
資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 18人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶佐川	英雄	 担当▶佐川	英雄
所在地▶〒 192-0152	東京都八王子市美山町 2161-10
Tel.	042-650-7151 ／ Fax.	042-650-7150
URL.	https://cc-isac.jp ／ E-mail.	isac@song.ocn.ne.jp

▶得意な技術、製品
・大きな架台、フレーム、筐体、ステンレス材、アルミ材、
SS材、その他

・医療ラインの架台（最大 10M　幅 3M　高さ 3M）1
体物

・半導体角パイプ、アングル、チャンネル、クリーンルー
ム架台（SUS）

・板物板金、丸変形物、角変形物、上半丸下四角形物

▶他社との差別化ポイント
・大型板金形状制作に精通したノウハウと技術力。
・ニーズに合わせた短納期・小ロット
・塗装、メッキ、一式加工、ハブ加工
★溶接によるひずみ 0.3 ミリ迄取る技術を得意としてお
ります。

自社生産拠点▶東京都八王子市
主要設備▶タレパン　ベンダー　アイアンワーカー　シャーリング　
　ホイスト
主要取引先▶装置メーカー、医療品メーカー、半導体メーカー、
　農機具メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶社員資格（ボイラー溶接士、
　JIS 溶接技能者資格）
公社利用事業▶異業種交流会、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）▶東京都中小企業振興公社中小企業表彰		

功労賞　（2017年）

大型板金・製品試作に特化した板金製造
企業です。創業から 50年余で培ったノウ
ハウと技術力を基に、お客様のアイデア
を形に致します。また、お客様のニーズ
に合わせて、短納期・多品種少ロット生
産を実現します。

株式会社 アイザック
▶金属製品製造業

資本金▶2,500 万円	 従業員数▶ 21人	 設立年度▶ 1923年
代表者▶梶	充博	 担当▶梶	充博
所在地▶〒 143-0003	東京都大田区京浜島 2-21-4
Tel.	03-3790-1766 ／ Fax.	03-3790-1768
URL.	http://www.fujimetal-kogyo.co.jp ／ E-mail.	info@fujimetal-kogyo.co.jp

▶得意な技術、製品
長年の経験と歴史を基礎に、すべり軸受供給に専心して
います。合金製造、鋳造、機械加工、非破壊検査と、徹
底した品質管理のもとで一貫生産が可能な日本工業規格
認証取得工場です。

▶他社との差別化ポイント
JIS 規格のホワイトメタル全種、融点 47℃～ 199℃の低
融点合金約 30種類、ハンダ、その他特殊合金の製造、す
べり軸受は最大φ 1,200mm、重量 1,000kg の遠心鋳造
が可能です。高品質・短納期・小ロットなどのご要望に
お応えします。

自社生産拠点▶大田区京浜島
主要設備▶大型遠心鋳造機、錫溶解炉、竪型旋盤、横中ぐりフライス盤
主要取引先▶ IHI グループ、荏原製作所グループ、新興製作所、
　佐藤金属
取得資格、認証（ISO等）▶ JIS	H5401
公社利用事業▶展示会等出展支援助成事業、人材確保・育成総合支援事業

90 年以上にわたり、すべり軸受供給に専
心するホワイトメタルのパイオニア。合
金、鋳造、精密機械加工まで一貫した作
業プロセスをとれる設備により、高品質
な軸受を製造。ホワイトメタルの事なら
お任せください。

フジメタル工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶非鉄金属製造業

オールステンレスの試作から製作した食品関連装置

作業の様子
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 21人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶長谷川	薫	 担当▶長谷川	薫
所在地▶〒 192-0032	東京都八王子市石川町 3216-7
Tel.	042-645-7330 ／ Fax.	042-645-6130
URL.	https://www.aoi-ss.co.jp ／ E-mail.	kaoru.hasegawa@aoi-ss.co.jp

▶得意な技術、製品
手のひらサイズの精密板金や背の高い筐体など、受注す
る製品は様々です。フレームなどの溶接組立や展開加工、
溶接加工を得意としております。また、曲げ加工、仕上
げ等の技術も定評があります。SPC、SUS、AL、銅、真鍮、
クロムフリー材、ZAM 材、縞板等あらゆる材料を加工致
します。

▶他社との差別化ポイント
営業担当者制で、顧客の要望を聞き出すところから対応
しています。短納期で納品出来るところも強みの１つで
す。

自社生産拠点▶本社工場（東京都八王子市）
主要設備▶タレットパンチプレス、レーザー加工機、３次元CAD、
　YAGレーザー溶接機、各種溶接機	18台
主要取引先▶上田日本無線株式会社、富士レビオ株式会社、
　蛇の目ミシン工業株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶日本溶接協会の溶接技術資格認証者複数名在職
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、専門家派遣事業、
　新・展示会等出展支援助成事業

筐体、精密板金、フレームなど、試作品
から小ロット量産まであらゆる板金加工
を行っております。それらに付随するパ
ネルや部品など、部材一式にてご注文頂
けます。

株式会社 葵
アオイ

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶金属製品製造業

「どうすればできるか」を考えるプロ集団
が、ものづくりの「想い」を「カタチ」
にします。試作部品、装置設計等どんな
難問もお任せください。創業 50年で培っ
たノウハウを結集し、製造業の進歩発展
に貢献します。

▶他社との差別化ポイント
完全社内一貫体制の確立により、他社に負けないスピー
ド、解決力、コスト、納期厳守などを実現します。金型
を製作しない生産方式は現代の小ロット生産のニーズに
マッチし、高い評価を得ています。

▶得意な技術、製品
機械加工では、最新５軸加工機にて精密加工を実現。精
密歯車加工のソフトウェアを有し、JGMA・JIS 対応可能。
又開発支援治具や検査測定治具の設計・製作やメカ・回
路設計からソフト開発まで、多方面からお客様をサポー
トします。

自社生産拠点▶本社事業所、システム事業所、システム開発センター、
古川事業所
主要設備▶マシニングセンタ44台、CNC複合旋盤21台、旋盤23台
主要取引先▶光学機器、車載機器、医療器、電気通信事業、
　大学研究機関
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001			ISO14001
公社利用事業▶医療機器産業参入支援事業、産業人材の確保・育成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶「おおたネットワーク賞」受賞
　（第 30回大田区）

資本金▶ 5,000 万円	 従業員数▶ 125人	 設立年度▶ 1969年
代表者▶吉原	幸次	 担当▶代表取締役社長	吉原	幸次
所在地▶〒 146-0083	東京都大田区千鳥 1-11-2
Tel.	03-5700-1969	／ Fax.	03-5748-0555
URL.	https://www.abetechno.com／ E-mail.	infor@abetechno.com

アベテクノシステム 株式会社
▶金属製品製造業

ステンレス筐体

微細加工
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自動車エンジン部品の試作開発や半導体
製造装置の部品加工を中心に、大型・難
加工部品もワンストップ対応。次世代ニー
ズを見据えた最先端設備を導入し、「うち
がやらずに誰がやる」の精神で、お客様
の課題解決に貢献します。

自社生産拠点▶東京都武蔵村山市
主要設備▶HU80A5X、DMC80UduoBLOCK、ACCURAⅡ
主要取引先▶自動車業界、半導体業界、エネルギー・環境分野
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 取得（2017年）、ネジピンゲー
ジ特許取得
海外展開事例、海外拠点▶加工委託実績：台湾、中国、シンガポール
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、革新的事業
展開設備投資支援事業、新技術創出交流会	
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（2018年）

株式会社 伊
イ

東
トウ

N
エヌ

C
シー

工
コウ

業
ギョウ

▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
鋳物、異形物（削出し等）、複合機、多軸機による加工を
得意としており、工程集約による短納期・低価格を実現
します。
●素材：鉄・非鉄材、鋳造、鍛造　他
●加工方法：旋盤、マシニング、ワイヤー、歯切、溶接、
仕上、組付

▶他社との差別化ポイント
試作分野を得意としており、材料製作から加工、熱処理、
仕上げ（研磨・各種磨き）、表面処理（各種メッキ、塗装
等）、検査（三次元測定、形状測定）まで一貫して受注し
各工程データ付で対応致します。

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1973年
代表者▶伊東	大輔	 担当▶三塚	一樹
所在地▶〒 208-0023	東京都武蔵村山市伊奈平 2-70-1
Tel.	042-560-8415 ／ Fax.	042-560-9675
URL.	https://www.ito-nc.com／ E-mail.	k.mitsuka@ito-nckogyo.co.jp
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 株式会社
▶金属製品製造業

自社生産拠点▶東京本社　大阪支社　伊那・長野事業所
主要設備▶5t～80tプレス12台、3DCAD（ソリッドワークス）1台
主要取引先▶大手自動車用品メーカーなど
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001:2015
海外展開事例、海外拠点▶韓国に駐在所有り、中国・比国・タイの	
ローカルメーカーと取引
公社利用事業▶東京都生産性革新スクール、中小企業ニューマーケット
開拓支援事業

当社はコントロールケーブルの先端企業
として、設計・製造から提案を行ってお
ります。創業 100 年積み重ねた経験と技
術、独自の発想でコントロールケーブル
と産業部品を複合的に低価格、高品質で
お答えいたします。

▶得意な技術、製品
すべてのコントロールワイヤーケーブル（メカトロケー
ブル）とワイヤー加工品の製造。
PULL（引く）PUSH（押す）ROTALY（回転）HUCK（吊
るす）LOCK（固定）のワイヤーケーブル製品の製造。高
品質で価格競争力のある部品提供。

▶他社との差別化ポイント
コントロールワイヤーケーブル（メカトロケーブル）の
分野で弊社が国内唯一すべてのケーブル・ワイヤーアッ
シーがご提供できます。（不得意調達分野の解消。サブアッ
センブリ。調達ソースの一本化。）

資本金▶ 1,800 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 1954年（創業 1882年）
代表者▶石原	康裕	 担当▶石原	康裕
所在地▶〒 132-0035	東京都江戸川区平井 7-6-10
Tel.	03-3617-3121 ／ Fax.	03-3617-3123
URL.	http://www.ikk-cable.co.jp/index.html ／ E-mail.	info@ikk-cable.co.jp

車両駆動系部品	全加工

車両アスクル系部品	全加工

コントロールケーブル
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 72人（2019年 6月末時点）	 設立年度▶ 1964年
代表者▶奥村	哲也	 担当▶尾上	泰三
所在地▶〒 206-0811	東京都稲城市押立 1744
Tel.	042-377-4311 ／ Fax.	042-378-2219
URL.	https://www.ohtama.co.jp ／ E-mail.	taizo_onoe@ohtama.co.jp

▶得意な技術、製品
磁気シールド・集磁部品のプロフェッショナルである当
社は、パーマロイ・ミューメタルの加工と磁性焼鈍に特
化し製造しています。

▶他社との差別化ポイント
医療、工業、研究・開発分野などにおいて、必要不可欠
な磁界コントロール。当社は、その専業メーカーとして
50 数年に渡って築き上げた技術を駆使し、高品質の製品
を短期間で納品することを可能にしました。今後も時代
を先駆けるテクノロジーで、未来の磁気シールドニーズ
に柔軟かつ的確に対応します。

