主な保有設備　CADソフト(Solidworks：4台、Winstarcad：4台、
　　　　　　　Expertcad：1台) 汎用フライス盤：2台、汎用旋盤：1台、
　　　　　　　ラジアルボール盤：1台、アーク溶接器、ボール盤：2台、
　　　　　　　2tonフォークリフト：1台
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TIT Co.,  Ltd.

機構設計が持ち味ですので、汎用装置とは
一味違った御提案をさせていただきます。
シンプルイズベストの考えのもと、価格も
抑えられる構造に注力します。

人不足が叫ばれる昨今、将来はもっと深刻になると思われます。省人化に
向けてラインでの作業に安全柵の必要のない協業ロボットを採用すること
が必須になってくると思います。価格面やスピード含め出来ることが限ら
れている部分がまだありますが、ハンド部分に工夫を加え “使える” 協業
ロボットを御提案致します。

普段から高精度が必要な組立を行っておりますので、
どのようなものでも対応致します。半導体から原発、
自動車、食品その他いろいろな分野を手がけておりま
すので、それぞれの分野の機微は理解しているつもり
です。安心しておまかせ下さい。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　田中 研　TEL 042-704-6755　FAX 042-704-6756　E-mail tanaka@titec.co.jp

住　　　　所　神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-18-8
　　　　　　　TEL 042-704-6755　FAX 042-704-6756
設  立  年  月　1996年５月　　資本金　1,000万円　　従業員数　10名
代 表 メ ー ル　tanaka@titec.co.jp
主な保有設備　NCフライス、旋盤、バーチカル測定器、バランスキーパー
　　　　　　　振動計、3DCAD

代表より一言企業DATA

原子力計装装置、半導体製造装置、各種自動機（ロボット含む）、設計（機
械、電気、制御）から製作及びメンテまで行えます。

もともと自転式ウェーハ乾燥装置を多数
出荷したことで、回転物にノウハウがあ
ります。機構設計が強みですのでロボッ
ト技術に関しても一味違った御提案が出
来ると自負しております。

代表取締役　田中　研

チップ洗浄機
クリーンルーム内にて人手で行っていた、
チップの洗浄及び画像検査を協業ロボットを
用いて自動化しました。

ロボット台車単体

自動機、省力機製造

TMC CO., LTD.

担当：代表取締役　大貫 康裕　TEL 042-761-5321　FAX 042-761-5323　E-mail ohnuki@tmc-sagami.co.jp

代表より一言企業DATA

代表取締役　大貫　康裕

多関節と直交ロボットを組み合わせた自動
車部品の自動組立設備
従来、数人で行っていた組立作業を省力化
することにより、オペレーター１人で対応
可能な設備となり、結果、省人化だけでな
く生産効率UPにも繋がる効果が得られた。

多関節ロボットを使用した自動バリ取り設
備人が行っていた作業にロボットを導入す
る事により、重労働の負担軽減、作業の効
率化が得られた。

「感謝」を理念に、お客様と一緒になっ
て人間の感性とロボットの技術が共に
活きるようなものづくりを進めて参り
ます。

多関節ロボットや直交ロボットなどを組み合わせた省力装置・組立治具・
溶接治具・搬送機器などの設計・製作

住　　　　所　〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島2260-2
　　　　　　　TEL 042-761-5321　FAX 042-761-5323
設  立  年  月　1987年５月　　資本金　1,000万円　　従業員数　13名
ホームページ　http://tmc-sagami.co.jp
代 表 メ ー ル　ohnuki@tmc-sagami.co.jp
主な保有設備　NCフライス、レイアウトマシン、横型フライス、切断機
　　　　　　　2.8ｔ/2ｔ天井クレーン
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TIT Co.,  Ltd.

機構設計が持ち味ですので、汎用装置とは
一味違った御提案をさせていただきます。
シンプルイズベストの考えのもと、価格も
抑えられる構造に注力します。

人不足が叫ばれる昨今、将来はもっと深刻になると思われます。省人化に
向けてラインでの作業に安全柵の必要のない協業ロボットを採用すること
が必須になってくると思います。価格面やスピード含め出来ることが限ら
れている部分がまだありますが、ハンド部分に工夫を加え “使える” 協業
ロボットを御提案致します。

普段から高精度が必要な組立を行っておりますので、
どのようなものでも対応致します。半導体から原発、
自動車、食品その他いろいろな分野を手がけておりま
すので、それぞれの分野の機微は理解しているつもり
です。安心しておまかせ下さい。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　田中 研　TEL 042-704-6755　FAX 042-704-6756　E-mail tanaka@titec.co.jp

住　　　　所　神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-18-8
　　　　　　　TEL 042-704-6755　FAX 042-704-6756
設  立  年  月　1996年５月　　資本金　1,000万円　　従業員数　10名
代 表 メ ー ル　tanaka@titec.co.jp
主な保有設備　NCフライス、旋盤、バーチカル測定器、バランスキーパー
　　　　　　　振動計、3DCAD

代表より一言企業DATA

原子力計装装置、半導体製造装置、各種自動機（ロボット含む）、設計（機
械、電気、制御）から製作及びメンテまで行えます。

もともと自転式ウェーハ乾燥装置を多数
出荷したことで、回転物にノウハウがあ
ります。機構設計が強みですのでロボッ
ト技術に関しても一味違った御提案が出
来ると自負しております。

代表取締役　田中　研

チップ洗浄機
クリーンルーム内にて人手で行っていた、
チップの洗浄及び画像検査を協業ロボットを
用いて自動化しました。

ロボット台車単体

自動機、省力機製造

TMC CO., LTD.

担当：代表取締役　大貫 康裕　TEL 042-761-5321　FAX 042-761-5323　E-mail ohnuki@tmc-sagami.co.jp

代表より一言企業DATA

代表取締役　大貫　康裕

多関節と直交ロボットを組み合わせた自動
車部品の自動組立設備
従来、数人で行っていた組立作業を省力化
することにより、オペレーター１人で対応
可能な設備となり、結果、省人化だけでな
く生産効率UPにも繋がる効果が得られた。

多関節ロボットを使用した自動バリ取り設
備人が行っていた作業にロボットを導入す
る事により、重労働の負担軽減、作業の効
率化が得られた。

「感謝」を理念に、お客様と一緒になっ
て人間の感性とロボットの技術が共に
活きるようなものづくりを進めて参り
ます。

多関節ロボットや直交ロボットなどを組み合わせた省力装置・組立治具・
溶接治具・搬送機器などの設計・製作

住　　　　所　〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島2260-2
　　　　　　　TEL 042-761-5321　FAX 042-761-5323
設  立  年  月　1987年５月　　資本金　1,000万円　　従業員数　13名
ホームページ　http://tmc-sagami.co.jp
代 表 メ ー ル　ohnuki@tmc-sagami.co.jp
主な保有設備　NCフライス、レイアウトマシン、横型フライス、切断機
　　　　　　　2.8ｔ/2ｔ天井クレーン
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産業ロボット
システムインテグレーター

TeleBusiness Inc.

