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SIC に入居されている企業様をご紹介します。

>>> SIC-1 ケー・ティー・エムツール株式会社
「日本の工具を海外へ！走り出した経営者の道」
【これからの夢または目標は？】

まずは会社を安定させること、日本国内の顧客を開拓していくこと
などが目標だと語る北村さんですが、いずれはさらなるグローバル化
を目指し、フィリピン以外の国にも進出していきたいと考えています。

【代表プロフィール】

ケー・ティー・エムツール株式会社
代表取締役
北村 佳久（きたむら よしひさ）
名古屋市生まれ、相模原市育ち・在住

取り引きされる 312,000 アイテムが収録されています。
43歳

【創業の経緯は？】

工作機械・機械工具等の商社に19年間勤務し、同社では取締役も務
めていた北村さんは、昨年12月に前職の海外部門を承継する形で独立
し、ケー・ティー・エムツール株式会社を設立されました。SICには
今年1月よりSIC-1のスモールオフィスに入居されています。
現在、創業から約4か月が過ぎ、4月からは従業員も採用しています。
もともと北村さんのお父様も町工場を経営されていたそうですが、ご
自身も経営者となった今では、その責任の大きさや財務・労務などや
るべき仕事の多さを実感しながら、会社の安定や顧客の開拓に向けて
日々社長業に邁進されています。

【事業紹介】

ケー・ティー・エムツール社の主な顧客は、フィリピン共和国に進
出した日系企業です。特に、自動車・二輪車部品メーカーから、生産
時に必要となる設備や特殊工具、消耗品など多岐にわたる工具類を受
注し、日本から現地に向けて輸出する事業を行っています。ドリルや
エンドミルといった切削工具はもちろんのこと、顧客からの要望であ
ればネジ1本の注文にも応える柔軟できめ細やかな対応力が、同社の
大きな強みとなっています。
同社で取り扱っている製品は30万点を優に超えます。一人前になる
までは10年かかると言われるほど幅広く、奥行きも深い世界です。
また、日々の業務では、現地駐在員との連携や輸送会社等との折衝
など、輸出事業特有の業務も発生してきます。近年経済成長著しいフ
ィリピンには多くの日本企業が進出しており、同社は日本とフィリピ
ンをつなぎ、海外進出した製造業を下支えする重要な役割を担ってい
ます。

【取材を通じて】

子どもの頃からサッカーに打ち込んできた北村さん。以前は、少年
サッカーのチームでコーチを務めていたこともあるそうです。最近は
怪我もありサッカーは控えているそうですが、ジム通いをするなど走
ることは続けています。
走っているときだけは仕事のことも忘れていられると笑う北村さん
ですが、タイムを縮めるべく努力を怠らない姿勢は、仕事にも通じて
いるように感じました。
（SIC樽川）
ケー・ティー・エムツール株式会社
ＳＩＣ-1 323
電話番号042-703-0245

○今月の掲載記事紹介○

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 7 日（金）（株）カイゼン・マイスター
日刊工業新聞 - 欧州コンサル社と提携 4 月 10 日（月） 髙瀨総合法律事務所
かながわ経済新聞 - 下請法改正のポイント②4 月 14 日（金） 動物アレルギー検査（株）
日本経済新聞 - ペットのアレルゲン特定 40 種測定「ヒトより正確」4 月 19 日（水） レボックス（株）
日本経済新聞 - 微小な傷 自動検出 4 月 20 日（木） （株）ＨＯＹＥＮ
相模経済新聞 - 非接触スイッチ開発 -

「SIC 空き室情報」

ＳＩＣの空き室情報です。
○セミラボ：実験、評価、分析などのウェットラボとして、設計、
試作など研究開発ラボとして、目的に合わせてご利用いただけます。
○スモールオフィス：数名での事業活動に最適なオフィスとしてご
活用いただけます。
増床・移転をご希望の方はご検討ください。
※ お問い合わせ先 担当：大谷・稲垣（ SIC-2 ）