自社生産拠点▶本社・稲城工場、八王子みなみ野工場
主要設備▶水素熱処理炉、レーザー複合機、ベンダー、プレス、
　磁界測定器
主要取引先▶東芝グループ、日立グループ、日本電気グループ、
　大学・研究所
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、KES	ステップ２、
　おもてなし規格認証
公社利用事業▶新技術創出交流会、経営人財NEXT20、人材ナビゲータ

株式会社 オータマ
▶金属製品製造業 磁気に関するお困り事、ご相談ください！

当社製品は磁気ノイズを抑え、計測機器の
正確な稼働や半導体等の微細な電子ビー
ム加工を可能にします。生体磁気分野での
ニーズもあり、科学・医療の発展にも貢献
する当社の技術は、未来をつくります。

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 2000年
代表者▶石岡	和紘	 担当▶総務	石岡	典子
所在地▶〒 134-0015	東京都江戸川区西瑞江 4-15-15　
Tel.	03-5879-9802 ／ Fax.	03-5879-9803
URL.	http://www.seimitsubankin.com／ E-mail.	info@seimitsubankin.com

▶得意な技術、製品
３次元CADを用いた「ものづくり」により、提案型の設計、
製作を行っています。箱物製品を得意としており、深曲
げ加工を可能とする金型を揃え、顧客のニーズに対応し
ています。ロボットによる箱物溶接のノウハウも蓄積し
ており、顧客のコストダウンにも貢献しております。

▶他社との差別化ポイント
進化型生産管理システム（コンテキサー）により、IT を
駆使した生産管理及び「ものづくり」を推進しています。
職人のアナログデータをデジタルデータ化し、情報の「共
有化」「見える化」を図り、職人の多能工化を進めています。

自社生産拠点▶東京都（江戸川区）
主要設備▶タレットパンチプレス、プレスブレーキ、スポット溶接機
主要取引先▶富双ゴム株式会社、日映精機株式会社、株式会社山小電
機製作所
公社利用事業▶人材確保・育成総合支援事業、東京都ものづくり中小
企業魅力体験受入支援事業

「実力は見た目以上。」鉄の板に穴を開け
たり、折り曲げしたり、溶接したり。箱
もの筐体を得意とする板金町工場です。
ベテランの匠と若手のエネルギーをあわ
せ持ち、地味なようですが、いい仕事を
します。

株式会社 エー・アイ・エス
▶金属製品製造業

磁気シールドケース・ルーム

溶接作業
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株式会社 小
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▶金属製品製造業 板金部品の高品質・短納期対応と複雑形
状板バネ・端子部品試作を行っておりま
す。40年来培ってきた高い技術力と設計
図面段階からの一歩先を見据えた提案で、
お客様のご要望に誠意を持って対応いた
します。

自社生産拠点▶本社工場（精密板金工場）、第２工場（板バネスピード
試作工場）
主要設備▶Ｆレーザー溶接機、MIG溶接機、MERC加工機、金型製造設備
主要取引先▶大手総合電機、電源、自動車、カメラ、各メーカー他、

R&D
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場

▶他社との差別化ポイント
ファイバーレーザー溶接の完備により板厚 0.5㎜～アルミ
材の溶接が可能です。薄板バネ試作は高精度 NC プレス
工法で、量産プレス製品と同品質で顧客の評価期間短縮
に対応します。

▶得意な技術、製品
VA の観点を持った提案型の精密板金加工会社です。取扱
材質は鉄・非鉄金属、板厚（材質による）は 0.01㎜から 4.0
㎜で対応できます。筐体、シャシー他、薄板バネの電子
部品におけるスピード試作製造を展開し、顧客の QCDS
に応えます。

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 18人	 設立年度▶ 1969年
代表者▶小沢	昌治	 担当▶小沢	昌治
所在地▶〒 198-0023	東京都青梅市今井 3-4-31
Tel.	0428-31-7387 ／ Fax.	0428-31-8835
URL.	http://www.kk-ozawa.co.jp ／ E-mail.	all@kk-ozawa.co.jp

大
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 株式会社
▶金属製品製造業 創業68年、蓄積した技術で様々なご要望

にお応えする「めっきのコンビニ」です。
３工場の連携により、幅広い分野にも迅
速かつ丁寧に対応しています。また、社
員による自主的な社内活動も活発です。

自社生産拠点▶東京工場（大田区）、岩手工場（技術開発研究室完備）、
埼玉工場
主要設備▶めっき槽、剥離槽、クレーン、研磨機、研削盤、旋盤
主要取引先▶株式会社荏原製作所、株式会社日本製鋼所、岩井機械工
業株式会社、ノードソン株式会社
取得資格、認証（ISO 等）▶ 2009 年 ISO9001 取得、2019 年健康
優良企業　銀認定
公社利用事業▶人材確保・育成総合支援事業、BCP策定支援事業、下請相談
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018 年東京都中小企業人材育成大賞知
事賞	大賞　受賞

▶他社との差別化ポイント
多品種少量の加工を得意としており、創業 65 年余で蓄積
した豊富な実績があります
ノウハウと３工場のめっきネットワークによる安定供給
が可能です。

▶得意な技術、製品
【主要技術】工業用クロムめっき
【加工製品】プラスチック・樹脂成型金型部品、
　　　　　		T・丸ダイス、ロール
【特徴】・プラスチック製品との離型性の向上
　　　・㎛単位で表面粗さが改善され、最終成型品の品
　　　　質向上
　　　・耐熱性と鉄に勝る硬さにより、部品の寿命を延
　　　　ばすことが可能

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 75人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶宮川	容子	 担当▶営業開発部	星野／その他問い合わせ	企画管理部	前澤
所在地▶〒 143-0015	東京都大田区大森西 1-1-3
Tel.	03-3761-3101 ／ Fax.	03-3761-3040
URL.	http://www.ohmori-cr.co.jp ／ E-mail.	info@ohmori-cr.co.jp

超極小サイズの板バネ

工業用クロムめっき加工
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自社生産拠点▶本社工場、第二工場（八王子市）
主要設備▶レーザー、ＮＣＴ、ベンダー、ワイヤーカット、細穴放電加工、
溶接機、レーザー溶接機、スポット溶接機
主要取引先▶医療機器、半導体製造装置、放送機器、産業機器、
　通信機器
海外展開事例、海外拠点▶台湾企業への部品提供
公社利用事業▶医療機器産業参入支援事業、中小企業ニューマーケット
開拓支援事業

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 32人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶三田	圭介	 担当▶三田	圭介
所在地▶〒 192-0051	東京都八王子市元本郷町 2-4-21
Tel.	042-623-4971 ／ Fax.	042-623-6219
URL.	http://www.katsuraseimitsu.co.jp ／ E-mail.	mita@katsuraseimitsu.co.jp

▶得意な技術、製品
医療機器や電気機器に組み込まれる高精度な精密板金加
工を得意としており、t0.05㎜以下の加工にも対応ができ
ます。
また、t0.1 やΦ1㎜以下の薄肉・微細径パイプへの穴開け
や曲げ加工、t0.1㎜厚のレーザー溶接、複雑形状の自動
制御溶接も可能です。
樹脂フィルムや金属薄板、メッシュ素材といった新素材
への精密レーザー加工も行っています。

▶他社との差別化ポイント
試作から量産、組立まで自社で一貫した対応が可能であ
り、複雑形状の試作や量産時のコストを見据えた最適な
加工方法の提案ができます。
また、プレスや曲げ金型設計製作が可能なため、複合的
な加工に対応するだけでなく、様々な協力会社によるワ
ンストップ受注にも取り組んでいます。

株式会社 桂
カツラ

精
セイ

密
ミツ

▶金属製品製造業 医療器具製造で培った繊細な技術を生か
した精密板金・プレス加工の精鋭集団。
世界初の薄肉・微細径パイプ材加工技術
も有し、お客様のニーズに合わせた幅広
いご提案が可能です。

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 14人	 設立年度▶ 1961年
代表者▶折井	政仁	 担当▶伊藤	惠
所在地▶〒 133-0056	東京都江戸川区南小岩 5-6-14
Tel.	03-3657-7940 ／ Fax.	03-3657-7985
URL.	http://www.oriidenso.co.jp ／ E-mail.	orii@oriidenso.co.jp

江戸川区発の国産アーチェリー弓具製作
プロジェクトに、金属塗装のプロフェッ
ショナルとして参画。高度な金属塗装技
術で、耐候性、耐摩耗性、高級感、色彩、
周辺素材との一体感など、あらゆる要望
にお応えします。

株式会社 折
オリ

井
イ

電
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装
ソウ

▶金属製品製造業

自社生産拠点▶東京都江戸川区南小岩工場、江戸川区松江工場
主要設備▶水洗塗装ブース×２台、コンベア乾燥炉（４ｍ）×２台
公社利用事業▶専門家派遣事業、知的財産相談、東京都ものづくり中
小企業魅力体験受入支援事業	

▶得意な技術、製品
人体や環境への影響に配慮した金属小物塗装、部品パー
ツの塗装加工を得意としています。特に、弊社独自の技
術を駆使したミリ単位の部品・製品の塗装に関しては、
大手メーカー様・商社様への納入実績が多数ございます。

▶他社との差別化ポイント
金属素材への独自の塗装技術で、樹脂素材との一体感を
実現します。デジタル機器等の塗装において、「素材感を
統一したい」「ネジの存在感を極力消したい」というご要
望があれば、ぜひご相談下さい。	

パイプを自由自在な形状にレーザーカットし、自動制御で YAGレーザー溶接を施します

金属塗装についてのご相談をお待ちしています
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資本金▶ 1,960 万円	 従業員数▶ 14人	 設立年度▶ 1957年（創業 1946年）
代表者▶久保	祐一	 担当▶遠藤	とも子
所在地▶〒 168-0073	東京都杉並区下高井戸 4-5-5
Tel.	03-6304-6130 ／ Fax.	03-6304-6132
URL.	http://www.kubo-kinzoku.com／ E-mail.	to-endo@kubokinzoku.com

自社生産拠点▶営業・開発（東京都杉並区）、盛里工場（山梨県都留市）
主要設備▶マシニング、NC旋盤、ワイヤーカット、異種材料接合に係る装置
主要取引先▶光学精密関連、医療設備関連、産業機器関連、その他
海外展開事例、海外拠点▶国内で試作し、国外で量産製造　例：東京

設計・東莞（中国）製造
公社利用事業▶革新的技術の事業化支援事業、
　受注型中小企業製造業競争力強化支援事業、他
受賞履歴（直近３年以内）▶異種接合技術、発明協会功労賞、軽金属

溶接協会技術賞

当社は、1946年に伸銅問屋として創業し、
現在は精密製品製造等を主な事業として
おります。異種材料の接合を可能とした
「iMPACT技術」をはじめ、知恵と経験を
生かしてニーズに応えていきます。

久
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 株式会社
▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
軽量化を目途したマルチマテリアル設計対応の異種材料
接合技術（特許）は、素材の特性を生かし、塑性流動を
利用した接合技術です。

▶他社との差別化ポイント
軽量化の為のマルチマテリアル設計において、接合技術
は重要な項目です。既存技術では溶接が大勢を占めます。
異種接合ではボルトナットや接着剤、プレス技術で固定
する技術があります。しかし強度や費用など、解決しな
くてはならない問題は多い状況ですが、これらを解決す
る可能性のある技術です。

