
「本当の焼きたてパン」を五感で楽しんで
もらうため、職人が実況するDJ ベーカ
リー。手間暇を惜しまず「自然発酵・石窯・
手づくり」にこだわり、「憧れ感」のある
個性的で美味しいパンを展開しています。

大正元年創業、忠臣蔵の起こりとなった
浅野内匠頭終焉の地に存する和菓子店で
す。『切腹最中』を始め地域性・創造性に
富んだストーリー性のある菓子で東京土
産やサラリーマンのお詫びの品として有
名です。

▶他社との差別化ポイント
厨房がステージ！　パン職人が窯出しの香り・風味・喜
びを五感に訴え、パンをより楽しむ情報をライブでお届
けします。

▶得意な技術・製品
食パン日本一高松宮王冠賞など受賞歴 42 回。都内中心に
30 店舗展開する、ちょっと特別でお財布に優しいベーカ
リー専門店。自慢の「石焼食パン」、野菜と卵の「あっぱ
れカレーパン」、乳酸発酵ブリオッシュに蜂蜜と柑橘ピー
ルがキュンとくる「オレンジリモナーデ」、パンの半分以
上がチーズの「やりすぎチーズ」が人気です。

▶他社との差別化ポイント
斬新なネーミングに加え餡と最中の皮の「香り」に着目し、
最中の口を大きく開けた形でも常識を覆しました。

▶得意な技術・製品
あんは「直火炊き」製法で小豆の味・香り・風味を餡に
閉じ込める独特の炊き方です。看板商品の切腹最中は包
あんロボット CN580 火星人を使い毎時 2400 個製造、
ベルトコンベアを最中専用の形状で固定し安定性が 90
パーセント向上、後の手作業を３割向上させ手作りなが
ら東京土産として卸にも力を入れられています。

営業拠点▶東京都内・神奈川・埼玉に直営 30店舗展開
商品またはサービスの主なターゲット層▶お子様のいらっしゃる女性
主要取引先▶東京カネカ食品　関東商事　イワセエスタ　日清製粉　
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001　全工場・全店舗取得
公社利用事業▶東京都ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業、
　人材確保総合支援事業

自社生産拠点▶東京都港区新橋
主要設備▶包あんロボットＣＮ580火星人、餡練機
主要取引先▶ANAFESTA、日本空港ビルディング、サラリーマン
海外展開事例、海外拠点▶「羊羹コレクション」パリにて開催参加協力
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 29年度港区商店街連合会会長賞

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 120人	 設立年度▶ 1985年
代表者▶井戸	大通	 担当▶人事部長	内田	純
所在地▶〒 179-0081	東京都練馬区北町 5-11-14
Tel.	03-3550-8141 ／ Fax.	03-3550-8148
URL.	http:www.antendo.com／ E-mail.	utida@antendo.co.jp

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 23人	 設立年度▶ 1912年
代表者▶渡辺	仁久	 担当▶山田	里沙
所在地▶〒 105-0004	東京都港区新橋 4-27-2
Tel.	03-3431-2512 ／ Fax.	03-3431-2548
URL.	https://www.shinshodoh.co.jp ／ E-mail.	seppukumonaka@gmail.com

株式会社 アンテンドゥ
▶食料品製造業
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▶食料品製造業
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食（いのち）は心（やさしさ）です。食
はいのちを支えています。私たちは納豆
づくりを通して食のやさしさ作りを続け
てまいります。

1954 年の創業以来、アイスクリーム用
コーン、モナカ及び菓子原料の開発・製造・
販売を手掛けています。「おいしい」の引
き立て役として、新しい「価値」の創造
を目指し挑戦しつづけています。

▶他社との差別化ポイント
当社独自製法の「せいろ蒸し」は、大豆の養分をしっか
り残して蒸し上げるため、甘みの多い美味しい納豆に仕
上がります。また「石室炭火造り」は大谷石、檜、炭火
の遠赤外線醗酵により、まろみ豊かな納豆に仕上がりま
す。毎年行われる「全国納豆鑑評会」では７度の受賞歴
があり、第 20回大会では日本一に輝きました。

▶得意な技術、製品
当社の強みは大豆の養分をしっかりと残す「せいろ蒸し」
と昔ながらの製法である遠赤外線醗酵による「石室炭火
造り」です。

▶他社との差別化ポイント
スピード感のある商品開発体制、安心安全な製品品質、
短納期を高い水準で維持していくことを目指しています。

▶得意な技術、製品
大手コンビニチェーンに数多く採用頂いている、アイス
用コーン・モナカの開発、生産、販売を手掛けております。

自社生産拠点▶青梅本社工場
主要設備▶浸漬タンク、蒸煮釜、充填機、醗酵室、包装機
主要取引先▶株式会社京王ストア、株式会社成城石井、株式会社大近、
株式会社国分、株式会社日本アクセス
取得資格、認証（ISO等）▶有機認証工場、東京都食品衛生自主認証
制度
海外展開事例、海外拠点▶台湾（輸出）
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶全国納豆鑑評会優良賞など受賞、
　優良企業表彰制度特別奨励賞受賞

自社生産拠点▶本社工場（足立区）　つくば工場（つくばみらい市）
主要設備▶モナカ、ウエハース焼成機　ワッフルコーン焼成機　
主要取引先▶森永製菓株式会社、赤城乳業株式会社、株式会社ロッテ、
株式会社ちぼり、守山乳業株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 取得
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1947年
代表者▶高橋	武男	 担当▶関本	政英
所在地▶〒 198-0051	東京都青梅市友田町 1-1010-1
Tel.	0428-24-7010 ／ Fax.	0428-22-0272
URL.	https://sugaya.co.jp ／ E-mail.	sekimoto@sugaya.co.jp

資本金▶ 1,300 万円	 従業員数▶ 90人	 設立年度▶ 1954年
代表者▶高橋	晃仙	 担当▶営業部
所在地▶〒 120-0024	東京都足立区千住関屋町 6-18
Tel.	03-3888-3151 ／ Fax.	03-3854-8131
URL.	http://taiyocone.com／ E-mail.	
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▶食料品製造業
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当社は、都心の人達が気軽に訪れること
ができる“東京初のワイナリー”
都内で栽培された葡萄を使いワインを醸
造するなどこだわりの逸品です。
真心こもった美味しいワインに出会い、
楽しいひとときを過ごしませんか？

元禄 15（1702）年、江戸と甲州を結ぶ
街道筋・武州澤井村に創業。以来 300 余
年東京奥多摩の地酒「澤乃井」の銘柄で
親しまれてきました。奥多摩の自然の息
吹を感じていただけるような酒造りを目
指しています。

▶他社との差別化ポイント
東京生まれのブランドぶどう「高尾」を使用したワインや、
日本各地の良質なぶどうのそれぞれの持ち味を生かした
ワインを造っております。今後は練馬でもワイン用ブド
ウの栽培を積極的に行い、地元を代表するブランドワイ
ンを造っていきたいです。

▶得意な技術、製品
東京の農業をもっと元気にしたい、という思いから 2014
年９月に果実酒製造免許を取得し、練馬区大泉学園に都
内初のワイナリーを開設し、醸造から販売まで行ってお
ります。

▶他社との差別化ポイント
伝統的な酒造りを継承しながら、設備の近代化にいち早
く取り組み酒質の安定化に成功。また、生酛造り・木桶
仕込み・低精白純米酒等、多様なニーズにも対応してい
ます。平成 27酒造年度全国新酒鑑評会金賞受賞

▶得意な技術、製品
「澤乃井生酛純米吟醸東京蔵人」は 55％まで磨いた酒米・
五百万石を使用し、古来からの伝統的な製法である生酛
造りで仕込んでいます。現代的で華やかな香りと生酛造
りによる深い味わいで新旧の技術が活かされた酒です。

営業拠点▶東京都
主要取引先▶都内外の酒販店、飲食店など
公社利用事業▶地域中小企業応援ファンド助成金
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 28年度東京都女性活躍推進大賞

自社生産拠点▶本社工場（東京都青梅市）
主要設備▶連続蒸米機、自動製麹装置、SFフィルター、パストライザー等
主要取引先▶日本酒類販売株式会社、株式会社岡永、国分株式会社、
三菱食品株式会社、三陽物産株式会社	等
取得資格、認証（ISO等）▶ 1988 年４月　中小企業合理化モデル工
場に指定
海外展開事例、海外拠点▶米国、台湾、ベトナム、英国、フランスな
どに輸出
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

資本金▶ 500万円	 従業員数▶ 1人	 設立年度▶ 2014年
代表者▶越後屋	美和	 担当▶越後屋	美和
所在地▶〒 178-0061	東京都練馬区大泉学園町 2-8-7
Tel.	03-3867-5525 ／ Fax.	03-3867-5525
URL.	https://www.wine.tokyo.jp	／ E-mail.	echigon@mac.com	

資本金▶ 1,680 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1951年（創業元禄 15（1702）年）
代表者▶小澤	幹夫	 担当▶総務部	吉崎	真之介
所在地▶〒 198-0172	東京都青梅市沢井 2-770
Tel.	0428-78-8215 ／ Fax.	0428-78-8195
URL.	http://www.sawanoi-sake.com／ E-mail.	tokyo@sawanoi-sake.com
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スポーツ関連のマーク加工を得意として
います。ポリエステル 100％の生地にフ
ルカラー印刷ができる「熱昇華転写印刷
技術」で、透かし模様の柄や細かいマー
クを鮮やかに表現できる点が強みです。

創業 95年と老舗企業ながら、常に挑戦を
し続けるベンチャースピリットを持った
会社。確かな技術力とノウハウをベース
に、新しい発想を駆使することで世界の
ファッションを支えています。

▶他社との差別化ポイント
スポーツユニホーム製造は当社工場内での一貫生産が好
評で納期・費用の優位性と品質の安定性が市場の信頼を
得ています。当社ブランドの KANRAX（カンラックス）
は素材選択とオリジナルデザインおよびパターンを提案
するカスタムメイドのリラックスウエアです。

▶得意な技術、製品
昇華転写・シルクスクリーン印刷、転写マーク、刺繍、
縫製など各種加工。伸縮する熱転写マークの（のびのび
マーク）製造及び加工が得意です。

使用できる素材となっています。既存の概念にとらわれ
ず新しい領域へ挑戦をすることで、国内だけでなく世界
中の取引先と強固な信頼関係を築いています。

▶得意な技術、製品、他社との差別化ポイント
特許を取得しているのは、薄地の綿で起きやすい「はり
つき」を独自の技術によって解消したファスニングフリー
生地とウール 100％でも洗濯機で洗える生地です。綿は、
サラサラとした着心地の良い素材となっており、ウール
は新生児の肌着に使われるほど耐久性があり、安心して

自社生産拠点▶営業拠点（新宿区、大阪府）、工場（群馬県吾妻郡、ベトナム）
主要設備▶スクリーン印刷、昇華転写、熱接着、刺繍、縫製、検査など
主要取引先▶株式会社ナイキ、ミズノ株式会社、株式会社アシックス、

株式会社デサント、株式会社ドーム
取得資格、認証（ISO等）▶ISO9001認証取得、のびのびマーク特許取得
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム（ロン・ハウ工業団地〉
公社利用事業▶事業可能性評価事業、デザイン実践事業、
　中小企業ニューマーケット開拓支援事業、デザインコラボ事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2016年世界発信コンペティション
　製品・技術（ベンチャー・技術）部門	大賞