空き室情報！
● お申し込み・お問い合せ先
担当：大谷（SIC-2）

お知らせ
お知らせ

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。

相模原市研究開発補助金説明会 ＆
The HINT３４ （ＳＩＣミニセミナー） 開催のお知らせ
第１部（14:00 〜 15:00）
『相模原市 中小企業研究開発補助金公募説明会』
第２部（15:10 〜 16:00）
The HINT34“補助金等支援制度の探し方・活かし方”
補助金などの支援制度は、「難しい」「煩わしい」などと感じては
いませんか？ですが、制度をうまく活用すれば、自社の成長に向け
た大きなチャレンジや事業化までのスピードアップの手助けとなり
ます。今回の HINT セミナーでは、
『自社で利用可能な制度の探し方』
や『具体的な仕組みや条件の見方』などについて、ＳＩＣよりお話さ
せて頂きます！！
（こんな方におすすめ‼）
・補助金などの情報は、募集が締め切られたあとに気付くことが多い。
・仕組みや条件がよくわからないまま申請して苦労したことがある etc．
● 開催日時 平成 29 年 5 月 17 日（水）14：00 〜 16：00
●会
場 SIC-2 1F 大会議室
●定
員 20 名（先着順）
● 参 加 費 無料
● お申し込み FAX・電話又は SIC ホームページから
※ お問い合わせ先 担当：樽川（ SIC-1 ）

SIC 空き室情報（2017 年 5 月 1 日現在）※お気軽にお問い合わせください。
ＳＩＣ-1
○スモールオフィスＢ（17.3 ㎡） 316 号室
○セミラボＢ（35.5 ㎡）

209 号室

△スモールオフィスＡ（23.6 ㎡） 309 号室※６月以降入居可能。
△スモールオフィスＢ（17.3 ㎡） 317 号室※６月以降入居可能。
△スモールオフィスＢ（17.3 ㎡） 327 号室※７月以降入居可能。
△スモールオフィスＢ（17.3 ㎡） 325 号室※８月以降入居可能。
△セミラボＡ（47.3 ㎡）

205 号室※８月以降入居可能。

△セミラボＢ（35.5 ㎡）

212 号室※８月以降入居可能。

「COOL BIZ のお知らせ」
今年も 5 月 1 日から COOL BIZ を開始します！
ご理解とご協力をお願いします。

COOL BIZ

- クール ビズ 平成２９年 ５月１日(月) から
平成２９年１０月３１日(火) まで
SICではエアコンの設定温度を２８℃にしています。
ご理解とご協力をお願いします。
※ お問い合わせ先

編集
後記

担当：大谷（SIC-2）

今年もＳＩＣアントレ・インターンシップ生を
募集しています！

● 第１４期事前説明会のお知らせ
『あなたの新たな一歩を応援します！！』
★このインターンの神髄は参加しないと分かりませんが、そのエッ
センスをお伝えする事前説明会を開催します。新たな一歩を踏み出す
勇気の糧にしてください。
日
程：平成 29 年 5 月 14 日（日）、5 月 28 日（日）
※13 時 30 分〜2 時間程度
場
所：さがみはら産業創造センター
内
容：カリキュラム説明、OBOG の感想、質疑応答、その他
お申し込み方法：件名「SIC アントレ・インターン」申込
本文「学校名・学部・学科・学年」「氏名」「電話番号」
「参加希望日」を明記し、E-mail にて お申し込み下さい。
mail : sei-oubo@sic-sagamihara.jp
※ お問い合わせ先 担当：上野（ SIC-2 ）

○今年もやります！子どもアントレ！○
毎年好評を博している「子どもアントレ」、
今年もやります！ 6 月 1 日（木）「広報さがみ
はら」にて告知、ＳＩＣのＨＰから受付を開始
いたします。
※ お問い合わせ先 担当：上野（ SIC-2 ）

太陽の光が「暖かい」から「暑い」へ変わって行く季節がやってきます。ＳＩＣでは、アントレ・インターンシップ生の募集を開
始しました。子どもアントレ（子どもアントレプレナー体験事業）の暑い！厚い！熱い！季節が近づいています。クールビズも
始ります。スタッフは１０月末までノーネクタイとなります！ 今年も元気に夏を迎えましょう！
荻島

温室効果ガス削減のために、SIC では、冷房時の室温を２８℃に設定いたしますので、皆様ご理解とご協力を頂きますよう、宜しく御願い申し上げます。
平成２９年５月１日 株式会社さがみはら産業創造センター

