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佐藤ライト工業株式会社

新しく SIC に入居された企業・大学研究室をご紹介しています。

【事業紹介】
    同社の”新事業推進センター”として、その名の通り、新事業の推進
を行っていくことが社内での役割です。ＰＢＩ（ポリベンゾイミダゾ
ール、エンジニアリングプラスチックの一つ）に関しては業界の中でも
先進的な技術・ノウハウを有しており、燃料電池分野での用途開発も
進めています。
　スーパーエンプラ製品の開発・製造・販売、また、樹脂射出成形部
品の設計・製造・組立を行っているので、様々な顧客のニーズに対して
最適な製品・サービスを提供できることが当社の強みです。

【これからの目標】
　ＰＢＩは一般的には新しい材料ですが、材料自体の特性と当社が築
き上げてきた技術との組み合わせが多方面で活用されるように、その
可能性を探っていきたいとのこと。「エネルギーや半導体関連の分野
でさらなる市場拡大を図って、これからの社会に貢献していきたい。」
と志賀マネージャーは話してくださいました。

【代表プロフィール】
佐藤ライト工業株式会社
新事業推進センター
マネージャー　志賀 亮彦（しが　あきひこ）氏　38歳
大阪府岸和田市出身　関西学院大学理学部化学科卒業

趣味は映画観賞、旅行。最近は昔の漫画をきっかけに、中世ヨーロッ
パに関心が高まり、建造物の復元やハプスブルク家に関することに特
に敏感になっているとのことです。

【入居のきっかけ】
　佐藤ライト工業（株）は三重県津市に本社を構える射出成形や樹脂
切削加工の技術を有する企業です。SICに入居される以前にも協力会
社さんと川越に新事業推進センターの事務所を構えていましたが、
2012年8月に相模原に移転して来られました。関東エリアにも顧客を
抱えていることもあって、アクセス性などを考慮した結果、SICへの
入居となったそうです。

【事務所を拝見させていただきました】
　第2センターの603号室をお邪魔させていただきました。オフィスと
してご利用いただいていて、和やかな雰囲気が印象的でした。ふと足
元に目をやると、「朝採れ野菜」が置かれていました。スタッフの
お一人がみんなで分けて使えるようにと持ってこられたとのことでし
た。

佐藤ライト工業株式会社　新事業推進センター SIC-2  603
TEL. 042-770-9467  FAX 042-770-9489　URL: http://www.sato-gr.co.jp/

「 ＰＢＩの可能性を求めて 」

       志賀 亮彦さん　                            蜂須賀 功真さん                        伊藤　修 さん　　            守屋　勝仁 さん　            田中　敬子 さん                    蓑輪　美保 さん
　　　　　　                                   　  ( はちすか かつまさ）                        （いとう　おさむ）                      （もりや　かつひと）                 （たなか　けいこ）                        （みのわ　みほ）　

≪SIC 入居者交流会開催≫
               のご案内
平成 25年 9月 19 日（木）午後 5時 30 分～

　恒例の「入居者交流会」を開催します。
今回の目玉企画は、「利きビール大会」です。
皆さんのご参加をお待ちしています。
　　（後日、詳細をご案内いたします。）

≪矢部・淵野辺ちょい呑みフェスティバル≫
第３回開催のご案内

　平成 25年 10 月 29 日（火）、30 日（水）、矢部・淵野辺周辺エリ
アで「ちょい呑みフェスティバル」が開催されます。会費 2,800 円（前
売り）で、3店舗のはしご酒が出来ます。とてもお得で、美味しく、
地域振興に協力できるイベントです。詳しい
情報は、10 月号でお知らせいたします。
　是非参加してみてください。



≪The HINT 9   SIC ミニセミナー≫
          ● 開催日時　平成 25 年 9月 17 日（月） 14：00~16：30
          ● 会場　SIC-2 大会議室　
          ● 定員　25 名（申込順）　参加無料
          ● 講演テーマ
　　　　「新興国進出の留意点と成功・失敗事例のご紹介」
　　　　　　　　　　　　              日本貿易振興機構（JETRO）
　　　　「モノづくり企業の技術評価のポイント」
　　　　　　　　　　　　              日本政策金融公庫（JFC）

≪子どもワークショップ≫
          ● 開催日時     平成 25 年 10 月 12 日  （土）9：30~12：30
        　  第 4 回　音のふしぎを体感しよう！マイスピーカー　
          ● 会場　さがみはら産業創造センター SIC-3
          ● 対象　小学校５～ 6年生　● 定員　10 組 20 名

≪経営者セミナー≫
          ● 開催日時　平成 25 年 9月 24 日（火） 16：00~18：00
          ● 会場　町田新産業創造センター１F　
          ● 定員　80 名（申込順）　参加無料
          ● 講演テーマ
　　　「シリコンバレーから見た日本型ベンチャーの成長戦略」（予定）
　　　　講師：曽我　弘　氏（KAPION Partners　代表）

編集
後記

やっと、少しづつ暑さが和らいできました。皆さんホッとしていることと思いますが、こう言う時こそ注意が必要だそうです。過
度のストレスの後、「気が張っている状態」から一気に「気が緩んだ状態」になった時に、帯状疱疹などが出やすいそうです。これから、
まだまだ厳しい残暑や台風が待っていそうですので、皆さん、十二分にご注意ください。食欲の秋も控えています！・・・　荻島

発行元：株式会社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 ★ご意見・ご感想をお待ちしています。 
 　　　   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

