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【代表プロフィール】

有限会社 コンタミネーション・コントロール・サービス
代表取締役社長　進藤　豊彦（しんどう　とよひこ）55歳
宮崎県宮崎市生まれ　
千葉県野田市にある東京理科大学理工学部経営工学科を卒業
卒業研究は「繊維状活性炭を用いた水処理システム」
そして趣味は「仕事」と言う進藤さんです。

【起業しようと思ったきっかけは？】

　大学卒業後、油圧・空気圧機器の製造会社に就職。2年後、
先輩に声を掛けられ、仲間7名と世界初のセラミックインライ
ンガスフィルタの開発を手掛ける（株）ピュアロンジャパン
を設立する。
　1993年、東芝セラミックスへ入社し、ガスフィルタ事業を
立ち上げる。在籍中からガスフィルタ後段の配管が錆びるこ
とを防ぐためセラミックが使えないかと考えるようになり、
40歳を機に退社。1年間神奈川県産業技術センターのクリーン
ルームを借りて配管へのセラミックのコーティングの開発を
続けた。
　2000年1月、相模原市緑区下九沢に（有）コンタミネーショ
ン・コントロール・サービスを設立し、開発を重ね、世界初
のシリカガラスコーティングの開発に成功した。

【事業紹介】

　ウェハ・半導体製造プロセスにおいて、ステンレスからの
金属汚染の問題の対策が急務となっている。今が長年研究し
てきた同社のハード（表面処理技術）とソフトにより顧客の
要求に応える絶好のチャンスと捉えている。その主な事業と
しては、
《シリカガラスコーティング》
　腐食や汚染を防ぐための高純度シリカガラスコーティング
　処理を行うことで、基材の特徴を活かし、表面のみシリカ
　ガラスの性質が得られる。
《SPP処理》※
　ステンレス自体の耐食性を徹底的に追及した不動態被膜を
　形成。一般的なステンレスでも耐食性が飛躍的に向上し、
　配管内面やバルブ、マスフローなどのパーツ内面、チャン
　バーやフランジなど形状を問わず処理を施すことができる。
《金属汚染低減サービス》
　各種表面処理とソフトを組み合わせ、金属汚染を低減させ
　るサービスを提供してる。

【これからの夢または目標は？】

　ウェハ・半導体プロセスから一般産業、医療分野へ展開し
て行きたい。特に、シリカガラスコートは、人の歯へのコー
ティングと人工骨への応用が可能な特許を既に取得し、大学
と研究を進めている。
　「歯へのガラスコートにより、食育を通して家族の楽しい
食事が増え、子供の歯も体もそして心も健やかに育ち、一生
28本、自分の歯で美味しく食べることが出来る。そんな社会
を皆さんと築いて行きたい。それが私の夢です。」と５０年
後の医療に夢を馳せる。ステンレスに高純度のガラスをコー
ティングするという全く新しい技術を開発している進藤社長
の次に目指すのは、人の歯へのガラスコートの実用化。
　入れ歯へのガラスコーティング、インプラントの欠点を無
くしたリスクの少ない人工歯根、そして次は、人の歯へのガ
ラスコートの実用化です。歯科医や複数の大学と研究を行っ
ているそうで、進藤社長の夢へ、地道に且つ順調に近づいて
いる。

※SPP処理：Super Passivation Process　ステンレスの不動態処理を
　　　　　   ブラッシュアップ
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「夢は実現できる」

新しくSICに入居された企業をご紹介しています。

進藤社長
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会議室 7 月分

予約受付開始  
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          ● 開催日時　平成 25 年 6月～平成 26 年 2月
          ● 会　　場　さがみはら産業創造センター (SIC-2）
          ● 対　　象　経営者または経営幹部
          ● 問い合わせ先　SIC 担当　飯山（内線 1100）

          ● 開催日時　平成 25 年 6月～平成 25 年 12 月
          ● 会　　場　さがみはら産業創造センター (SIC-2）
          ● 対　　象　職場のリーダー
          ● 問い合わせ先　SIC 担当　上野（内線 2002）

