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■ 会 社 概 要 
 
  社  名   株式会社ティー・エス・ジー TSG Corporation 

 
  所在地    ■ 本   社    〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町３８４番地 
                           TEL: 045-934-7613（代） FAX: 045-932-4867 

         ■ 九州開発センター 〒814-0001 福岡県福岡市博多区美野島３－２０－４２ 

                           エムロードⅡ ５０５号室 
                                             TEL・FAX: 092-482-8255 
         ■ 中部開発センター   〒460-0022  愛知県名古屋市中区金山１－１２－１４ 
                                       金山総合ビル７階 

                                       TEL: 052-331-1645          
              ■ Ｄ－ＴＥＣラボ     〒224-0054  横浜市都筑区佐江戸町８２４－１  
      関連会社   ■ TSG U.S.A.,INC.  ■ 株式会社アルファビジョン 

 
  設  立   平成７年２月１日  
 
  資本金    １，０００万円  
 
  取締役社長  秋永 孝文 
 
  主要取引銀行 湘南信用金庫伊勢佐木町支店、 三菱東京ＵＦＪ銀行新横浜支店  
 
  事業内容   エレクトロニクス機器全般にわたる研究・設計開発・品質評価・設備開発 
         およびその付帯業務  
 
  主要取引先  オムロン株式会社 京セラ株式会社 日本電気株式会社 パナソニック株式会社 

         パナソニックＡＳアメリカ社 フェニックスエンジニアリング株式会社 株式会社富士通ゼネラル   
         船井電機株式会社（敬称略－５０音順） 
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■開 発 実 績 
 
   ▼ 車載機器関連 
     カーナビゲーション、カーオーディオ 
     カーＡＶエンターテイメントシステム開発・評価 
     ＩＴＳ関連（ＥＴＣ・ＶＩＣＳ）ＲＦ部開発 
     車載用アンテナアンプ商品開発・生産 
     車載センサー企画設計開発 
     車載用カメラ 
     エアコンインバータ 
 
   ▼ その他 
     虹彩認識カメラ、監視カメラ 
     放送用機器 
     カラオケシステム開発（電源・SCSI-IDE変換） 
     消防システム（親＆基地局） 
     ＦＰＧＡ開発・論理合成 
     ＦＡ機器 
        
 

 ▼ 携帯電話関連 
   携帯電話本体、ＰＨＳ本体、基地局、 
   携帯電話ハンズフリー装置、携帯情報端末 
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商品企画 

構想設計  詳細設計  量産設計  

量  産 

設計品質管理システム 

ISO9002認定
協力工場 

部材調達：各種電子部品 

     プリント基板 

     機構部品 等 

試作組立：部品実装 

     アッセンブリー 

◆市場リサーチ 

◆システム提案 

◆事業企画提案 

電気設計 機構設計 ソフトウェア 

要素開発 基板設計 評価・試験 

■ 開 発 体 制 

▼ それぞれの分野が密に連携。 
▼ 製品開発全体での一括受託、各分野個別での業務受託に対応。 
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機構設計 

◆モールド、プレス、可動メカ、放熱設計、照明設計 

  ・２次元、３次元ＣＡＤによる設計・作図 

  ・構造解析システムにより、設計段階で強度シミュレーションを実施。 

  ・PCBCAD連携ツールにより、3DCAD上で電気部品と機構部品の干渉チェ 

   ックを実施。 

  ・光学顕微鏡測定器により、精度の高い検証を実現。 

  ・試作メーカーとの連携により、試作組立、評価、検証が可能。 

電気設計 

◆高周波、オーディオ、デジタル、映像、通信、制御、電源 

  ・各種測定機器保有 ・自動計測システム（内製プログラム） 

  ・「伝送線路シミュレーター」「ＥＭＣ設計支援ツール」により、基板設計 

   部隊と連携。蓄積されたノウハウを盛り込み、上流段階での高品質な基板 

   設計を実現。 

 

ソフトウェア 

◆構造・システム設計  プログラミング  システムテスト、結合テスト  

■ 技 術 ス キ ル 
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要素開発 

◆ＦＰＧＡ（論理合成）、評価ツール、テストプログラム開発 

品質評価・環境試験 

◆各種環境・信頼性試験  不具合解析・対策検討 
  ・弊社社屋内に、信頼性試験設備を保有。 
  ・開発段階より信頼性試験を実施。 
  ・単純な○×判定では無く、ＮＧ項目の解析が可能。 