資本金▶ 5,400 万円	 従業員数▶ 130人	 設立年度▶ 1969年
代表者▶宮崎	貴法
所在地▶〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢四丁目 18番 19号
Tel.	03-3969-1391 ／ Fax.	03-3969-1393
URL.	http://www.giken-sk.co.jp ／問い合せ等は、ホームページから

自社生産拠点▶東京都板橋区（小豆沢、舟渡）、栃木県芳賀郡の全３拠点
主要設備▶マシニングセンタ約80台（内、同時５軸26台）
主要取引先▶株式会社本田技術研究所、株式会社ホンダ・レーシング、
キヤノン株式会社、株式会社 IHI
海外展開事例、海外拠点▶アメリカンホンダ子会社HPD（インディカー
エンジン部品販売）
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、東京都ものづくり

中小企業魅力体験受入支援事業

精密機械加工から大型機械加工まで、ア
ルミ材から難削材まで様々な金属機械加
工が可能で、業界トップレベルの加工技
術、精度を誇っております。平均年齢 35
歳の若手社員中心に業界トップのQCD
を目指しています。
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 株式会社
▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
精密金属部品加工で世界トップレベルの加工精度を誇っ
ており、株式会社本田技術研究所の二輪・四輪開発やレー
ス及びホンダジェトの開発に携わっています。半導体関
連では、半導体ステッパーや液晶露光装置等（キヤノン製）
の主要部品の生産。医療関連では、CT や MRI 等（キヤ
ノンメディカル製）の主要部品の生産。近年では、航空
機関連（IHI）の仕事も始めています。

▶他社との差別化ポイント
各分野の大手メーカーに、高付加価値部品を納めていま
す。

異種材料接合技術　接合断面

マシニングセンタ（同時５軸）
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資本金▶ 3,200 万円	 従業員数▶ 60人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶姫野	正樹	 担当▶代表取締役	姫野	正樹
所在地▶〒 182-0021	東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番１号
Tel.	0424-83-1900 ／ Fax.		0424-83-1954
URL.	http://www.keio-denka.co.jp ／ E-mail.	head@keio-denka.co.jp

▶得意な技術、製品
電子部品、自動車部品のめっき加工で、多摩で50年の実績。
亜鉛、銅、ニッケル、クロム、錫、金、銀、無電解ニッ
ケルなど、一般的な鍍金は勿論、マグネシウム合金、ア
ルミダイキャストなど難素材への鍍金も手掛ける。

▶他社との差別化ポイント
技術開発部隊を有し、三価オリーブクロメート、バレル
式三価クロム鍍金等、独自商品の開発に成功。また客先
ニーズに合わせた表面処理の提案を得意とし、光学、医
療機器業界の開発部門と共同開発の実績も多い。

自社生産拠点▶調布、墨田、ベトナム
主要設備▶自動鍍金装置、手動鍍金装置、分析機器、排水処理装置
主要取引先▶日本航空電子工業株式会社、株式会社フジクラ他
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001/14001
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム（Binh	Duong	省）
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、海外展開技術支援

助成事業他
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 株式会社
▶金属製品製造業 世界初「バレル式三価クロムメッキ」を

はじめ、新時代を見据えた技術提案でニー
ズに合わせた高品質・高機能めっきを提
供します。環境保全と技術開発にいち早
く着手し、日本で数社しかできないめっ
きを実現します。

▶他社との差別化ポイント
ダイカストや射出成形など量産工法で試作品の製造及び
その検証を行える設備環境と技術スタッフを整えており、
量産化までのコスト、リードタイムの削減に貢献します。

▶得意な技術、製品
開発試作向けの金属と樹脂の試作部品加工を得意として
おります。昨今注目を浴びる電動車 PHV/EV の開発にお
いてはパワーコントロール系のコンバーター部品、また
車載モーターやブロワーの試作を手がけ、メーカー設計
者様の要求にフレキシブルに対応いたします。

資本金▶ 3,800 万円	 従業員数▶ 56人	 設立年度▶ 1990年
代表者▶山口	誠二	 担当▶経営企画・総務部	小出	優一郎
所在地▶〒 144-0033	東京都大田区東糀谷 6-4-17	OTA	テクノ	CORE	1F
Tel.	03-3742-0691 ／ Fax.	03-3742-0692
URL.	http://www.climbworks.co.jp ／	E-mail.	y-koide@climbworks.co.jp

自社生産拠点▶東京テクニカルセンター（大田区）、
　長崎テクニカルセンター 2020年竣工予定
主要設備▶５軸マシニングセンター、射出成形機（20～130t）、EDM
主要取引先▶岡谷鋼機、キヤノン、SONY、東芝、SUBARU、住友電工
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001（2015）認証取得
海外展開事例、海外拠点▶北米営業窓口（NC ネットワークアメリカ）
ロサンゼルス本社
公社利用事業▶新技術創出交流会
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2019 年　大田区優工場（総合部門賞、
人にやさしい部門賞）

これまで培った高い技術力を背景に、金属・
樹脂加工部品の試作開発及び製造を請け
負う当社。多様化するニーズに応えるだ
けでなく、高品質・短納期化を実現するこ
とでお客様から絶大な信頼を得ています。

株式会社 クライム・ワークス
▶金属製品製造業

鍍金風景 工場外観

同時５軸マシニングセンターによる金属切削加工
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自社生産拠点▶本社工場（足立区）　福島工場
主要設備▶アマダプレスブレーキ、TIG溶接機、3DCAD、3Dプリンタ
主要取引先▶トラスコ中山、ユアサ商事、興和金網
海外展開事例、海外拠点▶油圧機器部門は東南アジアを中心に販売網

を構築
公社利用事業▶生産性革新スクール、事業化チャレンジ道場、各種助
成金ほか
受賞履歴（直近３年以内）▶東京都功労者表彰「産業振興功労」（平成
29年）経済産業省「地域未来牽引企業」（平成 30年）

資本金▶ 3,020 万円	 従業員数▶ 37人	 設立年度▶ 1969年
代表者▶今野	浩好	 担当▶稲葉	真
所在地▶〒 123-0873	東京都足立区扇 1-22-4
Tel.	03-3890-3406 ／ Fax.	03-3856-1740
URL.	https://www.konno-s.co.jp ／ E-mail.	sales@bankin-order.com

板金加工によるステンレス製品の単品製
作を得意としています。設計補完力と緻
密な工程管理により、規格が無く、量産
になじまない、すり合わせが必要な製品
を望むお客様の「ほしい」を「かたち」
に致します

株式会社 今
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▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
・ステンレス板金加工を中心とした金属加工（研究機器、
治具の製作）

・３次元ツールを使った受託設計 /設計補完
・設計サポートを伴った小ロットでの筐体製作
・再生、リバースエンジニアリングサービス

▶他社との差別化ポイント
・的確、正確に仕様を把握する“独自のヒアリングシス
テム”

・ポンチ絵や構想図から製作可能な設計サポート
・特注オーダー品を１つから製作できる工程管理システ
ム

・40年間の製作事例積み重ねを踏まえたノウハウ

自社生産拠点▶東京都大田区、宮城県柴田郡大河原町、
　秋田県大仙市太田町
主要設備▶コイリグマシン、投影機、画像測定器、荷重試験器、洗浄機
主要取引先▶アルプス電気、ケーヒン、ウォルブロー
用途▶電子部品／自動車部品／医療機器／宝飾品	等
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▶子会社：PT.KomatsuBaneIndonesia
公社利用事業▶新・展示会出展支援助成事業、展示会共同出展、セミナー

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 82人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶小松	万希子	 担当▶営業課
所在地▶〒 143-0013	東京都大田区大森南 5-3-18
Tel.	03-3743-0231 ／ Fax.	03-3743-0235
URL.	http://www.komatsubane.com／ E-mail.	eigyoubu@komatsubane.com

微細な「ばね」でお困りごとがあれば、
当社にご相談ください。試作から量産ま
で対応し、1941年の創業以来、繊細な発
想と徹底したお客様第一主義のもとに高
品質を誇る超精密スプリングをお届けし
ております。
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 株式会社
▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
精密ばねの専門メーカ。全て受注生産にて対応
対応線径：0.025mm～ 2.0mm前後
形状：コイルばね（圧縮、引張）、トーションばね、ワイヤー
フォーミング加工
取扱材料：SUS、ピアノ線、プラチナ、リン青銅、他

▶他社との差別化ポイント
・試作から量産まで対応
・試作時も機械加工し、治具類は社内メンテナンスする
等で、品質安定

・納期厳守
・メガマシンから NC マシンを駆使し、技術、コストメ
リット提供

・ばねの多彩なニーズに挑戦

ポンチ絵や構想図からも製作可能な設計サポート

上：様々なばね／下：0.5㎜芯と線径 0.03㎜ばね
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資本金▶ 1,200 万円	 従業員数▶ 18人	 設立年度▶ 1973年
代表者▶佐竹	昌史	 担当▶佐竹	昌史
所在地▶〒 208-0023	東京都武蔵村山市伊奈平 1-28-4
Tel.	042-531-8681 ／ Fax.	042-531-8684
URL.	https://www.satake-steel.com／ E-mail.	satake-main@satake-ss.co.jp

自社生産拠点▶本社・加工センター、営業本部・物流センター
主要設備▶ＣＮＣ立旋盤、マシニングセンター４台、ＮＣ、汎用フライス３台
主要取引先▶半導体検査装置メーカー、医療機器メーカー、
　工作機械メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、エコアクション 21
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援助成事業

元々の素材販売から、部品加工までの一
貫生産が可能です。素材、加工の両面か
ら VA 提案も含め、ご対応いたします。
2019年７月に新工場を建設し、ラップ研
磨加工の増産体制の整備を進めています。
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 株式会社
▶金属製品製造業

▶得意な技術、製品
ラップ研磨加工における「ハンドラップ加工」という特
殊技術で、機械では対応できない面粗さ、平面平行度数
ミクロンを可能にしています。また、自動ラップ盤も併
用することで生産効率をアップします。

▶他社との差別化ポイント
2019 年８月から CNC 縦旋盤φ 930 を導入し、航空機
業界への参入を図ります。さらに、同年 11 月には長さ
2000mm が加工可能なマシニングセンターを導入し、医
療機器などの大型加工品への展開を目指しています

自社生産拠点▶東京都青梅市
主要設備▶マシニングセンタ、旋盤、ワイヤーカット、研削盤、
　三次元測定機
主要取引先▶理化学機器、分析機器、医療機器、半導体製造装置メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO13485、エコアクション21
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

半導体関連装置、医療器、精密測定器、電
子顕微鏡、各種分析器の受注製造加工及び
組立を行っています。お客様に満足してい
ただける品質で製品をお届けします。

資本金▶4,500 万円	 従業員数▶ 120人	 設立年度▶ 1975年
代表者▶指田	重治郎	 担当▶内山	英男
所在地▶〒 198-0023	東京都青梅市今井 3-4-20
Tel.	0428-31-8811 ／ Fax.	0428-31-3488
URL.	http://sashida.co.jp ／ E-mail.	sds@sashida.co.jp

