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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 ＩＧＮＩＴＥ株式会社
「新たな映像技術で世界を変える！ 」
【事業紹介】

IGNITE社はプロジェクション型映像機器の基幹部品となる独自の
MEMSデジタル・マイクロミラーの開発を行なっています。この基礎
となる研究はIron City Micro Display,Inc.で行ったもので、その基礎研
究を活かし、日本国内でもその実用化に向けて製品開発を推進してい
ます。
新たな映像技術として期待されているプロジェクション技術は、映
像で新しいライフスタイルの創造を実現させます。たとえば、車載関
連では、ヘッドライトが単なる光の投影ではなく、歩行者や対向車な
ど周囲に安全喚起を促す“路面描写機能”を持つスマートヘッドライト
の実現に向けて開発が進んでいます。
また、壁などに映像が現れるプロジェクション型ディスプレイ、
いわゆるデジタルウォールはこれからの生活の中で当たり前になるか
もしれません。その他にもデジタルサイネージなどでもプロジェク
ション技術の応用が期待され、そのコア技術の確立のため、IGNITE社
は研究開発を進めています。

開発中の
プロジェクション型
ディスプレイ技術

【代表プロフィール】

IGNITE 株式会社 相模原ラボ
取締役・技術顧問 鳥飼 俊敬（とりかい
鳥取県鳥取市出身 相模原市在住

としたか）

鳥飼さんは「相模原ラボ」の責任者として、MEMS（マイクロ
マシーン）半導体技術、およびその製品開発を行なっています。鳥取
市の出身で、幼少期は海辺が遊び場だったこともあり、今も海釣りが
趣味とのことです。無線やステレオに夢中になる友達が多く、その影
響もあってエレクトロニクスの分野に魅かれ、大学卒業後は日本電気
（ＮＥＣ）に入社し、光通信エレクトロニクス分野において先端的な
半導体デバイスの研究開発を行ないました。アウトドアが好きで、若
い頃には家族でオートキャンプに行くこともしばしばで、最近は里山
歩きを楽しんでいます。

【入居のきっかけ】

IGNITE株式会社は、米国ピッツバーグに本社を置くIron City Micro
Display,Inc.の現地法人として２０１７年１０月に設立しました。
IGNITE社の本社は都内にあり、本格的な研究開発が進む中で、設計や
試作品の評価をするための作業環境が必要となり、交通アクセスの良
さもあってSICに入居しました。

機関部品となる
MEMS デジタル・マイクロミラー

【今後の目標】

まずは現在取り掛かっている研究開発を成功させなければなりませ
ん。かつてエレクトロニクス業界における日本の技術力は世界を凌駕
（りょうが）しましたが、昨今、液晶テレビや有機ＥＬなどは海外勢
に押されています。そのような中、「新たな映像技術で世界を変え、
日本のエレクトロニクス産業をはじめとするものづくり業界を活性化
させる一翼を担いたい」と鳥飼さんはお話くださいました。
（SIC片山）
IGNITE株式会社
SIC-1 323号室
URL : 準備中

開催内容等、詳しくは SIC ホームページをご覧ください。

○今月の掲載記事紹介○

『同日開催！』

６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。

The HINT40 (SIC ナレッジカフェ）＆

６月 10 日（日） 髙瀨総合法律事務所
- 働き方改革について①-

第６回 SIC 経営者交流会

かながわ経済新聞 -

The HINT40 (SIC ナレッジカフェ）-----------------

“プロ野球監督が経営者だったら…”
理論派

育成重視

強い
球団は･･･

実力主義

ものづくり中小企業では、生産現場で働く人たちの日々のカイゼ
ン活動が、業績の改善に直結することも少なくありません。過去の
スクール修了生の方々は、作業時間の半減を果たし生産性を大きく
向上させる企業もあるなど、それぞれの現場で成果を上げる取り組
みを行ってきました。
本スクールは、トヨタ生産方式に精通した講師陣による実践的な
スクールとして、2018 年も開講いたします。
●会

