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株式会社 シムロ

「モノづくりの現場の『困った』を『良かった』に」

新しくSICに入居された企業をご紹介しています。

〇金属、非鉄、樹脂の切削・研磨・溶接・組立・表面処理等の各種工
　作機械による加工（相模原、大田区、川崎地区に協力工場あり）

　機械工具や部品はメーカーの規格品として販売されていますが、そ
れではモノづくりの現場で対応しきれない仕事が多々あります。また、
構想があるのに自社で製作や追加工ができなかったり、工程別に加工
屋さんを探せないケースもあります。当社は機械加工による部品製作
から機械工具や既製部品の追加工など、お客様だけのカスタム製品を
ご提供します。現場での課題を一緒に考え、その解決のお手伝いをし
ますので、まずはご相談ください。

【これからの夢または目標は？】
　製造業のみならず、いろんな方面でもカスタムした工具やお客様が
知らない町工場の技術などで「困った」を「よかった」に！していき
たい。特に農業分野での機械化に寄与したいと考えています。先日福
島と栃木の農家さんとお会いし、今まさに農家さんが抱える問題など
を目の当たりにしたことで、意欲ある農家さんのお手伝いがしたいと
いう気持ちも高まっています。

株式会社シムロ　　Desk10
TEL.050-3365-0783  FAX 050-3730-5935 
E-mail:m-jiromaru@shimuro.jp  URL: http://shimuro.jp

【代表プロフィール】
株式会社シムロ
治郎丸　勝（ジロマル　マサル）
43歳　横浜市在住（横浜生まれ）
 
　社会人に成りたての頃は、ウィンドサーフィンが
趣味で、その頃住んでいた厚木の6畳一間にウィン
ドサーフィンの道具一式と一緒に住んでいました。
現在は安居酒屋で楽しいお酒（ホッピー）を飲むこ
とでしょうか。仕事でお客様から“ありがとう”や
“助かったよ”の笑顔が見れたときは、お酒が美味し
いんです。

【起業しようと思ったきっかけは？】
　機械工具のセールスをしていた父親の車に同乗して、近くの町工場
に工具の納品によく付いて行っていました。現場でのプレスや溶接と
いった作業が子ども心に興味深く、その頃の体験があって機械工具の
商社に入社しました。その後も町工場に出入りすることが多く、現場
で工員さんが困っているとついつい話を聴きこんで一緒になって考え
ることがありました。工具や冶具、各種工作機械を扱う現場には様々
なニーズがあり、その問題解決にもっと深く関わりたいという気持ち
が高まったことが起業のきっかけです。
 
【事業紹介】
〇特殊機械工具の販売（工作機械用刃具や検査ゲージ等の製作、改造）

〇エアーバルーンチャック※等、工作機械用把持具（はじぐ）の製作
　販売　　※藤井精密工業社製

入居企業の女性の皆様へ
≪セレクトcafe　開催のご案内≫

SIC 交流会特別企画

平成 25 年 11 月 22 日（金）17：30 ～ 19：30 ！！
参加費：Work Shop  Ａ：1,000 円　Ｂ：500 円
場所：SIC-2　大会議室
Cafe：Cake Set  飲み物付　500 円（予約制）　

板金溶接

ダーツ置き（アクリル）

サブミクロン追求用超精密ダイヤフラムチャック

三次元加工

フローズン焼酎↑

Work Shop　♪♪♪
Ａ：針も糸も使わない！簡単本革カードケース
Ｂ：カルトナージュで作る簡単フォトスタンド

定員：12 名（申込順）
申込締切：11 月 15 日（金）
ご案内をセンター内に配架しておりますので、詳細をご覧く
ださい。皆様のご参加をお待ちしています。

ご予約がおすすめ。

つづく→



≪The HINT 10 & 個別相談会≫
-試算表は、ここだけ押さえろ！！ -

          ● 開催日時　平成 25 年 11 月 20 日（水）14:00 ～
          ● 会場　SIC　大会議室
          ● 定員　20 名（社）程度（先着順）
          ● 内容　「試算表」から資金状況の未来予測をする。（自社にど
　　　　　　  れだけ余裕があるか）
　　　　　　  「試算表」を経営に役立てる（黒字になる売上はいくらか）
          ● 講師：天野俊裕税理士事務所　代表　天野 俊裕氏
　　　※個別相談会を実施します。

≪女性向け・仕事力ＵＰセミナー≫
          ● 開催日時  
          平成 25 年 12 月 12 日（月）第 1回  自分のビジョンを明確にする
　　                      12 月 10 日（火）第 2回  自分の軸を知る
　　  平成 26 年  １月 15 日（水）第 3回   仕事の基礎は健康と時間管
                                                                                 理から
          ● 講師　第 1回＆第 2回　（株）ＪＴＢモチベーションズ
　　　　　　　ワーク・モチベーション研究所　所長　菊入みゆき氏
　　　　　　　第 3回　ＮＰＯ法人　M’ s Kitchen
　　　　　　　理事長　高見澤　昌代氏
          ● 会場　ユニコムプラザさがみはら　セミナールーム 1
          ● 受講料　10,000 円（税込）　　　　　　　   
≪子どもワークショップ≫

