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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 エックスレイ・システムズ株式会社
「多角的な視野を持ってお客様の課題解決に貢献」
にデジタル化が進むことでフラットパネルディテクタの需要が広がり
を見せています。
また、電子基板・アルミダイカスト製品の工業製品検査などで、も
のづくりの現場を支える検査手法としても普及しています。
これまでの経験とノウハウを活かし、前職で関わっていた電子基板
の検査機器も取り扱い、多角的な視野を持ってお客様の課題解決に貢
献していきます。

VJ X-Ray 社（USA) の
ポータブル X 線源 IXS1212

【代表プロフィール】

代表取締役 中隈 康之（なかくま
静岡県沼津市出身 相模原市在住

やすゆき）

59歳

エックスレイ・システムズ社は今年4月にSICに入居、創業しました。
代表の中隈さんは東京電機大学電気通信工学科卒業後、半導体製造装
置の開発設計や検査装置のカスタマーサービス、営業や新規事業開発
まで、幅広い経験を持っています。高校時代には山岳部、大学ではワ
ンダーフォーゲル部に所属していたとのこと。最近は公園巡りやドラ
イブ、散歩などで自然を感じながらリフレッシュすることが多く、典
型的なアウトドア派です。

【創業・入居のきっかけは？】

半導体製造装置メーカーでは半導体製造装置の開発に、エレクトロ
ニクス分野の専門商社ではX線検査で使用するX線源や検出器の販売
に携わってきました。後者の専門商社では、社員が事業を切り拓く風
潮があり、新規事業として取り組んだX線関連部品の販売は提案型の
営業を推進しました。ベンダーやお客様からの信頼を得られたことで
創業を決意、自宅から近いこともあってSICに入居しました。

【事業紹介】

事業内容は社名の通り、X線関連の部品、製品の輸入・販売です。
非破壊検査に用いられるX線検査装置の主要機構は、X線の線源や検出
器などから構成されています。これらは、国内外で製造されています
が、エックスレイ・システムズ社はアメリカ、フィンランド、中国の
ベンダーとの代理店契約を結び、お客様に最適な提案を行います。
X線検査装置で身近なものと言えば、手荷物検査や食品の異物検査
などで数多く導入されています。工場やプラント内の配管の劣化等を
早期に発見するための定期的な溶接検査などにも利用されていました
が、フィルムへの撮影で検査する方式でした。近年ではこの溶接検査

CareRay Digital Medical 社（中国）の
産業用 X 線フラットパネルディテクタ CareView 750S

【今後の目標は？】

まずはX線関連製品を取り扱う会社として、販売先や仕入先から信
用を得られることが大切です。取引先の口座を開いて頂くことから苦
労もありますが、製品自体の性能や価格、納入後のサービスに期待し
てもらえるような会社にしていきたいと思っています。そして、着実
にお客様を増やしながら、将来は商社機能だけでなく、現場の課題解
決につながる提案をし、お客様と共にこれまでにない画期的な製品を
生み出すコーディネーターとなって、雇用も創出し、地域に貢献でき
る会社になることを目指しています。（ＳＩＣ片山）
エックスレイ・システムズ株式会社
ＳＩＣ-1 327号室
URL https://x-ray-systems.com/
E-mail: nakakuma@x-ray-systems.com

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○

恒例‼冬の交流会

10 月・11 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。
10 月 11 日（木） 株式会社イノウエ
神奈川新聞 - 地域と歩む（長寿企業）品質追求し国内生産 11 月 10 日（土） 株式会社 F-Design
かながわ経済新聞 - チーム SAGAMIHARA 国際ロボ大会で検討 -

ＳＩＣ大望年会‼
〈ラインナップ〉
① 何が当たるかな♪ 大ビンゴ大会！！
今年の商品テーマは” ストレス解消”
② くらげ雑貨店 presents!
Xmas・正月ワークショップ！！

☆今年も開催します！☆

じっくりコース 16 時〜

お手軽コース 18 時〜

≪第三回 SIC フリーマーケット開催 ≫
入居者交流会の一環として、ＳＩＣフリーマーケットを今年も
開催します。お昼休みや休憩時にご利用ください。
● 開催日時：
●会
場：

平成 30 年 12 月 21 日（金）10：00 〜 15：30
SIC-2 大会議室

● お問い合せ先

担当：相場（SIC-1）

等々、準備中！

③ 今年もやります！〇〇〇を食べ尽くせ！！
皆さまのご参加をお待ちしています！

SIC-2 増築棟完成までの

平成 30 年 12 月 13 日 ( 木 )

カウントダウン！！

●日時：

ＳＩＣ-２増築棟完成まで、

●会場：SIC-１ ロビー
●参加費：お一人様 1,000 円
● お問い合せ先

２４１日

-

SIC の空き室情報です。
○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 12 月 3 日現在）※お気軽にお問い合わせください。
△スモールオフィスＡ（23.6 ㎡）
※2019 年 2 月以降入居可能

305 号室

-

●日時：平成 30 年 12 月 5 日（水）17:00-19:00 （受付開始：16：30 〜）
●会場：町田市文化交流センター（プラザ町田ビル５階・けやき）
●参加費：無料（定員 120 名（申込順））
●お問い合せ先

≪年末年始の休業について ≫

編集
後記

最先端のおもてなしシステム

今回の経営者セミナーは、ＩＴと働き方改革で倒産寸前の状況から
経営再建を果たした株式会社 陣屋 代表取締役女将の宮﨑知子氏を講
師にお招きします。
【講 師】
株式会社 陣屋 代表取締役女将 宮﨑 知子 氏
1977 年生まれ。昭和女子大学文学部卒業後、
リース会社に勤務。結婚・出産後は専業主婦
となり、2009 年に夫の実家である老舗旅館「陣
屋」の女将に、
2017 年に代表取締役女将に就任。
2 児の母。

担当：磯谷・片山（SIC-１)

≪年末年始のゴミの収集について ≫

日頃から施設運営にご協力をいただき、ありがとうございます。
年末年始のセンターのお休みをお知らせ致します。
平成 ３０ 年 １２月 ２９日（土）から
平成 ３１ 年 １１月 ３日（木）まで

担当：大谷（SIC-２)

ブレない老舗のプライド
ＩＴと働き方改革に賭けた経営再建

「SIC 空き室情報」

SIC-1

18:00-20:00

千両：商売繁盛の縁起木

年末年始のセンターのゴミの収集日をお知らせ致します。
ごみ収集最終日平成 ３０ 年 １２月 ３１日（月）
ごみ収集開始日平成 ３１ 年 １１月 ４日（金）
●お問い合せ先

担当：大谷（SIC-2）

早いもので、今年も一ヶ月を切り、すぐそこまで平成31年（2019年）が来ています。皆さんの2018年は如何でしたでしょうか。今年こそ、心残り
のない大掃除をして、気持ちよく2019年を迎えたいと思っているのは、私だけでしょうか？2019年は己亥（つちのとい）年、上が下を抑える年だそ
うですが、見方を変えると、己亥の年は自分の力を信じて、ちょっと違ったところで挑戦する年（？！）だとも。押さえつけられるところで勝負する
のではなく、評価されるところで勝負する。そして、チャンスは猪のように突然やってくるのだそうです！皆さま、良いお年をお迎えください。荻島