担当：技術部　千葉 智也　TEL 042-730-3550　FAX 042-730-3553　E-mail chiba@tele.jp

代表より一言企業DATA

NTT研究所、青山学院大教授を経験し
て現職。「情報通信ネットワーク」（コロ
ナ社）など著書10件論文多数。気軽に
ご相談ください。

取締役　水澤　純一

高齢者の歩行状況などの体位３D座標を計
測記録し、リハビリ訓練前後のディジタル
データを比較し効果を数値で判定すること
ができます。また、この技術を発展させ、
歩行者姿勢から年代を推定するソフトも開
発しました。

介護施設の出入口に設置し、徘徊者の外出をスマホなどに通知します。

就寝中の寝返りなど動きデータを取得します。介護施設での夜間の
見守り作業を軽減するお役に立ちます。

ネット関連専門知識を有する。北里大など大学とロボット開発研究の実績を
積み重ねている。一人暮らし高齢者の見守り「孫ロボ」、歩行などリハビリ
に活用する体関節の動きを記録する「ドクターロボ」、介護施設でベッド見
守り作業を軽減する「TeleBed」、徘徊者の外出をチェックする
「TeleCatch」が主要製品である。

住　　　　所　〒252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄2-12-24
　　　　　　　TEL 042-730-3550　FAX 042-730-3553
設  立  年  月　1997年２月　　資本金　300万円　　従業員数　４名
ホームページ　http://www.tele.co.jp
代 表 メ ー ル　mizu@cosmos.ocn.ne.jp
主な保有設備　サーバ類、3Dプリンタ（MF-2200D）

Nakamuradenki
inc.

私たち人間は体があり、その体をコントロール
する脳が無ければ動くことはできません。産業
用ロボットでその役割を担っているのが制御盤
です。弊社では、その制御盤を様々な業種の産
業用ロボットに合わせオーダーメイドで設計か
ら製作までトータルで製作することができます。
もちろん設置工事やデバック、調整といった最
終工程まで、産業用ロボットの電機制御のこと
なら様々なニーズに対応しております。
その他、人手不足をロボット化で補いたいご相
談も承ります。

各ロボットメーカーの多軸多関節ロボットのティー
チングを行います。

既存産業用ロボット制御盤の部品交換や頭脳であるPLC載せ替え他、制御
盤をリニューアルいたします。

オーダーメイドに特化した産業用ロボットのPLC制御を得意としておりま
す。その為の制御盤や操作盤も設計から製作まで行っており、既存の産業用
ロボット制御盤リニューアルといったこともやっております。

設計・加工・組立

担当：営業技術部　中村 勝彦、牧田 真知　TEL 042-753-2709　FAX 042-769-3766　E-mail info@nakaele.co.jp

産業用ロボットの電機設計から携わるようになっ
て、早いもので５年が経ちます。これからますま
すロボット化のニーズは増えていくと確信してお
ります。そのニーズに応えるには、常に技術に磨
きをかけて時代の最先端を担う企業を目指します。

代表取締役　中村　勝彦
住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台４-３-28
　　　　　　　TEL 042-753-2709　FAX 042-769-3766
設  立  年  月　1971年11月　　資本金　300万円　　従業員数　7名
ホームページ　http://www.nakaele.jp/
代 表 メ ー ル　info@nakaele.co.jp
主な保有設備　1.5tプラッター、1.5tトラック、AutoCADLT(図面作成)、
　　　　　　　PLC、TPツールソフト（三菱、オムロン、キーエンス）

代表より一言企業DATA

PLC更新前　オムロンC500シリーズ PLC更新後　三菱電機Qシリーズ
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産業ロボット
システムインテグレーター

TeleBusiness Inc.

担当：技術部　千葉 智也　TEL 042-730-3550　FAX 042-730-3553　E-mail chiba@tele.jp

代表より一言企業DATA

NTT研究所、青山学院大教授を経験し
て現職。「情報通信ネットワーク」（コロ
ナ社）など著書10件論文多数。気軽に
ご相談ください。

取締役　水澤　純一

高齢者の歩行状況などの体位３D座標を計
測記録し、リハビリ訓練前後のディジタル
データを比較し効果を数値で判定すること
ができます。また、この技術を発展させ、
歩行者姿勢から年代を推定するソフトも開
発しました。

介護施設の出入口に設置し、徘徊者の外出をスマホなどに通知します。

就寝中の寝返りなど動きデータを取得します。介護施設での夜間の
見守り作業を軽減するお役に立ちます。

ネット関連専門知識を有する。北里大など大学とロボット開発研究の実績を
積み重ねている。一人暮らし高齢者の見守り「孫ロボ」、歩行などリハビリ
に活用する体関節の動きを記録する「ドクターロボ」、介護施設でベッド見
守り作業を軽減する「TeleBed」、徘徊者の外出をチェックする
「TeleCatch」が主要製品である。

住　　　　所　〒252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄2-12-24
　　　　　　　TEL 042-730-3550　FAX 042-730-3553
設  立  年  月　1997年２月　　資本金　300万円　　従業員数　４名
ホームページ　http://www.tele.co.jp
代 表 メ ー ル　mizu@cosmos.ocn.ne.jp
主な保有設備　サーバ類、3Dプリンタ（MF-2200D）

Nakamuradenki
inc.

私たち人間は体があり、その体をコントロール
する脳が無ければ動くことはできません。産業
用ロボットでその役割を担っているのが制御盤
です。弊社では、その制御盤を様々な業種の産
業用ロボットに合わせオーダーメイドで設計か
ら製作までトータルで製作することができます。
もちろん設置工事やデバック、調整といった最
終工程まで、産業用ロボットの電機制御のこと
なら様々なニーズに対応しております。
その他、人手不足をロボット化で補いたいご相
談も承ります。

各ロボットメーカーの多軸多関節ロボットのティー
チングを行います。

既存産業用ロボット制御盤の部品交換や頭脳であるPLC載せ替え他、制御
盤をリニューアルいたします。

オーダーメイドに特化した産業用ロボットのPLC制御を得意としておりま
す。その為の制御盤や操作盤も設計から製作まで行っており、既存の産業用
ロボット制御盤リニューアルといったこともやっております。

設計・加工・組立

担当：営業技術部　中村 勝彦、牧田 真知　TEL 042-753-2709　FAX 042-769-3766　E-mail info@nakaele.co.jp

産業用ロボットの電機設計から携わるようになっ
て、早いもので５年が経ちます。これからますま
すロボット化のニーズは増えていくと確信してお
ります。そのニーズに応えるには、常に技術に磨
きをかけて時代の最先端を担う企業を目指します。

代表取締役　中村　勝彦
住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台４-３-28
　　　　　　　TEL 042-753-2709　FAX 042-769-3766
設  立  年  月　1971年11月　　資本金　300万円　　従業員数　7名
ホームページ　http://www.nakaele.jp/
代 表 メ ー ル　info@nakaele.co.jp
主な保有設備　1.5tプラッター、1.5tトラック、AutoCADLT(図面作成)、
　　　　　　　PLC、TPツールソフト（三菱、オムロン、キーエンス）

代表より一言企業DATA

PLC更新前　オムロンC500シリーズ PLC更新後　三菱電機Qシリーズ
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Hispot Co.,  LTD.

