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SIC に入居されている企業様をご紹介します。
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株式会社トライレイズ

「技術と知識とチームワークで挑戦し続ける」
社名にも込められています。

【事業紹介】

柴

義彦さん

渡邉

義昌さん

河西

孝昭さん

プリント回路基板の設計、製造・実装、関連するコンサルティング
を行っています。プリント基板のアートワーク設計では一般のプリン
ト基板の他、車載用プリント配線基板設計、モジュール設計、電源基
板設計、インピーダンスコントロール設計なども行います。
近年では設計前に回路情報から配線条件を検証し、配線設計完了後
に実際の配線パターンによる解析を行う伝送回路シミュレーションが
客先から求められるようになっています。トライレイズでは、高品質
かつ低コストの設計業務をお客様に提供するため、これらのシミュ
レーション環境を整えています。
また、ＪＡＸＡが開発している各種衛星には河西さん、大手半導体
メーカーの検査装置には渡邉さんが関わっています。経験豊富な設計
者による、きめ細やかでスピーディーな仕事によって、現在の取引先
との信頼関係を築くことに繋がっているとのことです。

【代表プロフィール】

株式会社トライレイズ
代表取締役 柴 義彦（しば よしひこ）
長野県生まれ 相模原市在住 44歳
専務取締役 渡邉 義昌（わたなべ よしまさ）
山梨県生まれ 相模原市在住 41歳
取締役 河西 孝昭（かさい たかあき）
山梨県生まれ 相模原市在住 39歳
柴さんは幼少の頃、お爺様が秋葉原から買ってこられた電子部品を
目にすることが多かったことが今の仕事につながる原体験となってい
るそうです。中学生の時の技術の授業で、先生の指示通りに基板に部
品をはんだ付けする課題に対して、柴さんは「こうすればもっとよく
なるのでは？」と一回り小さく作って周りを驚かせたことがあったと
か。ご自身が好きなこと、関心があることにはのめり込んでしまう性
格とのこと。長時間集中力を維持する仕事柄、ストレス解消のためス
ポーツジムに週5回ほど通っていらっしゃるそうです。元々20代のこ
ろにキックボクシングを本格的にやっていたこともあって、スポーツ
ジムではボクササイズが一番リフレッシュできて、仕事の能率も格段
に上がるのだそうです。

【起業のきっかけは？】

「先端を行く難易度の高い仕事をもっとやってみたい」という思い
が募ってきた頃、以前、同僚として一緒に仕事をしていた河西さんか
ら「また一緒に仕事ができたら」と相談を受け、考えた結果、いっそ
のこと会社を起こそうと決意されました。とかく、難しいと思われる
ような仕事は結果的に利益になりづらいが、それを避けていては、設
計者は育たないと考え、渡邉さんも加わって設立したのが“株式会社
トライレイズ”。「これは大変だな」と思うような案件でも、自分た
ちの技術や知識、そしてチームワークで“挑戦”を続けるという思いが

プリント回路基板

Simulation Waveform
Results

【これからの目標】
身の回りのありとあらゆるものにプリント基板が組み込まれ、電子
回路基板の仕事は世の中に欠かせないものとなっています。それぞれ
が異なる得意分野を持つ3人のメンバーで始めましたが、これから
もっと仲間を増やして、設計業務の環境も充実させ、「トライレイズ
に任せれば安心！」とより多くのお客様から言っていただける会社を
目指しています。
株式会社トライレイズ
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≪ＳＩＣ企業 facebook 開設のご案内≫
遅ればせながら、当センターでも企業 facebook ページを４月より
開設いたしました。ホームページには掲載しないようなセンターの日
常を掲載しています。どうぞ、ご覧ください。
SIC フェイスブック： https://www.facebook.com/sic.sagamihara

ご案内
ご案内

お知らせ
お知らせ

≪クールビズ（COOL BIZ）の実施について≫

平成２７年５月１日（金）から 平成２７年１０月３１日（土）まで
SIC では、エアコンの設定温度を２８℃にいたします。ご理解とご協
力をお願いいたします。
温室効果ガス削減のために、夏のエ
アコンの温度設定を 28℃に。そんなオ
フィスで快適に過ごすため平成１８年
にスタートしたのが「COOL BIZ（クー
ル ビズ）」です。全ての事業所等におい
て、夏の冷房の設定温度を 26.2℃から
28℃に 1.8℃上げるとすると、ひと夏で
約 160〜290 万トンの CO２を削減する
ことができるそうです。