ＰＣＢ設計 

◆高多層、各種ビア、マイクロストリップライン、インピーダンスコントロール対応 
  ・成立性検討を行い、基板仕様を提案。 
  ・基板メーカーとの連携により、設計から基板試作まで迅速に対応可能。 
  ・「伝送線路シミュレーター」「ＥＭＣ設計支援ツール」により、蓄積された 
   ノウハウの盛り込みと、上流段階での高品質な基板設計を実現。 
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ＴＳＧ技術 

技術部 

 ハードグループ 

 機構グループ         

 ソフトチーム    

 評価グループ             

 九州開発センター  

 中部開発センター  

 研究開発室  

 ハードチーム 

 ＰＣＢチーム 
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■ 保 有 設 備 

◆ CAD  ： PCBCAD 図研： CR5000/BD ×３ 

CR5000/PWS ×２ 

YDC： CADVANCE αⅡ     ×１ 

回路図CAD 図研： CR5000/DG ×３ 

CR5000/SD ×２ 

YDC： CADVANCE αⅡ  ×１ 

EMC設計支援システム 図研： EMCアドバイザー ×１ 

             伝送線路シミュレーター   図研： Lightning ×１ 

◆ 測定機 ： FM-AM標準信号発生器 ×５０ ロジックアナライザー ×２ 

オーディオアナライザー ×４５ オシロスコープ ×４５ 

ネットワークアナライザー ×２ デジタルストレージオシロ ×１２ 

パターンジェネレーター ×３ スペクトラムアナライザー ×７ 

自動計測システム ×５ 

シールドルーム ×２ 

【 電気系】 
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【 機構系】 

◆ CAD  ： 3D CAD CATIA V5 ×２３ 

I-DEAS ×５ 

PRO-E ×４ 

Solid Works ×１ 

2D CAD M-CADAM ×３ 

PCBCAD連携ツール V54EE ×１ 

構造解析ソフト ANSYS Design 

Space 

×１ 

プロッタ  SII/LP1120 ×１ 

◆ 測定機 ： 色彩輝度計     TOPCON/BM-5A ×１ 

ＦＳ試験機       ｱｲｺｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ/1350-D ×１ 

光学顕微鏡測定器  OLMPUS/メジャーNAVI ×１ 
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サージ試験機 

熱衝撃試験機×2  
低温：－70℃～0℃ 
高温：60℃～200℃ 
温度変移時間：5分以内 

恒温恒湿槽 
（プログラム型） 
温度：-40℃～100℃ 

 湿度：20％～100％R.H 

Work Operation型恒温槽×３台
（Low Temperture Chambers） 

恒温恒湿槽 
（定値、プログラム運転可能)  

温度：-40℃～100℃ 
   湿度：20％～98％R.H 

２軸振動試験機 

オーブン （高温のみ） 
20℃～200℃ 

ISOサージ試験機 
ISO7673-2.2004規格対応 
・Pulse 1、3a/3b、5a/5b 
・1bis 

【 環境試験設備 】 
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温度上昇試験機 

測定可能温度  ：-200℃～+2000℃ 

測定可能CH数：16CH 

記録間隔        ：100ｍｓ～1ｈ 

静電パルス試験機×３台  
出力電圧 ： 0.2kV～30kV  
極性   ： 正または負 
放電ﾓｰﾄﾞ ： 気中放電および接触放電 

電源変動試験機×３台 

操作耐久試験機×３台 
プログラムにより制御 

ノイズシミュレータ 
パルス幅 ： 50,100,200,250,400ns±10%の組合わせ、 

         および最短接続にて10ns±3ns 

出力電圧 ： 0.01～4.00kV±10％ 

極       性  ： 正または負 

立上り時間： 1ns以下 

電源変動試験機 
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3×3ｍ 簡易電波暗室 
30MHz～1GHz : 60dB 

バイログアンテナ 
30MHz～1500MHz 

BCI試験設備 
100KHz～1GHz 
Max CW Input  100W 

ダイポールアンテナ 
470MHz～1700MHz 

LISN 
(line impedance stabilization network; 
 電源インピーダンス安定化回路網) 

アクティブロッドアンテナ 
9KHz～60MHz 
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３軸複合環境試験機 