担当：森田 隆明　TEL 042-702-2550　FAX 042-702-2551　E-mail morita@hispot.co.jp

代表より一言企業DATA

組込みソフト、業務系/制御系アプリ、
Webシステム、スマートデバイス向けア
プリなど、ソフトウェア開発において幅
広く対応致します。

代表取締役　杉本　祥一

Pepper向けソフトウェア開発を初めとし、
NextageやROSを利用したロボット制御の
ソフトウェア開発についても取り組んでお
ります。
弊社では機器開発の心臓部となる組込みソ
フトウェア、医療系、装置制御系、業務系
のアプリケーションなど、ソフトウェア開
発においては幅広い実績があります。
この経験を活かし、ロボットOS上で動作す
るものや専用環境上で動作するソフトウェ
アの開発に柔軟に対応致します。
ロボット制御に不可欠なソフトウェア開発
は是非ともハイスポットにご相談ください。

物流関係、半導体製造装置、省電力機器の製造・検査装置などを制御するシ
ステム開発や、垂直多関節ロボット、直交座標ステージなどの制御プログラ
ムを提供しています。生産工程の自動化を支援します。

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

ソフトウェア開発、IT関連の企画提案、セキュリティソフト・CMSサービス
販売、汎用通信ユニット販売

住　　　　所　〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-5-2
　　　　　　　グリタァ相模大野１階
　　　　　　　TEL 042-702-2550　FAX 042-702-2551
設  立  年  月　1997年６月　　資本金　2,000万円　　従業員数　62名
ホームページ　http://www.hispot.co.jp
代 表 メ ー ル　sugimoto@hispot.co.jp
主な保有設備　

FUJI MACHINE ＆ 
TOOL CO.LTD.

多軸ロボットを用いて、１次成形品の
端子にシール材を塗布する設備です。
１次成形品はコンベアで供給され、
塗布後整列冶具に収納され、その冶
具毎に次工程に運ばれる（これは人
手）設備です。
設計・部品製作・電気制御・ロボット
プログラミング・デバックまでを
一貫しておこないお客様のご要望に
合わせた設備を製作しています。

げんこつロボットと多軸ロボットを組
合わせた設備です。げんこつロボット
はねじ付き端子を端子台に挿入し、
多軸ロボットは端子台をトレイから取
出し挿入位置に供給・組立品をトレイ
に戻す動きをします。

２ケのP/Fから供給された部品を組立・
検査する設備です。
サイクルタイム１秒／１ケ

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　杉本 和昭　TEL 042-760-8117　FAX 042-760-8127　E-mail sugi@fmt-co.jp

住　　　　所　〒252-0243　神奈川県相模原市上溝4487-9
　　　　　　　TEL 042-760-8117　FAX 042-760-8127
設  立  年  月　1996年９月　　資本金　1,000万円　　従業員数　９名
ホームページ　www.fmt-co.jp
代 表 メ ー ル　sugi@fmt-co.jp
主な保有設備　汎用フライス盤・成形研磨盤・旋盤・ボール盤・工具顕微鏡

代表より一言企業DATA

自動インサート成形システム・自動ネジ供給システム・自動梱包システム・
自動車用コネクタ/電子部品用コネクタの組立機・コネクタの検査装置・
コネクタの組立治具等

自動化設備構築をお客様と相談しな
がらBESTの設備を提案し自動化設備を
設計・製作致します。

代表取締役　杉本　和昭
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Hispot Co.,  LTD.

担当：森田 隆明　TEL 042-702-2550　FAX 042-702-2551　E-mail morita@hispot.co.jp

代表より一言企業DATA

組込みソフト、業務系/制御系アプリ、
Webシステム、スマートデバイス向けア
プリなど、ソフトウェア開発において幅
広く対応致します。

代表取締役　杉本　祥一

Pepper向けソフトウェア開発を初めとし、
NextageやROSを利用したロボット制御の
ソフトウェア開発についても取り組んでお
ります。
弊社では機器開発の心臓部となる組込みソ
フトウェア、医療系、装置制御系、業務系
のアプリケーションなど、ソフトウェア開
発においては幅広い実績があります。
この経験を活かし、ロボットOS上で動作す
るものや専用環境上で動作するソフトウェ
アの開発に柔軟に対応致します。
ロボット制御に不可欠なソフトウェア開発
は是非ともハイスポットにご相談ください。

物流関係、半導体製造装置、省電力機器の製造・検査装置などを制御するシ
ステム開発や、垂直多関節ロボット、直交座標ステージなどの制御プログラ
ムを提供しています。生産工程の自動化を支援します。

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

ソフトウェア開発、IT関連の企画提案、セキュリティソフト・CMSサービス
販売、汎用通信ユニット販売

住　　　　所　〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-5-2
　　　　　　　グリタァ相模大野１階
　　　　　　　TEL 042-702-2550　FAX 042-702-2551
設  立  年  月　1997年６月　　資本金　2,000万円　　従業員数　62名
ホームページ　http://www.hispot.co.jp
代 表 メ ー ル　sugimoto@hispot.co.jp
主な保有設備　

FUJI MACHINE ＆ 
TOOL CO.LTD.

多軸ロボットを用いて、１次成形品の
端子にシール材を塗布する設備です。
１次成形品はコンベアで供給され、
塗布後整列冶具に収納され、その冶
具毎に次工程に運ばれる（これは人
手）設備です。
設計・部品製作・電気制御・ロボット
プログラミング・デバックまでを
一貫しておこないお客様のご要望に
合わせた設備を製作しています。

げんこつロボットと多軸ロボットを組
合わせた設備です。げんこつロボット
はねじ付き端子を端子台に挿入し、
多軸ロボットは端子台をトレイから取
出し挿入位置に供給・組立品をトレイ
に戻す動きをします。

２ケのP/Fから供給された部品を組立・
検査する設備です。
サイクルタイム１秒／１ケ

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：代表取締役　杉本 和昭　TEL 042-760-8117　FAX 042-760-8127　E-mail sugi@fmt-co.jp

住　　　　所　〒252-0243　神奈川県相模原市上溝4487-9
　　　　　　　TEL 042-760-8117　FAX 042-760-8127
設  立  年  月　1996年９月　　資本金　1,000万円　　従業員数　９名
ホームページ　www.fmt-co.jp
代 表 メ ー ル　sugi@fmt-co.jp
主な保有設備　汎用フライス盤・成形研磨盤・旋盤・ボール盤・工具顕微鏡

代表より一言企業DATA

自動インサート成形システム・自動ネジ供給システム・自動梱包システム・
自動車用コネクタ/電子部品用コネクタの組立機・コネクタの検査装置・
コネクタの組立治具等

自動化設備構築をお客様と相談しな
がらBESTの設備を提案し自動化設備を
設計・製作致します。

代表取締役　杉本　和昭
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FUSO MACHINE &
MOLD MFG. CO.,  LTD.