自社生産拠点▶千葉県香取市佐原イ 458番地 1
主要設備▶丸編み機械、糸巻き機、検反機、ガス焼き機
主要取引先▶丸紅ファッションリンク株式会社、
　株式会社オンワード樫山　他
取得資格、認証（ISO等）▶平成 21年 1月 23日特許取得　
　平成 30年 4月 20日特許取得
海外展開事例、海外拠点▶フランス、イタリア、アメリカ等へ直接貿易
による輸出取引
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶千葉県元気印大賞　奨励賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 123人	 設立年度▶ 1985年
代表者▶西牧	寛次	 担当▶西牧	寛次
所在地▶〒 169-0051	東京都新宿区西早稲田 1-18-9 イマスオフィス早稲田６階・７階
Tel.	03-3207-4004 ／ 03-3207-3339
URL.	http://www.nskechomark.co.jp ／ E-mail.	knishimaki@nskechomark.co.jp

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1957年（創業 1925年）
代表者▶小野	元延
所在地▶〒 136-0071	東京都江東区亀戸 1-42-20 住友不動産亀戸ビル 11階
Tel.	03-6821-5524 ／ Fax.	03-6821-5663
URL.	http://www.onomeriyasu.jp ／ E-mail.	katsuki@onomeriyasu.jp	

株式会社 エヌエスケーエコーマーク
▶繊維工業
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 有限会社
▶繊維工業
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江戸小紋や江戸更紗といった伝統的な染
色の技術はもちろん、化学繊維や皮革素
材なども染める技術を持つ染工場。機械
に依存せず、わずかな感覚を捉える手仕
事の手間を惜しまないことで無二の染め
が出来上がります。

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1947年
代表者▶瀧澤	一郎	 担当▶瀧澤	一郎	
所在地▶〒 124-0012	東京都葛飾区立石 4-14-9
Tel.	03-3693-3333 ／ Fax.	03-3694-7788
URL.	https://tenugui.co.jp ／ E-mail.	taki@tenugui.co.jp

▶得意な技術、製品
東京都伝統工芸品指定の東京本染ゆかた・てぬぐいを製
作しています。東京本染てぬぐいでは、木枠に張った型
紙へ防染糊をヘラで引き、晒を折り重ねた状態で上から
染料を注いで染めて柄を付ける、注染という技法を用い
ます。

▶他社との差別化ポイント
染め体験教室を随時開催し、「手ぬぐいクリエイター」を
支援しています。また、小幅綿布を使ったシャツやストー
ル、東京本染てぬぐいおくるみなどの新商品を次々と開
発しています。新開発の「ぼかし染め装置」で新たなジャ
ンルを開拓していきます。

自社生産拠点▶本社工房
主要設備▶型付け台、注染台、ぼかし染め装置
主要取引先▶神田神社（神田明神）、三勝株式会社、株式会社新粋染、
株式会社佐藤万、	（公財）東京観光財団　他
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト
受賞履歴（直近３年以内）▶平成29年度「東京手仕事」プロジェクト
商品開発　東京都中小企業振興公社理事長賞

「てぬぐいファンだけでなく、てぬぐい作
りのファンを増やしたい」という想いか
ら、てぬぐい作り教室も開催しています。
製造販売・教室経営という形で自ら市場
を切り拓き、業界全体の需要増加を目指
します。
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 株式会社
▶繊維工業

資本金▶300万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶中條	隆一	 担当▶常務取締役	中條	康隆
所在地▶〒 131-0041	東京都墨田区八広 2-26-9
Tel.	03-3611-5019 ／ Fax.	03-3611-3533
URL.	https://edokomon-daimatsu.com／ E-mail.	nakajyo@edokomon-daimatsu.com

▶得意な技術、製品
日本の誇る「江戸小紋染」「江戸更紗染」、遠くは色合い近
くは繊細優美日本の心「侘」「寂」に「粋」を併せた江戸
小紋染の技術、型紙を24 枚～ 30 枚重ねて染める為に立
体感があり、色合いに深みが感じられる江戸更紗染の技
術、伝統を重んじ忠実に再現し着物のみならず現代にも通
ずる絹・綿・パルプ・皮革等の洋装や小物も製品化します。

▶他社との差別化ポイント
伝統の技を継承し新しい江戸小紋・江戸更紗を自社で創
作するなか販売、和装を楽しむ演出もします。

自社生産拠点▶本社工場（東京都墨田区八広 2-26-9）
主要設備▶ボイラー、高圧釜、水洗機
主要取引先▶呉服問屋、一般消費者
取得資格、認証（ISO等）▶経済産業大臣指定伝統的工芸品　東京染

小紋　伝統工芸士
海外展開事例、海外拠点▶展示会：メゾン・エ・オブジェ（パリ）、
HOMI（ミラノ）
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 30年全国小紋友禅染色競技会
　「中小企業庁長官賞」「経済産業省製造産業局長賞」

有限会社 大
ダイ
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▶繊維工業

ぼかし染め装置 体験教室で染めたてぬぐい

江戸小紋着尺と常務取締役の中條康隆

OEM
可

OEM
可

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

28



資本金▶ 150万円	 従業員数▶ 3人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶青野	睦
所在地▶〒 101-0033	東京都千代田区神田岩本町 1-13	秋葉原清新ビル 4F
Tel.	03-3526-3877 ／ Fax.	03-6685-4267
URL.	https://www.blitz-works.com／ E-mail.	contact@blitzworks.tokyo

▶得意な技術、製品
カジュアルとワーキングが融合した【ワーカジ】ブラン
ド BLUE	MONSTER	CLOTHING	を 350 以上の小売店
舗へ卸売りをしています。デニム素材を中心としたオシャ
レで機能的な衣料品を自社開発しています。

▶他社との差別化ポイント
過酷な作業現場でも街着としても使えるデザイン性に最
大の特徴があります。デニム素材に関しては豊富な経験
と知識を有しています。また、着用のし易さと動き易さ
を兼ね備えたパターン技術を有しています。

主要取引先▶商社、縫製工場、カジュアル店舗、作業服店舗、
　ホームセンター
公社利用事業▶創業助成事業

「FASHION	&	FUNCTION」をコンセプ
トに、ファッション性と機能性を両立させ
た衣料品を自社開発、販売しています。ま
た、企画立案から開発、生産管理まで行う
請負製造業務サービスも手掛けています。

株式会社 ブリッツワークス 
▶繊維工業

水泳の授業で「水泳帽」を被る文化を生
み出し、おしゃれに見える介護ウェアや
高機能スポーツインナーを開発した当社
では、潜在ニーズを捉えた快適な製品を
ご提案いたします。

▶他社との差別化ポイント
全員参画経営が特徴で「企画→製造→販売→物流→売場
→声聴」まで一貫して、次々と新しい商品を生み出す高
速回転連鎖ビジネスモデルの強化に努めています。また、
「１／１の視点」という考え方を大切にし、地域の生活者・
ユーザーの現場の声を謙虚に丁寧に聴くことで、お客様
が本当に必要としている製品や、お客様がまだ気づいて
いない商品をご提案致します。

▶得意な技術、製品
水泳・介護・健康に関わる商品を企画製造販売しています。
また、新しい市場への取り組みとして、重さを感じさせ
ない通学カバン、アクティブシニア向けの食事用エプロ
ン、水着の素材技術を生かし川遊びなどのアウトドアに
最適な水陸両用ウェア等の商品開発にも挑戦しています。

自社生産拠点▶奈良、カンボジア、韓国、中国、台湾、ベトナム
主要取引先▶全国約500社取扱店（百貨店、専門店、スポーツ専門店等）
海外展開事例、海外拠点▶カンボジア現地法人
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、デザイン支
援事業、中小企業プロモーション支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶スポーツ功労団体表彰（文部科学省）、
　東京都中小企業振興公社中小企業表彰	功労賞（2019年）

資本金▶ 8,500 万円	 従業員数▶ 58人	 設立年度▶ 1950年
代表者▶三瓶	芳	 担当▶吉河	祐子
所在地▶〒 130-0021	東京都墨田区緑 2-7-12
Tel.	03-3846-3382 ／ Fax.	03-3635-3242
URL.	https://www.footmark.co.jp ／ E-mail.	y-yoshikawa@footmark.co.jp

フットマーク 株式会社
▶繊維工業

BLUE	MONSTER	CLOTHING

重さを感じにくい構造の通学カバン・ラクサック
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶福田	隆	 担当▶福田	隆太
所在地▶〒 103-0006	東京都中央区日本橋富沢町４-11
Tel.	03-3664-2031 ／ Fax.	03-3661-6050
URL.	https://ryukobo.jp ／ E-mail.	ryukobo@silver.ocn.ne.jp

▶他社との差別化ポイント
・希少な純国産絹糸にもこだわり、職人の手で１本１本
組まれた製品は、女子ハンドボールＷ杯日本大会のメ
ダルテープに採用されました。

・中を空洞にして組むなど自社独自の技術で、くみひも
で作ったペンなど、従来はできなかった製品を製造し
ています。

▶得意な技術、製品
東京都指定伝統工芸品の“東京くみひも”。和装品の帯締
めの他、Canon とコラボしたカメラストラップなど、く
みひもの伸縮性・堅牢性を生かした新たな用途を提案し
ています。

自社生産拠点▶東京都中央区
主要取引先▶全国老舗呉服小売店、全国大手百貨店
取得資格、認証（ISO等）▶東京都伝統工芸士
海外展開事例、海外拠点▶海外展示会出展（メゾン・エ・オブジェ他）
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、東京都伝統工芸士展、
TOKYOイチオシ応援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶東京都優秀技能者賞（東京マイスター）、
　中央区功労者（伝統工芸従事者）表彰、卓越した技能者（現代の名工）
表彰

前身の工房は明治 22年創業。江戸から伝
わる技術・伝統を継承しつつ、純国産糸
にこだわり、たゆまぬ探究心で新たな技
術・用途を切り開いてきました。職人の
技と誇りを込め、くみひもの未来をつな
いでいきます。

株式会社 龍
リュウ

工
コウ

房
ボウ

▶繊維工業

自社生産拠点▶本社工場（墨田区）、専属外注加工（茨城県）、
　ベトナム協力工場
主要設備▶CAD、自動裁断機、接着機、ミシン、特殊ミシン、
　自動プレス機
主要取引先▶ユニフォーム商社、デザイナー、ノベルティー会社、
　個人グループ
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム（ハノイ）協力工場にて大量生産対応
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

様々なニーズに対応可能な帽子専門メー
カーです。婦人・紳士帽やユニフォーム
キャップをはじめ帽子のことなら何でも
ご相談ください。業歴 42年のノウハウを
活用し試作品製作から大量生産まで柔軟
に対応いたします。

矢
ヤ

田
タ

製
セイ

帽
ボウ

 有限会社
▶繊維工業

▶他社との差別化ポイント
パターン作成、裁断、縫製を全て墨田区の本社内工場で
行います。それにより、スピーディーなサンプル作成と
提案が可能です。CAD、CAM を導入したことで、仕様
の幅も更に広がりました。

▶得意な技術、製品
布帛帽子専門メーカーです。仕様のご提案から、商品の
試作、量産まで一貫して請け負っております。紳士・婦
人帽子、スポーツ・ユニフォームキャップと様々な仕様
に対応できます。今までに蓄積された技術と型で、デザ
インを実現化します。