試験機仕様： 

振動波形の種類：正弦波、ランダム波、 

        ３軸同時加振（実車波形再現） 

振動方向         ：垂直、水平、三方向同時加振  

試験振動数範囲：５Hz～１０００Hz 

最大変位   ：51ｍｍｐ－ｐ（搭載質量30ｋｇ以下時） 

加振力    ：9.8ｋＮ 

最大搭載質量 ：100ｋｇ 

 

特徴： 

a.振動試験機とチャンバーを組み合わせ、複合環境試験が可能。 

 （３軸同時加振＋温度試験） 

b.供試品は一度取り付けるだけで垂直・水平の試験が可能です。 

c.実測波形（実車振動）を用いたリアルタイム波形再現が可能です。 

 -1、実車振動を再現し、振動による不具合解析が行える。 

 -2 ＣＤ音飛び等の解析、対策が実車振動で行える。 
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●社員教育制度 

●設計品質管理システム 

 ■ 全社重点取組 

◆実務経験年数に応じたカリキュラム。 

◆ベテラン技術者が講師を務める社内技術研修によりノウハウと技術を継承。 

◆社外研修・セミナー、教育機関を積極的に活用し、最新技術を習得。 

◆業務委託の御依頼をいただいた時点から、設計品質管理システムを適用。 

◆仕様の確認・提案も、品質の重要なファクターであると位置づけている。 

◆各開発ステップ毎でデザインレビューを実施。 

 ・部署を越えたベテラン技術者の専門知識を結集。若手OJTの場にも活用。 

 ・機構・電気の垣根を越え、問題点の予測・指摘を行い、御客様の要求仕様 

  に対して最善の回答導き出す。 

◆ノウハウの蓄積と展開、活用。 
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▼ＪＲ横浜線・鴨居駅より、徒歩１５分 

▼第三京浜・港北インターより、車で１０分 

■ アクセスマップ 

本   社 ： 〒224-0054  
         横浜市都筑区佐江戸町３８４番地 
         TEL ：045-934-7613（代）  
         FAX： 045-932-4867 
D-TECラボ： 〒224-0054  
         横浜市都筑区佐江戸町８２４－１ 
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■ 会 社 概 要 
 

  社  名   TSG U.S.A.,Inc. 
 

  本社所在地  420 Dividend Drive Suite A Peachtree City, GA 30269 
                      TEL 678-364-6900 FAX 678-364-6919 

 

   営業所       39111 West Six Mile RD Livonia, MI 48152 
  TEL 404-863-7088 

 
  設  立   2001年10月1日  
 
  資本金    $145,000  
 
  代表取締役  秋永 孝文 
 
  従業員数   31名 (TSGJPN出向者12名、米国採用者19名） 
 
  主要取引銀行 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ  Bank of America  
 
  事業内容   エレクトロニクス機器全般にわたる研究・設計開発・品質評価 
         およびその付帯業務  
 
  主要取引先  Panasonic Automotive Systems Company of America 
                           YAMAHA Motor Manufacturing Corporation      KPS N.A.,Inc 
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TSGUSA Inc 

技術部  

 ハードチーム 

 ソフトチーム 

 機構チーム 

 テクニカルリエゾンチーム 

営業部 

Mcube 
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■ 保有設備 

◆ 測定機 FM-AM標準信号発生器 

オーディオアナライザー 

オシロスコープ 

デジタルストレージオシロ 

◆ 試験機 静電パルス試験機 

電源変動試験機 

実走評価システム 

【電気系】 

◆ CAD CATIA V5 

M-CADAM 

プロッタ - SII/LP1120 

◆解析ソフト ANSYS 

 

【機構系】 
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車載ラジオ受信性能評価システム(データ収集) 

評価コース 

希望放送局 

実走コース 

良好な受信環境 

評価対象H/U 

Lch 

Rch 

Lap Top 

Computer 
Audio 

interface 

GPS 

receiver 

衛
星
時
間
情
報 

評価車両純正アンテナ 

基準H/U 

Lch 

Rch 

Lab Computer 

Audio 

interface 

GPS 

receiver 

衛
星
時
間
情
報 

高利得アンテナ 

音
声
信
号 

同じ放送局を同
時に受信 

デジタル録音 

デジタル録音 

音
声
信
号 
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車載ラジオ受信性能評価システム(解析） 

音量変化解析 ステレオ分離度解析 音声周波数解析 ノイズ周波数、エネルギー解析 

収集したデータから 

評価対象H/Uの波形 

誤差を計算 

各種詳細解析 


