
Saikatu

有限会社サイカツ建設

NEEDS/WANTS/SEEDS

当社は、人が心地良くいられる、また商品を美しく見せる“快適空間”を提
供しています。その快適空間づくりのために、カラーコーディネーター、
インテリアコーディネーター、ライティングコーディネーターの資格を有
したリソースをフルに活かしたプラニングを実現しています。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

秋田県は少子高齢化による老人介護の負担、冬期の日照不足による「季節うつ」
等が地域の課題となっています。
このような状況を打破するため、光の色や光量、位置、広がりをコントロールし
て快適性をつくり、さらに音や香、時間的制御（サーカディアンリズム）を加え
ることにより、高付加価値な「空間」を動的に（都度調整可能に）創造する取り
組みを行っています。
これまで当社が建築業で培ってきたハード面の知識、経験に加え、感情や感覚面
などのソフト面へのアプローチを、地域の産学官金と連携したコンソーシアム
（あきた快適環境創造研究会）により実行します。今後の研究によりさらに用途
を広げていく予定です。具体的には、手術室や運動選手の控室等の集中力を必要
とする場面でのサポートや、睡眠導入による睡眠負債の解決等を想定しています。

我々の目指しているシステムは複数の機器を制御して快適空間を創り出し
ます。そのため色々な技術を必要とし日本全国の英知を求めております。

MESSAGE for ALL

〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町二丁目22番20号
担当：代表取締役 齊藤勝俊
℡ 018-839-5037 ✉ contact@saikatu.co.jp
URL: https://saikatu.co.jp/

CONTACT

会員企業

2020年5月31日作成



株式会社三栄機械

当社は1971年の設立以来、常に新しい人との出会いの中で様々な業界の製品開
発や装置開発に携わらせていただき、業界特有の常識やノウハウを身につける
ことが出来ました。そこで培った技術や知識は当社にとってかけがえの無い財
産です。これからも、今までに無い価値を創造することで、お客様の問題解決
やまだ見ぬ商品、産業、地域社会の役に立つ企業であるべく、私たちは行動し
て参ります。

設計・開発からものづくりまでの一貫対応
・オーダーメイドの装置開発
・共同研究による装置開発
・試験機、実証機、生産設備の開発

皆さまの問題解決をものづくりを通して応える事により、今までに無い価
値の創造を、この秋田から発信したいと思っております。

〒015-0051 秋田県由利本荘市川口字家妻１４６−３
担当：営業部部⾧ 佐々木昭二
℡：0184-23-1094 E-Mail：s.sasaki@sanei-kikai.co.jp
URL：http://sanei-kikai.co.jp/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年 9月25日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS

電子機器から発生する不要電磁波（ノイズ）を高精度に
測定する、マイクロ波帯EMCスキャナー「MWS-2030」
を秋田県産業技術センターと共同開発しました。独自の
光変調散乱技術を用いた完全非金属プローブ・ワイヤレ
ス測定で、低擾乱な電磁界分布計測を実現しました。



Ｔｉａｎｍａ Ｊａｐａｎ株式会社

当社 天馬ジャパンは、お客様へ高品位で多彩なディスプレイ製品をお届けする
液晶ディスプレイサプライヤーです。液晶技術の黎明期から培ってきた確かな
技術開発力、先進の設備を備えた生産拠点、そして各国に広がる販売網を活か
し、高品位で多彩な製品群を中小型ディスプレイのマーケットへご提供してい
ます。ディスプレイソリューションを通じて社会の発展に貢献し、可能性に満
ちた世界をつくる。そのために私たちは常に挑戦を続けています。

◆ ４つのコアテクノロジーでお客様アプリケーションの実現に貢献します。
Super Fine TFT技術（“美しさ”を追求したディスプレイ）
・広視野角 ・スムーズな動画表示 ・高輝度、広色度域、高精細

Enhanced View TFT技術（どんな環境でも明るく見やすく鮮明に）
・強外光環境はじめ、どんな外光環境でも高い視認性

Value Integrated TFT技術（高性能化、多機能化で新たな価値を創出）
・タッチパネル、３D表示、任意形状、色変換技術

適応設計技術（ユーザビリティーを高める）
・ニーズへのきめ細かな対応 ・最適ソリューションの提供

◆液晶ディスプレイ キーパーツ生産（カラーフィルター、タッチパネルなど）
◆受託 加工 (ガラス基板配線加工、アセンブリ加工、セル加工など)
◆センサー開発

X線フラットパネルディテクタ、免疫測定用計測機器、TFT応用センサー、
水素センサー、熱電センサーなど

30年以上の液晶ディスプレイでの経験から、秋田発次世代ひかり産業製品の開発
並びに製品化に貢献したい。

所在地：〒010-1412 秋田県秋田市御所野下堤三丁目１番１号
担 当：（秋田工場）人事総務部 石井 誠
連絡先：〔TEL〕018-829-0034〔E-mail〕m-ishii@tianma-jp.com
URL ：https://www.tianma.co.jp/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年8月1日作成