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 8人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶矢田	敦子	 担当▶矢田	敦子
所在地▶〒 130-0014	東京都墨田区亀沢 1-19-6
Tel.	03-3622-1050 ／ Fax.	03-3623-2355
URL.	http://www.yataseibo.com／ E-mail.	yataseibo@mtb.biglobe.ne.jp

左：代表取締役	福田	隆／右：福田	隆太

製品写真
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 7人	 設立年度▶ 2011年
代表者▶藤岡	康代	 担当▶小林	幸恵
所在地▶〒 190-0214	東京都西多摩郡檜原村 702-1
Tel.	042-519-9520 ／ Fax.	042-519-9521
URL.	https://funfam.jp ／ E-mail.	info@funfam.jp

自社生産拠点▶東京都西多摩郡檜原村
主要設備▶レーザー加工機、塗装設備
主要取引先▶三越伊勢丹、そごう西武、タカシマヤ、阪急他
公社利用事業▶新・展示会等出展支援助成事業	、サービス産業における
データ利活用促進支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ベビーテックアワードジャパン　授乳・
食事部門優秀賞

社長は、自身の出産を機に、子供が安心
して使える地球環境にやさしい竹を使っ
た食器を開発。多摩地域西部にある檜原
村で手作業で作られた製品は、東京のほ
かパリやニューヨーク等の主要都市で広
く販売されています。

創業 71年のブラインド・間仕切メーカー。
国産杉・檜の木製ブラインドや吸音ブラ
インドなどオンリーワン商品も独自開発。
ひとつひとつのお部屋に合った光と音の
快適空間を提供します。

資本金▶3,000 万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1953年（創業 1949年）
代表者▶櫻井	武志	 担当▶櫻井	武志
所在地▶〒 108-0072	東京都港区白金 3丁目 9番 15号
Tel.	03-3443-7771 ／ Fax.	03-3443-7775
URL.	http://www.tokyo-blinds.co.jp ／ E-mail.	info@tokyo-blinds.co.jp

自社生産拠点▶福島工場（福島県石川郡浅川町）
主要設備▶ブラインド加工組立機、裁断機、パネル加工機、音響測定設備
主要取引先▶建築設計事務所、ゼネコン、インテリア商社、オフィス

家具業者
取得資格、認証（ISO等）▶日本防炎協会防炎物品加工認定
海外展開事例、海外拠点▶世界ブラインド・シャッター展（R+T	Stuttgart）
公社利用事業▶知的財産戦略導入支援、中小企業プロモーション支援、
市場開拓助成事業、他
受賞履歴（直近３年以内）▶勇気ある経営大賞特別賞、
　中小企業優秀新技術新製品奨励賞

東
トウ

京
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ブラインド工
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 株式会社
▶家具・装備品製造業

▶得意な技術、製品
・ブラインド・間仕切の開発・製造のノウハウ
・吸音ブラインド・吸音パネルのノウハウと、その吸音
パネルを使用した様々な音響特性を持った吸音ロー
パーティション・吸音スクリーンの開発と商品化

・それら商品にかかわる知的財産権

▶他社との差別化ポイント
・大手企業が、参入しにくい『ニッチ市場のオンリーワ
ン商品』の開発。自社工場で生産するため、細やかな
対応が可能です。

・室内の音環境をより快適にするアドバイスをいたしま
す。

▶得意な技術、製品
竹集成材と竹を用いてベビー用の離乳食食器、お食い初
め食器を全て国内で製造しています。材料には、3年で成
長する地球環境に優しい竹を利用し、スプーン、フォーク、
箸については、大分の放置竹林を使用しています。子ど
もがスプーンで食べ物をすくうのに最適な食器のカーブ
の角度である「R10」を採用し、特許を取得しています。

▶他社との差別化ポイント
主力商品のバランサープレートは、食材のアイコン通り
に盛り付けると、栄養バランスの良い離乳食が食べられ
ます。また、レーザー加工による名入れや、離乳食レシ
ピの提案、商品の塗装のリペアなども承っています。

F
ファン

UNF
ファン

AM 株式会社
▶木材・木製品製造業（家具を除く）

吸音壁張パネルのフェルトーン

バランサープレート
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資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 65人	 設立年度▶ 1954年
代表者▶中井	正裕	 担当▶中井	正裕
所在地▶〒 110-0015	東京都台東区東上野 3-34-6　ヒューリック東上野ビル 4階
Tel.	03-3833-8261 ／ Fax.	03-3833-8265
URL.	http://www.nakaishiki.co.jp ／ E-mail.	nakai3@nakaishiki.co.jp

▶得意な技術、製品
貼箱のうち、特にスパイラル紙管を使用した丸箱を得意
とし、箱の密閉感を出すことでパウダーの漏れない仕様
を実現しています。化粧品業界のデザイン性が求める質
感、風合い、設計に応える設計の丸箱を生産しています。

▶他社との差別化ポイント
40 年以上の間、大手化粧品メーカーと直接取引をしてい
る経験から、化粧品メーカーの求める高いレベルの品質
に対応した製造・管理を行っています。

自社生産拠点▶東京工場（葛飾区）、滋賀工場、事業所６か所
主要設備▶スーパープレス、ハイデルベルグ、打抜機など
主要取引先▶ポーラ化成工業株式会社、株式会社ファンケル、P&G
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、人材確保・
育成総合支援事業

メイク化粧品を中心とした貼箱や丸箱、
フェイスマスクなどの化粧品業界向け資
材メーカー。長年にわたり培った高度な
技術力により、化粧品の世界において新
しい価値と機能を創造している創業 100
年企業。
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 株式会社
▶パルプ・紙・紙加工品製造業

資本金▶300万円	 従業員数▶ 11人	 設立年度▶ 1966年
代表者▶鈴木	雄一	 担当▶鈴木	雄一
所在地▶〒 175-0083 東京都板橋区徳丸 1-3-7
Tel.03-3934-9248 ／ Fax.	03-3550-4112
URL.	https://yatsukimokko.com／ E-mail.	82k@mbe.nifty.com

▶得意な技術、製品
ロボットアーム・3D スキャナー・3DCAD/CAM などを
駆使して既存設備や技術では不可能な立体造形物やねじ
れを伴うような家具・複雑な家具の製造を得意としてい
ます。

▶他社との差別化ポイント
平均年齢 30 代と若い人材を揃え、最新設備を駆使し今ま
では製造する事が難しかった物を設計者やデザイナーの
声を聞き、要望に応え現実化することが出来ます。3D ス
キャナーを使った造形物の製作に挑戦しています。

自社生産拠点▶本社工場・第二工場・倉庫兼ロボット専用工場
主要設備▶ロボットアーム、NCルーター、３Dスキャナー、パネルソー等
主要取引先▶株式会社アインズ、株式会社DIGWORKS22、
　Aクラフト株式会社
公社利用事業▶ロボット導入・活用支援事業、
　革新的事業展開設備投資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶板橋青年優秀技能者・技術者表彰事業

“難しい仕事や時間の無い仕事。それをい
かにこなしていくか。”をテーマに、家具
などの木工製品を製造しています。ロボッ
トアーム等、最新機器の導入・活用に積
極的に取り組み、たゆまぬ進化を目指し
ています。

有限会社 八
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▶家具・装備品製造業

丸箱サンプル

ロボットアーム 3D切削

OEM
可

OEM
可

協力工場
有国

内

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

32



金銀砂子細工などの加飾伝統技法による
襖への装飾を手がける工房です。伝統工
芸士による職人技を応用し、襖紙に留ま
らず、現代の暮らしに溶け込む様々なオ
リジナルの紙製品を展開しています。

有限会社 湯
ユ

島
シマ

アート
▶パルプ・紙・紙加工品製造業

自社生産拠点▶千葉県柏市
主要設備▶加飾用道具（刷毛、櫛、砂子、木版、渋型など）
主要取引先▶株式会社太陽、一般（デザイナーなど）
取得資格、認証（ISO等）▶伝統工芸士、文京区技能名匠者
海外展開事例、海外拠点▶ MAISON&OBJET 出展、Ambiente 出展、
HOMI 出展、ISETAN	The	Japan	Store 出品
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、海外販路開拓支援事業、
地域資源活用イノベーション創出助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶全国伝統的工芸品公募展入選

▶他社との差別化ポイント
壁紙用加飾紙パネル「無彩パネル」、「金よごしパネル」
や加飾紙小物「紙の貝殻椀」、「香り紋」等の自社製品開
発にも取組むほか、家具・テーブルウエア用の意匠紙、
和紙を使った文具、インテリア照明の和紙シェードといっ
た和風デザイン開発等のご依頼も対応しています。

▶得意な技術、製品
ご依頼による襖紙や和紙等への意匠開発、作成、柄付け
加工を主たる事業としています。砂子、刷毛引き、櫛引、
墨流し、木版、渋型等のからかみ加飾伝統技法を基本に
制作しています。襖紙サイズ（1800mm	× 900mm）
の加飾が可能です。

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 0人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶一色	清	 担当▶一色	清
所在地▶〒 277-0863		千葉県柏市豊四季 945-553（本店：東京都文京区）
Tel.	04-7144-3136 ／ Fax.	04-7144-2669
URL.	https://www.yushima-art.co.jp ／ E-mail.	info@yushima-art.co.jp

資本金▶ 6,750 万円	 従業員数▶ 141人	 設立年度▶ 1952年（創業 1913年）
代表者▶丸井	宏之	 担当▶丸井	康敬
所在地▶〒 125-0063	東京都葛飾区白鳥 3-32-39
Tel.	03-3690-1601 ／ Fax.	03-3690-1617
URL.	https://www.hss-cj.co.jp　お問い合わせ：https://www.hss-cj.co.jp/contact.html

▶他社との差別化ポイント
印刷・表面加工・箔押・シルク印刷を含めた印刷工程か
ら製函まで、１拠点で完結できる一貫生産体制が強みで
す。

▶得意な技術、製品
紙箱の中でも、高級贈答箱や人気アーティストの CD、
DVD等に使われる「貼り箱」が主力商品です。
また、エッジの効いた 90度の角に仕上げた貼り箱「フラッ
トサイド」や、金箔や銀箔のメタリック模様がエンボス
状に盛り上がって輝度を表現する加飾デザインの印刷技
術「リキッドメタル」等が得意です。

自社生産拠点▶茨城県石岡市吉生 3417
主要設備▶印刷～表面加工～箔押～シルク印刷～抜き　各種
　貼箱製函機各種
主要取引先▶株式会社ソニーミュージック、カルピス株式会社、
　株式会社小学館
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO14001、プライバシーマーク、
JAPAN	COLOR
公社利用事業▶事業承継塾
受賞履歴（直近３年以内）▶実用新案（スリップ・イン	ボックス	フラット、
スリップ・イン	ボックス）

誰もが一度は目にしたことのある商品の
外装として使われている「貼り箱」を製
造する 100 年企業として、お客様のご要
望に柔軟に対応できる組織力を生かして
業界のリーディングカンパニーを目指す
魅力ある企業です。
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▶パルプ・紙・紙加工品製造業

　　　　　　紙の貝殻椀　　　　　　　　　　　　	香り紋　　　　
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 35人	 設立年度▶ 1953年
代表者▶池田	幸寛	 担当▶金澤	史朗
所在地▶〒 141-0031	東京都品川区西五反田 6-5-34
Tel.	03-3493-2141 ／ Fax.	03-5434-9307
URL.	http://www.ikeda-print.co.jp ／ E-mail.	kanazawa@ikeda-print.co.jp