▶得意な技術、製品
少量多品種を得意とし、試作から量産まで対応します。
社内外で加工、部材調達し、装置の組立（理化学、医療、
半導体）をしています。

▶他社との差別化ポイント
加工部門は真空をキーワードに部品加工＋溶接を売りに
しています。
真空シール面を含む高精度かつ高品位な仕上げの実現、
真空部品向けの溶接加工を得意としています。
組立部門は医療機器向けの ISO13485 の認証を取得し、
高品位な組立（メカ組立、電気配線、調整）を実現して
います。
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▶金属製品製造業

テクニカルセンター

切削加工・真空溶接・組立
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶石井	裕	 担当▶石井	裕
所在地▶〒 125-0063	東京都葛飾区白鳥 2-10-16
Tel.	03-3603-5151 ／ Fax.	03-3603-5153
URL.	http://www.shinkoutosou.co.jp ／ E-mail.	info@shinkoutosou.co.jp

自社生産拠点▶本社工場（葛飾区白鳥）
主要設備▶旭サナック自動静電塗装機3台、前処理リン酸亜鉛装置1式
　手吹き塗装室1式、粉体塗装機2台
主要取引先▶スワン電器株式会社、ベルモントテクノロジー株式会社、
精興工業株式会社、株式会社浜野製作所、株式会社ニチベイ
公社利用事業▶平成 24年、25年ものづくり助成金

▶得意な技術、製品
・リン酸亜鉛皮膜によるサビに強い前処理工程
・静電塗装ラインでは、2コート2ベーク高品質塗装
・クリーンルームにて行う小ロット高品質手吹き塗装
・約15年に渡る粉体塗装の実績

▶他社との差別化ポイント
自動塗装機による２コート２ベークおよび１コート１
ベークの静電塗装を行っており、お客様から大変高い評
価を頂いております。特に、小物の大ロットの塗装は当
社の強みです。是非お任せください。
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 株式会社
▶金属製品製造業 昭和26年創業より金属塗装の専門会社で

す。前処理はリン酸亜鉛皮膜でサビに強
い下地を施して静電塗装・粉体塗装・手
吹き塗装にて小ロットから大ロットまで
対応致します。

▶得意な技術、製品
空調換気ダンパー・防災ダンパーの日本唯一の専門メー
カーとして関東圏トップシェアを占めています。	ダン
パーに特化した独自の専用生産設備を自社工場に保有し、
随時更新を行い、高性能化・効率化・低コスト化を追求
します。

▶他社との差別化ポイント
約5000種類の	ダンパーの仕様を持ち、建物の用途に合っ
た特殊な仕様を実現し、お客様の信用・信頼を得ていま
す。受注～出荷までの効率的な一貫体制を武器に、内製
率 90％を誇り、早い納期をお約束します。

自社生産拠点▶本社工場　東京都大田区京浜島
主要設備▶自動ターレットパンチ、プレスブレーキ、自動溶接ロボット
主要取引先▶高砂熱学工業株式会社、新日本空調株式会社、
　東洋熱工業株式会社、ダイダン株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ SECURITY	ACTION一つ星、
　おもてなし規格認証
海外展開事例、海外拠点▶台湾（商社を経由して販売）
公社利用事業▶自家発電設備等導入費用助成事業、
　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）▶空気調和・衛生工学会振興賞・技術振興

賞（2016年）、はばたく中小企業・小規模事業者 300社（2017年）

高層ビル、ホテル、病院等、様々な建物
に使用される、空調換気ダンパー・防災
ダンパーの専門メーカーです。素材から
加工、成形、組立まで一貫生産し、各種
性能試験や検査も全て自社内で行い、高
精度・高品質を実現しています。
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▶金属製品製造業

資本金▶8,800 万円	 従業員数▶ 112人	 設立年度▶ 1960年
代表者▶三ツ橋	一弘	 担当▶芳賀	信行
所在地▶〒 143-0003	東京都大田区京浜島 2-7-6
Tel.	03-3790-3284 ／ Fax.	03-3790-5680
URL.	https://www.sankoh-product.co.jp ／ E-mail.	haga@sankoh-product.co.jp

工場外観

空調換気ダンパー・防災ダンパー
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切削加工、精密機械加工の高い精度など他
社で叶わなかった難しい案件、当社にぜひ
一度お持ちください！
創業60年以上数多くの業種で培ってきた
技術力と提案力でお待ちしています！

主要取引先▶日本電気株式会社、NECグループ、日本アンテナ株式会社	他、
設備・装置関連部品、金融関連、光学機器、医療・原子力・

　通信機器関連での実績あり
公社利用事業▶専門展示会出展支援（機械要素技術展）・ビジネスサポート
TOKYO
受賞履歴▶すみだモダン 2015（自社製品『防災ホイッスル』）

資本金▶ 1,600 万円	 従業員数▶ 6人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶水戸	信之	 担当▶水戸	信之
所在地▶〒 130-0002	東京都墨田区業平 4-1-4-201
Tel.	03-3626-0911		／ Fax.	03-3625-3289
URL.	https://www.sumidams.co.jp ／ E-mail.	office@sumidams.co.jp

▶得意な技術、製品
当社は墨田区押上で切削加工、精密機械加工を営んでお
ります。設備・装置関連部品をはじめ、金融関連、通信
機器から医療機器など、精度と安全性、納期などさまざ
まな厳しい要求のある業界での実績が多数あります。

▶他社との差別化ポイント
①図面の無い部品・アイディアからの企画設計のご相談か
ら、試作、量産まで一貫して対応可能

②60年以上にわたる豊富な加工実績から、追求したい精
度の実現可能性について判断ができます

③加工工程の見直しによるコスト削減のご提案ができます
④40社に及ぶ強力な外注ネットワークを持ち、品質保証
やトレーサビリティも対応しています
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 株式会社
▶金属製品製造業
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 株式会社
▶金属製品製造業 国内に600以上ある熱処理事業者の中で、

当社は民間航空機部品の熱処理加工も行
う数少ない企業です。「誠実・直感・挑
戦」の精神が生み出す高い技術力と品質。
「TAMAYAKIN」は世界と未来を見つめて
います。

自社生産拠点▶本社工場（東京都武蔵村山市）、中国工場（大連市）
主要設備▶熱処理設備（真空炉、雰囲気炉、窒化炉、浸炭炉、硬さ検査器類）
主要取引先▶シーコム、川崎重工業、小金井精機、スガサワ他
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO9001、JISQ9100、Nadcap 等認
証取得
海外展開事例、海外拠点▶中国工場
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、革新的事業展開設備投資支援

事業　他
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2016 年度　ＴＡＭＡブランド大賞・特
別賞受賞、第 17回多摩グリーン賞優秀賞受賞　

▶他社との差別化ポイント
「多品種・短納期・小ロット生産体制」を確立しており、
混載サービスによる一品対応も可能です。航空機製造ス
ペック（AMS）で設備管理を行い、航空機関連で唯一の
国際認証「Nadcap」を取得しています。経験豊富な熱
処理エンジニアが、真摯にお客様の課題と向き合います。

▶得意な技術、製品
創立 70 年を迎える熱処理専門会社です。真空、雰囲気、
浸炭、窒化、アルミ・チタン合金など多様な品目を備え、
他社にない複合的な熱処理が可能です。

資本金▶ 2.000 万円	 従業員数▶ 120人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶山田	毅	 担当▶山田	真輔
所在地▶〒 208-0023	東京都武蔵村山市伊奈平 2-77-1
Tel.	042-560-4331 ／ Fax.	042-560-4550
URL.	http://tamayakin.co.jp ／ E-mail.	info@tamayakin.co.jp

加工製品例

（油）焼入をしている様子

協力工場
有国

内

協力工場
有国

内

OEM
可

OEM
可

製
造
業

製
造
業

61



▶得意な技術、製品
弊社の強みは、厳しい錆び環境から鋼材、ステンレス鋼、
アルミニウム、めっき製品等を守りぬく強力な防錆技術
です。また、耐候性鋼材の錆び安定化の概念を変革し、
新たな用途を拓きました。

▶他社との差別化ポイント
新規や補修製品を問わず、従来の塗装法を生かして金属
表面に不働態化皮膜を形成し、ポテンシャルを高め防錆機
能を維持します。有害金属類を含ない環境配慮品です。原
料の合成から塗料化までを社内で一貫生産しております。

資本金▶ 5,000 万円	 従業員数▶ 46人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶鳥潟	浩司	 担当▶営業部
所在地▶〒 144-0052	東京都大田区蒲田 4-22-8
Tel.	03-5703-1441 ／ Fax.	03-5703-1444
URL.	http://www.ttkk.co.jp ／ E-mail.	info@ttkk.co.jp

公園施設等の提案・設計からメンテナン
スまで一貫対応。景観テクノロジーのパ
イオニアとして、人と街が調和する生活
環境の演出に寄与。日本の厳しい錆環境
に耐える塗装技術を生かし、海外にも事
業を広げています。

自社生産拠点▶静岡県三島市　秋田県大館市
主要設備▶高分子製造装置並びに塗料製造装置等一式、金属加工、
　塗装工場等
主要取引先▶大手ゼネコン・土木業者、造園工事業者、官公庁等
取得資格、認証（ISO等）▶建設業第3960号、工場 TFBM-172719、
ISOQMS
海外展開事例、海外拠点▶輸出先：ベトナム、輸入先：ドイツ、中国
公社利用事業▶ものづくり企業グループ高度化支援、外国特許助成、
経営者交流会
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 株式会社
▶金属製品製造業

株式会社 チバダイス
▶金属製品製造業 「小さな歯車大きく育む」を合言葉に超精

密小形歯車の開発・試作から金型製作、量
産、評価まで一貫して対応する世界でも稀
な企業です。金属・樹脂問わず歯車の多様
な生産技術、最新設備を保有しています。

自社生産拠点▶本社工場（高砂）営業技術センター / 八潮工場（PGS
研究所併設）
主要設備▶NC旋盤12台、放電加工機10台、マシニングセンター７台
主要取引先▶国内外の精密部品メーカー様
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001：2015、ISO14001：2015
公社利用事業▶オーダーメード研修（幹部研修）、成長産業等設備投資
助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省	地域未来牽引企業（2018）

▶得意な技術、製品
●超精密歯車用金型の設計製作
歯形設計から金型設計、製作を最新設備で提供（直径 0.1
㎜台～ 120㎜前後）
●プラスチック成形歯車
PEEK 材なども対応
●金属・非鉄金属歯車
転造ウォームなど

▶他社との差別化ポイント
●社内に PGS 研究所を設け、トライポロジ―に関するプ
ラスチック歯車の試験、研究（騒音、耐久）を実施し
ています。

●スピードトライ：射出成形による最短３日の歯車試作を
提供しています。

※PGS⇒プラスチックギアシステム

資本金▶ 4,800 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1966年
代表者▶千葉	英樹	
所在地▶〒 125-0054	東京都葛飾区高砂 1-26-2
Tel.	03-3696-4441 ／ Fax.	03-3696-4443
URL.	http://www.chibadies.co.jp ／ E-mail.	sales@chibadies.co.jp

高機能補修用塗料エコストコート・リペア：塗付前　高機能補修用塗料エコストコート・リペア：塗付後

歯車試験
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自社生産拠点▶本社工場（大田区）
主要設備▶アルマイト・硬質アルマイト・化成皮膜、硬質クロム、
黒クロムライン
主要取引先▶半導体製造装置、ロボット、人工衛星、航空宇宙・
　防衛産業
取得資格、認証（ISO 等）▶ JISQ9100 認証取得、エコアクション
21認証取得
公社利用事業▶下請相談
受賞履歴（直近３年以内）▶はばたく中小企業・小規模事業者 300社

