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SIC に入居されている企業様をご紹介します。

SIC-３

3303

株式会社自動計測

「無線を利用した M2M、IoT にチャレンジ」
【事業内容は？】

現在、あるメーカーの半導体ウエハー検査用パラメトリックテスター
（電気的検査装置）の開発サポート・アプリケーション開発・エンド
ユーザー先への立ち上げサポートなどのコンサルティング業務を主に
行なっています。現在、開発業務のサポートのため、私を含めて全員
が装置メーカーに出向し、専任で業務を行なっています。
また、マイコン（最近ではフィジカルコンピュータ）を使って、ガ
イガーカウンターの製作や GPS + Google Map で車が通った軌跡を描
いたり、JPEG カメラで撮った画像を Web にアップしたりするなど、
新たな自社開発製品の実現に向けて、積極的な取り組みも行っていま
す。

【代表プロフィール】

株式会社自動計測
代表取締役 望月 康平（もちづき こうへい）
石川県金沢市出身 東京都八王子市在住 56歳
子供の頃から遊びにスポーツにと、とても活発だったと言う望月さ
ん。プラモデルを作るのが好きだったり、百人一首のかるた大会で優
勝したり、書道展で上位入賞したりと集中力に優れていることが伺え
ます。書道では、大人になって半切や全紙に書いたこともあり、今も
年賀状は墨で書いているそうです。

フィジカルコンピュータ
（ Arduino UNO, mbed ）

実用的に組み込み可能な3GIM

中学生でも制御可能な
3Gシールド

【起業のきっかけは？】

大学を卒業後、大手電子計測器のメーカーに入社しました。入社後、
ＩＣテスターの開発エンジニアを担当し、その後、半導体ウエハー検
査用パラメトリックテスター（電気的検査装置）の開発とシステムエ
ンジニアを経験しましたが、リーマンショックを機に会社を退職しま
した。当時の厳しい状況下での就職活動は年齢的な壁もあり、容易で
はありませんでした。そこで、もう一度、これまで習得してきた技能
を生かすべく、チャレンジしようと決め、元同僚からのサポートも得
て自動計測等のシステム開発・コンサルティング事業を軌道に乗せる
ことが出来ました。今年で起業から６年目に入りました。

【センター入居のきっかけは？】

本業が軌道に乗り始めた3年ほど前、新たなビジネスとして自社開
発製品を世の中に出したいと考えるようになりました。そこで、いく
つかのインキュベーション施設を検討しましたが、オフィス仕様の部
屋が多く、半田付け作業ができるＳＩＣのラボに入居を考えるように
なりました。ＳＩＣには、多くのベンチャー企業が入居し、それら企
業との協業など、ビジネスチャンスの可能性があるのではと期待して
入居しました。

【これからの目標】

3Gシールドと 3GIM は、
NPO法人オープンワイヤレスアライアンス提供

昨年、Arduino + 3G通信モジュール（ 3G シールド ）に GPS を併用
して、Web を使った GPS データロガーアプリを試作開発し、3Gシー
ルドコンテストで技術賞を頂きました（ YouTube にも投稿していま
す: https://www.youtube.com/watch?v=1lg1AGtkdfY&feature=youtu.be ）。
また、NPO法人オープンワイヤレスアライアンス（ 旧３Gシールド
アライアンス ）に、Arduino + JPEG カメラを使ったアプリケーション
の技術提供も行っており(http://3gsa.org/information.html)、今後は、
3G通信, GPS など、無線を利用した M2M(Machine to Machine )、 IoT
(Internet of Things) にチャレンジしていきたいと思っています。
株式会社自動計測
SIC-3 3303
URL: http://www.a-test.co.jp/

今年もやります！子どもアントレプレナー体験キャンプ 2015 ！
対象：小学校５〜６年生（市内在住在学者）
日程：2015 年８月１４日（金）〜１６日（日）２泊３日
募集期間：2015 年６月１日（月）〜１０日（水）17：00
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ご案内
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≪SIC ミニセミナー The HINT２２！ ≫
「知財（初級編）」
〜 効果的な知的財産戦略 ＆
知っておきたい知的財産制度〜