　　　　　　　　　　　　　　   今年で 10 年目！

　　　　　　　　　　　　　　　              　  あなたが 100 人目！！

SIC アントレ・インターンシップ　今年も募集しています！
詳しくは、 SIC ホームページをご覧ください。

　ボーリング大
会開催予告です。
6月中旬を予定
しています。詳
細は、後日ご案
内いたしますの
で、楽しみにお
待ちください。

SIC 職場リーダー養成塾
第 7 期

企 業 は 人 な り 。

なくなり次第終了です。

　４月から新人２名が加わりました。順次ご紹介してまいり
ますので、こちらも、お楽しみに！

入居企業トピックス入居企業トピックス入居企業トピックス
○今月の掲載記事紹介○

　４月の新聞紙上に掲載された企業をご紹介します。ご紹介する
記事は、SIC-1 と２に掲示していますので、どうぞご覧ください。

　 ４月　１日（月）株式会社オプトデザイン
　　相模経済新聞　「LED使用数　大幅減」
　 ４月２０日（月）株式会社共立
　　相模経済新聞　「主婦から経営者へ転身」

入居企業の皆様へご案内
　

５月の販売予定日 in SIC-1・2

かわせみの家　手作りクッキーや手作りケーキを販売します
http://17.ocn.ne.jp/kahasemi/
　　　　　　 　９日 （木）　営業時間 11：30 ～ 13：00

　　　　　　　　　　　　　※お弁当の注文を承ります。
　　　　　　　　　　　　　TEL：042-783-1333
　　　　　　　　　　　　　月・火・木・金　の週 4日
　　　　　　　　　　　　　（450 円　大盛も同額）

カリメーラ　　自家製天然酵母パンを販売します
http://e-sagami.jp/karime-ra
　　　　　　　　　　　　　　　　　７日 （火）　　　１０ （金）

　　　　　　　　　　　　　　　　１４日 （火）　　　１７ （金）

　　　　　　　　　　　　　　　　２１日 （火）　　　２４ （金）

　　　　　　　　　　　　　　　　２８日 （火）　　　３１ （金）

　　　　　　　　　　　　営業時間 11：45 ～ 13：00

ご案内ご案内

「カリメーラ」出店日

【開催予告】

COOL BIZ クール ビズを実施いたします。
期間 ： 平成２５年５月１日 （水） ～１０月３１日 （木）



　今月は、最近話題になっている本のご紹介をいたします。
実は、尊敬する複数の皆さんからの推薦がありましたので、「海
賊とよばれた男」を読んでみました。出光興産の創業者であ
る出光佐三をモデルにしたノンフィクション・ノベルで、全
国の書店員が「一番売りたい本」、2013 年本屋大賞に選ばれ
た本です。

　まず、あらすじです。異端の石油会社である「国岡商店」
を率いる国岡鐵造は、戦争でなにもかも失い残ったのは借金
のみ。さらに大手の石油会社から排斥され、売る油もない。
鐵造は、多くの企業が人員整理を行う中、従業員の首をきら
ないことを宣言。仕事がないため自宅待機を余儀なくされて
いた従業員にさえ、戦前に集めていた骨董品などを売って給
料を払い続ける。その後、ラジオの修理などの多様な仕事を
探し出し、旧海軍の残油集めなどで糊口をしのぎながら、た
くましく再生していく。
　国岡鐵造 ( 出光佐三がモデル ) は、福岡県宗像郡赤間村 ( 現
宗像市 ) で、染め物行を営む家に生まれた。神戸高等商業を卒
業した後に、当時の新興商社である鈴木商店の採用を蹴って、
神戸で小麦粉と石油を扱う個人経営の酒井商店に入社する。
同級生には馬鹿にされながらも、来たる石油時代を予見しな
がら、この会社で会社経営のノウハウを得る。
　その後、淡路島の資産家である日田重太郎から、全面的な
信頼関係のもと、多額の開業資金を得て九州の門司で「国岡
商店」を旗揚げする。機械油の成分を用途別に提案したり、
灯油から軽油利用への提案をしたり、同業者との差別化を進

めた。さらに、陸では同業者の縄張りがあり自由に油が売れ
ないために、海上で漁船を待ち構えて安く油を販売すること
も考え実行した。これが本のタイトルにもなっている海賊と
いわれている理由である。