資本金▶ 1,100 万円	 従業員数▶ 38人	 設立年度▶ 1973年（創業 1947年）
代表者▶秋本	恭一	 担当▶廣門	伸治
所在地▶〒 146-0093	東京都大田区矢口３丁目５番 10号
Tel.	03-3758-3321 ／ Fax.	03-3759-9666
URL.	http://www.dhk.co.jp ／ E-mail.	hirokado@dhk.co.jp

▶得意な技術、製品
創業 70 余年アルマイト、めっき表面処理を専業としてお
り、半導体製造装置、航空宇宙、防衛（AMS、MIL）規
格に対応し、2000 社を超える大手、中小企業様からの
多品種少量部品や手間の掛かるご要望にお応えします。

▶他社との差別化ポイント
JISQ9100 による厳格な管理と、黄綬褒章を拝受した現
代の名工をはじめ、多くの若手人材育成を進め、技術の
デジタル化にも積極的に挑戦中！製造業の「困った」を
表面処理技術で解決する企業を目指します。

Make-up	For	Metal	 !	 金属へのメイク
アップ！って何だ？　アルミをはじめと
する様々な金属へ表面処理を施し「強く　
優しく　美しく」の付加価値を提供し続
ける企業がここに！

電
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 株式会社
▶金属製品製造業

東
トウ

成
セイ

エレクトロビーム 株式会社
▶金属製品製造業 当社は、電子ビーム・レーザの高度な加

工技術を用いて、人工衛星、国際宇宙ス
テーション、航空機、レース用高性能エ
ンジン、パソコン、医療機器等の部品まで、
あらゆる産業の夢の実現をサポートする
日本最大級の“ジョブショップ”です。

自社生産拠点▶東京都（本社工場・羽村工場）、福島県（東成イービー東北）
主要設備▶電子ビーム溶接機・レーザ加工機
主要取引先▶株式会社本田技術研究所、株式会社ＳＭＣ、
　金属技研株式会社　など
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、JISQ9100、
　医療機器製造業許可
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、
　海外展開総合支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶イレーザー：産業洗浄優秀新製品賞・
　東京都ベンチャー技術特別賞

▶他社との差別化ポイント
●受託加工
試作開発から量産まで対応可能です。大型電子ビーム溶
接機・高精度なレーザ加工機を保有しています。
●自社製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「イレーザー」はレーザ光で金属上の樹脂・塗装・錆等の
除去が可能です。

▶得意な技術、製品
●受託加工
高エネルギービームを用いた加工であるため、従来の加
工方法では難しい異種金属間接合、超微細加工（穴あけ、
溝加工、切断等）が可能です。
●自社製品
レーザクリーニング装置「イレーザー」です。

資本金▶ 8,500 万円	 従業員数▶ 56人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶上野	邦香	 担当▶受託加工（営業部）自社製品（メカトロニクス事業部）
所在地▶〒 190-1203	東京都西多摩郡瑞穂町高根 651-6
Tel.	042-556-0611 ／ Fax.	042-556-0660
URL.	http://www.tosei.co.jp ／ E-mail.	info@tosei.co.jp

アルマイト化工
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資本金▶ 1,500 万円	 従業員数▶ 14人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶豊岡	勉	 担当▶豊岡	勉
所在地▶〒 131-0041	東京都墨田区八広 1-2-7
Tel.	03-3613-2231 ／ Fax.	03-3613-2250
URL.http://toyooka.biz-sumida.com／ E-mail.	toyooka@world.ocn.ne.jp

▶得意な技術、製品
金属の深絞り加工なら当社にお任せください！アルミ・
銅合金・鉄、難加工材のステンレス・Ni 基合金・モリブ
デン・チタン合金などの深絞り成形を得意としています。

▶他社との差別化ポイント
環境負荷低減となるドライプレス加工の研究を行ってお
り、この工法を用いたステンレス製品では、表面粗さ
Rz0.5㎛以下を達成しています。また独自の工法を用いて、
アスペクト比 50を超える超深絞り成形品を応用した熱交
換器向けの銅チューブ製品を開発しました。

自社生産拠点▶本社工場（墨田区）、第２工場（墨田区）
主要設備▶トランスファープレス８台、冷間鍛造用プレス１台、
　プレス11台
主要取引先▶トヨックス、遠藤製作所、平和発條
公社利用事業▶次世代イノベーション創出プロジェクト2020 助成事業

最長 370㎜／最小３㎜Φの銅チューブが
産業を変える……。サーボプレス機でよ
り複雑・精密な加工が可能に。環境配慮
のドライプレスやチタンの深絞りも実現。
医療・航空機・半導体の各分野に照準を
合わせます。

有限会社 豊
トヨ

岡
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▶金属製品製造業

株式会社 トミテック
▶金属製品製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 18人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶尾頭	美恵子	 担当▶営業部	後藤	知行
所在地▶〒 121-0073	東京都足立区六町 4丁目 12番 15号
Tel.	03-5686-1300 ／ Fax.	03-5686-1221
URL.	https://www.tomitech.co.jp ／ E-mail.	info@tomitech.co.jp

▶他社との差別化ポイント
小さい町工場ながら、製品ごとに緻密な社内検査規定を
作り、現場の各工程担当者が品質チェックを行い、管理
を行っています。また、社内に金型製造を専門に行う部
署を持ち、新規の金型製作や、メンテナンス依頼も承っ
ています。

▶得意な技術、製品
精密薄板バネをメインとしたプレス部品・金型製作・組
み立てまで受注可能です。強度などの付加価値、コスト
カット、納期短縮のための開発提案力の高さが強みです。
厳密な精度が求められる医療業界・航空産業からも引き
合いがあります。

自社生産拠点▶本社工場（足立区六町）、物流センター（足立区青井）
主要設備▶自動プレスライン、パワープレス、放電加工機、2D/3D	
CAD等
主要取引先▶国内主要自動車メーカー、OA機器、住宅・住居設備、医療、
航空業界
取得資格、認証（ISO等）▶経営革新計画、経営力向上計画
公社利用事業▶異業種交流グループ支援事業、ビジネスマッチング	
商談会、デザイン実践事業、人材確保・育成総合支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 29年度足立ブランドに認定
　令和元年度足立区ワーク・ライフ・バランス認定企業

自動車・印刷機・住宅設備…とっても小
さな「薄板バネ」から日本の工業製品を
支える、縁の下の力持ち！最大 60％のコ
ストカットを実現した提案力が最大の強
みです

SUS304 ドライ加工

精密薄板バネ
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資本金▶ 2,500 万円	 従業員数▶ 50人	 設立年度▶ 1974年
代表者▶安中	茂	 担当▶桑原	大樹
所在地▶〒 121-0055	東京都足立区加平 3-14-11
Tel.	03-3605-7730 ／ Fax.	03-3605-7753
URL:http://www.nakadai-metal.com／ E-mail.	info@nakadai-metal.com

▶得意な技術、製品
◎超精密スリット加工
最薄厚２µm ～×最細幅 0.1mm ～を公差精度±
0.01mm以内で数千ｍを巻取る技術

◎シートカット加工
幅 0.1mm×長さ 0.1mmの超微細加工の実現
JIS	C8714:2007　蓄電池安全性試験片

▶他社との差別化ポイント
◎加工機は全て自主設計機
◎切断刃物、総数約 600種
◎スリット四角線（厚×幅が同寸法）電線化
丸線● 3.14 に対し四角線■４は、占積率 30％増加
近未来のロボット産業を変える

自社生産拠点▶加平工場　東京都足立区加平
新潟工場　新潟県阿賀野市本明字
主要設備▶超精密スリット機	トラバース機	シートカット機	バリレス機
主要取引先▶福田金属箔粉工業（株）竹内金属箔粉工業（株）（株）西
谷商事
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001：2015　ISO14001：2015
海外展開事例、海外拠点▶株式会社韓国三進メタルエンジ　京畿道金
浦市
受賞履歴（直近３年以内）▶令和元年　春の叙勲　旭日単光章　受賞

株式会社 仲
ナカ

代
ダイ

金
キン

属
ゾク

▶金属製品製造業

資本金▶1,200 万円	 従業員数▶ 76人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶長瀬	雄一郎	 担当▶長瀬	雄一郎
所在地▶〒 208-0023	東京都武蔵村山市伊奈平 3-21-3
Tel.	042-560-6253 ／ Fax.	042-560-5185
URL.	http://www.nagase-shibori.co.jp( お問い合わせはHP内「お問い合わせフォーム」よりお寄せ下さい )

▶得意な技術、製品
＜ニーズに応じた各種金属加工を承ります＞
創業から 70年超、強みである「へら絞り加工」を中心に、
製缶板金業、その他の産業機械器具卸売業の分野で技術
を磨いてまいりました。
現在までに、エレクトロニクス、医療機器、真空機器、
通信機器等の多岐にわたるニーズに対応しております。

▶他社との差別化ポイント
得意のへら絞り加工だけでなく、溶接、研磨、レーザー
加工など、ニーズに応じた幅広い加工をワンストップで
行っています。

自社生産拠点▶武蔵村山市本社工場
主要設備▶へら絞り機、各種NC加工機、三次元レーザー加工機　など
主要取引先▶半導体、電子機器、生産機械、食品機械、医療機器等の	

メーカー様
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001
公社利用事業▶ビジネスマッチング in 東京、成長産業等設備投資特別
支援助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶産業振興功労賞（東京都）

急速に進化する電子機器の小型化、軽量化
の鍵を握る「軽薄極細化」非鉄金属スリッ
ト加工。金属箔を「薄く・細く・長く」、正
確に「切る」技を追求し続ける技術者集団
です。「軽薄極細化」の限界に挑み続けます！

金属加工のなかでも特殊なへら絞り加工
を中心に、多岐にわたる部品製造と組立
加工を行っています。徹底した社員教育、
設備拡充によりフレキシブルな対応を可
能とし、高い品質・高い信頼を維持して
おります。

株式会社 ナガセ
▶金属製品製造業

製品集合写真（スプール巻、ボビン巻、シートカット品、鏡面切り品）
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資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 53人	 設立年度▶ 1978年
代表者▶浜野	慶一	 担当▶宮地	史也
所在地▶〒 131-0041	東京都墨田区八広 4-39-7
Tel.	03-5631-9111 ／ Fax.	03-5631-9112
URL.	https://hamano-products.co.jp ／ E-mail.	info@hamano-products.co.jp

▶得意な技術、製品
●幅広い加工範囲
設計・開発から精密板金、溶接、金型設計・製作、量産
プレス、機械加工、装置・機器の組立まで社内で一貫し
て対応可能。加工パートナー企業との連携により、表面
処理や金属加工以外のご相談も可能です。

▶他社との差別化ポイント
●複合加工
複数の金属加工を組み合わせた製造が可能
●一貫製造
構想図からの相談～量産まで対応可能
●新規事業に強い
スピーディーに製造するためのノウハウ

自社生産拠点▶八広に５つの工場。ものづくり実験施設「ガレージス
ミダ」も併設
主要設備▶レーザータレパン複合機、マシニングセンタ（３軸）など
主要取引先▶荏原製作所様、ブリヂストン様など、約 4,800 社との	