▶他社との差別化ポイント
社内、製品ともに環境に最大限配慮した印刷工場を実現
第 17回印刷産業環境優良工場表彰経済産業大臣賞を受賞
いたしました。
CSR 活動も活発に行っており、特に品質、環境に関して
SR 調達の取引先としてご検討を頂けますようお願いいた
します。

▶得意な技術、製品
デザインからカラーマネジメント、印刷、製本、発送と
社内一貫生産をしており、色校正の品質、本機での生産
において誤差の無い印刷を再現しております。

自社生産拠点▶東京都大田区京浜島 2-4-18
主要設備▶品質検査装置付きオフセット印刷機
及び製本加工設備
主要取引先▶大手広告代理店、宝石会社、アパレル会社　等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO14001、ISO9001、
	 プライバシーマーク
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援助成事業
　BCP実践促進助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶第 17 回印刷産業環境優良工場表彰　経
済産業大臣賞受賞

モード、アパレル、コスメティックなど、
美術系印刷は、当社にご相談ください。
第 17回	印刷産業環境優良工場表彰経済
産業大臣賞受賞と業界より高い評価を受
けています。品質はもとよりお客様目線
で鋭意努力してまいります。
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 株式会社
▶印刷・同関連業

非木材である竹やサトウキビの繊維を
原料とした紙の器「WASARA」。埋め
ると 90日間で土に還る環境に優しい商
品です。豊富なバリエーションで料理を
美しく引き立てます。

自社生産拠点▶海外工場（中国）
主要設備▶パルプモールド成形機
主要取引先▶株式会社荻野屋（オリジナル容器）、株式会社伊藤園
取得資格、認証（ISO等）▶ ASTM-D6400（コンポスタブル認定）、
ISO9001
海外展開事例、海外拠点▶G20大阪サミット、
　第 53回スーパーボウル（アメリカ）
公社利用事業▶試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業

株式会社 W
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▶パルプ・紙・紙加工品製造業

▶得意な技術、製品
１、竹とサトウキビの繊維を原料とした紙の食器（紙皿・
カップ・ボウル）　２、竹を原料としたカトラリー

▶他社との差別化ポイント
従来の紙皿・紙コップにはない、フォルムの美しさと堅
牢さを独自の金型・成形技術により実現しています。使
い捨てることができるため、洗浄・配膳の手間とコスト
を削減し、人材不足に悩むレストランやケータリング会
社に重宝されています。軽量故に、積載制限がある旅客
機での機内食にも期待されています。

資本金▶ 1,500 万円	 従業員数▶ 5人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶伊藤	景一郎	 担当▶益本	悠規
所在地▶〒 111-0036	東京都台東区松が谷 1-7-1
Tel.	03-6383-2631 ／ Fax.	03-6383-2632
URL.	https://www.wasara.jp ／ E-mail.	info@wasara.jp

高品質印刷機

上：商品ラインナップ／下：試食に適した「小付（こづけ）」など新たな商品も開発
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・創業 52年。製本業で積み上げてきたノ
ウハウ・実績があります。
・人材育成、育休体制整備等、労働環境
整備にも積極的。安定した生産体制。
・持続可能な社会へ貢献、グリーンプリ
ンティング認定工場です。

資本金▶1,630 万円	 従業員数▶ 38人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶飛里	洋行	 担当▶南里	浩史
所在地▶〒 133-0064	東京都江戸川区下篠崎町 13-5
Tel.	03-3670-9651 ／ Fax.	03-3698-0527
URL.	http://www.rokuyu.or.jp ／ E-mail.	nan@rokuyu.or.jp

▶他社との差別化ポイント
・学習帳ノート製本に関する保有設備、生産規模は関東
随一です。　

・カレンダー製本店名管理体制、印刷面付設計等による
コスト削減を提案します。

・高品質は優れた管理体制の証しです。

▶得意な技術、製品
主力製品の年間実績数　
・学習帳ノート中糸ミシン製本 1,079 万部・壁掛カレン
ダー製本 284万部　

・卓上カレンダーを含むリング製本 88万部
・丁合を含む天のり製本 126万部

自社生産拠点▶東京都江戸川区下篠崎町 13-5
主要設備▶ノート製本２ライン、断裁機８台、丁合機５台、タンザック４台
主要取引先▶オキナ株式会社、株式会社日立ドキュメント、株式会社
学研教育みらい、共同印刷株式会社　
取得資格、認証（ISO等）▶グリーンプリンティング認定工場、製本

産業個人情報保護体制認定
公社利用事業▶ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業	
受賞履歴（直近３年以内）▶地球温暖化対策報告書制度、エコカンパニー

えどがわ環境活動
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▶印刷・同関連業

資本金▶1,900 万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1965年
代表者▶高田	朋幸	 担当▶高田	朋幸
所在地▶〒 130-0002	東京都墨田区業平一丁目 9-7
Tel.	03-3623-4034 ／ Fax.	03-3626-2078
URL.	https://www.takprint.co.jp ／ E-mail.	label@takprint.co.jp

▶他社との差別化ポイント
UL 規格・cUL 規格ラベルを様々な粘着シートで積極的に
継続的に取得しています。
また、レーザーマーキング加工に積極的に取り組んでい
ます。レーザーマーキングラベルを製造販売しています。
レーザーマーキング受託加工も行っています。

▶得意な技術、製品
精密機器、光学機器、医療機器、電子部品、産業機器メー
カー様向けに部品としてのラベルを納入しています。
特に小ロットの工業製品向けラベル・銘板の製造を得意
としています。

自社生産拠点▶本社工場（墨田区業平）、向島工場（墨田区堤通）
主要設備▶ラベル印刷機、ラベルプリンタ、レーザーマーカー、

ラベル検査機
主要取引先▶精密機器、産業機器、医療機器、電子部品、電装部品
メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001：2015認証取得
海外展開事例、海外拠点▶UL規格　cUL 規格のラベルを積極的に

取得しています。
公社利用事業▶製品改良・規格等適合化支援事業、
　革新的サービスの事業化支援事業など

工業用ラベル、銘板、シールの製造販売を行っ
ています。特にレーザーマーキングラベル加
工に強みを持ち、UL 規格ラベルの認証取得
を積極的に取り組むことで高品質、多品種、
極小ロット等あらゆるニーズに対応します。
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▶印刷・同関連業

レーザーマーキング加工及びUL規格ラベル

工場外観（都内江戸川区に立地）
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資本金▶ 2,300 万円	 従業員数▶ 13人	 設立年度▶ 1996年
代表者▶菊間	博之	 担当▶小林	樹里
所在地▶〒 162-0065	東京都新宿区住吉町 1-12	新宿曙橋ビル 6F
Tel.	03-6457-7272 ／ Fax.	03-6457-7330
URL.	https://miuraori.biz ／ E-mail.	kobayashi@miuraori.biz

▶得意な技術、製品
ミウラ折りは縦の折り目のジグザグの角度により等しい
平行四辺形を形成し、山谷の折りの多さは強度を増加さ
せます。情報量はA2サイズ紙面にA6サイズ冊子32ペー
ジ分を掲載可能で、コンパクトに持ち運べます。

▶他社との差別化ポイント
「折り袋－オリフクロ－」は環境対策エコ商品です（脱プ
ラスチック）。また、独特の折り跡が袋絵を立体的に見せ
るという視覚的効果をもたらします。このように本技術
を生かした多様な製品開発に取り組んでいます。

「ミウラ折り」は対角線部を左右に引くと
パッと開き、逆の動作でサッと閉じるこ
とができます。この技術は宇宙構造工学
研究に基づき開発されました。我が社は
この特性を生かして新たな可能性に日々
挑戦しています。

自社生産拠点▶miura-ori	lab 宇都宮工場（宇都宮市下栗町 763-1）
主要設備▶ミウラ折り自動折り機（A2型）５台	勝田式断裁機１台
主要取引先▶株式会社昭文社、凸版印刷株式会社、東京都（東京マラ

ソン 2019応援観光マップ）
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、中小企業プロモー
ション支援事業（強化支援）、東京くらしのフェスティバル
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2019 年度　東京都トライアル発注認定
（「折り袋－オリフクロ－」）
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▶印刷・同関連業

資本金▶4,800 万円	 従業員数▶ 43人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶山田	明良	 担当▶山田	明良
所在地▶〒 190-0022	東京都立川市錦町 6-10-4
Tel.	042-523-1515 ／ Fax.	042-527-4632
URL.	https://www.fukunaga-print.co.jp ／ E-mail.	ymd@fukunaga-print.co.jp

▶他社との差別化ポイント
2006 年よりデザイナーとの協働プロジェクト「かみの
工作所」や「テラダモケイ」など、クリエイティブに特
化した印刷、加工会社というポジションを確立し、単な
る受注会社から自社のデザイン性、オリジナル性に差異
を持って挑戦しています。

▶得意な技術、製品
紙製品に関わる企画、デザイン、構造設計、印刷、加工
の技術を用いての一貫製造を行っています。また、自社
オリジナル紙製品のデザイン、開発、製造、販売も行っ
ています。

自社生産拠点▶東京都立川市
主要設備▶オフセット印刷機　自動打抜機　レーザー加工機　箔押機
主要取引先▶森ビル株式会社、株式会社伊東屋、株式会社JR東日本商事、	
株式会社山櫻、CCC株式会社、株式会社三越伊勢丹
取得資格、認証（ISO等）▶ FSC森林認証取得
海外展開事例、海外拠点▶ JAPAN	HOUSE	LONDON、
　Barbican	Shop（UK）、Gallery	91（米NY）
公社利用事業▶経営革新支援事業　市場開拓助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶勇気ある経営大賞（特別賞）	、	
　空気の器「reddot	design	award	best	of	the	best	」（Germany）

1963 年創業の印刷加工会社です。これま
で培われてきた特殊な印刷や紙の加工技
術とクリエイターとの協働により、数々
のオリジナル製品を生み出し、紙の可能
性をデザイン＋印刷、加工技術で追及し
ております。
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 株式会社
▶印刷・同関連業

390 × 336㎜サイズを 140× 65㎜のコンパクトサイズに折り畳むことができる　　　　　　持ち歩いたイメージ

空気の器 24COLORS
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資本金▶ 78,300 万円	 従業員数▶ 282人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶富井	敬士	 担当▶管理部門	総務部
所在地▶〒 103-0024	東京都中央区日本橋小舟町 7番 8号
Tel.	03-5645-5661 ／ Fax.	03-5645-5705
URL.	https://ssl.kyokutoseiyaku.co.jp ／ E-mail.	info@kyokutoseiyaku.co.jp

▶他社との差別化ポイント
微生物・細胞培養技術をコアとした製品展開と感染症検
査領域におけるブランド力が強みです。近年、バイオ医
薬品生産用や再生医療研究用としての細胞培養用培地の
受託及び開発に注力し、培地のバルク製造ノウハウを蓄
積しているとともに、抗体作製受託サービスの展開を目
指しています。

▶得意な技術、製品
臨床検査試薬（体外診断用医薬品）、微生物検査用培地・
試薬、医療用器材、バイオ関連製品など幅広い分野で製
品ラインアップを拡充しております。

自社生産拠点▶本社（中央区）、営業拠点（７か所）、高萩工場（茨城県）
主要設備▶クリーンルーム、細胞培養用培地製造設備、立体自動倉庫
主要取引先▶取引先：医薬品卸、　顧客：病院、検査センター、製薬・
食品会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、13485、14001認証取得
海外展開事例、海外拠点▶米国カリフォルニア州に関連会社
公社利用事業▶連携イノベーション促進プログラム助成事業