NEEDS／WANTS／SEEDS



東北化学薬品株式会社

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年 8月6日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS

〒011−0901 秋田県秋田市寺内三千刈462-1
担当：秋田支店営業第3グループ 伊藤健史
TEL：018-824-1201 FAX：018-824-1166
E-mail：t-ito@t-kagaku.co.jp URL：https://www.t-kagaku.co.jp/

当社は化学関連を専門領域とする商社として、青森県弘前市の本社をはじめ東北
6県および東京に拠点を持ち事業を行っています。取り扱う商品の分野は幅広く、
化学工業薬品、臨床検査試薬、一般試薬、食品添加物、農薬・農業資材、また関
連する消耗品や医理化学機器に至るまで多岐にわたっています。

東北を中心とした大学や研究所、官公庁、病院、各分野の民間企業（製薬、半導
体、電子機器、食品など）のお客様と⾧年築いてきた強い信頼関係と、幅広い分
野で事業を進めているため多角的な提案が出来ることが当社の強みです。
また、事業の中で培ったつながりを元に、産学官連携事業等にも参画しており、
これまで電子デバイスの開発事業や、青森県と弘前大学が主体となって進めてい
る医療・健康分野の事業へも参画しています。

当社はこれまでも多種多様な機関、幅色い分野のお客様とのつながりを大切にし
てきました。是非とも当社の強みを生かし、ALLの皆様のお力になりたいと考え
ております。



株式会社 日新化成

当社は世界トップレベルの超精密樹脂成形技術を有し、ミクロン・サブ
ミクロン精度のプラスチック部品を製造するメーカーです。当社独自開発
商品としては、超精密成形技術に基づく信頼性の高い光ファイバ接続部品
など光通信部品の製造販売を行っております。
分野が違えど当社技術が広域連携としての橋渡し役になることをお約束

致します。

当社は汎用樹脂からスーパーエンプラ及び熱硬化性樹脂まで、幅広い範
囲での金型設計・製造技術・測定技術を有し、試作から製品出荷までを一
気通貫で対応出来る所が強みでもあります。これらの技術をベースに、光
通信分野の多芯系光ファイバ接続用MTフェルールでは世界でトップレベ
ルのメーカーとして認知されており、また電子部品の超薄型化を実現する
メタルリードフレームとの複合成形によるプラスチックパッケージでは
トップレベルの生産実績を有しております。

日本全国に存在するALL支援機関ならびにその関連企業の皆様のお役に
立つということを第一に、時代を取り巻く環境や多様化するニーズに対応
するべく、素早い技術確立と開発支援の役割を果たしたいと考えており、
同時にALL全体で盛り上がっていくことを期待しております。

〒014-0113秋田県大仙市堀見内字下田茂木114
㈱日新化成 秋田工場 TEL:0187-73-5650 
担当：寺村 英昭 E-mail:teramura@nissinkasei.co.jp
http://www.nissinkasei.co.jp/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年 7月22日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS

48心MTフェルール
(PPS樹脂)

光ファイバ穴径
φ0.1250 +0.0005/-0 mm



株式会社 武藤電子工業

当社の強み
・電子回路の企画・設計から量産までワンストップサービスを実現。
・設計・部品調達・実装組立・完成品までの一貫生産が可能。
・柔軟な企業体制とスピーディーな対応。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

秋田発の新たな価値の創出を目指し、「現状維持を捨て常に前へ」の精神
でALLのみなさんの力になれればと考えております。

MESSAGE for ALL

CONTACT
〒010-0341 秋田県男鹿市船越字内子346
TEL：0185-35-3257 FAX:：0185-35-2958
staff ：原田 武/HARADA TAKESHI
E-mail：ta_harada@muto-elec.co.jp
URL： http://www.muto-elec.co.jp/

当社は回路設計から部品調達、実装組立、完成品まで一貫製作が可能です。
創業以来育んできた技術、品質、より良い製品をお客様に提供したいという
意識を堅持し、多様化するニーズに提案型のスタイルにて取り組みます。

