


About HILLTOP
HILLTOPのプロトタイピングサービス“5 Days Prototype Machining”は
“新製品をいち早く完成させたい“ という開発メーカーやベンチャー
企 業 の 競 争 に 大 き な ア ド バ ン テ ー ジ を も た ら し ま す 。
全体の約80%が1個もしくは2個でのオーダーで、新規品なら5日、
リ ピ ー ト 品 で あ れ ば 3 日 と い う リ ー ド タ イ ム 。
職人技とされていた切削加工技術をデジタル化し、全生産工程を最適化
する”HILLTOP SYSTEM”により、困難とされている特注品の
多 品 種 同 時 生 産 を 実 現 。
月に約4000品種にも及ぶ試作品（金属・樹脂加工品）を生産しています。
また、切削加工のみならず、デザインから設計、表面処理、組立まで、
プロジェクトをトータルサポート致します。



アルミ・樹脂の切削加工に特化。
独自のHILLTOP SYSTEMにより、
多品種少量生産・5軸MCの24時間
無人稼働・表面処理の内製化など、
高品質・短納期を実現しています。

ソリューションの提案から、
設計・製図・部品加工・組立
制作・ソフトウェア・プロダクト
デザインまで、全ての工程を
トータルに提案しています。

Lab
様々なアイデアや技術をおりまぜて、
まだ世の中にない新しいものを
生み出す為の、試作開発に必要な
機材を揃えたオープンラボ。

Our Service

装置開発事業機械加工事業



拠点紹介拠点紹介



Kyoto HQ
Factory
会社名 HILLTOP Corporation
設立 1980年9月1日
資本金 3,600万円
所在地 〒611-0033  京都府宇治市

大久保町成手1-30
電話番号 0774-41-2933
社員数 137名
認証取得規格 ISO9001 / ISO14001



Tokyo Office
名称 HILLTOP Tokyo Office
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17

FORECAST新宿 SOUTH 3階 CROSSCOOP内
電話番号 03-5315-0242
社員数 9名



Irvine HQ
Factory
会社名 HILLTOP Technology Laboratory, Inc.
設立 2013年5月21日
資本金 ＄700,000
所在地 51 Parker, Irvine, 

California 92618
電話番号 +1(949)680-2525
社員数 18名



Silicon Valley
Office
名称 HILLTOP Technology Laboratory, Inc.

Silicon Valley Office
所在地 5201 Great America Pkwy.

Suite 320 office #3260 Santa Clara CA 95054
電話番号 +1(408)655-6471
社員数 2名



Dallas
Office
名称 HILLTOP Technology Laboratory, Inc.

Dallas Office
所在地 6600 Chase Oaks Blvd #150, 

Plano, TX 75023
電話番号 +1(469)772-9855
社員数 3名



クラウドでのエンジニアリングサービス

当社が開発をしてきたAIを用いた自動加工プログラム作成システムとHILLTOP SYSTEMを
連動させた、部品加工の自動化システム。加工手法や条件、選択するツールなど加工会社の
ノウハウを細部にまで取り入れたシステムでクラウド上で処理を行いデータを提供をする

AI

×
HILLTOP System

職人技術のデータ化
24時間無人稼働
製造ノウハウ・知見
工場の自動化システム

職人技術・知見のAI化
自動プログラムシステム
独自形状認識エンジン

※特許・商標出願済み



※アルミ対応済み。樹脂、鉄、SUS、その他、各種素材も順次対応予定

対象形状



技術紹介技術紹介



完全自動化

加工対象の3D製品データをアップロードするだけで、NC加工まで完全自動化を実現

人の手を介さずに製品形状から全ての加工形状と領域を判別し適切なNCデータを生成

・加工可否判断を伴う複合的な形状要素を認識
・加工方法・加工順序を考慮した形状補完
・自由角度の５軸加工形状を認識
・加工順序の判定、最適化
・加工実績から学習し、新しい結果をリターン

3DCAD
データ

加工計算用
入力値 NC加工パス生成

シミュレータ

INPUT OUTPUTPROCESS

加工実績INPUT

形状認識
加工順序

加工パターン

COMlogiQ システム概要

OUTPUT



穴形状をルール付けし、加工可否を判定
作業を簡略化するだけでなく、寸法付けや穴の形状変更まで対応可能に

■概略処理フロー

CAD支援ツール(UI)開発

・モデルへの色付けや穴径指定等のルールを必要としない
UI上の作業で穴の指定、深さの変更が可能になることで
ユーザー側でのCADを用いたリモデリング作業が不要になる