生産ラインの自動化で重要な役割を果たすローダーやロボットハンド、イン
デックステーブルなどの機械設計・製作と、シーケンス制御やモーション制
御、ロボット制御などのソフト設計を全て自社内でまかなえる装置メーカー
です。お客様との綿密な打合せを通して、最適な生産ラインを構築し、効率
的な自動化を実現します。

当社は、各種装置の仕様打合せから、機械・電気設計、部品製作・調達、
組立、プログラム、据付、メンテまで一貫して対応できます。くわえて、
組立スペースも広くありますので、小型設備から大型設備の組立や、大型
の加工機を所有していますので、大物加工にも対応できます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：フソーインターナショナルグループ　小山 大介　
TEL 042-774-1101　FAX 042-774-1102　E-mail daisuke_koyama@fuso-seiko.co.jp

扶桑精工は、金型製造や機械製造など
で培った社内外向けの自動化技術を通
じて、皆様の生産性向上に寄与します。
現在も、数件の案件に取組んでいます。

代表取締役社長　前田　順也
住　　　　所　〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台2-12-24
　　　　　　　TEL 042-774-1101　FAX 042-774-1102
設  立  年  月　1947年１月　　資本金　3,000万円　　
　　　　　　　従業員数　89名(全社300名)
ホームページ　http://www.fusoseiko.co.jp/index.html
主な保有設備　門型５面加工機 ３台、ターニングセンタ ８台、立形Ｍ/C 4台
　　　　　　　横形Ｍ/C ７台、Ｎ/C旋盤 ４台、立形ロータリー研削盤 １台、
　　　　　　　平面研削盤 ２台、筒研削盤 2台、三次元測定機 2台
用　　　　途　プラスチック用金型製造、機械部品加工、ガラスびん用金型製造

代表より一言企業DATA

FUYO JITSUGYO Co.,Ltd.

視覚センサを用いたロボットシステム
・コンベア上を流れるワークの動きに追従してワークを取り出します。（100 ヶ /分～）
・コンテナにバラ積みされているワークを判断してワークを取り出します。(20 ヶ /分～）
・3Dセンサを用いてロボット自身の設置位置を補正する移動式ロボットシステム。
　（清掃時や段取り替え時など、ロボットを邪魔にならない場所に移動できます。）　

力学センサを用いたロボットシステム
・トリム加工や穴あけ加工を行うロボットシステム。
・嵌め合いや部品の組み立てを行うロボットシステム。

協働ロボットを用いて、人と一緒に作業を行うロボットシステム

製造業の生産ラインの効率化・自動化を行う設備の製造・販売。ファナック
製産業用ロボットを用いた設備を得意とし、生産ラインの自動化について、
ご提案からアフターサービスまでを行っております。

担当：FA開発部　宮下 康　TEL 042-703-7755　FAX 042-703-7732　E-mail yasusim@fuyouj.co.jp

知能化ロボットを駆使して、相模原から国内製造
業の皆さんをもっともっと元気にしたいです！

代表取締役社長　山下 佐一郎

住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-21 SIC1 105号室　
　　　　　　　TEL 042-703-7755　FAX 042-703-7732
設  立  年  月　1966年４月　　資本金　4,500万円　　従業員数　83名
ホームページ　http://fuyouj.jp
主な保有設備　(FA工場)FANUC ROBOT LR－MATE他、天井クレーン ２基
　　　　　　　フォークリフト １台　
　　　　　　　(相模原事業所) ３Dプリンター １台

代表より一言企業DATA

ロボット
システムインテグレーター
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FUSO MACHINE &
MOLD MFG. CO.,  LTD.

生産ラインの自動化で重要な役割を果たすローダーやロボットハンド、イン
デックステーブルなどの機械設計・製作と、シーケンス制御やモーション制
御、ロボット制御などのソフト設計を全て自社内でまかなえる装置メーカー
です。お客様との綿密な打合せを通して、最適な生産ラインを構築し、効率
的な自動化を実現します。

当社は、各種装置の仕様打合せから、機械・電気設計、部品製作・調達、
組立、プログラム、据付、メンテまで一貫して対応できます。くわえて、
組立スペースも広くありますので、小型設備から大型設備の組立や、大型
の加工機を所有していますので、大物加工にも対応できます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：フソーインターナショナルグループ　小山 大介　
TEL 042-774-1101　FAX 042-774-1102　E-mail daisuke_koyama@fuso-seiko.co.jp

扶桑精工は、金型製造や機械製造など
で培った社内外向けの自動化技術を通
じて、皆様の生産性向上に寄与します。
現在も、数件の案件に取組んでいます。

代表取締役社長　前田　順也
住　　　　所　〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台2-12-24
　　　　　　　TEL 042-774-1101　FAX 042-774-1102
設  立  年  月　1947年１月　　資本金　3,000万円　　
　　　　　　　従業員数　89名(全社300名)
ホームページ　http://www.fusoseiko.co.jp/index.html
主な保有設備　門型５面加工機 ３台、ターニングセンタ ８台、立形Ｍ/C 4台
　　　　　　　横形Ｍ/C ７台、Ｎ/C旋盤 ４台、立形ロータリー研削盤 １台、
　　　　　　　平面研削盤 ２台、筒研削盤 2台、三次元測定機 2台
用　　　　途　プラスチック用金型製造、機械部品加工、ガラスびん用金型製造

代表より一言企業DATA

FUYO JITSUGYO Co.,Ltd.

