
資本金▶ 9,600 万円	 従業員数▶ 85人	 設立年度▶ 1959年
代表者▶大橋	正義	 担当▶大橋	一道
所在地▶〒 143-0013	東京都大田区大森南 3-1-10	
Tel.	03-3744-5351 ／ Fax.	03-3744-5749	
URL.	https://www.ohashi-engineering.co.jp ／ E-mail.	k-ohashi@ohashi-engineering.co.jp

町の板金工場からスタートして 60年。創
業時から培った精密板金加工技術を生か
して自社製品開発を展開し、世界に通用
する製品を生み出しました。今後も“世
界のOHASHI”として、社会に貢献する
製品を創ります。

自社生産拠点▶東京（メタル事業部）、埼玉（機器事業部）
主要設備▶3DCAD、板金加工設備
主要取引先▶（株）イトー、（株）ヤマハ発動機ほか
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO	9001、ISO	14001、ISO27001
　（埼玉地区）
海外展開事例、海外拠点▶世界 25か国以上に販売実績あり
公社利用事業▶市場開拓助成事業、知財相談、生産性向上のための	
中核人材育成支援事業他

▶得意な技術、製品
創業期から続けている精密板金加工で、ディスプレイ業
界専門分野のノウハウを蓄積・応用し、実装機器製造分
野に進出しました。基板と電子部品等を圧着する ACF 圧
着装置は、世界的な携帯電話メーカーに採用された実績
もあります。

▶他社との差別化ポイント
お客様の要望にお応えすることで技術力を高め、結果と
して事業の水平展開につながりました。現在取り組んで
いる環境分野（植物工場用定植機・刈取機など）、健康分
野（高性能自転車型エルゴメーターなど）にも積極的に
進出をしていきます。
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▶生産用機械器具製造業

資本金▶8,600 万円	 従業員数▶ 150人	 設立年度▶ 1937年
代表者▶井上	博貴	 担当▶総務課　柴田
所在地▶〒 140-0011	東京都品川区東大井 2-6-8
Tel.	03-6800-2050 ／ Fax.	03-6800-2068
URL.	https://www.aichi-sangyo.co.jp ／ E-mail.	sibatat@aichi-sangyo.co.jp

▶他社との差別化ポイント
世界 70 社以上のメーカーとパートナーシップを結び、最
新の技術・製品をいち早く日本に紹介しています。ニー
ズに合わせ、優れた日本製品を自社開発でカスタマイズ
して提供が出来ます。

▶得意な技術、製品
５軸マシニングセンタ（ハームレ社）、金属積層造形 3D
プリンター（SLM社）、アスベストに代わる生体溶解性ロッ
クウール（ラピナス社）を擁し、人体に優しく、省エネ、
省力化をコンセプトにして経済性に基づいた最新技術を
提供しております。

自社生産拠点▶相模原事業所
主要設備▶溶接機・工作機械・金属３Dプリンター・自動グラインダー
主要取引先▶自動車産業　航空宇宙産業　造船産業　鉄道業界
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO09001
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援助成事業

世界の最先端各種溶接機器・技術を直接
輸入、カスタマイズしてお客様の特殊溶
接ニーズに対応します。また、産業機器
として工作機械関連製品、金属３Ｄプリ
ンター等を用意して産業界に貢献する技
術商社です。
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業

代表取締役　大橋	正義 全自動ACF圧着装置

SLM社　金属積層造形３Dプリンター
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資本金▶ 4,900 万円	 従業員数▶ 28人	 設立年度▶ 1959年
代表者▶川辺	一成	 担当▶川辺	一成
所在地▶〒 206-0812	東京都稲城市矢野口 574-4
Tel.	042-377-5021 ／ Fax.	042-377-8521
URL.	http://www.kawabenoken.co.jp ／ E-mail.	info@kawabenoken.co.jp

▶得意な技術、製品
ゴボウ・ナガイモ収穫機についてはフルラインナップの
製品群を持ち、長ネギ掘り取り機についても独自の製品
を市場に提供しています。まだ世の中にない新製品の開
発による市場の創造に取り組んでいます。

▶他社との差別化ポイント
他社が手掛けない分野をむしろ自社の得意分野とし、無
益な価格競争に距離を置き、新製品開発に注力していま
す。
生産手段の本分である「低ランニングコスト」を最優先
とした製品づくりが当社の強みです。

自社生産拠点▶東京都稲城市
主要設備▶ショットブラスト、レーザー加工機、ベンダー、旋盤、溶接、開先
主要取引先▶農協、㈱クボタ、ヤンマー㈱、井関農機㈱、
　三菱マヒンドラ農機
海外展開事例、海外拠点▶代理店販売（韓国）、直接（ニュージーランド、
オーストラリア）
公社利用事業▶海外企業連携プロジェクト

1959（昭和 34）年設立、60 周年を迎
えた国内唯一の農業用トレンチャー総合
メーカー。当社のスーパーソイラーは全
国各地で活躍しており、重労働改善や作
業時間短縮により農業経営の継続的成長
を可能にさせます。
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業

資本金▶8,400 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1998年
代表者▶梶原	秀浩	 担当▶藤森	健一郎
所在地▶〒 111-0036	東京都台東区松が谷 2丁目 13-13
Tel.	03-3842-6611 ／ Fax.	03-3841-6433
URL.	https://www.kajiwara.co.jp ／ E-mail.	sales@kajiwara.co.jp