穴の種類選択

穴の寸法(径・深さ)
を付加

モデル中の全ての穴を認識



穴形状をルール付けし、加工可否を判定
作業を簡略化するだけでなく、寸法付けや穴の形状変更まで対応可能に

CAD支援ツール(UI)開発

切削要件チェック（一部）

三つピン角検出 コーナR／底部Rチェック



貫通ポケット

アンダーカットポケットや、各種特殊ポケット（キー溝形状など）にも対応

アンダーカットポケット キー溝 Oリング溝 長穴 割り

形状認識開発

一般ボス



①複数方向から加工できる形状は、すべての方向のフィーチャを認識、最適解を選択する

②加工順序による形状の変化や、加工条件の変化に対応

ポケットフィーチャ① ポケットフィーチャ②

深さ

深さ

穴の深さ

穴の深さ

ポケットフィーチャ
＋

穴フィーチャ

領域優先出力 3段以上深さ優先出力

③ポケット形状を解析し、最適な加工方法の組合せを選択する 実際の形状は
３次元的＋

ベクトルも様々

出力されるパターン例



１つの形状に対して、指定した加工機(5軸、4軸、3軸)で加工できる形状を自動認識
表3軸加工、裏3軸加工の指定も可能

3工程 4工程1工程 2工程

裏面
治具用のアリ溝加工

表面
５軸加工

専用治具加工 裏面
３軸加工

5軸 4軸 3軸

A軸
C軸

(固定)
A軸 回転無回転軸

加工機

B軸 C軸

工程設定例

各軸方向で加工可能
形状を判断

多工程同時計算



決定木は可視化されたものであり、説明可能なアウトプットで出力される
ただ、判定する「加工パターン」が相当数あり、「組合せ爆発」を抑制する必要がある

加工パターン
加工条件使用工具

回転数ホルダ チップ 送り速度

相当数のパターンがあり
組合せ爆発が発生

目的変数を分解して、予想パターン数を抑制
A.I.が最適解を導き出す

学習状況の可視化



材料代や拘束時間等を基に
ユーザー設定ごとの
自動見積り機能

AI+OCRシステムを用いた
図面スキャンで案件登録補助機能

材料算出から、納品スケジュー
ルまで考慮した、シームレスな
材料発注機能

機械・環境(地盤・気温)差を
考慮した、加工条件の
個別DB完備

製作スケジュールや工具等の
最適化機能を組み込んだ
生産管理システム

追加予定機能紹介



【会社名】
シンカー

「考える葦」（Thinking Reeds）/「考える人・思想家」（Thinker）からのイメージで、
「人間らしい生き方とは」「ルーティンワークからの解放」を追求したいと考えています
「進化」「深化」の意味も含む
ロゴは、これから成長する「葦の若葉」と「無限大」を表現

ThinkR株式会社

・AIを活用した無人プログラミング等のデータサービス事業
・製造業における各種データおよび知見の集約

2021年7月1日（6月決算会社）

代表取締役CEO/COO 山本勇輝 （HILLTOP（株）代表取締役社長）
取締役CFO 福村武一 （（同）大福コンサルティング 代表社員）

1,500万円（山本 勇輝80％ / ヒルトップ20％）

【事業内容】

【設立日】

【役員構成】

【資本金】



「ものづくりに関する知見・データの集積・分析と、それを用いたAI・サービスの開発」

ThinkR

3Dプリンタ
（B社）

板金
（A社）

切削加工
（HILLTOP）

・製造現場
・製造に関する様々なデータ
・加工ノウハウ/試行錯誤

・データ/知見の集積
・データ分析/解析

・切削加工からスタートするが、ここで得られる様々なデータ/知見は、別の加工方法にも応用可能
・「情報資本主義」の世界においてGAFAが覇権を握っているが、「ものづくり」領域はまだこれから
・「ものづくり日本」の持つ探求心・気質により、「情報集約」を深めれば、世界トップに立つ余地はまだある

製造業における「知見集積企業」を目指す

■当社が目指している姿



■プレスリリース（2021年5月20日）：㈱山善との販売業務提携



■プレスリリース（2022年1月26日）：COMlogiQ販売開始



ルーティンワークからの解放
人はより価値のある仕事を

働くこと(ものづくり)は本来、学びと楽しみがあります。
しかし、仕事の大半はルーティンワークでもあり経営基盤
となっていることも事実です。

これらを解決する手段として私たちは、熟練者の技術を
共通化・AI化し、サービスとして提供することによって、
ものづくりにおける場所・技術によるハンデを無くします。

そして、人が本来取り組むべき高い技術への挑戦や、
人材の育成、事業の開発など、より価値ある仕事に集中
できる環境作りをサポートし、学びと楽しみに溢れる
ものづくりの未来を構築します。



Facebook Instagram Twitter YouTube

@hilltop21.jp @hilltop_corp @HILLTOP_Corp @HILLTOP
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