創業以来、臨床検査試薬や微生物検査用
培地・試薬などの製造販売を通じて、医
療現場をサポートしてきました。現在は
「予防医学のための検査」の視点を加え、
これまで蓄積した技術とノウハウを基に、
新たな挑戦を開始しています。
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 株式会社
▶化学工業

資本金▶27,950 万円	 従業員数▶ 119人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶小屋敷	修平	 担当▶長澤	貴光
所在地▶〒 206-8525	東京都多摩市永山 6-24-1
Tel.	042-337-1411 ／ Fax.	042-337-1410
URL.	http://www.mitani-micro.co.jp ／ E-mail.	info@mitani-micro.co.jp

▶他社との差別化ポイント
主要材料の感光乳剤開発。フォトマスク表面処理による
撥水防汚コート。独自開発の高精度マスク用 MFT メッ
シュ。マスク技術を応用したサーマルプリントヘッドの
製造。さらに、新工法の特許取得など常に新しい技術の
開発に取り組んでいます。

▶得意な技術、製品
タッチパネルや半導体 PKG、電子部品、太陽電池、回路
基板などの製造に欠かせない様々なマスク（精密回路用
原版）。
当社はマスクの総合メーカーとして、これらの先端技術
を支えています。

自社生産拠点▶本社工場、ミタニマイクロニクス九州（株）（佐賀県多久市）
主要設備▶高精細フォトマスク描画装置、高精度測長機、光学検査装置
主要取引先▶タッチパネル、電子部品、半導体 PKG、回路基板等製造
メーカー

取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001認証取得、ISO14001認証取得
海外展開事例、海外拠点▶ミタニマイクロニクス（タイ）、MECOMP
（ドイツ）
公社利用事業▶生産性向上のための中核人材育成支援事業（生産性革

新スクール、インストラクター派遣）、BCP策定支援事業

タッチパネルや電子部品・太陽電池等に
使用されるマスクの製造・販売。
当社はマスクを通して電子デバイス業界
の発展に貢献するため、様々なデバイス
製品向け生産用マスクの高精細・高精度
化に挑戦します。

ミタニマイクロニクス 株式会社
▶印刷・同関連業

臨床検査薬

スクリーンマスク（左上）、フォトマスク（右上）、スクリーン印刷機（左下）、サーマルプリントヘッド（右下）
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資本金▶ 20,160 万円	 従業員数▶ 100人	 設立年度▶ 1951年（創業明治 39年）
代表者▶細谷	穰志	 担当▶西森	真弓
所在地▶〒 197-0801	東京都あきる野市菅生 1847
Tel.	042-558-5111 ／ Fax.	042-558-5441
URL.	http://www.hosoya-pyro.co.jp ／ E-mail.	info@hosoya-pyro.co.jp

▶他社との差別化ポイント
・腐食性ガスを含まず人体に影響の少ない無公害発煙筒
の製造

・登山やダイビング等のレジャーで個人が持ち歩ける救
難用発煙筒の製造

・東京都内で唯一の火薬類燃焼処分施設

▶得意な技術、製品
高エネルギー物質を利用し、「煙」「光」「音」「推進力」
等を活用した各種火工品の開発・製造を行っており、救難・
救命用の発煙筒、鳥類駆除用煙火、着衣型エアバッグ用
インフレータ等を展開しています。また火薬類の燃焼処
分、発火や爆発を伴う物質の安全性評価試験、火薬庫等
の賃貸のサービスも行っています。

自社生産拠点▶本社工場（あきる野市）
主要設備▶Ｘ線装置、複合環境（振動・温度・湿度）試験機・火薬類感
度試験機、原子吸光光度計、EDS-SEM
主要取引先▶防衛省ほか各官公庁、ミネベアミツミ株式会社、
　株式会社 IHI エアロスペース
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、国土交通省による航空機装
備品の事業場認定
公社利用事業▶ BCP実践促進助成事業

明治 39年に打揚花火の製造会社として創
業。長く培ってきた火薬の技術を生かし、
無公害発煙筒、スモークゴルフボールか
ら防衛・宇宙向け製品に至るまで、火工
品に代表される、高エネルギー物質製品
の開発・製造を行っています。
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 株式会社
▶化学工業

資本金▶8,000 万円	 従業員数▶ 250人	 設立年度▶ 1974年
代表者▶小林	洋一	 担当▶総務人事部
所在地▶〒 123-0864	東京都足立区鹿浜 1-9-14
Tel.	03-3896-7471 ／ Fax.	03-3853-1100
URL.		http://www.medicine.co.jp/toko ／ E-mail.	g-soumubu@medicine.co.jp

▶得意な技術、製品
〈医療用医薬品、一般用医薬品〉
　白血病錠剤、貼り薬、塗り薬等の医薬品
〈医薬部外品、化粧品、衛生雑貨品〉
　外用ゲル、クリーム、乳液、ローション、シート

▶他社との差別化ポイント
ほとんどの製品が自社研究開発品であり、特に局所外用
剤のほとんどの剤型（貼り薬、塗り薬）を製造できるノ
ウハウを有しております。今後は貼付剤製造開発のノウ
ハウを生かし、飲み薬→貼り薬化（長所：剥がせば投与
を中止し副作用防止、薬効の持続化）に挑戦します。

外用剤主力の中小企業が産学連携で経口
剤白血病治療薬の新薬開発に成功。各分
野より多くの賞も受賞。この日本発の国
際誕生の新薬を中国等海外での開発や用
途拡大に向けて挑戦中。医療や社会に貢
献する企業です。

自社生産拠点▶釧路工場（北海道釧路市）、東京研究所（足立区）
主要設備▶パップ剤・テープ剤ライン、軟膏・液剤ライン、錠剤ラインなど
主要取引先▶小林製薬、佐藤製薬、ニベア花王、日本新薬、日本臓器

製薬など
取得資格、認証（ISO等）▶医薬品・医薬部外品・化粧品製造販売業
および製造業許可、他
海外展開事例、海外拠点▶アジア地域に輸出（冷却シート等）
公社利用事業▶外国商標出願費用助成事業、
　ニッチトップ育成支援、経営人財NEXT20 等
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 29年度東京都功労者表彰
　「技術振興功労」
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 株式会社
▶化学工業

無公害発煙筒

当社製造製品群と各種表彰状
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株式会社 生
オ

出
イヅル

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 67人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶生出	治	 担当▶生出	治
所在地▶〒 190-1221	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎 1188番地
Tel.	042-557-0253 ／ Fax.	042-557-0742
URL.	https://www.oizuru.co.jp ／ E-mail.	osamu_oizuru@oizuru.co.jp

▶他社との差別化ポイント
■石油系樹脂を植物由来原料に置き換えた発泡緩衝包装
材を開発し、いち早く市場に導入することで環境負荷
低減に貢献していきます。

▶得意な技術、製品
■最新 CAD/CAM 導入による設計～試作～量産迄の垂直
立上げが可能です。

■部品の形状・強度に対するデータベース活用による最
適包装スタイルを提案します。

■企画・設計～生産・納品迄の自社一貫生産体制を構築
しています。

■標準パッケージの設計～量産迄の生産 L/T は７日間で
す。

自社生産拠点▶本社工場（瑞穂町）、営業拠点（３か所）
主要設備▶二軸押出成形機、真空圧空成型機、プレス機、
　Ｌ型落下試験機
主要取引先▶東芝、日本ヒューレット・パッカード、日本無線、NEC
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001、
　ISO22301 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶タイ王国
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業
　																		試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業

包装技術のエキスパートとして、包装か
らロジスティクスの設計までトータルな
サービスを提供します。新しい時代の新
しいパッケージソリューションを提案し、
お客様に感動していただくことが私たち
の使命です。

資本金▶2,400 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶角屋	正雄	 担当▶角屋	由華
所在地▶〒 196-0015	東京都昭島市昭和町三丁目 10番 14号
Tel.	042-546-0600 ／ Fax.	042-546-0611
URL.	https://www.eco-cosmejp.com／ E-mail.	info@rosa-sp-cosme.co.jp

▶他社との差別化ポイント
エシカル Beauty 素材の FFVST（フルーツ、フラワー、
ベジタブル、シーウッド・ストーン、トゥリー）から化
粧品に有効な成分を自社抽出する独自の技術と、多摩地
域の地産原料で付加価値を高めます。60 余年スキントラ
ブルゼロの実績があります。

▶得意な技術、製品
お客様と一緒に化粧品を企画し、１個からオンリーワン
化粧品を製造化します。当社の 60余年の製造ノウハウを
余すところなく提供し、究極のお客様の思いを込めたオ
リジナル化粧品を製造しています。
また、「作る・使う・売る」３つの視点から化粧品をカス
タマイズする、お客様参加型の化粧品つくり「コスメティ
ング ®	」にも取り組んでいます。

創業 60余年以来、スキントラブルゼロ。
多摩地域の自然素材から成分を抽出する
独自技術を活用したエシカル＆保湿エコ
化粧品で、お客様の笑顔をつくります。

自社生産拠点▶本社工場（昭島市）
主要設備▶チューブ全自動充填機、クリーム自動充填機、
　真空ポンプ付自動撹拌機
主要取引先▶日本ケミファ、株式会社和楽
取得資格、認証（ISO等）▶医薬部外品及び化粧品製造業、
　化粧品製造販売業
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、新技術創出交流会、TOKYO イチ

オシ応援事業、中小企業ニューマーケット開拓支援事業、専門家派遣事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ TAMA ブランド特別賞、2019 年世界発

信コンペティションサービス部門特別賞、女性活躍推進知事特別賞

株式会社 ローザ特
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▶化学工業

　　　　　　		カット品　　　　　　　　　　　熱貼り加工品

作る、使う、売る、3つの視点でコスメティング ®	
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資本金▶ 8,800 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1960年
代表者▶佐藤	昭	 担当▶鵜飼	隆
所在地▶〒 174-0074	東京都板橋区東新町 1-17-1
Tel.	03-3955-4066 ／ Fax.	03-3959-5481
URL.	http://www.sato-gosei.co.jp/index.html ／ E-mail.	ukai@sg-net.co.jp

▶得意な技術、製品
むすぶテクノロジーをキーワードに国内生産にこだわっ
た結束バンド、タグピンなど物と物を繋ぎ合わせるプラ
スチック製品を設計から金型製作、合成樹脂成型の製造
販売まで一環して行っています。

▶他社との差別化ポイント
金型から自社工場（国内）で行っておりますのでお客様
の細かいニーズにすぐ対応できます。
小ロットから対応しております。
ISO9001、14001 取得工場ですので安心してお任せく
ださい。

自社生産拠点▶２工場　埼玉県東松山市、山形県鶴岡市
主要設備▶射出成形機、ワイヤー加工機、精密平面研削盤、画像測定機、他
主要取引先▶エスジー工業株式会社、その他国内商社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場
受賞履歴（直近３年以内）▶板橋製品技術大賞　優秀賞（板橋産業	
連合会賞）

「むすぶ」プラスチック製品の老舗メー
カー。設計から金型・製造販売まで当社
で一貫対応、微細な加工もお任せくださ
い。自社製品「+band」は若手社員を中
心に開発、「結ぶ楽しさ」を BtoC 市場に
も提供しています。