お取引実績
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、下請相談　など
受賞履歴（直近３年以内）▶「青少年の体験活動推進企業表彰」特別賞
　経済産業大臣賞	（「ものづくり+（プラス）企業」部門）

設計・開発から組立・量産まで一貫対応。
多様な塑性加工技術による、複合的な金
属加工を得意とする墨田区の企業です。加
工の幅の広さを生かした新規事業のもの
づくり支援も行っています。

株式会社 浜
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▶金属製品製造業

自社生産拠点▶本社工場、第２工場、第３工場、第４工場、第５工場
主要設備▶ MC、NC 旋盤、ワイヤ、放電加工機、測定器、CAD	
CAM
主要取引先▶光学	医療機器　車両	航空機部品　衛星	重電部品　
　複写機部品
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001
公社利用事業▶成長産業等設備投資別支援助成事業

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 64人	 設立年度▶ 1970年
代表者▶新妻	清和	
所在地▶〒 146-0092	東京都大田区下丸子 2-29-8
Tel.	03-3759-7123 ／ Fax.	03-3759-7089
URL.	http://www.niizuma.co.jp ／ E-mail.	info@niizuma.co.jp

▶得意な技術、製品
創業 54 年の技術の蓄積を生かした CAD	CAM システム
と圧倒的な機械保有量で高精度・難加工・超短納期を実
現しています。素材を選ばず、独自の加工方法を構築し
段取り時間の短縮、加工時間の短縮を実現しています。

▶他社との差別化ポイント
東京都大田区新妻精機、長野県佐久市ニイズマ、山形県
鶴岡市アサヒニイズマの各グループ工場全体で 100 台の
マシニングセンター（大型の３軸、５軸の加工機含む）
と旋盤、ワイヤー放電加工機、研磨、歯切りと最新の設
備を揃え、また検査設備では測定自動プログラミングソ
フトを使い従来の 1/3 で測定出来る設備を導入していま
す。切削加工から精度保証までを自社グループ内で完結
できる、圧倒的な設備力で時代をリードしています。

創業以来培ったノウハウと、最新設備に
よる精密切削加工を通じて、製品開発を
サポートするエキスパート集団。とりわ
けスピードと精度が要求される開発試作
領域で、お客様の「困った！」を解決し
続けています。
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 株式会社
▶金属製品製造業

職人が新たなものづくりをサポート

複雑形状、設備、工場
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「めっきで世界を切り拓く」をスローガン
に、今日まで多様な産業の基盤産業とし
て貢献してきためっき技術者集団。創業
88年の歴史で培った経験と斬新な発想力
を基に常に革新を続けていくリーディン
グカンパニー。

自社生産拠点▶本社第１～３工場（葛飾区）、タイ工場（バンコク）
主要設備▶装飾めっきライン、精密機能めっきライン、
　バレルめっきライン他
主要取引先▶YKK（株）、泉メタル（株）、（株）リコー、キヤノン（株）等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶タイ工場：サイアムヒキフネ（SIAM	HIKIFUNE）
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、イノベーション
多摩支援事業他
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省「地域未来牽引企業」選定

▶得意な技術、製品
宝飾品や日用雑貨などに使われる「装飾めっき」、金属に
新たな機能を加える「機能めっき」、通信用の光ファイバー
などに使われる「光ファイバーへのめっき」が事業の３
本柱です。技術力を武器に、国内外の需要に対応してい
ます。

▶他社との差別化ポイント
顧客の商品開発に対し、設計段階から参加しています。
その他、国の研究機構などからの委託研究、基礎研究に
取り組むと共に、オリジナル技術の研究や大学・研究機
関との技術交流なども進めています。	

資本金▶ 2,400 万円	 従業員数▶ 153人	 設立年度▶ 1932年
代表者▶石川	英孝	 担当▶石川	英孝
所在地▶〒 124-0014	東京都葛飾区東四つ木 2-4-12
Tel.	03-3696-1981 ／ Fax.	03-3696-4511
URL.	http://www.hikifune.com／ E-mail.	eigyo@hikifune.com

株式会社 ヒキフネ
▶金属製品製造業

資本金▶1,300 万円	 従業員数▶ 57人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶高橋	伸一	 担当▶高橋	伸一
所在地▶〒 173-0034	東京都板橋区幸町 25-8
Tel.	03-3973-1626 ／ Fax.	03-3956-1869
URL.	https://www.hikari-scissors.com／ E-mail.	hikari@hikari-scissors.com

▶得意な技術、製品
弊社は理容美容ハサミとネイリスト用のキューティクル
ニッパーを製造販売しています。弊社製品は日本刀の形
状を取り入れた蛤刃を、熟練した職人がハンドメイドで
仕上げています。

▶他社との差別化ポイント
製品の特長は蛤刃に加え、25 度の刃角度により最良の切
れ味を実現しています。素材についても硬く錆びにくい
コバルト、モリブデンを配合し、更に、真空焼き入れ（サ
ブ０処理）を行い高硬度の製品に仕上げています。切れ
味と耐久性を両立しています。

自社生産拠点▶東京工場（練馬区）、新潟工場（新潟県阿賀野市）
主要設備▶フラッシュバット、レーザーマーカ、バレル研磨機、超音波洗浄機
主要取引先▶㈱日理、㈱武田、国際文化理容美容専門学校、HIKARIUSA
取得資格、認証（ISO等）▶経営革新計画に係る承認
海外展開事例、海外拠点▶米国、中国、韓国、インドネシア、フランス、
ロシア、他 10ヶ国
公社利用事業▶事業承継塾、外国商標出願費用助成事業、外国特許出
願費用助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶勇気ある経営大賞	特別賞、板橋区製品技
術大賞	審査委員長賞

理容美容専門ハサミのトップメーカー。
代々の経営者は元理容・美容師、その経
験を生かして「理容・美容師が本当に求
めるハサミ」を開発。手作りにこだわっ
た高い技術力を土台に、世界へ市場を広
げています。

株式会社 ヒカリ
▶金属製品製造業

光ファイバー（石英ガラス）への金めっき 半導体・コネクタ部品への各種めっき

主力製品　龍コスモス
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▶得意な技術、製品
φ5.0～φ30までのパイプ加工（曲げ・フレア・溶接など）

自社生産拠点▶本社工場（自動車部品）・新町工場（医療機器部品）
主要設備▶パイプベンダー・プレス加工機など
主要取引先▶マレリ /オリンパス /三共ラジエーター
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO13485
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援助成金、市場開拓助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶日本で一番大切にしたい会社大賞　
　審査員特別賞など

パイプ加工のスペシャリストであり、生産
設備を自社で開発、最先端の IT生産管理
システムを活用し、材料の調達から、設
計、加工、納期管理まで一貫して行うため、
お客様に高品質な製品を提供しています。

武
ブ

州
シュウ

工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶金属製品製造業

資本金▶4,000 万円	 従業員数▶ 154人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶林	英夫	 担当▶林	英徳
所在地▶〒 198-0025	東京都青梅市末広町 1-2-3
Tel.	0428-31-0167 ／ Fax.	0428-31-3774
URL.	https://www.busyu.co.jp ／ E-mail.	h-hayashi@busyu.co.jp

▶他社との差別化ポイント
武州工業の最大の特徴は『まずはやってみる』です。お
客様からの依頼は断らないことがお客様より選ばれてい
る点であると思います。お客様からの依頼にパイプ加工
の専門家としてのフィードバックを織り交ぜながらとも
にものづくりを行っています。現在進行中の新たな分野
は健康増進の為のフィットネス分野で使われる構造物を
お客様とともに開発、量産化目前です。

自社生産拠点▶本社工場　東京都目黒区
主要設備▶５軸複合加工・NC複合旋盤・マシニングセンター・三次元測定機
主要取引先▶ IHI・オイレス工業・中央発條・三木プーリ・タカノ・椿本興業
取得資格、認証（ISO等）▶出荷される全ての製品は品質保証グループ
にて保証しております
海外展開事例、海外拠点▶ Thai にサプライヤー多数あり（現在流動品
あります）
公社利用事業▶助成金事業各種・ビジネスマッチング・新技術創出交流展
受賞履歴（直近３年以内）▶ビジネス・イノベーション・アワード /　
日本経営士会

▶得意な技術、製品
複合５軸 NC 旋盤を使用した棒材からの連続加工です。
主に真空ポンプ・医療・半導体・航空・鉄道・建築・産
業機械となります。

▶他社との差別化ポイント
棒材料径Φ 102 からの連続５軸加工が可能で、一工程で
５面の加工まで行えます。複数回の加工工程を経て完成
となっていたワークも、形状により一工程に集約し、段
取コスト、治具費、人件費の削減に加え、工程集約によ
る精度向上（くわえ返しが無い）が期待されます。検査
体制も三次元測定にて充実しております。

資本金▶ 1,200 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1936年
代表者▶藤野	雅之	 担当▶高橋	良尚
所在地▶〒 152-0003	東京都目黒区碑文谷 1-12-15
Tel.	03-3715-5401 ／ Fax.	03-3792-0484
URL.	http://www.fujiseiki.co.jp ／ E-mail.	info@fujiseiki.co.jp

金属切削加工、複合 5軸 NC旋盤や複合
NC旋盤、マシニングセンターによる精密
部品の製造を行う東京都目黒区にある企
業です。創業 80年以上で培った経験と実
績を基に、時代のニーズに合わせ、試作
から量産品まで柔軟に対応いたします。
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 株式会社
▶金属製品製造業

製造検査の 1個流し生産

旋盤系	複合５軸加工 三次元測定機による高精度測定

OEM
可

協力工場
有国

内

OEM
可

協力工場
有 国

内
海
外

製
造
業

製
造
業

68



資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 24人	 設立年度▶ 1960年
代表者▶中野	健太郎	 担当▶中野	健太郎
所在地▶〒 196-0001	東京都昭島市美堀町 4-8-2
Tel.	042-541-4577 ／ Fax.	042-545-2262
URL.	http://maruwa-ss.com／ E-mail.	r34-skyline-gt-r@ss.ai-link.ne.jp

▶得意な技術、製品
鉄、ステンレス、アルミを中心に抜き、曲げ、溶接加工
を得意とします。
サイズは１ｍｍ程度の微細加工から３ｍほどの筐体まで
加工可能です。最近ではアングル、チャンネルを使用し
た筐体も多くご依頼を頂いております。また、最近では
真鍮、銅の加工もさせて頂いております。

▶他社との差別化ポイント
板金業の他に、精密板金業、製缶業、商品開発から販売
まで行うプロダクト事業、また板金以外の金属加工も東
京に限らず横のつながりが多いのが強みです。

自社生産拠点▶本社工場（昭島市）
主要設備▶ファイバーレーザ／パンチ・レーザ複合／ベンディング／
　溶接機他
主要取引先▶株式会社東洋ボデー／富士電機株式会社／株式会社東急
ハンズ
公社利用事業▶市場開拓助成事業 /事業化チャレンジ道場
受賞履歴（直近３年以内）▶2016年度　東京ビジネスデザインアワード
優秀賞

板金のプロ集団であり、建機などの大型
製品から医療機器などの精密板金まで、
様々なシーンに応じた製品を制作してい
ます。社内にはデザイナーがおり、企画・
開発から製造までワンストップで行うこ
とができます。