開発事例：ポール取付け式誘導灯

・被せるだけで設置可能であり、施工性良好
・降雪地の冬季は点灯しない不具合を解消
・視覚に優しい「ホタル」のような発光方式を実現

会員企業

2020年6月1日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS



株式会社アルテ

NEEDS/WANTS/SEEDS

デザイン資源として、次の4つをご提供しております。
・コンセプト系のシステム的デザイン資源
・製品・サービス系の物的なデザイン資源
・情報系の視覚的なデザイン資源
・環境系の空間的デザイン資源

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

デザインが実現できる役割として4つに定義して、
それぞれのニーズを実現いたします。
・組織内の情報や知識のコミュニケーションの
「媒介」的役割
・企業が情報を理解し、さらに進化させて新たな
意味ある価値情報を創りだす「創造的プロセス」
としての役割
・異分野の要素をひとつのカタチ・システムに
「形態化」する機能
・企業と人間を結ぶ「インターフェイス」を創造
する役割

単独企業ではなかなか実現できない事業について、全国の支援機関とネットワークを持ち、情報
の収集や幅広い外部連携、連携先の技術や機器の利用ができる環境が得られることは、事業環境
のリノベーションを加速させることができ、小規模事業者にとって魅力的である。同様、自社の
資源を広く公開することで他社のリノベーションの一助になりたい。

MESSAGE for ALL

CONTACT ・秋田県秋田市保戸野通町５−３５
・代表取締役 時田 和幸
・018-853-9320  webmaster@arte-akita.jp
・http://arte-akita.jp/

2020年6月16日作成

会員企業



ディスプレイ・電子部品用露光装置をメインに製造し、精密機器、光学機器、計測器の設
計・製作・販売を行っております。
簡易なフォトリソグラフィ工程のテストも可能です。
光学・精密機構・電子制御・ソフトウェアの各技術を複合し、オプトメカトロニクスと呼
ばれる「光を利用した製造装置作り」を中心に、特に紫外線を利用した、μmレベルの精密
自動装置の設計・製造を得意としております。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

• フォトマスクを利用し、μmレベルのパターンを描く「マスクアライナ」
• 高価なフォトマスクを必要とせず、独自の高速描画“ポイントアレイ方式”で
直接パターンを描画する「マスクレス露光装置」

この2製品を主軸に、
お客様の独自仕様に合わせたオーダーメイドで
装置開発・製造を行っております。

MESSAGE for ALL

京都府向日市寺戸町久々相1番地
技術管理課課⾧ 米谷匡弘
TEL : (075)931-9057 E-Mail : m_yonetani@kakenjse.co.jp
HP : http://www.kakenjse.co.jp/

当社は、所属する京都光技術研究会にて、空間位相変調器(SLM)を製造・販売致しました。
開発においては秋田大・河村先生にもご協力頂き、販売のみならず、自社では得られること
のなかった技術や経験を得ることができました。
ALLに参加することで、より広範囲なニーズ・シーズに視野を広げ、次世代のものづくりの
きっかけを得たいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

CONTACT

会員企業

2020年6月2日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS



・石英ガラスを中心としたガラス製品（オーダーメイド）のご提供
・光学設計から部品製作・ユニット製造・光学評価までのトータルソリューションのご提供
・熱関連製品（特殊ヒーター、加熱ユニット等）の設計および製作
・研究者、開発者の方向けWEB-Shop「Labo-Meister（ラボマイスター）」での企画商品のご提案

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH
１９５２年の創業以来、人と社会の役に立ち続けることを理念に、全国の大学・研究機関・企業の
研究者や開発者の方々のために、石英ガラス製品および光学・熱関連製品の開発・製造・販売を
行っています。
石英ガラスは超高純度のSiO2で構成されるガラス素材です。１０００℃以上の耐熱性、超低熱膨張
性、耐薬品性、紫外線から赤外線まで幅広い光透過性などの優れた特徴を併せ持ち、またガラスの
特徴である様々な形状への加工が可能であることから「ガラスの王様」と呼ばれています。
このようなガラス素材とその加工技術の提供をきっかけに、最先端の研究開発を担う方々と一緒に、
サイエンスとその土壌をより良くしていきます。

秋田と京都は遠く離れていますが、古くから文化的・経済的な繋がりを持ち連携していた地域です。
ALLでの取り組みを通じて、しばらく少なかった地域同士での交わりが増える事、そしてその結果
として色々な新しい「光」が見えることを期待し、何かしらご協力やお手伝いができればと考えて
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