　この作品を読んで、二つのことを学習しました。
　ひとつは、「人」を大切にした主人公の考え方です。鐵造は、
敗戦後の混乱の中で、資産の大半を失い、主力商品の石油を
取り扱うことが出来ず、会社の存続の危機の中でも、「わが社
には、なによりも素晴らしい財産が残っている。一千名にも
のぼる店員たちだ。彼らこそ、国岡商店の最高の資材であり
財産である。」と、社員を守り通した。大切にした「店員」だ
からこそ、店主の心意気を感じ、不可能を可能にする働きが
生まれる。復興は、この「店員」の存在があってこそである。

　次に、経営理念とビジョンを大切にした国岡鐵造の事業を
構想する「力」である。「思い」を強く語ることで、取り巻く
人たちを動かしてゆく。事業を始めるにあたっては、資産家
の日田重太郎は、自分の不動産を売却し、開業資金を提供する。
日田の資金提供者としての心意気の大きさがすごい。この後
も、タンカーの建造、イランとの石油取引、国際石油資本と
の戦いなど、スケールの大きなビジネスを展開する。そして、
これらを資金面で支える銀行との関係性を強める。数々の困
難な局面で、支店長や頭取の心を動かし、会社の危機を乗り
越え、事業拡大への支援を取り付ける。たくさんの協力者が
現れ、構想を実現していく。

　本屋大賞を選定した書店員のコメントとして、「日本にこの
ような血のたぎる男がいたのかと思うと身震いする」「国岡鐡
造の熱い生涯に心打たれた」「日本中の大人の人が主人公の鐡
造みたいな人間だったら、日本も変わるんじゃないかなと本
気で思った」「日本人が自信を無くしている今こそ読むべき」
などが紹介されていた。「書店員が、いちばん売りたい本」は、
困難を乗り越えるパワーを貰える本です。お勧め出来る作品
です。

参考・「海賊と呼ばれる男」　上・下　百田尚樹著　講談社　2012/7

最近話題の「海賊とよばれた男」

中嶋社長のつぶやき中嶋社長のつぶやき No.２７          【少しお話してもいいですか？・・・中嶋　隆】

　2011 年 5月、林業の再興のために、そして地域コミュニティスポットとしてオー
プンした「青根草木館」は、早２周年を迎えます。その間、多くのお客様が足
を運び、テレビやラジオでも何度か取り上げられました。そのような中、お客
様からのご要望もあって、新たなカフェメニューが登場しました。その名も「草
木館ごはん」です。
　「おばちゃん飯～のどかな場所で懐かしい味を～」をコン
セプトにしたこの草木館ごはんには、かて飯、卯の花の他、
品数が多いのが特徴で、地元の方にもご協力頂き、定期的
に仕込みに来て頂いているそうです。外国人のお客様は卯の
花を指さして「こんな美味し物は初めて食べた。これは一体
何ですか？」との質問を受けることもあったそうです。
　この草木館ごはんのメニュー化には、SIC 地域資源発
信プロジェクト室もお手伝いさせていただき、評判も良く、
プロジェクト室のメンバーもほっと一安心しています。今のと
ころ、一日の数量は限定とのことで、草木館ごはんをお求め
の際は事前にお問い合わせ下さい。草木館ごはんの他、季
節のメニューも人気です。

めし屋レポート　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　青根草木館 （あおねそうもくかん） リターン

　

☆青根草木館にて「SICかわらばんを見ました！」と言って頂ければブレンドコーヒーを200円（通常350円、お一人様1杯限り）の特別価格と致します。※平成25年6月30日まで。
■営業時間：10:00 ～ 16:30　■定休日：毎週火曜・第 3月曜　　※時期によって営業日・時間を変更することがあります。　　■URL：http://soumokukan.com/

好評な「草木館ごはん」　　佐藤志穂店長



編集
後記

　　　　　　□　ちょっと一息つきたい
　　　　　　□　とにかく気分転換したい
　　　　　　□　日常に変化をつけたい
　　　　　　□　がんばった自分にごほうび
　　　　　　□　新しいわくわくが欲しい