株式会社 丸
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和
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▶金属製品製造業

資本金▶2,001 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1992年
代表者▶細貝	淳一	 担当▶大塚	雄次
所在地▶〒 144-0045　東京都大田区南六郷 3-22-11
Tel.	03-3733-3914 ／ Fax.	03-3733-3819
URL.	https://www.material-web.net ／ E-mail.	otsuka@material-web.net

▶得意な技術、製品
大田区に３拠点を構え、材料から精密加工、検査までの
一貫体制で「高品質」「短納期」を実現。時間＝スピード
の競争優位性で海外とも戦える事業基盤を構築。
●得意分野　防衛、航空、宇宙、通信などに関わる各種
精密加工

▶他社との差別化ポイント
●アルミ、ステンレスを中心に常時 100ｔを在庫
●同時 5 軸マシニングによる高精度複雑加工の実現・小
物から大物（1500 × 1000）、長尺（3000 × 500）
対応

● JISQ9100 認証取得による高品位なものづくりを提供

自社生産拠点▶本社、テクニカルセンター、第 3工場
主要設備▶マシニングセンター２９台、CADCAM８台、測定器１０台
主要取引先▶＜加工＞防衛機器や航空機器メーカーなど
　＜材料＞大手メーカーから町工場まで多数
取得資格、認証（ISO等）▶ JISQ9100、ISO9001、ISO14001
公社利用事業▶成長産業等設備助成事業や各種経営研修他
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省	地域未来牽引企業
　大田区優工場総合部門（平成 30年度）
　経済産業省	中小企業庁2019「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
　平成 30年度「大田の工匠　技術・技能継承」受賞

我々マテリアルは、アルミ材料を主軸に
素材販売から機械加工製品をコスト提案
も含めてご提供します。ものづくりの町
大田区で人と人のつながりを大切に「未
来へ貢献できるものづくり」に挑戦し続
けます。

株式会社 マテリアル
▶金属製品製造業

筐体製造工程

精密加工品
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資本金▶ 1,700 万円	 従業員数▶ 28人	 設立年度▶ 1990年
代表者▶谷口	栄美子	 担当▶谷口	栄美子
所在地▶〒 191-0003　	東京都日野市日野台 1-18-5
Tel.	042-586-0411 ／ Fax.	042-581-8505
URL.	https://myutech35.co.jp ／ E-mail.	mut@mutechno.co.jp

▶得意な技術、製品
〇金型レスで製作します。
〇薄い金属板をひずみなく溶接できます。
〇精度の高い加工（ブランク加工± 0.02・ベンダー加工
± 0.05・溶接± 0.1）を	確保しています。

〇複雑な絞りのある加工が可能です。

▶他社との差別化ポイント
〇迅速な見積り /受注後製作まで短納期で対応します。
〇女性従業員が担い、納品前に丁寧に仕上げております。
〇つくる側からのコストパフォーマンスを高める提案を
します。

自社生産拠点▶日野市（薄板精密板金）、武蔵村山市（金型成形・プレ
ス量産）
主要設備▶レーザー複合加工機／YAGレーザー溶接機／ベンダーマシ
ン
主要取引先▶住友金属鉱山㈱／コニカミノルタ㈱／パラマウントベッ
ド㈱
公社利用事業▶人材育成支援事業／海外販路開拓支援事業／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）▶ 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　東京都ベンチャー技術特別賞

精密板金加工の専門です。ステンレス、
アルミ、鉄、銅、チタン等の金属部品を
試作品 1個から量産まで一貫して生産で
きます。3Ｄデータからも製作可能で「高
品質を伴うスピード加工」が強みでお客
様を待たせません。

株式会社 ミューテック 3
サンジュウゴ

5
▶金属製品製造業

資本金▶500万円	 従業員数▶ 6人	 設立年度▶ 1950年
代表者▶田口	克二	 担当▶田口	泰輔
所在地▶〒 124-0014	東京都葛飾区東四つ木 4-49-1
Tel.	03-3696-3731 ／ Fax.	03-3696-8845
URL.	http://mm-ag.jp ／ E-mail.	info@mm-ag.jp

▶得意な技術、製品
【出張高速部分メッキ】大型機器・設備を分解することな
く、その場でメッキ加工を行うことができます。これに
より、分解や運搬にかかる時間を大幅に削減することが
できます。
【銀メッキ修理】全国の一流ホテルやレストランの銀食器
修理を行っています。

▶他社との差別化ポイント
【出張高速部分メッキ】μm ～ mm 単位でメッキの厚み
を管理できるため、後加工の時間を削減できます。また、
メッキ被膜の種類が豊富なため、様々な加工を施すこと
が可能です。
【銀メッキ修理】都内有数の大型メッキ槽を有しており、
数多くの国内一流ホテルに技術を提供しています。

自社生産拠点▶葛飾区本社工場
主要設備▶大型銀メッキ槽
主要取引先▶製鉄関連、電力、機械メーカー、化学プラント関連企業、
ホテルなど
取得資格、認証（ISO等）▶ SIFCO社テクニカルライセンス取得
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 28年度葛飾ブランド町工場物語

創業より 70 年にわたって、高級洋食器
の銀メッキ加工を行っています。現在は、
金属食器の修理だけでなく、現地へ出張
して高速部分メッキを施すオンサイト・
プレーティングにも力を入れています。
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▶金属製品製造業

接合無しの一体型セミの模型

シリンダー補修前　　　　　　　　　　　シリンダー補修後

▶

OEM
可

協力工場
有国

内

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

70



資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 28人	 設立年度▶ 1954年（創業 1927年）
代表者▶森	將	 担当▶森	將
所在地▶〒 110-0015	東京都台東区東上野 2-5-12
Tel.	03-3833-8821 ／ Fax.	03-3832-3762
URL.	https://moriginki.co.jp ／ E-mail.	info@moriginki.co.jp

▶得意な技術、製品
銀の溶解・圧延も行える工場を有し、原材料の加工から
製品の仕上げまで一貫して行います。宮内庁御用達品か
ら、和洋の茶器、酒器、花器を含む金銀食器類全般、仏具、
装飾品、メダルなど幅広い製品を製作しています。

▶他社との差別化ポイント
国指定の伝統的工芸品である「東京銀器」の伝統工芸士
が２名在籍しています。伝統の技を守り、技術を伝えて
いくとともに、お客様が実際に使って楽しんでいただけ
る新しい「東京銀器」の製品づくりに取り組んでいます。

自社生産拠点▶本社工場（台東区）
主要設備▶溶解設備、圧延ロール３台、大小フレクション３台、小型旋盤
ボール盤設備５台、バフ研磨３台
主要取引先▶（株）三越伊勢丹、（株）髙島屋、（株）松屋銀座店、他
大手百貨店など
海外展開事例、海外拠点▶海外展示会出展（メゾン・エ・オブジェ等）
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、東京都地域中小企業応
援ファンド事業
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 28 年度「東京手仕事」プロジェク
ト商品開発　公社理事長賞

1927 年創業。銀製品の総合メーカーとし
て発展してまいりました。国指定の伝統
的工芸品である「東京銀器」を普及させ、
老舗といえる100年目を目指しています。

資本金▶4,500 万円	 従業員数▶ 43人	 設立年度▶ 1953年
代表者▶萩野	源次郎	 担当▶王　
所在地▶〒 174-0063	東京都板橋区前野町 2-46-2
Tel.	049-273-6006 ／ Fax.	049-273-6016
URL.	http://www.yamatogokin.co.jp ／ E-mail.	ouki@yamatogokin.com

▶他社との差別化ポイント
大企業が参入しづらいニッチ市場において、一貫生産の
強みを武器に、高い市場シェアを獲得し、自動車、産業
機械、船舶、鉄道車両など幅広い取引を実現しています。
現在、航空機産業、エネルギー関係での取り込みをして
います。

▶得意な技術、製品
特殊銅合金材料の溶解、鍛造、押出、熱処理、機械加工
と検査を一貫生産し、開発機能を持つ材料メーカーです。
クロム銅・ベリリウム銅・アルミニウム青銅・高力黄銅・
コルソン合金が高く評価されています。

自社生産拠点▶三芳工場（埼玉県）、欧州支店（ポルトガル）
主要設備▶溶解炉、鍛造プレス、ハンマー、押出機、熱処理炉、工作機械
主要取引先▶ JX金属、白銅、Safran、三菱電機、NEC
取得資格、認証（ISO等）▶ JIS	Q	9100、JIS	Q	9001、ISO9001	
海外展開事例、海外拠点▶欧州支店（ポルトガル）
公社利用事業▶海外企業連携プロジェクト
受賞履歴（直近３年以内）▶日本でいちばん大切にしたい会社、
　はばたく中小企業 300社

創業 70年を超える歴史ある特殊銅合金の
材料メーカー。100 種類超の多種多様な
特殊銅合金について、自社工場内で一貫
生産設備を保有し、小ロット・短納期で
柔軟に対応する点が顧客から高い評価を
得ています。
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 株式会社
▶金属製品製造業
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▶金属製品製造業
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資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 264人	 設立年度▶ 1960年
代表者▶吉増	弾司	 担当▶安井	正
所在地▶〒 197-0815	東京都あきる野市二宮東 3-6-14
Tel.	042-558-2151 ／ Fax.	042-558-2157
URL.	https://www.yoshimasu.com／ E-mail.	t-yasui@yoshimasu.com

▶得意な技術、製品
金属塑性加工（プレス等）、溶接やリベット組み立て、熱
処理、非破壊検査等含め一貫して受注可能です。取扱材
料はチタン合金をはじめインコネル、ハステロイ、アル
ミなどを中心に実績があります。

▶他社との差別化ポイント
『航空品質』航空エンジン部品加工で 50 年以上の実績が
あります。耐熱合金の塑性加工を中心に、多種多様の加
工設備・特殊工程を保持し、一貫加工体制で航空宇宙業
界におけるリーディングカンパニーを目指します。

自社生産拠点▶本社工場（東京都あきる野市）、新潟工場（新潟県村上市）
主要設備▶プレス機、3Dレーザカット機、真空熱処理炉、非破壊検査ライン
主要取引先▶株式会社 IHI、川崎重工業株式会社、三菱重工業株式会社
他多数
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9100、Nadcap（4分野）、
　各重工特殊工程認定
公社利用事業▶ IoT 専門家派遣事業、各種助成金他
受賞履歴（直近３年以内）▶地域未来牽引企業（経済産業省）

航空宇宙業界の土台を支える金属加工
メーカーとして、航空機用エンジン部品
の一貫生産を請け負います。特殊工程を
掌る 4分野のNadcap 認証を取得してお
り、大手重工業メーカーからの信頼も厚
い企業です。

株式会社 吉
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▶金属製品製造業

資本金▶10,000 万円	 従業員数▶ 110人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶伊東	利一	 担当▶長谷川	まみ
所在地▶〒 141-0033	東京都品川区西品川 1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 1F
Tel.	03-3492-6221 ／ Fax.	03-3492-5470
URL.	http://www.yamatovalve.co.jp ／ E-mail.	hasegawa@yamatovalve.com

▶他社との差別化ポイント
汎用的なバルブはもちろんのこと、塩ビ管に接着剤で直
接配管ができるバルブや、wifiに対応したリミットスイッ
チ付の製品など、様々なお客様のニーズに合わせてオリ
ジナルの製品を製造することも行っております。