MESSAGE for ALL

京都府京都市南区久世中久町６７６
代表取締役社⾧ 須田真通
TEL 075-933-4191 MAIL masamichi_suda@daico.co.jp
HP http://www.daico.co.jp/
WEB-SHOP https://www.labo-meister.com/

CONTACT

会員企業

2020年5月25日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS



また、株式会社トプコンテクノハウス照度計類の正規国内総代理店を担ってお
ります。グループ会社のFITリーディンテックスと力を合わせて対応、光や色
に関わる事は全てお任せください。

主な取扱製品、サービス
・各種分析・測定装置、感覚の数値化装置（味、触感、視覚、食感）
・生産工程での液体・粉体制御、温湿度制御等
・異なるメーカーを組み合わせた特注品制作
・自動化、効率化の改善
・石英ガラス特注加工

昨年お陰様で100周年を迎えることが出来ました。⾧年のお取引様の課題
と向き合った経験を活かし、貴社の課題解決のお手伝いをさせて下さい。

入江株式会社 東京支店
〒103-0023東京都中央区日本橋本町4-5-14
TEL 0120-209-045
E-mail  info@irie.co.jp
WEB     https://www.irie.co.jp/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年 9月 4日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS

弊社は技術商社として、非効率な工程の見直し、効率化、自動化等、お客様が
抱える課題、問題解決のお手伝いをさせていただいております。
研究開発に必要な機器、特注品など、お客様の業務が円滑に進められる最適な
提案を致します。



・条件に沿った原料・加工法の厳選
・特注にも対応可能
・条件に沿ったメーカーの選定・提案
・迅速な見積回答
・技術的仮説にも専門の知識を持った社員が対応

「この人に頼んでおけば大丈夫」というサプライヤーはいますか？
親身になって相談に乗ってくれるサプライヤーはいますか？
当社のクライアント担当者は、お客様の「こんなことできるかな？」を叶えます。

本社住所 〒101-0038
東京都千代田区神田美倉町10
TEL: 03-6260-8880 
MAIL: sales@fit-leadintex.jp
HP :  https://fit-leadintex.jp/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT

2020年 9月9日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS

光関連の計測器、赤外検出器、光検出器、レーザー装置、LED、SLD、
光学部品、光学材料、ソフトウェア、セキュリティー機器を
海外から輸入し、国内販売しています。
豊富な光学材料の在庫、最新の加工機械、研磨、コーティング、
測定器から生産される製品は、産業用の量産品からプロトタイプ、
研究用の一品まで対応致します。

大阪支店 住所 〒530-0043
大阪市北区天満2-14-14
TEL: 06-6755-4121 

FITリーディンテックスは光関連の専門輸入商社です。



タッセイ合同会社
TaSey, LLC.

◆ オプト・エレクトロにクスの技術をベースに、自社企画による製品開発、
他社からの委託、共同開発および関連製品の輸入販売を行っています。

◆特に、LD、LEDと光ファイバーの結合技術、LD、LEDの駆動回路、PDに
よる光計測技術、マイクロコンピュータ組込ソフト開発、および関連システム
の開発、などの技術蓄積により、業界のニーズにお答えしています。

❏ 計測分野

・LDチェッカー（LDの性能測定）

LD駆動回路・PDによる光計測技術・組込ソフト

❏ 照明、装飾分野

・漏光ファイバーによる装飾システム

LED/ファイバー結合技術、LED駆動回路、組込ソフト

・UV照明システム

❏ 医療、環境分野

・レーザーメス用ハイパワー用光ロータリージョイント

光学設計、LD/ファイバー結合技術、高精度光学調整技術

・マイクロフォグ発生装置

オゾン、次亜塩素酸水マイクロフォグによる殺菌・消臭技術

研究機関、関連業界の広範囲の方々との交流を図ることにより、既存分野には
ない新しい発想と革新的製品の開発を進めることができると信じます。それに
より、微力ながら社会の発展に貢献することを目指しています。

〒 600-8891 京都市下京区西七条東八反田町３３-４０１
担当：代表社員 田仲正敏 TEL：075-874-4821
EMAIL：tanaka.m@tasey-kyoto.com
URL： http://tasey-kyoto.com/

会員企業

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

CONTACT
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NEEDS/WANTS/SEEDS

TaSey
Optics&Electronics

LDチェッカー

装飾用漏光ファイバー

ハイパワー光ロータリージョイ
ント