視覚センサを用いたロボットシステム
・コンベア上を流れるワークの動きに追従してワークを取り出します。（100 ヶ /分～）
・コンテナにバラ積みされているワークを判断してワークを取り出します。(20 ヶ /分～）
・3Dセンサを用いてロボット自身の設置位置を補正する移動式ロボットシステム。
　（清掃時や段取り替え時など、ロボットを邪魔にならない場所に移動できます。）　

力学センサを用いたロボットシステム
・トリム加工や穴あけ加工を行うロボットシステム。
・嵌め合いや部品の組み立てを行うロボットシステム。

協働ロボットを用いて、人と一緒に作業を行うロボットシステム

製造業の生産ラインの効率化・自動化を行う設備の製造・販売。ファナック
製産業用ロボットを用いた設備を得意とし、生産ラインの自動化について、
ご提案からアフターサービスまでを行っております。

担当：FA開発部　宮下 康　TEL 042-703-7755　FAX 042-703-7732　E-mail yasusim@fuyouj.co.jp

知能化ロボットを駆使して、相模原から国内製造
業の皆さんをもっともっと元気にしたいです！

代表取締役社長　山下 佐一郎

住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-21 SIC1 105号室　
　　　　　　　TEL 042-703-7755　FAX 042-703-7732
設  立  年  月　1966年４月　　資本金　4,500万円　　従業員数　83名
ホームページ　http://fuyouj.jp
主な保有設備　(FA工場)FANUC ROBOT LR－MATE他、天井クレーン ２基
　　　　　　　フォークリフト １台　
　　　　　　　(相模原事業所) ３Dプリンター １台

代表より一言企業DATA

ロボット
システムインテグレーター
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Board Planning Co., LTD

Evaluationボードの第二弾、Renesas社製マイコン搭載評価用
ECUボードです。中小サプライヤー、セキュリティベンダ及び研
究機関向けの車載ネットワークのセキュリティ脆弱性評価が可
能。車載ECUのネットワーク模擬等、通信システム実機モデルを
実現。CAN-FDに加え100BASE-T1（802.3bw）等高速I/Fも搭
載。また、AUTOSARに準拠したOS上で動作するEthernet ／
CANの通信サンプルアプリケーションも付属。別用途として自動
車向け簡易HILSとしても応用可。

個社対応向けのシステム仕様のご提案
組込ロジックボード回路設計、FPGA設計、ファームウェア、PCB
設計及び実機評価をOne Stopで対応。

ロボット・車載機器・AI等、進化型複合システムの機能全体の提案、
仕様検討から実装、実機評価まで対応。

開発・加工・組立

担当：営業統括　石川 雅英　TEL 042-770-9757　FAX 042-770-9766　E-mail info@b-planning.com

住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30　
　　　　　　　さがみはら産業創造センター SIC2-604
　　　　　　　TEL 042-770-9757　FAX 042-770-9766
設  立  年  月　2005年２月　　資本金　1,000万円　　従業員数　10名
ホームページ　http://www.b-planning.com/
代 表 メ ー ル　info@b-planning.com
主な保有設備　オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、マルチメータ、DC電源
　　　　　　　Cadence Allegro（アートワークツール）、ModelSim（論理シミュレーター）

代表より一言企業DATA

ハード開発：自社製品ユニット（Evaluatoin ECU Board）、回路、ASIC、
FPGA開発、A/W設計、ソフト開発：各種アプリケーション（C++、C#、
FORTRAN、COBOL、SystemC、OS）、ラダープログラム、筐体設計・製
品開発請負・試作製造・システム評価

当社は、モノづくりを基本とした開発企
業です。お客様のご要望を仕様化して
製品として開発し、世に送り出すサポー
トを致します。

代表取締役　大谷　保憲

MICROTECH
LABORATORY INC.

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：営業部　小池 朗靖　TEL 042-746-0123　FAX 042-746-0960　E-mail mtl@mtl.co.jp

住　　　　所　〒252-0318神奈川県相模原市南区上鶴間本町8-1-46
　　　　　　　TEL 042-746-0123　FAX 042-746-0960
設  立  年  月　1981年２月　　資本金　4,250万円　　従業員数　65名
ホームページ　https://www.mtl.co.jp/
代 表 メ ー ル　mtl@mtl.co.jp
主な保有設備　オシロスコープ、自動検査装置、自動巻線機　

代表より一言企業DATA

ロータリエンコーダの設計、製造、販売
ギヤレスACサーボモータ「μDDモータ」の設計、製造、販売

構想から５年、ロータリエンコーダメーカとして培った技術・
ノウハウを応用し、減速機を使用せずに従来の５倍のトルク
を実現したモータの開発に成功しました。すでにFAをはじめ、
ヒューマノイドロボット、医療、研究開発用途等、幅広い用途
でご利用いただいております。ホームページでは採用事例の
動画を随時アップしておりますので、ぜひご覧ください。

代表取締役社長　二関　智司

【小型・軽量】　ラインナップは外径φ13mm、φ21mm、φ30mm、φ40mm、φ70mmでいずれも小型・軽量設計。
【高トルク】　高密度巻線技術により従来の5倍（同サイズ比）のトルクを実現。
【高剛性軸受採用】　アンギュラベアリングの採用により、高負荷荷重をダイレクトに受けることが可能。
【高分解能エンコーダ搭載】　高分解能エンコーダを搭載することで、高精度位置決めに特化。

設計から製造、販売を全て自社で行っており、カスタムのご要望にもお応えします。
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Board Planning Co., LTD

Evaluationボードの第二弾、Renesas社製マイコン搭載評価用
ECUボードです。中小サプライヤー、セキュリティベンダ及び研
究機関向けの車載ネットワークのセキュリティ脆弱性評価が可
能。車載ECUのネットワーク模擬等、通信システム実機モデルを
実現。CAN-FDに加え100BASE-T1（802.3bw）等高速I/Fも搭
載。また、AUTOSARに準拠したOS上で動作するEthernet ／
CANの通信サンプルアプリケーションも付属。別用途として自動
車向け簡易HILSとしても応用可。

個社対応向けのシステム仕様のご提案
組込ロジックボード回路設計、FPGA設計、ファームウェア、PCB
設計及び実機評価をOne Stopで対応。

ロボット・車載機器・AI等、進化型複合システムの機能全体の提案、
仕様検討から実装、実機評価まで対応。

開発・加工・組立

担当：営業統括　石川 雅英　TEL 042-770-9757　FAX 042-770-9766　E-mail info@b-planning.com

住　　　　所　〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30　
　　　　　　　さがみはら産業創造センター SIC2-604
　　　　　　　TEL 042-770-9757　FAX 042-770-9766
設  立  年  月　2005年２月　　資本金　1,000万円　　従業員数　10名
ホームページ　http://www.b-planning.com/
代 表 メ ー ル　info@b-planning.com
主な保有設備　オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、マルチメータ、DC電源
　　　　　　　Cadence Allegro（アートワークツール）、ModelSim（論理シミュレーター）

代表より一言企業DATA

ハード開発：自社製品ユニット（Evaluatoin ECU Board）、回路、ASIC、
FPGA開発、A/W設計、ソフト開発：各種アプリケーション（C++、C#、
FORTRAN、COBOL、SystemC、OS）、ラダープログラム、筐体設計・製
品開発請負・試作製造・システム評価

当社は、モノづくりを基本とした開発企
業です。お客様のご要望を仕様化して
製品として開発し、世に送り出すサポー
トを致します。

代表取締役　大谷　保憲

MICROTECH
LABORATORY INC.