株式会社 サトーゴーセー
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

資本金▶2,000 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1966年
代表者▶久保	安宏	 担当▶須崎	玲之央
所在地▶〒 198-0052	東京都青梅市長渕 4-239-2
Tel.	0428-24-5511 ／ Fax.	0428-24-4121
URL.	http://www.kubopura.com／ E-mail.	kubo@kubopura.com

▶得意な技術、製品
装置組込部品や試験用・検査治具等の精密機械加工部品
から、手作業によるプラスチック曲げ、接着、溶接加工（ア
クリル・塩ビ・ポリカ・PET 等）まで社内一貫生産とし、
高品質な製品をご提供します。

▶他社との差別化ポイント
透明アクリルへの微細長穴加工・同業他社で加工困難な
ポリカーボネートの接着・曲げ・溶接加工に自信があり
ます。
設備増設により、これまで以上に短納期対応が可能とな
りました。

自社生産拠点▶本社工場
主要設備▶3次元CAD/CAMシステム（同時5軸）、CNC立形マシニ
ングセンター、CNCドリル（付加5軸）、CNC施盤、NCルータ、樹
脂用電気炉	等
主要取引先▶医療機器・分析機器・半導体関連メーカー、大学、研究
機関	等
取得資格、認証（ISO等）▶エコアクション 21認証取得
公社利用事業▶ IoT・AI 導入前適正化診断、
　広域多摩イノベーションプラットフォーム（交流会）、革新的事業展
開設備投資支援事業	等

プラスチック加工のプロフェッショナル
として、長年の経験の中で培われた加工
技術・知識・ノウハウを駆使し、エンプラ・
スーパーエンプラを１個から製作します。株式会社 クボプラ

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

板橋製品技術大賞　優秀賞（板橋産業連合会賞）を受賞した「+band」

プラスチック加工品。スーパーエンプラの加工実績も豊富
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樹脂の精密切削加工を一筋に、半世紀以
上の業績を誇ります。長年培ってきたノ
ウハウにより他社には真似できない加工
を提供し、お客様からの様々な要望に応
えます。その高度な技術と確かな品質に
は定評があります。

株式会社 伸
シン

光
コウ

製
セイ

作
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▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

自社生産拠点▶東京工場・東京第二工場（品川区）、那須工場（那須塩原市）
主要設備▶CNC旋盤、CNCタッピングセンター、カム式自動旋盤
主要取引先▶第一電子工業株式会社、ヒロセ電機株式会社など
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO14001（2015年版）認証取得
公社利用事業▶事業承継塾、ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶男女雇用共同推進事業者

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 78人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶角田	正典	 担当▶角田	睦
所在地▶〒 142-0063	東京都品川区荏原 5-7-3
Tel.	03-3785-1148 ／ Fax.	03-3787-8133
URL.	https://www.shinkohss.co.jp ／ E-mail.	mutsumi.tsunoda@shinkohss.com

▶他社との差別化ポイント
寸法形状の難加工要求を実現する技術力と難加工製品の
量産化ノウハウが弊社の強みです。現代の小型化ニーズ
に私達の技術はお応えできると思います。今後、様々な
分野のニーズにも応えていきたいです。

▶得意な技術、製品
プラスチック切削加工で精密部品を製造しております。
特に直径 0.4mm 以下の極小部品を得意とし、受注は１
個から数万個まで、幅広く対応致します。医療関係やス
マートフォン関係などの部品の受注を多くいただいてお
ります。

資本金▶ 1,500 万円	 従業員数▶ 19人	 設立年度▶ 1978年
代表者▶柴田	忠利	 担当▶柴田	忠利
所在地▶〒 134-0091	東京都江戸川区船堀 3-10-22
Tel.	03-3680-3151 ／ Fax.	03-3686-3761
URL.	https://www.syuto.jp ／ E-mail.	support@syuto.jp

▶得意な技術、製品
●プラモデル、模型の設計、金型製造、射出成型
●アニメやイラスト、写真等から 3DCAM による設計・
模型化

● 3Dプリンタを使った立体造形・製品化

▶他社との差別化ポイント
設計からパッケージングまで一括受注ができ、各工程の
発注の手間が短縮できます。
さらに金型製造では難しかった設計も、3D プリンター造
形でご提案いたします。
これらの企画力から、IoT 玩具「FameToys」、ハイエン
ドスピーカー「FOREMAR」など、自社製品の開発も積
極的に行っています。

創業40年以上、ひたすらに熱くプラモデ
ル一筋！世界トップレベルの精度で、数値
で測れない「あともう少し」の違いを出せ
ます。イラストからの立体化、試作から金型、
量産、パッケージングまでお任せください。

自社生産拠点▶自社工場（東京都江戸川区船堀 3-10-22）、
　第二工場（東京都江戸川区松島 1-39-6）
主要設備▶３DCAD・CAM、マシニングセンタ、NC放電機、成形機、
　３Dプリンター
公社利用事業▶生産性革新スクール，海外販路開拓支援事業、東京都
ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業	
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省地域未来牽引事業、
　中小企業 IT 経営力大賞、はばたく中小企業小規模事業者 300社
主要取引先▶株式会社 BANDAI	SPIRITS、松本加工株式会社

株式会社 秋
シュウ

東
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▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

左：3Dプリンタ製ハイエンドスピーカー「FOREMER」／右：イベントキャラクターの立体モデル化

微細加工
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 45人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶田畑	虎幸	 担当▶田畑	虎幸　
所在地▶〒 121-0824	東京都足立区西伊興 1-18-4
Tel.	03-3899-8201 ／ Fax.	03-3855-5657
URL.	http://www.tokyopack.co.jp ／ E-mail.	info@tokyopack.co.jp

商品を守り美しく見せるブリスターパッ
クを主に製造しています。デザイン制作
の内製化や最新設備の導入により、最速
で提案できる事が強みです。更に環境に
配慮した新製品の開発も行っています。

自社生産拠点▶本社、東京工場（埼玉県三郷市）、中国・上海工場、フィ
リピン工場
主要設備▶連続真空圧空成型自動トリミング機、２Ｄ・３Ｄ	CAD／
CAM、NCフライス、インクジェット機
主要取引先▶株式会社コーセー、株式会社パイロットコーポレーション、
株式会社伊勢半、株式会社カーメイト、キャノン株式会社、

　日本モレックス合同会社、凸版印刷株式会社、エステー株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶中国上海に協力会社あり
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、革新的事業展開設備投資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ TASK ものづくり大賞

▶他社との差別化ポイント
デザインから金型制作、加工、製造、出荷まで自社内一
貫体制を確立しています。金型代不要の規格パッケージ
も多種保持し、初期コストを抑えた提案も可能です。時
代のニーズに合わせ、特に環境に配慮したバイオプラス
チック等の商品開発にも取り組んでいます。

▶得意な技術、製品
真空圧空成型によるブリスターパックの製造が主事業で
化粧品や文具・電子部品の輸送トレイ・お菓子の容器・
パチンコ・スロット用の印刷成型品の生産、最近では医
療品パッケージングも請け負っています。

東
トウ

京
キョウ

パック 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

株式会社 武
タケ

田
ダ

産
サン

業
ギョウ

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く） 「光を一切通さない」「ゴムのように伸び
縮みして破れにくい」など、特殊な機能
をもったニッチトップな高機能プラス
チックフィルムを、お客様と丁寧に対話
を重ねながら製造・販売しています。

自社生産拠点▶株式会社フォーマンス（福島県）、株式会社榮伸（福島県）
主要設備▶多層インフレ -ションフィルム製造機３台、単層機２台その他
主要取引先▶富士フイルム株式会社、
　新生紙パルプ商事株式会社　その他
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO14001 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶遮光フィルム、
　熱可塑性ポリウレタンフィルムは輸出実績あり
公社利用事業▶事業可能性評価事業など

▶得意な技術、製品
私達のフィルム製造方法は「空冷上吹きインフレーショ
ン方式」といい、プラスチック原料を 200℃位の熱で水
あめ状に溶かし、これに空気を送り込んで風船の様に膨
らませて薄いフィルムをつくります。

▶他社との差別化ポイント
材料の組み合わせや製造技術によって世界にたった一つ
の製品が出来上がります。遮光、導電などの性能を付与
する機能材料を均一に分散させる技術と自由な発想で「お
客様に喜ばれるオンリー１の製品」を開発することを得
意としています。

資本金▶ 4,500 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1909年
代表者▶武田	美奈子	 担当▶野田	哲三
所在地▶〒 103-0006	東京都中央区日本橋富沢町 8-6	ユニゾ日本橋富沢町ビル 4F
Tel.	03-5652-1755 ／ Fax.	03-5652-1727
URL.	https://www.takeda-sangyo.com／ E-mail.	t.noda@takeda-sangyo.com

連続真空成形自動トリミング機

フィルムイメージ
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶竹元	盛也	 担当▶専務取締役・最高技術責任者	竹元	茂
所在地▶〒 146-0083	東京都大田区千鳥 2-39-2
Tel.	03-3750-7593 ／ Fax.	03-3757-4384
URL.	www.nisshin-kogyo.jp ／ E-mail.	info@nisshin-kogyo.jp

▶他社との差別化ポイント
「従来通り」を打破する研究開発型企業として、また量産
だけでなく金型デザイン、射出成形の新規ソリューショ
ン／手法、技術コンサルテーションについて世界各国よ
り高い評価をいただいています。

▶得意な技術、製品
「塗装レスメタリックの第一人者」
高輝度メタリック樹脂成形において顕著に発生する「配
向現象」を、成形品の表面から視認不可とする技術開発
に成功。異方性をもつフィラーの配向制御を強みの技術
とし、関連特許も取得しています。

創業から56年間に亘り射出成形業を営んでいま
す。自動車業界が主力ですが、常にお客様の困り
ごとに真摯に取組み、一緒に解決して参りました。
その中で配向制御や塗装レスメタリック等の技術
を培い、近年は医療機器分野にも進出しました。
受託開発から量産まで、是非一度ご相談ください。

自社生産拠点▶本社工場（大田区）、山梨工場
主要設備▶射出成形機30～ 220トン計10台、クリーンブース、流動解析
主要取引先▶三井金属アクト、ポップリベットファスナー、デバイス
販売テクノ
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001/13485、医療機器製造業・
　第三種医療機器製造販売業
海外展開事例、海外拠点▶フランス	モゼール出張所
公社利用事業▶海外展開総合支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶大田区新製品・新技術コンクール最優秀賞
　2019年世界発信コンペティション製品・技術（ベンチャー技術）部門
　【東京都ベンチャー技術大賞・特別賞】

日
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進
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工
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業
ギョウ

 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 50人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶三奈木	博文	 担当▶営業部長	大坪	正樹
所在地▶〒 116-0014	東京都荒川区東日暮里 2-35-5
Tel.	03-3891-5771 ／ Fax.	03-3806-2192
URL.	https://www.minakipla.co.jp ／ E-mail.	ootsubo@minakipla.co.jp

1個から生産可能な樹脂加工の少量多品種
生産に対応します。歴史と若さを両立し
た三代目の社長と 30～ 40代中心の従業
員は高度な品質保証体制を実現し、航空
業界、医療・産業業界に高品質な製品を
提供します。

自社生産拠点▶茨城県石岡市内（石岡工場）に 2拠点
主要設備▶マシニングセンタ、NC複合旋盤、真空／圧空成形機、
　画像測定機
主要取引先▶株式会社ジャムコ（約38％）、ニックス株式会社（約15％）
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001（2015年度版）取得
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援助成事業