貸ロッカーが空いてます！
SIC-1 １階 階段下の倉庫に設置している貸ロッカーのご案内です。
【大 き さ】
横約 90cm× 奥行約 45cm× 高さ約 100cm
405Ｌ（場所により多少大きさの違いがございます。）
【使用料金】１ヶ月 2,500 円（税抜き）
【お問い合わせ】ご希望の方は、
SIC-1 生井 ( 内線 1116）SIC-2 大谷（内線 2004）
までお問い合わせください。

≪ロボット導入支援センターについて≫
今年８月下旬オープンを目指し、相模原市とともにロボット導入支
援センター（SIC-2 内）の設置に取り組んでいます。同センターでは、
産業用ロボットを搭載した自動化システムの展示や導入事例の紹介に
加えて、ロボット導入をお考えの企業様には計画策定から運用までの
サポートをさせて頂きます。同センターがオープンの際には、是非、
お立ち寄りください。

尚、ホームページは準備中です。楽しみにお待ちください。
お問い合わせは、SIC-1 担当 安藤・宮川まで

≪SIC アントレ・インターンシップ≫

- 第１２期インターンシップ生を募集しています！！ -

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。

≪相模原市補助金説明会 ≫

相模原市の研究開発補助金やその他の公的補助金について、説明
会を開催いたします。
● 説明者
● 開催日時

相模原市産業政策課
平成２７年５月１９日（火）
１５：３０-１６：３０ （個別相談会 １６：３０〜）
●会
場 SIC‐２ 大会議室（Ａ）
● 募集人数 ２０名程度 （先着順） 無料
●お申し込み・お問合せ先：SIC-１ 担当 飯山・五島

≪SIC ミニセミナー The HINT２１！ ≫
「動画（初級編）」
〜 ＰＲツールとしての動画活用術〜

インターネット、特に Youtube のような動画共有サービスの登場
以来、「動画」は非常に身近なものとなり、重要なＰＲツールの一つ
になってきました。動画を活用した効果的なアプローチの仕方をご紹
介いたします。
●講

師

プラスアルファドットティーヴィー
代表 北 桂樹 氏
● 開催日時 平成２７年５月１９日（火）
１７：３０-１９：００
（個別相談会 １９：００〜）
●会
場 SIC‐２ 大会議室（Ａ）
● 募集人数 ２０名（社）（先着順） 無料
●お申し込み・お問合せ先：SIC-１

担当

飯山・五島

≪SIC 経営塾 塾生募集中！ ≫

〜「 ニュービジネスリーダー」育成セミナー 〜
本塾では、先端的な企業のケーススタディーを通じ、経営の理論と
実践を学ぶとともに、塾生自らが事業構想を再構築することにより、
「真の経営力」を養成することを最終目的としています。
● 開催日 平成２７年６月１３日（土）〜 平成２８年２月１３日（土）
● 会 場 ＳＩＣ-２大会議室他
● 対象 経営者または経営幹部
● 募集人数 １５名
● 受講料 200,000 円（税抜き・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

第９期

2014年8月開催
子どもアントレプレナー
体験事業にて

「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
●対
象
● 募集人数

平成２７年６月７日（日）〜１０月上旬
大学生・大学院生・専門学校生
１５名（先着順）

● 事前説明会

平成２７年５月１０日（日）、５月２４日（日）
両日共に１３：３０〜
2 時間程度
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

編集
後記

担当

上野まで

- リーダーとは、組織で成果を出せる人 - 塾生募集中！
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、周囲を巻き込んで取り組み、
成果を出す」ことだと考えます。
● 開催日
平成２７年６月２０日（土）〜１２月４日（金）全８回
●会 場
ＳＩＣ-２大会議室他
●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 １６名（１社３名まで受講可）
● 受講料
１１８，０００円（税抜き）
お申し込み・お問合せは、SIC-１

担当

五島まで

遅ればせながら４月から SIC の企業 facebook を開始しました。ホームページには出せないセンターを皆様にお伝え出来たらと思っ
ています。先日、SIC ホームページ上での入居企業紹介について、掲載を希望される方の原稿の提出をお願いしています。どうぞ、
センターのホームページを皆さんのＰＲにご利用ください。提出締め切りは 5 月 15 日（金）です。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。 電話 :042-770-9119 FAX:042-770-9077 ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp
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