期

個別現場診断・ヒアリング・・・７月中旬より順次訪問
平成 30 年 9 月 8 日（土）〜 12 月 ８ 日（土）全 7 回
● 会 場 SIC、サン・エールさがみはら 他
● 対 象 者 製造等の現場リーダー層の方 など
● 参 加 費 お一人 110,000 円（税別）
● 募集人数 １５ 名（１ 社から ４ 名までの参加可） ※先着順
主催：SIC・株式会社カイゼン・マイスター
後援：相模原市
協力：横浜銀行、きらぼし銀行、西武信用金庫、日本政策金融公庫
● お問い合わせ先 担当：樽川（ SIC-１ ）

「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！

SIC 空き室情報（平成 30 年 7 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Ａ（23.6 ㎡）
○スモールオフィスＡ（23.6 ㎡）
○スモールオフィスＡ（23.6 ㎡）
△セミラボＢ（31.5 ㎡）
△スモールオフィスＢ（17.3 ㎡）
※△：９月以降入居可能です。

編集
後記

303 号室
305 号室
309 号室
208 号室
319 号室

感性派

《ファシリテーター》
SICｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
片山 寛之・大谷 裕一

“プロ野球監督” に求められる役割や責任として、球団経営者やゼ
ネラル・マネージャー（ＧＭ）の戦略・方針に基づき、
『現場において、
コーチ陣を束ね、選手育成を図り、その起用や配置を判断していく
こと』を通して、『試合に勝利していくこと』にあります。
若手・ベテラン・生え抜き・移籍組など様々な選手を、勝利・優
勝という一つの目標に向かって指揮していくという意味で、人材育
成や組織マネジメントなどの観点から “経営者” に求められる役割
と似ています。
今回の TheHINT では、実際のプロ野球監督を事例に、強いチーム
づくりの秘訣や経営者の役割などについて皆さんで考える場にでき
ればと思います。
●日時 ７月１１日（水）１６時３０分〜１７時３０分
●会場 SIC-２ １階・大会議室
●定員 ２０名
● お問い合せ先 担当：樽川・片山（SIC-１)

第６回 SIC 経営者交流会 ----------------SIC では、入居企業の経営者、代表者、責任者の皆様にお集まり頂き、
交流を深めて頂く「第６回 SIC 経営者交流会」を開催します。
今年も、中華料理を楽しみながら、経営者同士、SIC スタッフも交
えて、思う存分語り合いませんか？
●日時 ７月１１日（水）１８時３０分〜２０時３０分
（１８時１０分受付開始）
●会場 慶福楼 橋本店２階
相模原市緑区橋本 6-26-4 Tel.042-775-6568
●会費 5,000 円／１名
●対象 SIC 入居企業の経営者、代表者、責任者の方
●申込期限 ７月９日（月）
● お問い合せ先 担当：大谷（SIC-２)

ーご意見箱のお返事ですー
【ご意見】 SIC-１
SIC-1からSIC-2への通路に喫煙場所があるにも係わらず、喫煙場所
でない所で、その足元やドアの近くにたばこの灰をおとしています。
お客様にもこの点を指摘されてしまいました。
【SICからの回答】
かわらばんやメール等で、マナーを守っていただきたい由、注意喚起して
まいります。また、気が付いたときは、その場でスタッフがお声を掛けるよ
うにいたします。

ご意見箱にご意見をいただきました。皆様にとって、より良いセンターとなるよう、SICのスタッフが気が付かない色々なことを教えて頂
きたいと思います。【喫煙される皆様へお願いです】「館内は全面禁煙となっています。喫煙の方は喫煙場所以外で喫煙しないようお願い
いたします。また、吸い殻につきましても、灰皿以外の他の場所へ捨てない様に重ねてお願いします。」マナーは身を守ります。
荻島