▶得意な技術、製品
当社ではプラスチック加工に関わる『精密切削』＆『成形』
＆『ASSY』＆『品質保証』の全領域を、幅広くカバーし
ています。特に航空機内装部品はティア２認定を受けて
おり、高度な品質保証体制を構築しています。

▶他社との差別化ポイント
①ワンストップサービス：複合的な工程を自社で一元管
理し、QCDに効果的な提案をします。
②少量多品種対応：板からの真空成型の製造方法にケミ
カルウッド型を採用し 1 ～ 10 個の成形加工も低コスト
で対応します。

株式会社 ミナキ
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

塗装レスメタリック

航空機内装レベルのQMS体制を医療・産業分野へ展開しています
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資本金▶ 4,000 万円	 従業員数▶ 226人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶山口	臣賢	 担当▶野村	昌幸
所在地▶〒 196-0002	東京都昭島市拝島町 1-13-9
Tel.	042-543-6011 ／ Fax.	042-545-1125
URL.	https://yamaden-ltd.co.jp ／ E-mail.	partner@yamaden.net

▶他社との差別化ポイント
品質・納期・コスト競争力には自信があります。またクイッ
クレスポンスでのお客様対応が特に喜ばれています。モ
ノづくり・調達での総合力にて試作品（単品）から量産
まで一貫して対応が可能です。また他社には無い営業力
でお客様のお困りごとを製販一体にて解決する技術があ
ります。

▶得意な技術、製品
プラスチック切削加工、射出成型、電子機器・自動機・治
具設計製作、メーカー直接取引での素材販売など、加工
から部材調達も含めた一貫生産対応を得意としています。

自社生産拠点▶本社工場、東京工場、岩手工場、横浜工場、八王子工場、
九州工場
主要設備▶マシニング、複合旋盤、自動旋盤、ルータ、CADCAM、
成形機
主要取引先▶東京エレクトロングループ、東プレ、東京精密、
　東芝グループなど
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、エコステージⅡ、
　グリーンパートナー SONY
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場

「切削加工」「金型・成形」「装置組立」の
３部門による総合力を生かし、試作から
量産の各段階に応じた最適な加工方法を
ご提案いたします。お客様に最も信頼さ
れる「ファーストコールカンパニー」を
目指します。

株式会社 ヤマデン
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

資本金▶4,000 万円	 従業員数▶ 110人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶南島	康	 担当▶尾崎	康
所在地▶〒 198-0025	東京都青梅市末広町 1-7-10
Tel.	0428-32-3731 ／ Fax.	0428-32-3939
URL.	http://www.minamidesign.co.jp ／ E-mail.	toiawase@minamidesign.co.jp

▶他社との差別化ポイント
上流工程のプロダクトデザイン、設計から下流工程であ
る試作、金型、射出成形による量産まで一貫して対応が
可能です。特に、アルミ簡易金型による小ロット量産は
コストとデリバリスピードを両立した量産対応が可能で
す。家電、弱電、複写機、自動車等、業種問わず、ワンストッ
プで開発支援を行っております。

▶得意な技術、製品
60 台以上の加工機で樹脂、金属の切削加工を中心に、光
造形、注型、金型まで対応可能な総合試作、開発支援の
会社です。特に切削部品の品質では絶対の自信をもって
おり、アルミ等の軽金属から、スーパーエンプラなどの
樹脂加工まで、まとめて対応いたします。

南
ミナミ

デザイン 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

自社生産拠点▶国内１拠点（青梅市）海外１拠点（ベトナム　ハノイ）
主要設備▶マシニングセンター60台　内５軸加工機７台
主要取引先▶複写機、OA機器関連７割、自動車関連２割、その他１割
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム支社
公社利用事業▶新技術創出交流会

当社は普通の試作会社ではありません。高
品質な切削加工技術を主軸として、さらに
上流工程である設計、試作、量産まで幅広
く対応できるコンテンツと人材、機材をそ
ろえております。あらゆる場面でプロフェッ
ショナルの技とノウハウをご提供します。

アクリルを切削加工にて歯ブラシ・歯磨きチューブ・コップを精密に
クリアに加工しました。歯ブラシの毛先も 1本 1本加工されています。

機構設計から量産まで一貫対応

OEM
可

協力工場
有 国

内
海
外

協力工場
有 国

内
海
外

製
造
業

製
造
業

44



資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 32人	 設立年度▶ 1973年
代表者▶羅山	能弘	 担当▶羅山	剛弘、大久保
所在地▶〒 124-0013	東京都葛飾区東立石 1-7-5
Tel.	03-3695-6011 ／ Fax.	03-3695-6014
URL.	http://www.rayama.co.jp ／ E-mail.	info@rayama.co.jp

▶得意な技術、製品
真空成形によるプラスチック包材等の製造、ブロー成形
による中型～大型の自動車部品等の製造、射出成形によ
る各種部品の製造といった多様な成形法でシナジー製品
の提案を行います。卓上真空成形機V.former も自社開発
し製造販売しています。

▶他社との差別化ポイント
真空成形＋ブロー成形＋射出成形を内製化し、製品設計
でもシナジー効果でベストソリューションを提案します。
オープンイノベーションスペースを併設し多様な設備と加
工アイデアでプロトタイピングを迅速に具現化できます。

自社生産拠点▶東京２工場（葛飾）、加須工場（埼玉）群馬２工場（館林）、
蘇州
主要設備▶真空成形機、ブロー成形機、射出成形機、MC、レーザーカッタ
主要取引先▶化粧品会社　文房具会社　自動車部品会社　医療器具会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、エコアクション 21
海外展開事例、海外拠点▶蘇州羅羅塑料制品有限公司（中国）
公社利用事業▶外国特許出願費用助成、市場開拓助成、
　事業化チャレンジ道場等
受賞履歴（直近３年以内）▶ JAPANPACK独創技術賞、
　　　　　　　　　　　　　	TBDA2018 テーマ賞

真空成形、射出成形、ブロー成形とプラス
チック加工のことでお困りことがあれば、
まずは当社にご相談下さい。卓上真空成形
機V.former も製造販売。プロトタイプ工
房も併設、試作も迅速に対応可能。お客様
のニーズに「＋工夫」でお応えします。

株式会社 ラヤマパック
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

創業以来70年以上、高難度のプラスチッ
ク成形・加飾技術を強みに、高品質なオー
ダーメイド化粧品容器を、国内外の大手
化粧品メーカーに提供。中でもコンパク
トケースは、国内で 7割以上のシェアを
誇っています。

吉
ヨシ

田
ダ

プラ工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

資本金▶3,865 万円	 従業員数▶ 395人	 設立年度▶ 1950年
代表者▶吉田	雄三	 担当▶総務部	長谷部	貴広
所在地▶〒 131-0043	東京都墨田区立花 5-29-10
Tel.	03-3613-0101 ／ Fax.	03-3613-0187
URL.	http://www.yoshida-cw.co.jp ／ E-mail.	t-hasebe@yoshida-group.co.jp

▶他社との差別化ポイント　
「難題歓迎」…デザインや機能、耐久性など、容器に対す
るお客様の様々なニーズにお応えすることを信条とし、
従来にない新しい化粧品容器の開発から量産までを自社
内で実現する体制を備えています。

▶得意な技術、製品
世界に先駆け開発したYKフックやYKプリント、PLAGLASS®

などの特許機構、特許製法を駆使した、高機能で高級感
のある化粧品容器の製造を得意としております。

自社生産拠点▶足利工場、静岡工場、長野工場
主要設備▶射出成型機、押出し成形機、ブロー成形機、
　オフセット印刷機他
主要取引先▶株式会社資生堂、花王株式会社、株式会社コーセー、
　株式会社ポーラ、シャネル
取得資格、認証（ISO等）▶特許多数、ISO14001 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶中国天津工場、台湾工場、ベトナム工場、
　パリ営業所、NY営業所
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、革新的事業展開設備投
資支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ iF デザインアワード 2019、
　Pentawards	2017

自社製品・卓上真空成形機V.former

開発品
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶遠藤	智久	 担当▶遠藤	智久
所在地▶〒 116-0002	東京都荒川区荒川 1-38-6
Tel.	03-3891-5258 ／ Fax.	03-3891-5259
URL.	https://www.nikkoebonite.com／ E-mail.	info@nikkoebonite.com

自社生産拠点▶事務所・工場（荒川区）、店舗＜笑暮屋＞（荒川区）
主要設備▶ボイラ、プレス、ロール機、押出機、ＮＣ旋盤、加硫試験機
主要取引先▶ヤマハ、柳澤管楽器、日立ハイテク、内村製作所、協和合成、
パイロット、プラチナ、セーラー
取得資格、認証（ISO等）▶経営革新計画承認（2008年、2013年）
海外展開事例、海外拠点▶ Alibaba.com に出店、海外ウェブショッ
プ開設による輸出
公社利用事業▶東京くらしのフェスティバル、中小企業ニューマーケット
開拓支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶勇気ある経営大賞	奨励賞

国内唯一のエボナイト素材の製造工場。
電気絶縁材、万年筆、木管楽器、喫煙具
などの素材として世界中で使用されるエ
ボナイトの製造・販売・加工のほか、オ
リジナルエボナイト万年筆も製造・販売
しています。

▶得意な技術、製品
・エボナイト素材：丸棒、板
・エボナイト受託加工：切削、金型成型
・耐油性NBRフロート
・自社ブランド「笑暮屋（えぼや）」のエボナイト製万年筆・
ボールペン・ギターピック

▶他社との差別化ポイント
同業他社が次々と廃業する中、日本でたったひとつ残っ
たエボナイトメーカー。素材特性を生かした万年筆・ギ
ターピックを開発。ブランド「笑暮屋」のショップ開設、
東京ペンショー開催など文具業界活性化にも取り組んで
います。

株式会社 日
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興
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▶ゴム製品製造業

資本金▶5,000 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1962年
代表者▶菅原	健太	 担当▶菅原	健太
所在地▶〒 123-0874	東京都足立区堀之内 1-13-34
Tel.	03-3897-4331 ／ Fax.	03-3897-7366
URL.	http://www.kouhoku.co.jp ／ E-mail.	tokyo@kouhoku.co.jp

自社生産拠点▶第一、第二、第三東京工場（東京都）、富士工場（山梨県）
主要設備▶加硫缶、成形機、電気炉、ブラスト機、旋盤（ゴム研磨）　等
主要取引先▶株式会社やまびこ、株式会社オリエンタルランド、株式
会社 JRC日本金属株式会社、JFE スチール株式会社　等
取得資格、認証（ISO 等）▶東京工場、富士工場にて ISO9001、
ISO2000 を取得、「経営革新計画」承認
海外展開事例、海外拠点▶中国上海市に提携工場を設置し、中国市場
を念頭に海外展開
公社利用事業▶商談会参加、機械要素展出展、ビジネスサポート

TOKYO掲載等
受賞履歴（直近３年以内）▶「東京都中小企業振興公社中小企業表彰	功労賞」
受賞　「勇気ある経営大賞	奨励賞」受賞

▶他社との差別化ポイント
お客様のご要望にゴム材料開発・選定から加工方法まで
様々な提案を行っています。また、他社が嫌がる小ロッ
ト多品種、射出成型による大量生産品製造など多彩な加
工技術を展開し選ばれ続けています。

▶得意な技術、製品
当社はお客様のご要望にお応えする為、ゴム材料の開発
から提案施工まで行うゴムライニングを中心に、少量多
品種の金型成形、ウレタンフォーム、ウレタンコーティ
ング、フッ素樹脂コーティング、塩ビライニング、金型
設計製作等を行います。