-科学研究所を見学＆わくわく入浴剤作り -
          ● 開催日時　平成 25 年 12 月 14 日（土） 9:30 ～ 12:30
          ● 会場　SIC-3　3F 食堂
          ● 講師　（株）ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ　安原 重雄 氏
　　　　　　　さがみはら表面技術研究所　所長　須藤 理枝子 氏 

編集
後記

秋本番の季節になりました。秋を通り越して冬になるのではと思うくらいの寒い日もありましたが、皆さん体調はいかがでしょう
か。11 月は SIC 交流会特別企画の「セレクト cafe」を開催します。センター内で働く女性の交流の場にして頂ければと思います。
12 月からは、3回連続での女性向け・仕事力ＵＰセミナーを開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。　　　　　荻島

★ご意見・ご感想をお待ちしています。 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
 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。

　若い時から自分で動かす乗り物が好きで、特に、自転車・スクーター
・オートバイの2輪系を乗り継いできました。高校時代は、通学で片
道約8ｋｍの道程をロードバイクで雨の日も雪の日も疾走しつつ、夏
休みなどでは50ccのスクーターを唸らせながら山中湖ツーリングなど
を楽しんでいました。
　数年前からは自転車の魅力に引き込まれ、瀬戸内海の「しまなみ海
道」をツーリングしたことは忘れ難い思い出です。広島空港から愛媛
県今治市までの約100ｋｍを、仲間とともに穏やかに光り輝く瀬戸内
の海を見ながらのツーリングはとても心地よく爽やかなものでした。
　さて、9月25日～30日に第4回台湾ビジネスマッチングのため、日本
参加企業8社（商談会参加7社）とともに台湾・台北へ出張してきまし
た。今回は、台北世界貿易センターで開催された「台北国際発明展＆
テクノマート見本市」への出展と商談会を併せて行うもので、「つく
ば研究支援センター」との合同で実施しました。
　展示会場を視察中、ラジコンヘリコプターを自由自在に操るデモン
ストレーションに見とれ、思わずSICメンバーと相談しヘリコプター
を購入してしまいました。3機による合同飛行を目指し、休日の合間
を見て新たな乗り物であるヘリコプターの操縦訓練中です。

〈企画事業部　副部長　安藤　重夫〉

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○

　10 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。

　10 月 3日（木）　動物アレルギー検査（株）
　　　　　神奈川新聞　動物も適切な治療を

≪第２７回南西フォーラム≫
-ビジネスチャンスは身近な地域にある！！ -

          ● 開催日時　平成 25 年 12 月 5日（木） 13:00 ～ 17:00
          ● 会場　相模原市産業会館　１Ｆ　多目的ホール
          ● 定員　150 名（申込順）　　
　　※詳細が決まり次第、チラシやホームページ、メールにて
　　　ご案内いたします。

 ≪南西フォーラム　ロボットビジネス研究会≫
          ● 開催日時　平成 25 年 11 月 27 日（水）17:00 ～
          ● 会場　相模原市産業会館
          ● 詳細が分かり次第ご案内いたします。

　

♪ＳＩＣ事業の開催報告について
　子どもワークショップ、第 14 回経営者セミナー、SIC アントレ・
インターンシップ、第 4回創・蓄・省エネフォーラムの報告は、今
月同時発行の「SIC かわらばん - 地域版 -No.27」をご覧ください。
詳しくは、SIC ホームページでご覧いただけます。

　「歴史を巡り写真に撮る旅」が、私の好きな事です。
　平成22年度より相模原市産業振興財団に出向中で、ＳＩＣでは経営
塾を担当し、月に一日程度、土曜日にＳＩＣで仕事をしています。
　私は歴史好きで、特に庶民文化が花開く江戸中期～幕末～近代現代
までに大変興味があり、読む本もノンフィクションや歴史に関するも
のが殆どです。
　また、その時代の建物や産業遺跡が全国には多く残っており、それ
を訪ねて写真に撮ることが楽しみです。
　これまで訪ねて印象深いところをご紹介します。
第1位　愛知県犬山市の博物館明治村、明治時代を中心に多くの建物
(写真左)　等が移築されていて、有名なのは帝国ホテル正面玄関です。
第2位   北九州市の門司港レトロ地区、大正３年築のＪＲ門司港駅
(写真中央)　(旧門司駅)周辺に大正や昭和初期の建物が保存されています。
第3位   松本市の開智小学校、明治９年に建築された日本最古の小学校
(写真右)   の一つです。
　これから訪ねたいところは、群馬県の富岡製糸場で、来年には世界
文化遺産への登録が検討されています。富士山のように人気が出る前
に、ゆっくりと写真に収めたいものです。

〈相模原市産業振興財団　　中村　浩（出向中）〉

ＪＲ門司港駅 開智小学校
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帝国ホテル正面玄関

台北国際発明展＆テクノマート見本市にて
購入したラジコンヘリコプター