▶得意な技術、製品
弊社は建築用バルブの総合メーカーとして創立 1919 年
から 100 年に渡り国内を中心に様々なバルブを販売して
きました。特に青銅製品を得意とし、学校や市役所など
の公共建築物を始め、病院、宿泊施設など、様々な場所
で使用されております。

自社生産拠点▶彦根工場、中国大連工場、東・西日本統括支店、
　他営業所８か所
主要設備▶横型マシニングセンター、三面加工機、CNC旋盤　他
主要取引先▶オーテック（株）、日本管材センター（株）、安藤（株）
取得資格、認証（ISO 等）▶ JIS、ISO（品質・環境）、消防認定品・
水道協会認証品等
海外展開事例、海外拠点▶フィリピン、ベトナムなど東南アジアを	
中心に販売実績あり
公社利用事業▶海外展開総合支援事業

桜にＹ印の大和マークがシンボルマーク
の創業 100 年の老舗企業。当社はバルブ
の総合メーカーとして幅広い製品数と、
青銅バルブの一貫生産体制を生かした製
品開発で、お客様の多様なご要望にお応
えします。

株式会社 大
ヤマト

和バルブ
▶金属製品製造業

航空品質を支える TIG溶接
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資本金▶ 1,600 万円	 従業員数▶ 28人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶吉本	誠	 担当▶関塚	淳
所在地▶〒 198-0023	東京都青梅市今井 3-9-17
Tel.	0428-32-0177 ／ Fax.	0428-32-1271
URL.	http://www.yoshimoto-fc.co.jp ／ E-mail.	info@yoshimoto-fc.co.jp

▶得意な技術、製品
鋳物などの異形物に対する加工や、ベトナムを用いた日
本品質・低コストの精密切削部品加工を得意としていま
す。日本とベトナムをミックスした総合力で最適な部品
製作を提案できます。試作から量産まで対応可能です。

▶他社との差別化ポイント
ベトナム生産では一般的な商社とは違い、万が一不具合
が起きても東京の工場にてリカバリー対応いたします。
海外生産のリスクを回避しながら低コストの部品生産を
提案いたします。

自社生産拠点▶本社工場（東京都青梅市）
主要設備▶立形MC、横形MC、５軸MC、NC旋盤、ワイヤーカット、
平面研磨機
主要取引先▶㈱東京精密、㈱ワイエイシイデンコー、コニカミノルタ㈱、
㈱日立製作所、日本電子㈱
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▶ YOSHIMOTO	VIETNAM	（ホーチミン）
公社利用事業▶新技術創出交流会

半導体製造装置等の産業機械向けに金属精密部
品を製作しています。2014 年からはベトナム
生産も行っており、日本品質・低コストの部品
調達を提案しております。また、24時間稼動可
能な生産設備も整えており、高品質・低コスト
をモットーにお客様の要望に対応いたします。

資本金▶3,000 万円	 従業員数▶ 130人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶今	裕一	 担当▶今	裕一
所在地▶〒 183-0034	東京都府中市住吉町 3-3-1
Tel.	042-333-7311 ／ Fax.	042-333-7313
URL.	https://www.welco-web.co.jp ／ E-mail.	info@welco-web.co.jp

▶得意な技術、製品
チューブポンプは弾性のあるチューブを扱いてチューブ
内部の液体を吐き出し、扱かれた後のチューブが元の形
状に戻る際に発生する負圧で次の液体を吸引します。こ
のチューブを扱く動作を円運動の中で連続的に行える様
にしたものです。

▶他社との差別化ポイント
工業製品らしからぬ丸い形状と、軽量で内部の動作状況
が目視できる半透明の樹脂を採用し、工具無しで取付け
やメンテナンスが可能な機能性を両立させたデザインが
特徴です。

自社生産拠点▶ 2拠点（ともに府中市内）
主要設備▶旋盤、切削加工機、三次元プリンタ、試験設備、自動生産設備
主要取引先▶業務用の洗浄剤／プリンタ／分析装置／食品機械などの
メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001：2015、UL、CEマーキング、NSF
海外展開事例、海外拠点▶直接輸出あり（年間数十カ国）
公社利用事業▶イノベーション多摩支援事業、新製品・新技術開発助
成事業など
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　
　奨励賞（2017年）

チューブポンプ及び薬液供給装置の開発・
製造・販売を行っております。自社開発
のチューブポンプはグッドデザイン賞を
受賞、医療・分析・洗浄・産業機械など
幅広い分野でその性能と信頼性を認めら
れております。

株式会社 ウエルコ
▶はん用機械器具製造業
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▶金属製品製造業

本社工場

WP1000／各種試験実施中

WP1000／グッドデザイン賞受賞
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 7人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶西川	喜久	 担当▶栗林	善行
所在地▶〒 132-0031	東京都江戸川区松島 1-34-3
Tel.	03-3674-3232 ／ Fax.	03-3674-3236
URL.	https://nishikawa-seiki.co.jp ／ E-mail.	info@nishikawa-seiki.co.jp

▶他社との差別化ポイント
産学連携を通じて自社ブランド開発を進め、2020 年初
めに国産アーチェリーを発売いたします。さらに、地域
の小学生向けワークショップ・高校生のインターンシッ
プ受入れなど、次世代へのものづくりの伝承も実施して
います。

▶得意な技術、製品
少量多品種生産を得意とするほか、金属・樹脂材のレー
ザー加工や切削・板金・溶接から組立て据付けまで総合
的な技術力を有し、部品・各種産業・医科学研究機器を
一貫して企画設計・製造しています。

自社生産拠点▶松島工場（江戸川区）
主要設備▶同時5軸複合機、レーザー加工機、レーザー溶接機、
　マシニングセンター
主要取引先▶東京大学、㈱アズマ、㈱中央製作所、黒田精工㈱	など
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001:2015　健康優良企業（銀）
公社利用事業▶経営革新計画承認支援事業、人材確保・育成総合支援
事業など
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省　「はばたく中小企業・小規模
事業者 300社」2018など

切削・板金・組立てまでワンストップで
お客様のご要望にお応えするものづくり
コンシェルジュ。めっき治具から各種産
業・医科学機器の設計・製造まで行う、
まさに「創りたいを形にできる町工場」。
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▶はん用機械器具製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 7人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶佐瀬	都司	 担当▶佐瀬	大輔
所在地▶〒 144-0044	東京都大田区本羽田１-26-16
Tel.	03-3745-0133 ／ Fax.	03-3745-5854
URL.	http://www.keihinrika.co.jp ／ E-mail.	info@keihinrika.co.jp

▶他社との差別化ポイント
【電池材料評価試験用圧力容器】
・標準の２極セルからパーツ交換で様々な試験が可能。
・３極セル。ガス採取。ガス圧測定。電極の変位測定（膨
張収縮）。
【コインセルかしめ機】
・手動式 /電動式を用意。
・治具交換でセルの開封分解が可能。

▶得意な技術、製品
【蓄電池（リチウムイオン二次電池等）に用いられる電池
材料の評価実験機器】
・電極はコインサイズが主力、特化
・電池材料評価試験用圧力容器（試験用セル）
・コインセルかしめ機

自社生産拠点▶本社・工場（大田区）
主要設備▶マシニングセンター
取得資格、認証（ISO等）▶第一種圧力容器製造許可工場・高圧ガス

特定設備製造工場
海外展開事例、海外拠点▶国内代理店を介して、世界中の研究開発機
関に納入
公社で利用したことがある事業▶知的財産総合センター事業、下請企

業振興事業、総合相談事業

蓄電池材料の評価試験に使用する圧力容
器の専門メーカーです。お客様の図面な
どないご要望に対し、研究用実験機器を
特注製作しています。また、2019年ノー
ベル化学賞受賞の吉野彰様に実験用機器
を提供しました。
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▶はん用機械器具製造業

ボウリング投球機

弊社代表佐瀬都司と吉野彰氏

三極セル コインセル用カシメ機
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資本金▶ 520万円	 従業員数▶ 10人	 設立年度▶ 1939年
代表者▶樋口	満	 担当▶樋口	直紀
所在地▶〒 124-0012	東京都葛飾区立石２-10-2
Tel.	03-5671-1288 ／ Fax.	03-5671-1289
URL.	http://www.higuchi-k.com/index.html ／ E-mail.	hk-mfn@mxv.mesh.ne.jp

▶他社との差別化ポイント
1939 年より様々なお客様のニーズに合わせた、自動機
や工作機械・検査機などを作って参りました。多種多様
な機械製作の経験と実績で自動化等にお困りのお客様よ
り高い信頼を頂いております。納品先も工業系のみなら
ず、食品や農業、包装等多岐にわたっております。

▶得意な技術、製品
工作機械・自動機・検査機等をお客様のご要望に合わせ
て、一から製作しております。設計から部品加工・組立・
電気制御・納品まで自社で取りまとめて行います。

自社生産拠点▶本社工場（東京都葛飾区立石２-10- ２）、第二工場
主要設備▶フライス・旋盤・マシニングセンター・平面研削盤・CAD等
主要取引先▶株式会社マルトー・株式会社芝技研
取得資格、認証（ISO等）▶葛飾区優良工場
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

工作機械・自動機・検査機等を設計から
製作までワンストップで対応。高い提案力・
設計力・技術力で、お客様のお困りごと
を解決します。他社で難しいと言われた案
件でも、ぜひ当社にご相談ください。
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▶はん用機械器具製造業

資本金▶3,000 万円	 従業員数▶ 50人	 設立年度▶ 1966年
代表者▶中西	忠輔	 担当▶中西	忠輔
所在地▶〒 143-0014	東京都大田区大森中	1-17-23
Tel.	03-3763-0141 ／ Fax.	03-3768-2048
URL.	http://www.mmsk.co.jp ／ E-mail.	tnakanishi@mmsk.co.jp

▶得意な技術、製品
ステンレス、チタン、高ニッケル耐熱合金など超難削材の
精密機械加工において多くの経験と実績を有します。最
先端の同時５軸マシニングセンターや複合加工機を駆使
し、高精度な複雑形状品の加工に高い評価を得ています。

▶他社との差別化ポイント
精密機械加工に加え、真空熱処理と非破壊検査、精密組立
を社内一貫加工で行う事により、安定した品質を短いリー
ドタイムでお客様にご提供することを実現しています。

自社生産拠点▶東京工場（東京都大田区大森中	1-17-23）
　那須工場（栃木県那須塩原市塩野崎	207）
主要設備▶NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、研削盤、
　真空熱処理設備、非破壊検査装置	他
主要取引先▶（株）IHI、三菱重工業（株）、川崎重工（株）、富士重工業（株）	他
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、JIS	Q	9100、Nadcap
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、BCP策定支援事業、
　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）▶大田区：大田の工匠技術・技能継承
　経済産業省：	はばたく中小企業 300社・地域未来牽引企業

航空宇宙機器・電力発電施設・高速鉄道車
両などの重要保安部品のものづくりにお
いて、精密機械加工を中心に、真空熱処理、
非破壊検査、組立作業まで、幅広い工程
を社内一貫生産にてご提供しています。

三
ミ

益
マス

工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶はん用機械器具製造業

展示会で高い評価を得た独自開発デモ機

航空宇宙機器・高速鉄道車両などに搭載される重要保安部品
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