ひとつでもチェックがついたら、参加してみませんか。

　お待たせいたしました！SICの入居企業で女性の方を対
象に「大人女子のためのセレクトcafe」を開催します。
　2種類のハンドメイド・ワークショップとスイーツ（予
約制）をご用意いたします。忙しい毎日の中で、たまに
は仕事帰りに一息いれて頂ければとの思いで企画しまし
た。
　今回は女性の皆様に楽しんでいただける内容です（男
性の方、ごめんなさい！）。5月21日（火）17時30分に
オープンしますが、入退出は自由です。お気軽にご参加
ください。

WORK SHOP  各￥500（予約がおすすめ）
ハンドメイドで毎日が楽しくなる小物作り！

Ⓐ コラージュ感覚の『簡単かわいいブローチ』
50種類以上の素材からお好きなパーツ
を選んで組み合わせるだけで、簡単
かわいいブローチが完成します。
所要時間：30分
カフェオープン中は、いつでも参加
できます。

Ⓑ カルトナージュで作る『カードケース』
本格カルトナージュの世界をプチ体験！
通勤にも使えるかわいいカードケースを
作ります。
所要時間：45 分
1回目　18：00～      2回目　18：45～
各回定員5名

５月の連休、皆さんどのようにお過ごしでしょうか？　旅行や帰省、仕事、出かけないけれどリッチに食事など色々な過ごし方をされる
ことと思います。5 月 1 日の今日は、大陸からの寒気が入り込み、つくしに雪が降り積もっているところもあるようです。さて、４月か
ら新人社員の参入や新体制のスタートなど色々な動きがあると思いますが、色々な出会いの始まりでもあります。楽しみですね。　荻島

FOOD
気になるレポート（かわらばん2010年8月号）でもご紹介
した「Patisserie Prier　パティスリープリエ」さんの
ケーキをご用意しています。
フレーバーティー付ケーキセット　各￥500.-（要予約）
　　　　　ずんだモンブラン
　　　　　ベリーレアチーズタルト
　　　　　キャラメルバナナ

Drink。。。。￥250.-（予約不要）
数種類のフレーバーティーをご用意しています。

　  お申込み方法　　ご自由にお立ち寄りください。予約
が必要なカードケースづくりとケーキセットは、SICホー
ムページ「最新情報」から、チラシをダウンロードして
いただき、ご記入のうえ、SIC受付またはSIC-1　311号室
へお申込みください。（5月14日（火）17：30　〆切）

　おいしいケーキを食べながら、女性のセキララトーク
・キラキラトークしませんか？日頃のうっぷん、ちょっ
とした悩み事をセキララトークでByeBye!　明日の元気や
女性の輝きをキラキラトークでGetし合いましょう！
　入居企業の女性の皆様、私たちと一緒にセレクトcafe
で「セキララ」＆「キラキラ」しませんか？

　企画メンバーをご紹介します。　左から、くらげ雑貨
店高松幸子さん、地域資源発信プロジェクト室　今田藍
さん、Kimono World Life（株）斎藤優見さんです。コラ
ボレーションコーディネートも登場します。お楽しみに！

★ご意見・ご感想をお待ちしています。    （株）さがみはら産業創造センター（SIC)　〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21
 電話 :042-770-9119  FAX:042-770-9077  ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp　E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

セレクト大人女子のための
5月21日(火)17：30～19：30 (於 : SIC-2 大会議室)　入居者交流会「女性限定ハンドメイド＆カフェ」開催！

【相模原市からのお知らせ】
           相模原市青年起業家育成基金への
               寄付金を募集しています！！

　市内産業の活性化を図るため、次代を
担う若い世代を対象とした諸事業に役立
たせていただきます。
《基金の使途》さがみはら子どもアントレプレナー体験事
業に活用しています。基金の趣旨にご賛同いただき、ご

寄附いただける場合は、SIC-1 と SIC-2 のロビーにありま
す寄付申出書を郵送、ファックス、窓口持参又は電子メー
ルで産業政策課までご提出ください。

お問い合わせ先：相模原市　産業政策課（市役所本館 5階）
　　　　　　　 〒252-5277　中央区中央 2-11-15　
　　　　　　　 電話 042-769-8237　FAX 042-754-1064
    E-mail : sangyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp


