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SIC に新しく入居された企業様をご紹介します。

ＳＩＣ−１

２１１

株式会社アートプレシジョン

国内外のネットワークで日本のものづくりに貢献する
に、株式会社アートプレシジョンとして独立しました。上海事務所も
アートプレシジョン上海事務所に改定しました。

【センター入居のきっかけは？】

独立し事業を始めましたが、独立したばかりで分からない事が多く、
ＳＩＣに入居されている木下敦子税理士事務所へ相談に伺った事が
ＳＩＣを知るきっかけでした。ＳＩＣの第一印象は、「良い感じ」だ
ったそうです。その頃は、相模原市緑区大島に倉庫兼事務所を置いて
いましたが、お客様に来ていただくには都合の悪い環境でした。木下
さんからアドバイスをいただき、ＳＩＣを起点に営業に取り組み、更
なる受注活動に繋げたいと思い入居しました。

【事業紹介】

【代表プロフィール】

株式会社アートプレシジョン
代表取締役 鈴木 崇志（すずき たかし）３８歳
相模原市緑区津久井生まれ
相模原市西橋本在住
学生時代は、バスケットボールで、現在は、休日にはお子さんと一緒
に遊んで汗をかいている鈴木さん。夏には、二人目のお子さんが誕生
予定。女の子ではと待ち望んでいるとてもやさしいお父様です。

【起業のきっかけは？】

新卒で入社した会社は、従業員１００名のプラスチック金型製造・
販売を主な事業としている会社でした。しかしながら、長年勤めた会
社が６年程前に閉業し、同業の別の会社へ再就職しました。営業の仕
事を通じてお客様と接する中で、顧客のニーズに合った仕事ができる
会社を作りたいと思い、２０１１年、有限会社アート精密工業の相模
原事業所として創業、同年、NIHON-MOLD (Shanghai) CO.,LTD.と提携
し同社内にアート精密工業上海事務所を設立。翌年の２０１２年５月

大人女子のための

セレクト
ー開催報告ー

3月14日(金)午後4時からSIC-3の食堂で、
入居者交流会「女性限定ハンドメイド＆カ
フェ」を開催しました。今回は参加人数も
多く16名の皆さんにご参加頂きました。

プラスチック量産金型及び試作金型の設計・製造販売、プラスチッ
ク製品の製造及び組立品販売、プラスチック部品の印刷、塗装、試作
及び量産製造販売及びプラスチックに関する業務を行っています。
プラスチック金型製作（試作）では、最短7日間で納品が可能で、
通常成形型、2色成形型、インサート成形型など 全て試作型にて対応
が可能です。
中国上海のNIHON-MOLD (Shanghai) CO.,LTD.の金型工場の立ち上げ
のため半年間中国に滞在して協力しており、現在は同工場内に当社事
務所を置き、約８割を同工場へ発注しています。製品のクオリティ、
価格、納期など、必ずお客様の期待に応え、ご満足いただくことがで
きると思います。お気軽にご相談ください。

【これからの夢または目標は？】

最近話題の３Ｄプリンターに関するお問い合わせがあります。中に
は、３Ｄプリンターで作ったものを更に綺麗に仕上げてほしいとの依
頼をいただくことがあります。
常にお客様の動向と業界を良く見て、新しいものを探して行きたい
と思っています。
起業して間もないこともあり、まずは、社内体制を整えた上で、そ
の先を見定めて行きたいと思っています。
株式会社アートプレシジョン
SIC-1 211号室
Tel.042-703-6351 Fax042-703-6352
http://www.art-precision.com/

カルトナージュ、アクセサリー作り、
そして今回初のカラーパターン診断と
好評を頂き、「次のワークショプの開
催を期待しています。」と、お礼の
メールも頂きました。次回の開催も楽
しみにお待ちください！！
写真は当日の様子

ほうこく
ほうこく

ご案内
ご案内

≪第２８回南西フォーラム≫

≪SIC 職場リーダー養成塾

３月３日（月）、７７名の方にご参
加いただいた今回の南西フォーラム
では、「ロボットを活用したライフ＆
ヘルスサイエンス業界へのビジネス
展開を考える」をテーマに、産総研・
地域企業・近郊大学より、業界全体の動向や地域企業・大学での取
り組みについて講演を行いました。

≪第７回：子どもワークショップ
「親子でつくろう！ドライフラワー」≫
３月８日（土）に開催した今年度最終回となっ
た第 7 回『親子でつくろう！ドライフラワー』
には３１組ものご応募をいただき、２部制の
午前１２組・午後９組の親子が参加しました。
今回は、日本化工機材株式会社の高橋さん、
成田さん、大澤さんの３名の方々に講師を務め
ていただき人工いくらを作る実験から始まり、
色々な花と乾燥剤のシリカゲルと電子レンジを
使ってのドライフラワー作りを体験しました。

≪第 6 回モノづくり企業のための宇宙科学研究会≫
- テーマ：宇宙ロボット開発のすすめ -

３月１２日（水）、３４名の方にご参加いただ
きました今回の講演内容は、「宇宙ロボット開発
のすすめ」。ＪＡＸＡ宇宙科学研究所の 大槻真嗣
助教より中小企業の宇宙産業分野への参入事例
として、中小企業がＪＡＸＡのオープンラボ公
募制度を利用して角度センサを開発した説明が
あるなど、参加している中小企業にとっては、
とても興味深い内容でした。

≪第一回日台環境・建築ビジネスマッチング≫
３月１３・１４日、台湾において、①環境
配慮型の建築材料、建築工法 ②省エネ機
器・システム、ＩＣＴ、発電、廃棄物処理な
どの環境関連機器の分野でのマッチングを
開催しました。台湾企業と連携してアジア
への進出や、台湾での販売先やＯＥＭ、ＯＤ
Ｍ先を探すことが狙いです。参加日本企業 5 社のプレゼンテーショ
ンには、６０名の参加をいただき、個別商談では、３５件の商談が
ありました。

≪Ｔｈｅ ＨＩＮＴ１１（SIC ミニセミナー）≫
- 企業間取引での契約書のチェックポイント -

３月２５日（火）、１６名の方にご参加い
ただきました。弁護士法人高瀬総合法律事
務所代表の高瀬芳明弁護士に講師をお願い
しました。企業同士の取引での「契約書」
について、「具体的な説明や重要なポイント
がわかりった」等好評でした。

ーご意見箱のお返事ですー

○ SIC-３:ビールの自販機設置を希望。社員同士、入居企業同士軽く飲め
る場としての活用を要望（酒屋さんに問い合わせる等検討中です。）
○ SIC-３：２F応接セットの間仕切りが誰か隠れていそうで怖い。撤去
を希望。（４月に撤去予定です。もうしばらくお待ちください。）

編集
後記

塾生募集！≫

- リーダーとは、組織で成果を出せる人 -

平成２６年度の SIC 職場リーダー養成塾の塾生の募
集を開始しました。職場リーダーに求められる役割と
は、「部下やメンバーの特性を知り、潜在的に持つ力
を最大限に引き出し、周囲を巻き込み、成果を出す」
こと。新しい塾長とコーディネーターを迎え、講義内
容もより充実したものになっています。
● 開催日

平成２６年６月７日（土）〜
平成２６年１２月５日（金）全９回
●会 場
SIC 他
●対 象
中小・中堅企業の職場のリーダー及び
リーダー候補
● 募集人数 ２０名（１社３名まで受講可）
● 受講料
１１８，０００円（消費税別）
お申し込み・お問合せは、SIC-１ 担当 五島まで

≪SIC 経営塾 塾生募集！！≫

- ニュービジネスリーダー育成セミナー 今一度経営の基本を確認しながら、塾生間の刺激
ある議論を通じて、戦略の改革、仕組みの改革、体質
の改革を導き出す、自社の事業構想を再構築する場と
して位置づけ、皆様にとって意義ある場にしていきた
いと考えています。
● 開催日
平成２６年６月１４日（土）〜
平成２７年２月 ７日（土）
●会 場
SIC
●対 象
経営者 または 経営幹部
● 募集人数 １５名
● 受講料
２００，０００円
（消費税別・１泊２日の合宿費用を含む）
お申し込み・お問合せは、SIC-１ 担当 飯山まで

≪SIC アントレ・インターンシップ≫

- ひと足先に社会人！ 第１１期インターンシップ募集！！ 「SIC アントレ・インターンシップ」は、毎年８月に開催される「子
どもアントレ」の企画運営を大学生が中心になって行うものです。
● 開催日時
●会
場
●対
象
● 募集人数

平成２６年６月８日（日）〜１０月上旬
SIC 他
大学生・大学院生・専門学校生
１５名

● 事前説明会 平成２６年５月１１日（日）、５月２５日（日）
場所：SIC
内容：内容説明、OBOG の感想、質疑応答、その他
お申し込み・お問合せは、SIC-２

担当

上野まで

詳しくは、 SIC ホームページをご覧ください。
○ SIC-３：雪の時に備えて、凍結防止剤か融雪剤を常備し、対応し
てほしい。駐車場入り口のスロープの所だけでも大変助かります。

（来シーズンまでに対策を検討いたします。）○ SIC-2：雨降りの日
に傘の水滴を取るものが（ミィウィの入り口にあるような）あると
いいと思います。雨の日は廊下が濡れてすべって危険です。（設置
いたしました。）
☆ご意見をお待ちしています。☆

4 月 1 日から消費税が８％になります。センターに設置されている自動販売機は、４月に入ってから順次変更になりますが、
１５０円から１６０円に UP するものと、価格据え置きのものが混在しますので、ご承知置き下さい。また別件ですが、設置しました「ご
意見箱」に頂いたご意見について、遅くなりましたが、ご返事させていただきます。今後共宜しくお願いいたします。
荻島
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