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：営業部　小池 朗靖　TEL 042-746-0123　FAX 042-746-0960　E-mail mtl@mtl.co.jp

住　　　　所　〒252-0318神奈川県相模原市南区上鶴間本町8-1-46
　　　　　　　TEL 042-746-0123　FAX 042-746-0960
設  立  年  月　1981年２月　　資本金　4,250万円　　従業員数　65名
ホームページ　https://www.mtl.co.jp/
代 表 メ ー ル　mtl@mtl.co.jp
主な保有設備　オシロスコープ、自動検査装置、自動巻線機　

代表より一言企業DATA

ロータリエンコーダの設計、製造、販売
ギヤレスACサーボモータ「μDDモータ」の設計、製造、販売

構想から５年、ロータリエンコーダメーカとして培った技術・
ノウハウを応用し、減速機を使用せずに従来の５倍のトルク
を実現したモータの開発に成功しました。すでにFAをはじめ、
ヒューマノイドロボット、医療、研究開発用途等、幅広い用途
でご利用いただいております。ホームページでは採用事例の
動画を随時アップしておりますので、ぜひご覧ください。

代表取締役社長　二関　智司

【小型・軽量】　ラインナップは外径φ13mm、φ21mm、φ30mm、φ40mm、φ70mmでいずれも小型・軽量設計。
【高トルク】　高密度巻線技術により従来の5倍（同サイズ比）のトルクを実現。
【高剛性軸受採用】　アンギュラベアリングの採用により、高負荷荷重をダイレクトに受けることが可能。
【高分解能エンコーダ搭載】　高分解能エンコーダを搭載することで、高精度位置決めに特化。

設計から製造、販売を全て自社で行っており、カスタムのご要望にもお応えします。
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Media Plus Inc.

三次元力覚デバイス（ハプティクスデバイス）を
使用して、ロボットアームを高い精度で遠隔操
作、記録・再生するためのシステムです。実際の
手作業と同様の感覚でロボットを操り、一度した
操作は何度でも再生ができるため、特別な知識や
技術の習得なしに手軽にロボットを活用すること
ができます。現在は自動はんだ付けシステムへの
応用を行っていますが、手作業の自動化であれ
ば、どのような作業にも応用可能です。

ソフトウェアの受託開発　およびソフトウェア技術者派遣
産業用ロボット、Ｔ型ロボットベースを使った自動走行ロボット、ロボット
アプリなどのロボット関連システムの開発
ファームウェアから3D－CG、クラウドまで、システムの開発にワンストップ
で対応

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：技術部　金沢 勇　TEL 042-750-6515　FAX 042-750-6514　E-mail info@media-plus.co.jp

20年以上の開発実績がある各種セン
サー／モーターなどのハードウェア制
御技術、３D-CGや3次元データ処理技
術を核に、3年前よりロボット事業に取
り組んでいます。

代表取締役　金沢　勇

代表より一言企業DATA

住　　　　所　〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田7-6-11
　　　　　　　TEL 042-750-6515　FAX 042-750-6514
設  立  年  月　1993年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.media-plus.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@media-plus.co.jp
主な保有設備　開発用PC（20台）、サーバー（5台）、ロボホン、
　　　　　　　DENSOロボットアーム（相模原市ロボット導入モニター
　　　　　　　調査事業による貸与品）

ロ ボ ホ ン やPepper、
HSR向けなどの各種ア
プリケーション開発に
も対応します。

ＭEMO Technos Inc.

当社独自の技術により、
電波を使用せずにロボッ
トや産業用自動機器を制
御できる新しい無線通信
システムです。

３万円から始められて維持
費が掛からない「IoTの最
小単位」を体現したツール
です。
経営や省力化に役立つ多様
なデータを収集できます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：モノづくり事業部 マネージャー　富岡 一人　TEL 042-810-0130　FAX 042-810-0140　E-mail k.tomioka@memotechnos.co.jp

住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-5-2
　　　　　　　TEL 042-810-0130　FAX 042-810-0140
設  立  年  月　2006年10月　　資本金　500万円　　従業員数　14名
ホームページ　https://www.memotechnos.co.jp/
代 表 メ ー ル　com@memotechnos.co.jp
主な保有設備　機械設計CAD/CAM、3Dプリンタ、EDA、FTB試験装置、
　　　　　　　FFTアナライザ、スペクトラムアナライザ、音量振動解析
　　　　　　　システム、防音室

代表より一言企業DATA

当社は 音響と自動制御を基盤技術に持ち 、500 案件以上の開発実績を持つ 
特注機器メーカーです。創業より培ってきた技術力を活かし、人手不足対策
に役立つ自動化システムの開発、提案を行っています。 

専用機を中心に自動機を特注開発して
きました。アイデアと工夫でお客様の
「したい」を「カタチ」にします。音響
と自動制御はお任せください。

代表取締役　渡邊　将文

人手不足の問題が深刻化する中で、産業用ロボットを活用した労働力不足の補填や、労働生産性
の改善が求められています。産業用ロボットを少量多品種生産の中小企業で活用する秘訣は、作
業状況に応じて１台のロボットを異なる工程に従事させるシステム構築にあります。自律移動型
ロボットシステム「Lux48」は、自ら作業場所へ移動することにより、品種ごとの段取り替えや
再レイアウトに掛かる膨大な手間とコストを削減します。
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Media Plus Inc.

三次元力覚デバイス（ハプティクスデバイス）を
使用して、ロボットアームを高い精度で遠隔操
作、記録・再生するためのシステムです。実際の
手作業と同様の感覚でロボットを操り、一度した
操作は何度でも再生ができるため、特別な知識や
技術の習得なしに手軽にロボットを活用すること
ができます。現在は自動はんだ付けシステムへの
応用を行っていますが、手作業の自動化であれ
ば、どのような作業にも応用可能です。

ソフトウェアの受託開発　およびソフトウェア技術者派遣
産業用ロボット、Ｔ型ロボットベースを使った自動走行ロボット、ロボット
アプリなどのロボット関連システムの開発
ファームウェアから3D－CG、クラウドまで、システムの開発にワンストップ
で対応

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：技術部　金沢 勇　TEL 042-750-6515　FAX 042-750-6514　E-mail info@media-plus.co.jp

20年以上の開発実績がある各種セン
サー／モーターなどのハードウェア制
御技術、３D-CGや3次元データ処理技
術を核に、3年前よりロボット事業に取
り組んでいます。

代表取締役　金沢　勇

代表より一言企業DATA

住　　　　所　〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田7-6-11
　　　　　　　TEL 042-750-6515　FAX 042-750-6514
設  立  年  月　1993年11月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.media-plus.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@media-plus.co.jp
主な保有設備　開発用PC（20台）、サーバー（5台）、ロボホン、
　　　　　　　DENSOロボットアーム（相模原市ロボット導入モニター
　　　　　　　調査事業による貸与品）

ロ ボ ホ ン やPepper、
HSR向けなどの各種ア
プリケーション開発に
も対応します。

ＭEMO Technos Inc.

