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ARGUSARGUSARGUSARGUS C O N T E N T S

PRESIDENT  INTERVIEW

　     TOKYOキラリ ー輝く企業の現場からー

特集×CROSSTALK

JNS株式会社
代表取締役　白井 力

2017年5月号　No.462掲載

「未来へのシーズ」を大切にする

株式会社ヒキフネ
代表取締役社長　石川 英孝

2017年4月号　No.461掲載

P.16

誠実さを貫く姿勢と変化対応力P.02

株式会社城南村田
代表取締役　青沼 隆宏
2017年6月号　No.463掲載

株式会社龍工房
代表取締役　福田 隆
2017年7月号　No.464掲載

P.20

文具メーカーに息づく「編集のDNA」

株式会社マークス
代表取締役　髙城 和彦
2017年8月号　No.465掲載

P.24

顧客のセキュリティを
トータルに支える

ものづくりに対する真摯なこだわりP.02P.22

社員の幸せを目指した経営の実現

株式会社葵製作所
代表取締役社長　長谷川 薫

2017年9月号　No.466掲載

P.26

P.18

環境変化と
 「企業の自己変革力」

座談会

武州工業株式会社
代表取締役会長

林  英夫 氏

フットマーク株式会社
代表取締役社長

三瓶  芳 氏

株式会社城南村田
代表取締役

青沼  隆宏 氏

株式会社ヒキフネ
代表取締役社長

石川  英孝 氏

ARGUSとは
ギリシャ神話に登場する百の目を持つ巨人の名前で、死角の無い彼は怪物退治などで多くの手柄を上げたといわれています。
また、その様から鋭い目で見張る人という意味もあります。公社はこのアーガスのように、変動激しい経済環境を注視し、将来を
見通す目を持って都内中小企業に経営支援を提供していく決意から、広報情報誌「アーガス」としています。

企業インタビュー特集号

2 3



ARGUSARGUSARGUSARGUS

自社技術の利点を徹底提案

株式会社米山製作所
代表取締役　米山 俊臣
2018年3月号　No.472掲載

昭和機器計装株式会社
代表取締役社長　篠原 利彦

2018年4月号　No.473掲載

P.40

親子三代、歯車一筋P.02

株式会社チバダイス
代表取締役社長　千葉 英樹
2018年6月号　No.475掲載

株式会社松崎人形
代表取締役　松崎 光正

 （松崎 幸一光）
2018年7月号　No.476掲載

P.44

社員一丸、顧客密着

大森クローム工業株式会社
代表取締役社長　宮川 容子

2018年8月号　No.477掲載

P.48

効率化は現場からP.42

伝統と革新の融合P.02P.46

鉄のように正直に

多摩冶金株式会社
代表取締役社長　山田 毅
2018年9月号　No.478掲載

P.50

C O N T E N T S

PRESIDENT  INTERVIEW

株式会社日興エボナイト製造所
代表取締役　遠藤 智久

2017年10月号　No.467掲載

株式会社今野製作所
代表取締役　今野 浩好

2017年11月号　No.468掲載

東光薬品工業株式会社
代表取締役社長　小林 洋一
2017年12月号　No.469掲載

株式会社上島製作所
代表取締役　江場 淳一
2020年8月取材

縁を原動力にオリジナル製品を開発P.28

中堅企業が成功させた新薬開発P.02P.32

社員を大事にすることで成長を実現P.30

全社をまとめ大きな力を引き出すP.02P.34

株式会社アイザック
代表取締役　佐川 英雄

2020年8月取材

株式会社エスキャリア・
ライフエージェンシー
代表取締役　城 梨沙

2018年2月号　No.471掲載

顧客視点で柔軟に対応P.36 料理を通して「共育」文化を広めるP.38

　     TOKYOキラリ ー輝く企業の現場からー

企業インタビュー特集号
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孤独の解消を実現する

株式会社オリィ研究所
代表取締役CEO

吉藤 オリィ（健太朗）
2019年4月号　No.485掲載

株式会社相馬光学
代表取締役　浦 明子

2019年5月号　No.486掲載

P.64

「外部の力」を支えにP.02

有限会社興之宮医科工業
代表取締役　髙橋 貴子
2019年6月号　No.487掲載

株式会社清水硝子
代表取締役　清水 三千代
常務取締役　清水 祐一郎
2019年7月号　No.488掲載

P.68

創業にリスクなし!!

株式会社アングラーズ
代表取締役CEO　若槻 嘉亮

2019年8月号　No.489掲載

P.72

アナログへのこだわりP.66

柔軟なコラボ力が強みP.02P.70

攻めの姿勢で常に挑戦

株式会社モリカワ
代表取締役社長　森川 毅
2019年9月号　No.490掲載

P.74

C O N T E N T S

PRESIDENT  INTERVIEW

株式会社メトロール
代表取締役社長　松橋 卓司
2018年10月号　No.479掲載

株式会社江北ゴム製作所
代表取締役社長　菅原 健太
2018年11月号　No.480掲載

株式会社アスペクト
代表取締役社長　早野 誠治
2018年12月号　No.481掲載

第一合成株式会社
代表取締役　河野 良子
2019年1月号　No.482掲載

社員の自主性を徹底尊重P.52

国産３Ｄの先駆者P.02P.56

ゴムならまかせろP.54

最高の仕事人生をP.02P.58

株式会社伊東NC工業
代表取締役　伊東 大輔
2019年2月号　No.483掲載

株式会社デュコル
代表取締役　山本 邦明
2019年3月号　No.484掲載

うちがやらずに誰がやるP.60 ミクロの粒に大きな希望P.62

　     TOKYOキラリ ー輝く企業の現場からー

企業インタビュー特集号
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徹底した人づくり・モノづくり

大和合金株式会社
代表取締役社長　萩野 源次郎

2020年5月号　No.498掲載

株式会社京浜理化工業
代表取締役会長　佐瀬 都司

2020年8月号　No.500掲載

P.88

おもしろい！を仕事にP.02

FunLife株式会社
代表取締役CEO
田巻 富士夫（左）

代表取締役COO
黄木 桐吾（右）

2020年9月号　No.501掲載

ボノ株式会社
代表取締役　横山 貴敏（右）

取締役COO　谷津 孝啓（左）

2020年10月号　No.502掲載

P.92

無理難題も知恵で突破P.90

人を、地域をつなげていくP.02P.94

連携が大きな力を生む

株式会社マテリアル
代表取締役　細貝 淳一

2020年11月号　No.503掲載

P.96 社長がやるかやらないか

株式会社浜野製作所
代表取締役CEO　浜野 慶一
2020年12月号　No.504掲載

P.98

ARGUSARGUSARGUSARGUS C O N T E N T S

PRESIDENT  INTERVIEW

株式会社フジタ・ジャパン
代表取締役社長　藤田 登美雄

2019年10月号　No.491掲載

ユニパルス株式会社
代表取締役社長　吉本 喬美
2019年11月号　No.492掲載

武州工業株式会社
代表取締役会長　林 英夫
2019年12月号　No.493掲載

フットマーク株式会社
代表取締役社長　三瓶 芳
2020年1月号　No.494掲載

光学のプロデューサーP.76

めざせ300年企業P.02P.80

こだわり続けた結果P.78

１／１（いちぶんのいち）の視点P.02P.82

ソナス株式会社
代表取締役CEO　大原 壮太郎

2020年2月号　No.495掲載

株式会社三山精工
代表取締役社長　深沢 洋史

2020年3月号　No.496掲載

自分より優秀な人を採るP.84 外からも知恵を集めるP.86

　     TOKYOキラリ ー輝く企業の現場からー
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