株式会社 江
コウ

北
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ゴム製
セイ

作
サク

所
ショ

▶ゴム製品製造業 「スピーディーで何でもトライ」「ゴムの
困りごと解決集団」をモットーにお客様
の困りごとを解決し、プラントのゴムラ
イニングから一般工業用、航空機用、各
種車両用、医療用など様々なゴム製品を
提供しています。

エボナイト万年筆と遠藤社長
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資本金▶ 1,885 万円	 従業員数▶ 10人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶平林	三記央	 担当▶平林	三記央
所在地▶〒 203-0042	東京都東久留米市八幡町 3-6-22	
Tel.	042-471-3034 ／ Fax.	042-474-3718
URL.	https://www.kyokuei-kenma.co.jp ／ E-mail.	h.mikio@kyokuei-kenma.co.jp

自社生産拠点▶本社工場（東京都東久留米市）
主要設備▶MC、研磨機（両面・片面）、CG機、ダイサー、スライサー
主要取引先▶電子部品メーカー、医療機器メーカー、半導体メーカー、
通信機器メーカー
公社利用事業▶被災中小企業海外ビジネス支援事業、中小企業ニュー

マーケット開拓支援事業、東京都新技術・新工法展示商談会、
　ビジネスマッチングＩＮ東京

▶他社との差別化ポイント
印刷パターンやマイクロ流路の溝等を基準に、0.01mm
以下の位置精度で加工可能です。直線や円形など、単純
形状の切り出しだけでなく、異形状のくり抜きにも対応
致します。

▶得意な技術、製品
微細部品や小径穴（φ 0.1 ～）の加工が得意です。独自
工法により、抜け面に当て板無しで“カケ”を発生させ
ない精密穴あけ加工も可能です。例えば、パイプの側面
にもきれいな穴があけられます。
1,000 ｍｍ近い大きなフォトマスク基盤から、1 ｍｍ以
下の小さな光学部品まで、幅広く対応できます。

ガラスの他、セラミックスやサファイア
等の微細加工にも対応できる、脆性材の
精密加工会社です。
お客様の課題を “ヒラメキ”と“創意工夫”
と “実行力”を持って、一緒に解決してい
きたいと考えています。

旭
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 株式会社
▶窯業・土石製品製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 50人	 設立年度▶ 1955年
代表者▶畑田	芳則	 担当▶畑田	芳則
所在地▶〒 144-0045	東京都大田区南六郷 2-38-18
Tel.	03-5710-2818 ／ Fax.	03-5710-2811
URL.	http://www.ha-ta-da.co.jp ／ E-mail.	rubber1955@ha-ta-da.co.jp

▶他社との差別化ポイント
図面１枚頂ければ、金型の製造から成形・検査・出荷まで、
社内で全て一貫生産が可能です。また、ゴム材料の配合
も社内で可能で、お客様のご希望用途に合わせたゴム材
料の、新規配合も承れます。

▶得意な技術、製品
工業用精密ゴム製品の製造販売を行っております。300
㎜以下の小さな製品を得意としておりますが、ゴムの事
なら何でもご相談ください。金型成形・切削加工・押出
成形・3D プリンタ等、様々な加工方法からご提案させて
頂けます。

１個から量産まで、数量・品種を問わず
承るトータルゴムメーカーです。形状・
数量によっては、低コストでできる方法
もご提案します。また、国際規格（RoHS2
等）・グリーン調達の認証も取得、対応し
ております。

自社生産拠点▶本社工場、Lab21.
主要設備▶金属加工機、ゴム成形機、非接触寸法測定器、
　ゴム材料試験機　他
主要取引先▶カメラ・OA機・医療機器メーカ　等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶総合商社を通しての海外展開（アジア・	

アメリカ・ヨーロッパ等）
公社利用事業▶新技術創出交流会、開発・技術マッチングセミナ―、	
テーマ別研修

株式会社 ハタダ．
▶ゴム製品製造業

指先に乗る微細部品

ハタダ．について
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東京で最も古いガラス製品メーカーの一
つとして、江戸切子や吹きガラスなどの
伝統的製法を継承した製品づくりをして
います。ガラスならではの美しさと機能
にこだわり、今も新しい製品や復刻製品
を世に出しています。

▶得意な技術、製品
創業から 120 年伝わる、貴重なデザインと手仕事による
伝統的製法を用いながら、現代の住宅の内装・インテリ
アに調和した江戸切子や吹きガラスを、デザインごとに
複数シリーズ展開しています。

▶他社との差別化ポイント
大正時代に流行した乳白あぶり出し技法を復刻した「大
正浪漫」シリーズや、伝統的なガラス表現を組合わせた
「Karai ／花蕾」シリーズ等の自社製品のほか、スターバッ
クスとのコラボレーション商品等、独自の技術力を生か
した製品づくりをしています。

自社生産拠点▶墨田区錦糸
主要設備▶割り出し機、ボール盤、グラインダー、焼き付け用オーブン
など
主要取引先▶全国百貨店、雑貨店、専門店
海外展開事例、海外拠点▶中国・台湾・シンガポール代理店有り
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、市場開拓助成事業、	
海外販路開拓支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶グッドデザイン賞、GOLDEN	PIN	

DESIGN	AWARD	Best	of	Golden	Pin	Design、German	Design	
Winner、はばたく中小企業・小規模事業者 300社

資本金▶ 1,500 万円	 従業員数▶ 8人	 設立年度▶ 1950年
代表者▶代表取締役会長	廣田	達夫／代表取締役社長	廣田	達朗	 担当▶廣田	達朗
所在地▶〒 130-0013	東京都墨田区錦糸 2-6-5
Tel.	03-3623-4145 ／ Fax.	03-3623-8892
URL.	https://hirota-glass.co.jp ／ E-mail.	hirota-g@hirota-glass.co.jp
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 株式会社
▶窯業・土石製品製造業

自社生産拠点▶葛飾区堀切の自社工場
主要設備▶黒島製作所製カットグラスマシーン8台他、ガラス加工機
主要取引先▶東洋佐々木ガラス株式会社、田島硝子株式会社他
海外展開事例、海外拠点▶越境 EC 委託やロンドンのセレクトショップ・

台湾百貨店催事取扱等
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、
　東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞
受賞履歴（直近３年以内）▶OMOTENASHI	Selection2017　商品部門

伝統ある「江戸切子」の高い技術力と多
様な顧客ニーズへの対応力が強みです。
自社商品に加えて、企業とのコラボや東
京スカイツリー ® のエレベーター装飾等
にも携わり、自社だけでなく業界全体の
発展に貢献しています。

▶得意な技術、製品
江戸切子・カットグラス加工の製造加工を行う工房です。
江戸切子やホテルレストラン向け食器の受託加工のほか、
自販やオーダーメイド、また建築やデザイン向けのコラ
ボ制作まで様々なお仕事を頂いています。

▶他社との差別化ポイント
長年、国内の大手食器メーカーの受託加工を行っており、
営業・企画・デザイナーと対応しております。
様々な分野からお話を頂きつつ、江戸切子の表現・加工
でご協力できることについて、真摯に丁寧に行っており
ます。	

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶清水	三千代	 担当▶代表取締役	清水	三千代
所在地▶〒 124-0006	東京都葛飾区堀切 4-64-7
Tel.	03-3690-1205 ／ Fax.	03-3690-1206
URL.	http://www2u.biglobe.ne.jp/~kirikoya ／ E-mail.	shimizu-glass@mtg.biglobe.ne.jp

株式会社 清
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▶窯業・土石製品製造業

江戸切子加工

小学館　雑誌「和樂」コラボ　葛飾北斎モチーフ製品
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資本金▶ 6,000 万円	 従業員数▶ 143人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶伊藤	学	 担当▶入澤	淳
所在地▶〒 120-0026	東京都足立区千住旭町 32-1
Tel.	03-5244-1511 ／ Fax.	03-5244-1525
URL.	https://www.ko-ki.co.jp ／ E-mail.	info@ko-ki.co.jp

▶得意な技術、製品
高性能はんだ付け材料（ソルダペースト、液状フラックス、
実装用接着剤、やに入りはんだ）の開発・製造・販売を行っ
ております。
用途：汎用から車載、医療、LED	照明、ウェアラブル機
器、パワーデバイス、半導体、産業機械、航空・宇宙など、
幅広くご使用いただいています。

▶他社との差別化ポイント
［実装不良解析サービス］
お客様の元で発生する不良の原因を解明するため、お客
様よりご提供頂いた基板を解析するサービスを行ってい
ます。また、お客様より実装条件をご提案いただき、そ
れを元に弘輝のスペシャリストが問題点を見つけ出して
改善策をご提案します。

自社生産拠点▶国内：東松山工場／海外：韓国工場、デンマーク工場、
中国工場、ポーランド工場
主要設備▶製造設備：金属粉造粒機、混練機、実装機、分析機器（ＳＥＭ等）
主要取引先▶国内・海外大手電子機器メーカー、家電メーカー、
　半導体メーカー、自動車電装品メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001、IATF16949
海外展開事例、海外拠点▶海外営業所 8カ国、代理店 30カ国、
　世界 54カ国に販売展開中
公社利用事業▶外国特許出願費用助成事業、外国商標出願費用助成事業、
グローバルニッチトップ支援事業

ソルダペーストをはじめ、高性能はんだ
付材料の製造、販売、および技術的な	
サポートを行っています。
お客様のニーズに柔軟に対応出来るよう、
日頃から高品質の商品を安定的に供給	
できる体制を整えております。

株式会社 弘
コウ

輝
キ

▶非鉄金属製造業

資本金▶10,000 万円	 従業員数▶ 209人	 設立年度▶ 1960年
代表者▶安藤	清志	 担当▶管理本部	北條	紀文
所在地▶〒 179-0071	東京都練馬区旭町 3-33-1
Tel.	03-3930-4133 ／ Fax.	03-3976-0120
URL.	https://www.akao.co.jp ／ E-mail.	akao-web-info@akao.co.jp

自社生産拠点▶本社工場（練馬区）、足利工場（栃木県）、
　和光工場（群馬県）
主要設備▶反射式溶解炉、竪型連続鋳造機、可逆式二段熱間圧延機
主要取引先▶株式会社町山製作所、茨木大成化工株式会社、
　西邦工業株式会社、遠藤商事株式会社、など
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 認証取得
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援助成事業
　産業人材の確保・育成事業

▶他社との差別化ポイント
従来、大手アルミ圧延メーカーでしか製造が出来なかっ
た光輝材も、当社は製法を開発して製造しています。中
小企業である規模を生かし、小回りを利かせた高い技術
力で高品質の製品を小ロット、短納期で提供しています。

▶得意な技術、製品
当社は都内で唯一のアルミ圧延メーカーです。国内大手
アルミ圧延メーカーと同一の DC 鋳造法により、鋳造工
程からの一貫生産でアルミニウム及びアルミニウム合金
の各種製品を製造加工しています。

創業 70 年超のアルミ二ウム総合企業で
す。本社工場ではアルミ素材を、栃木・
群馬工場ではアルミ器物を製造しており
ます。品質要求が大変に厳しい化粧品容
器、銘板等、医薬品容器にも採用されて
います。

アカオアルミ 株式会社
▶非鉄金属製造業

弘輝のはんだ付け材料製品群

本社工場社屋
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