当社独自の技術により、
電波を使用せずにロボッ
トや産業用自動機器を制
御できる新しい無線通信
システムです。

３万円から始められて維持
費が掛からない「IoTの最
小単位」を体現したツール
です。
経営や省力化に役立つ多様
なデータを収集できます。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：モノづくり事業部 マネージャー　富岡 一人　TEL 042-810-0130　FAX 042-810-0140　E-mail k.tomioka@memotechnos.co.jp

住　　　　所　〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-5-2
　　　　　　　TEL 042-810-0130　FAX 042-810-0140
設  立  年  月　2006年10月　　資本金　500万円　　従業員数　14名
ホームページ　https://www.memotechnos.co.jp/
代 表 メ ー ル　com@memotechnos.co.jp
主な保有設備　機械設計CAD/CAM、3Dプリンタ、EDA、FTB試験装置、
　　　　　　　FFTアナライザ、スペクトラムアナライザ、音量振動解析
　　　　　　　システム、防音室

代表より一言企業DATA

当社は 音響と自動制御を基盤技術に持ち 、500 案件以上の開発実績を持つ 
特注機器メーカーです。創業より培ってきた技術力を活かし、人手不足対策
に役立つ自動化システムの開発、提案を行っています。 

専用機を中心に自動機を特注開発して
きました。アイデアと工夫でお客様の
「したい」を「カタチ」にします。音響
と自動制御はお任せください。

代表取締役　渡邊　将文

人手不足の問題が深刻化する中で、産業用ロボットを活用した労働力不足の補填や、労働生産性
の改善が求められています。産業用ロボットを少量多品種生産の中小企業で活用する秘訣は、作
業状況に応じて１台のロボットを異なる工程に従事させるシステム構築にあります。自律移動型
ロボットシステム「Lux48」は、自ら作業場所へ移動することにより、品種ごとの段取り替えや
再レイアウトに掛かる膨大な手間とコストを削減します。
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yutaka seiko Co., Ltd.

当社では採用難を打破するべく工作機械のオペレーションをロ
ボット化する試みを進めています。
ポイントは、人とロボットの協働！
移動式の協働ロボットをシステム化することで、一台の工作機械
をあるときは社員が、またあるときはロボットがオペレーション
します。当社のノウハウをご活用ください。

産業ロボット
システムインテグレーター

担当：技術部　大類 理恵　TEL 042-761-5018　FAX 042-761-4766　E-mail info@yutaka-seiko.co.jp

住　　　　所　〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2053-3
　　　　　　　TEL 042-761-5018　FAX 042-761-4766
設  立  年  月　1979年１月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
ホームページ　http://www.yutaka-seiko.co.jp/
代 表 メ ー ル　info@yutaka-seiko.co.jp
主な保有設備　NC旋盤、ボール盤、普通旋盤、CAD/CAM
　　　　　　　マシニングセンター、CNC複合旋盤、フライス盤
　　　　　　　三次元測定機、ワイヤーカット、自動帯鋸盤

代表より一言企業DATA

当社は「チャレンジする会社！、モノ造りで社会をユタカに！！」をキャッ
チフレーズにして、金属・樹脂部品の切削加工、協力会社との連携による各
種機械や製品の一貫生産、各種ロボットの一括請負生産などを得意としてお
ります。

金属加工一筋40年の町工場ですが、ロボット
に関する新たなチャレンジを続けています。
中小企業ならではフットワークには自信があ
りますので、ファブレスメーカーの技術者の
方々に遠慮なく声を掛けていただきたいです。

代表取締役　豊岡　淳

高い信頼性が要求されるインフラ点検ロボットについて、
ファブレスメーカーさまからの試作オーダーを一括請負で受
注しています。当社が得意としている金属加工・樹脂加工で
の軽量化や低コスト化のご提案はもちろん、当社パートナー
企業とのネットワークを活かして、電気系やソフト系の仕事
も一括請負させていただくことで、「製作や納期管理、品質
管理をアウトソーシングできるので、仕様策定や設計に集中
できる！」とご好評いただいております。

REVOX, Inc

堅牢・ハイスピード・高精細の3D計測用レーザー
です。ロボットアームへの取り付け可能な小型、
IP67対応の堅牢な筐体です。世界最速クラスのハ
イスピード、高解像度対応のモデルを多数取り揃え
ています。視野幅 7 ～ 1000mmまで幅広いレンジ
で、高精度の計測を実現します。

光製品の開発・設計・製造、及び画像計測、検査システム開発、及び、画像
処理用機器販売マシンビジョン事業・ヘルスケア事業・アグリカルチャー事業

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：マシンビジョン営業部　西條 敦史　TEL 045-548-8172　FAX 045-548-8568　E-mail info@revox.jp

画像処理用検査光源メーカーです。
ロボットの目となる、３Dセンサーで、
画像による３次元計測の自動化を促進
します。

代表取締役CEO　三留　正浩
住　　　　所　〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝1880番地2 SIC-3内
　　　　　　　TEL 042-786-0371　FAX 042-786-0372　
設  立  年  月　2001年１月　　資本金　5,570万円　　従業員数　60名
ホームページ　http://www.revox.jp/
代表メール　info@revox.jp
主な保有設備　AT製３Dレーザー形状計測機、Makros-Cf　三次元自動欠陥
　　　　　　　検出装置、表面観察系設備、クリーンブース、各種カメラ、
　　　　　　　各種レンズ、自社製光源

代表より一言企業DATA

34 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018 さがみはらロボット企業GUIDE BOOK 2018



yutaka seiko Co., Ltd.
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　　　　　　　TEL 042-761-5018　FAX 042-761-4766
設  立  年  月　1979年１月　　資本金　1,000万円　　従業員数　12名
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代表より一言企業DATA

当社は「チャレンジする会社！、モノ造りで社会をユタカに！！」をキャッ
チフレーズにして、金属・樹脂部品の切削加工、協力会社との連携による各
種機械や製品の一貫生産、各種ロボットの一括請負生産などを得意としてお
ります。

金属加工一筋40年の町工場ですが、ロボット
に関する新たなチャレンジを続けています。
中小企業ならではフットワークには自信があ
りますので、ファブレスメーカーの技術者の
方々に遠慮なく声を掛けていただきたいです。

代表取締役　豊岡　淳

高い信頼性が要求されるインフラ点検ロボットについて、
ファブレスメーカーさまからの試作オーダーを一括請負で受
注しています。当社が得意としている金属加工・樹脂加工で
の軽量化や低コスト化のご提案はもちろん、当社パートナー
企業とのネットワークを活かして、電気系やソフト系の仕事
も一括請負させていただくことで、「製作や納期管理、品質
管理をアウトソーシングできるので、仕様策定や設計に集中
できる！」とご好評いただいております。