詳しくは、 SIC ホームページをご覧ください。

　3年程前に、新松田駅近くの酒蔵「中沢酒造」の地酒造りを見学し
ました。それまで、日本酒が苦手だったのですが、見学後の試飲で
「生酒」を頂いてから、非常に美味しいことが今更ながら分かり、
それ以降、【地酒コレクション】を始めました。
　相模原では、「相模灘」の久保田酒造、「巖乃泉」の清水酒造が
有名で美味しいですね。各所で4合瓶（720ml）を買っては、自宅で
その味を楽しんでいます。これまで、入手した地酒は46本です。酒蔵
それぞれの風合いがあり、その違いに驚くばかりです。
　SIC近郊では、以前紹介された「亜久感ビティー」を運営する酒屋
「酒のおおぶち」は、多くの地酒が鮮度高く冷蔵庫に入っており、相
談すると丁寧にお店の方に選んで頂けるので、SIC近郊にお寄りの際
はお立ち寄りになってはいかがでしょうか。（SICから徒歩10分程度。）
この時期は、「無濾過生酒」がお勧めです。
　写真は、相模原の地酒である久保田
酒造「相模灘」です。
＜参考情報＞
①中沢酒造は、随時見学対応可能
　http://www.matsumidori.jp/
②久保田酒造
　http://www.tsukui.ne.jp/kubota/
③清水酒造
　http://www.shokonet.or.jp/tsukui/html/kigyo/374_2.html
④酒のおおぶち：相模原市緑区西橋本2-22-6
　http://members3.jcom.home.ne.jp/sake-oobuchi/

〈企画事業部　ＩＭ　飯山　隆幸〉

どんな人ですか？ SIC スタッフ編わたしの好きなこと・もの・時間わたしの好きなこと・もの・時間わたしの好きなこと・もの・時間

ご案内ご案内
○今月の掲載記事紹介○

　8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 SIC-2 に掲示していますので、どうぞご覧ください。

　 　　　　8月 20 日（火）　サンマルコ株式会社
　　　　　　相模経済新聞　「15 周年式典盛大に」

♪子どもワークショップのご報告
　7月 27 日（土）「第 1回おやこでつくろう！カード
ケース＆チャーム」には、10 組 20 名の親子が参加し、
親子共同作業での制作が行われました。

　　　　　　　8月 24 日（土）「第 2回音のセンサーで走る！オリ
　　　　　　　ジナルマイカー」には、6 組 12 名の親子が参加し親
　　　　　　　子で 1台の車を完成させました。

♪第３回協創プロジェクト交流会のご報告
　　　　　　  　　8月 6日（火）“ユニコムプラザさがみはら” にて、
　　　　　　  　第３回協創プロジェクト交流会を開催いたしました。  
　　　　　　　  当日は 66 社 89 名の方々に参加いただきました。

♪子どもアントレ体験キャンプのご報告
　8月 14 日（水）から始まりました第 13 回「さがみは
ら子どもアントレプレナー体験キャンプ」も無事４日間
の日程を終え 48 名全員が修了証を受け取りました。
子ども達 8企業の当日の様子を是非ご覧ください。

　　　　　　　　　　今回のお題は大変多すぎて悩みましたが、唯一
　　　　　　　　　ご紹介できる小学校3年頃から続けている趣味が
　　　　　　　　　ありました。当時は不良の始まりとして、世間で
　　　　　　　　　は冷たい目で見られていたエレキギター演奏であ
　　　　　　　　　ります。
　　　　　　　　　　VENTURESから始まり、BEATLES、GS（WILD
　　　　　　　　　ONES、GOLDEN CUPSなど）のレコードを繰返し
　　　　　　　　　聴きながらガシャガシャ弾いていたように記憶し
　　　　　　　　　ています。
　　　　　　　　　　5,6年ではバンドを組んで教室で披露し、校内で
　　　　　　　　　脚光を浴びた？こともあったようでした。中学～
　　　　　　　　　高校1年までは運動部で汗しており、ギター熱狂
　　　　　　　　　からは遠のいていましたが、高校3年の文化祭で
は、またもやバンド（小･中学校の友人、現在ジャズギタリストの天
野清継君をドラマーにして)を組んでしまい、確かURIAH HEEP、Jimi 
Hendrix、GRAND FUNKのコピーをベーシストとして演奏した記憶が
あります。そんな経歴があり、ギターは私からは切り離せない好きな
こと・ものとなっていったのです。大学・社会人となりバンドが組め
ない状況が続き、今では当時とても手が出ないような楽器収集に走り
、EpiphoneCasino(写真)、Telecaster AllRose、Gibson LesPaul 
Standard WR、Karl Höfner 500/1 Vintage63、Rickenbacker 4003 
Firegloを細々と揃え、時間があれば操っています。
 これからはボケ防止のためにもCREAMのCROSSROADSなどのベース
コピー（Jack Bruce）に挑戦しようか！！と思っています。

　　　　　　　　　　　　　〈企画事業部　ＩＭ　永井　直文〉

相模灘

◆防災訓練のお知らせ◆
　9 月 26 日（木）午後、SIC-1 と SIC-2 において、防災訓練
を予定しています。仕事中のお忙しいときですが、皆様のご参加、ご
協力をお願いいたします。

◆防災訓練のお知らせ◆
　9 月 26 日（木）午後、SIC-1 と SIC-2 において、防災訓練
を予定しています。仕事中のお忙しいときですが、皆様のご参加、ご
協力をお願いいたします。順次 SIC ホームページに掲載してまいります。
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