
      

ものづくりネット企業情報 登録票① 

 

事 業 所 名  相模商工製作所㈱      

記入担当者名  相模 太郎         

担当者電話  042－753－××××     

担当者 FAX   042－753－△△△△     

担当者 E ﾒｰﾙ  taro@sagami-cci.or.jp     

 

 

★必須項目以外は任意のＰＲ項目となります。 

○企業情報 

（★必須）営業内容 
輸送用機器板金加工業 
 

（★必須）問合せ用 

Ｅメールアドレス 
info@sagami-cci.or.jp 

創業年月日 昭和 48 年 4 月 資本金 1,000 万円 

決算月 3 月 従業員数 

（全体） 
30 人 

従業員数 

（事業場） 
30 人 取引 

金融機関 
横浜銀行 相模原駅前支店 

年間売上高：

万円 
10,000 万円 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ

URL 
http://www. sagamicci ¥22.or.jp 

関連会社 相模商工販売㈱ 営業拠点 相模原市 

求めている経

営資源 
高度なプラスチック加工技術 

（★必須） 

企業キャラク

ター 

(２つまで) 

□ 安くやります 早くやります 品質に自信があります 
□ 何でもやります 

（★必須） 

セールスポイ

ント 

125文字まで 

板金加工に関しての独自の技術力をもち、特に運送用機器関連の成形技術には
定評があります。 

 
相模原商工会議所 経営支援課 ものづくりネット担当（林、森田） 

TEL：042-753-8135 FAX：042-753-7637 

y-takahashi
テキスト ボックス

y-takahashi
テキスト ボックス

y-takahashi
テキスト ボックス

y-takahashi
テキスト ボックス

y-takahashi
四角形



ものづくりネット企業情報 登録票② 

（★必須）○企業理念 ※125文字まで 

当社は、「高い品質で人類に便宜をもたらし､社会貢献しよう」を理念としてこの地域に密
着した経営を行っております。 
経営方針 １．客様第一主義 ２．フットワークを大切にする ３．自分のコストを意識
しよう 

○環境保全・グリーン調達に対する対応 

環境保全ということで当社では､エコドライブ運動を実施しています。また、グリーン調達
に対応できるよう様々な具体策を実施しています。 

○主要取引先 

事業所名 業種 住所 

スズキ工業所㈱ 自動車製造業 神奈川県相模原市 
ヤマハ工業所㈱ 楽器製造業 神奈川県相模原市 
富士商工楽器㈱ 木工製造業 東京都八王子市 
相模相州鉄工所㈱ 金型製造業 神奈川県相模原市 
相模サービス製作所㈱ 家庭用電化製品製造業 神奈川県相模原市 
○保有機械設備（10台まで） 

機械名称･種類 メーカー名 型式 台数 
テーブルサイズ 

（XYZ）ｍｍ 
仕様／性能 板厚 導入年月 

マシニングセンター CCI SNK 
RB-2N 

1 1000 × 600 ×
550 

160×2850/
月 1000 個 

 1998 年 1
月 

NC 旋盤 CCI FNC- 
3220DT 

2  月/1000 個  1998 年 3
月 

旋盤 CCI 48ｔ 1  1120 Φ ×
4000 ｍ / 月
1000 個 

 1998 年 4
月 

3 本ロール機 CCI 49ｔ 1  100 ｔ / 月
1000 個 

 1998 年 5
月 

        

        

        

        

        

        

 

 

相模原商工会議所 経営支援課 ものづくりネット担当（林、森田） 

TEL：042-753-8135 FAX：042-753-7637 
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ものづくりネット企業情報 登録票③ 

○ISO取得・対応規格・法認定・助成等 

取得年 内容 

1999 年 8 月 ISO9002 取得 

1999 年 9 月 ISO14001 取得 

1999 年 10 月 （JIS）ストレートシャンク部をもつ回転工具－ 
            シャンク径及びシャンク四角部の寸法 

1999 年 11 月 TPM 受賞 
2000 年 1 月 創造技術研究開発費補助金 

○特許・実用新案の取得状況 

金属製品用精密研削加工技術（PAT） 

○最近の研究テーマ・新分野進出計画等 

取組中の研究開発の名称・新分

野進出先 
レーザー加工 

取組中の研究開発・進出計画の

具体的内容 
レーザーによる金属切断と溶接技術の確立 

○資格取得者状況 

公害防止管理者､危険物取扱者申請､ボイラー技士 

○使用しているソフトウェア 

受入中間ﾌｧｲﾙ ＤＸＦ、ＩＧＥＳ、ＤＷＧ 

使用している CAD／CAMソ

フト 
ＧＲＡＤＥ 

 

 

相模原商工会議所 経営支援課 ものづくりネット担当（林、森田） 

TEL：042-753-8135 FAX：042-753-7637 
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ものづくりネット企業情報 登録票（得意分野、異色分野、新技術）※計 3枚まで 

 

事業所名: 相模商工製作所㈱ 

 

（★必須）製品写真を掲載します。写真データを Eメールにて送信をお願い致します。 

seizou1@ssp21.or.jp 

 

（★必須）○製品名、技術名称（当技術を提案したい先方の取扱い製品名） 

パソコン用精密板金加工 

（★必須）○製品、技術ＰＲ（本件担当者より一言） 

新しい加工技術のご提案です。当社のレーザー加工で､ミクロの世界までの加工精度を実現。ぜ

ひ､パソコンフレームの技術について、応用が可能です。一度ご連絡ください。 

○チェック項目（チェック済みは必須とさせていただきます） 

会社案内送付いたします 商品カタログ送付いたします（説明資料） 

営業担当者からご連絡いたします 見積りいたします 

□加工サンプル送りいたします □共同研究・開発・技術提携をしませんか 

□共同受注希望いたします □共同で資材購入しませんか 

□販売店になっていただけませんか □共同で研修しませんか 

取引方針 

品質重視。コスト面で折り合

いがつけばお話し合いさせて

いただきます。 

取引条件 現金取引､手形取引可能です。 

担当部署 技術部技術課 担当者氏名 相模 太郎 

（★必須） 

ＴＥＬ 

042－753－×××× ＦＡＸ 042－753－×××× 

（★必須） 

Ｅメール 

taro@sagami-cci.or.jp 

 
相模原商工会議所 経営支援課 ものづくりネット担当（林、森田） 

TEL：042-753-8135 FAX：042-753-7637 
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