REVOX, Inc

堅牢・ハイスピード・高精細の3D計測用レーザー
です。ロボットアームへの取り付け可能な小型、
IP67対応の堅牢な筐体です。世界最速クラスのハ
イスピード、高解像度対応のモデルを多数取り揃え
ています。視野幅 7 ～ 1000mmまで幅広いレンジ
で、高精度の計測を実現します。

光製品の開発・設計・製造、及び画像計測、検査システム開発、及び、画像
処理用機器販売マシンビジョン事業・ヘルスケア事業・アグリカルチャー事業

要素技術（デバイス・
部品・ソフトウェア等）

担当：マシンビジョン営業部　西條 敦史　TEL 045-548-8172　FAX 045-548-8568　E-mail info@revox.jp

画像処理用検査光源メーカーです。
ロボットの目となる、３Dセンサーで、
画像による３次元計測の自動化を促進
します。

代表取締役CEO　三留　正浩
住　　　　所　〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝1880番地2 SIC-3内
　　　　　　　TEL 042-786-0371　FAX 042-786-0372　
設  立  年  月　2001年１月　　資本金　5,570万円　　従業員数　60名
ホームページ　http://www.revox.jp/
代表メール　info@revox.jp
主な保有設備　AT製３Dレーザー形状計測機、Makros-Cf　三次元自動欠陥
　　　　　　　検出装置、表面観察系設備、クリーンブース、各種カメラ、
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代表より一言企業DATA
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メイド・イン・さがみはらが拓く　ロボットイノベーション

企業・まち・人を育てる相模原市のロボット事業

さがみはらロボットビジネス協議会

中小企業、大学等研究機関、金融機関、行政や支援機関で
連携し、ロボットビジネス推進のための地域のプラット
フォームとして、各種事業の実施や調査研究などによって、
ロボット産業の振興やビジネス支援に取り組んでいます。

上　段／米シリコンバレー視察では、ロボットが稼動する施設や
　　　　スタンフォード大学の訪問を実施。
左中段／ロボットビジネス研究会（セミナー）。
左下段／市内レジャー施設でのロボット活用に係る意見交換の様子。
右中段／展示会の協議会ブース。

事務局／相模原商工会議所
https://www.sagamihara-rbk.com

〈主な取組み〉・中小企業魅力PR事業
・ロボット技術高度化事業
・技術実用化ネットワーク形成事業

さがみはらロボット導入支援センター

ものづくり企業が直面する「生産性の向上」「競争力強化」
「労働力不足の解消」といった課題を解決するため、ロボッ
ト導入の相談やモデルシステムのデモ体験ができるセン
ターを開設。センターでは産業用ロボットの導入に向けた
コンサルティングや、技術者育成のためのロボット操作教
育、自動化・省人化セミナー、SIer育成事業なども実施し
ています。

ビジョントラッキング、ワークハンドリング、アッセンブリー、
ピッキングなど、５種のロボットモデルシステムを展示。

事務局／株式会社さがみはら産業創造センター
http://www.sic-sagamihara.jp/robot/

さがみはらロボットガーデン

実社会へさまざまなロボットが普及していくことに備え
て、ロボットに触れ、学ぶことができる市民向けイベント
を実施しています。
これまで未来のロボット産業人材を育てる子供向けのプロ
グラミング教室や、ドローンの構造・操作を学ぶ教室など
を開催。2016年には、大学や高専、米シリコンバレーロ
ボティクスの協力のもと、ロボットデモや講演会をおこな
いました。

左上／こどもロボットクリエイター教室の様子。
左中／自作のロボットを動かす市内小学生。
左下／サッカーロボットのデモ。
右上／親子ドローン組立・飛行教室の様子。
右中／マイクロドローンの操作体験をする市内小学生。
右下／シリコンバレーロボティクスのアンドラ・キーイ氏講演。

ロボット利活用まちづくり

「相模原市＝ロボットのまち」のイメージづくりをしてい
くため、ロボットの社会実装研究や、企業誘致、大学や高
専との連携、新たな拠点整備、人材育成などを視野に入れ
た各種事業をおこなっていきます。
2018年3月には市内レジャー施設にドローンレース場を
開設、森林コースを利用した国内初のレース大会を開催し
ました。2018年度は生活支援ロボット「HSR」の社会実
装プロジェクトや、 World Robot Expoの地域展示、高専
への研究開発支援などを計画。日本のロボット技術が世界
に発信される2020年のWorld Robot Summit本大会に向
けた準備をすすめています。

左上／市内介護福祉施設でのHSRの実証実装の様子。
右上／ドローンレース大会の様子。
下／ドローンレース用森林コース。
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メイド・イン・さがみはらが拓く　ロボットイノベーション

企業・まち・人を育てる相模原市のロボット事業
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ものづくり企業が直面する「生産性の向上」「競争力強化」
「労働力不足の解消」といった課題を解決するため、ロボッ
ト導入の相談やモデルシステムのデモ体験ができるセン
ターを開設。センターでは産業用ロボットの導入に向けた
コンサルティングや、技術者育成のためのロボット操作教
育、自動化・省人化セミナー、SIer育成事業なども実施し
ています。

ビジョントラッキング、ワークハンドリング、アッセンブリー、
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実社会へさまざまなロボットが普及していくことに備え
て、ロボットに触れ、学ぶことができる市民向けイベント
を実施しています。
これまで未来のロボット産業人材を育てる子供向けのプロ
グラミング教室や、ドローンの構造・操作を学ぶ教室など
を開催。2016年には、大学や高専、米シリコンバレーロ
ボティクスの協力のもと、ロボットデモや講演会をおこな
いました。

左上／こどもロボットクリエイター教室の様子。
左中／自作のロボットを動かす市内小学生。
左下／サッカーロボットのデモ。
右上／親子ドローン組立・飛行教室の様子。
右中／マイクロドローンの操作体験をする市内小学生。
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くため、ロボットの社会実装研究や、企業誘致、大学や高
専との連携、新たな拠点整備、人材育成などを視野に入れ
た各種事業をおこなっていきます。
2018年3月には市内レジャー施設にドローンレース場を
開設、森林コースを利用した国内初のレース大会を開催し
ました。2018年度は生活支援ロボット「HSR」の社会実
装プロジェクトや、 World Robot Expoの地域展示、高専
への研究開発支援などを計画。日本のロボット技術が世界
に発信される2020年のWorld Robot Summit本大会に向
けた準備をすすめています。

左上／市内介護福祉施設でのHSRの実証実装の様子。
右上／ドローンレース大会の様子。
下／ドローンレース用森林コース。
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