○今月の掲載記事紹介○

4 月〜５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、ご覧ください。
4 月 14 日（火） 高瀬総合法律事務所
かながわ経済新聞
- 中小の法律問題を一手に 5 月 10 日（日） ボードプランニング（株） かながわ経済新聞
- 社長業こなして大学院卒業 5 月 10 日（日） 高瀬総合法律事務所
かながわ経済新聞 - 社長さんのお悩み解決します！ -

お知らせ
お知らせ
貸ロッカーのご案内！
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。

宅配便専用ロッカーのご案内！
SIC-1 １階 ロビーに設置している「宅配便専用ロッカー」のご案内です。
不在の時にとっても役に立つロッカー
です。
【利用可能宅配業者】
佐川急便、ヤマト運輸
【ロッカー内寸】横約 408ｍｍ×
奥行約 463ｍｍ× 高さ約 429ｍm
【使用料金】
１ヶ月 500 円（税抜き）
占有の場合１ヶ月 800 円（税抜き）
【お問い合わせ先】
SIC-1 生井 ( 内線 1116）、SIC-2 大谷（内線 2004）まで

≪ＳＩＣ-２外壁修繕工事のお知らせ≫
平成１４年にオープンしたＳＩＣ-２の修繕工事を下記日程で行い
ます。入居企業の皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
● 工期

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。

今回は、国内外の係争事例等を紹介しながら知的財産を保護するため
の効果的な戦略をお伝えするとともに、是非知って
おきたい費用の負担軽減制度や国際特許出願制度等
についてもご紹介します。
●講

師

● 開催日時
●会
場
● 募集人数

特許業務法人大貫小竹国際特許事務所
代表 弁理士 大貫 和保 氏
四野宮 隆紘氏
平成２７年６月１１日（木）
１７：３０-１９：００
（個別相談会 １９：００〜）
SIC‐２ 大会議室（Ａ）
２０名（社）（先着順） 無料

●お申し込み・お問い合せ先：
SIC-１ 担当 飯山・五島（内線 1100）まで

≪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・お問い合せは、SIC-１

【お問い合せ先】SIC-1

編集
後記

生井（内線 1116）

飯山（内線 1100）まで

≪Ｃ会議室の場所が変更になります！≫
ご協力ありがとうございました。ＳＩＣ-２の工事では、皆様に大変
ご迷惑をお掛けいたしました。工事もほぼ終了し、下記の場所に
ＳＩＣ-２の会議室（Ｃ）が変更になります。今まで同様、ご利用く
ださい。
● 利用開始時期：平成２７年６月８日（月）からを予定しています。
● 場所のご案内：ＳＩＣ-２の廊下側事務室入口の横になります。
● 定員： 新Ｃ会議室は、定員が８名となります。

平成２７年６月 5 日（金）〜 8 月８日（土）を予定しています。
６月５日（金）より足場の組み立てが始まります。外壁の
塗装終了後、７月末頃に足場の解体となる予定です。

● ＳＩＣ-２の駐輪場をご利用の皆さまには、
ＳＩＣ-１の駐輪場をお使いいただくこと
になります。あらためて担当者より詳し
いご案内をいたします。

担当

エントランス
風除室

ロビー

SIC事務所

貸室2
小会議室
（Ｃ）

1F

wc
wc
EPS
通用口

廊下
通用口

自販機

ホール

EV

大会議室
（Ａ）

小会議室
（Ｂ）

貸室1
応接室

春がアッと言う間に過ぎ去り、暑い日が続きます。暑い夏と言えば、今年も始まりました！「子どもアントレプレナー体験キャンプ」。
申し込みは 6 月１日〜１０日まで。例年３〜４倍の倍率ですが、今年はどうなりますでしょうか楽しみです。さて、ＳＩＣ-2 の１Ｆ
事務室付近のレイアウトが変更になり懐かしいオープン当時に戻りました。古株の皆々様、覚えていらっしゃいますか？
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
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 E-mail : koho@sic-sagamihara.jp