▶他社との差別化ポイント
カジワラは、焦がさず煮る・炒めることに強みを持ち、
顧客に製造プロセスの提案も行う。カジワラ製品は、納
品先の食品メーカーの味作り工程において多彩な食品生
産を担い、生産品の品質の向上と安定、安全と衛生とい
う時代の要請に応えている。

▶得意な技術、製品
食品原料加工・調理済み食品加工の調味工程に欠かせな
い「調理用加熱撹拌機」と、和菓子の命とも言われてい
る「あん」をつくる機械のリーディングカンパニー。

自社生産拠点▶梶原工業株式会社　東京工場
主要取引先▶食品メーカー約 10,000 社、海外 20カ国へ輸出
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001:2015、第一種・中国圧力容器
製造許可工場、韓国ガス機器製造認可工場
海外展開事例、海外拠点▶シンガポール（カジワラシンガポール）
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、タイ事務所（マッチング支援）
受賞履歴（直近３年以内）▶発明大賞発明功労賞、知的財産活用表彰、
食品産業平成貢献大賞

洋食・和食・中華等の食材の調理や菓子
製造に使われる加熱攪拌機・製餡機メー
カー。焦がさず煮る・炒めることに強み
を持ち、顧客に製造プロセスの提案も行
います。

株式会社 カジワラ
▶生産用機械器具製造業

製品名：HS-1502

製品名：バイブロスーパーソイラー
SV2-BD

オーダーメイド製品を開発・製造
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資本金▶ 1,544 万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶北野	雅裕	 担当▶営業技術部	河西	亜紀
所在地▶〒 143-0024	東京都大田区中央 7-17-3
Tel.	03-3773-3956 ／ Fax.	03-6303-8288
URL.	https://www.kitano-seiki.co.jp ／ E-mail.	info@kitano-seiki.co.jp

▶得意な技術、製品
超高真空技術、極低温技術を用いた研究開発用装置・機器・
部品の設計開発が主力事業です。主な製品は有機 EL 材料
開発装置・機器・部品、透過型電子顕微鏡用の試料ホルダー
等です。

▶他社との差別化ポイント
自由度と完成度の高い製品と良質な研究開発の実験環境
を支えているのは、豊富な経験と実績で培った技術力と
ノウハウです。弊社はお客様とのコミュニケーションを
ベースに、部品一つに至るまで、ご要望を的確に反映す
るという基本姿勢です。

自社生産拠点▶東京都大田区中央７-17- ３
主要設備▶有機・金属成膜検証用真空蒸着装置、真空脱ガス炉、他
主要取引先▶東京大学、理化学研究所、物質・材料研究機構などの 

公的研究機関
海外展開事例、海外拠点▶直接輸出：スイス、ドイツ、中国、韓国ほか
公社利用事業▶外国特許出願費用助成事業、産学公提携助成事業

当社は、研究開発用精密機器の提供を通
し、創業 60年以来常に最先端の研究分野
に貢献し続けてまいりました。今後も世
界最先端の技術を求める研究者のベスト
パートナーとして、皆様と共に歩んでま
いります。
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業

資本金▶1,500 万円	 従業員数▶ 13人	 設立年度▶ 1947年
代表者▶中瀬	勲	 担当▶中瀬	勲
所在地▶〒 124-0014	東京都葛飾区東四つ木 1-22-19
Tel.	03-3692-2226 ／ Fax.	03-3692-7106
URL.	http://www.kawamasa-industry.co.jp ／ E-mail.	isao_nakase@kawamasa-industry.co.jp

▶得意な技術、製品
製品製造に欠かせない検査システムや自動組立装置、搬
送装置など、最新の画像処理やセンシング、ロボット技
術を応用し、製品品質の安定化を実現します。

▶他社との差別化ポイント
ロボット産業、自動車産業、宇宙航空産業、薬品産業、
食品産業など、多岐にわたり装置を提供しております。
この幅広い技術を応用し、お客様の工場や製品に合わせ
た最適な自動化システムを提案し、現場の作業工程の削
減、作業負担の軽減など、生産性の向上に貢献しており
ます。

自社生産拠点▶本社工場（葛飾区）
主要設備▶２Ｄ−ＣＡＤ　６台、３Ｄ−ＣＡＤ　７台、３Ｄ−ＣＡＤ／ＣＡＭ　

１１台、マシニングセンター　２台、ＣＮＣ複合Ｙ軸付旋盤　１台
主要取引先▶ JAXA、アイシン精機、東海理化、日本航空電子工業、

BOSCH、シチズン
海外展開事例、海外拠点▶アメリカ、タイ、中国、インドネシアへ 

納入実績あり
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、成長産業等設備投

資特別支援助成事業、海外企業連携プロジェクト、海外販路開拓支
援事業

工場の自動化に問題は有りませんか？
検査・組立・搬送・梱包・加工など、	
あらゆる生産工程を自動化します！！河
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業

有機材料開発装置 透過型電子顕微鏡用試料ホルダー

検査測定装置
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資本金▶ 5,000 万円	 従業員数▶ 48人	 設立年度▶ 2000年
代表者▶佐々木	一富	 担当▶佐々木	一富
所在地▶〒 110-0016	東京都台東区台東 4-18-12
Tel.	03-5846-8666 ／ Fax.	03-5817-1544
URL.	https://www.seaforce.co.jp ／ E-mail.	info@seaforce.co.jp

メーカーと輸入商社の２つのスタイルを持つ
企業。業界初の機能を備えた自社開発製品と
世界 15か国からの輸入製品をもとに、産業
機器から作業工具まで多彩な品物を取りそろ
え、ものづくり屋さんの秘密基地として、世
界の「ものづくり」をサポートします。

自社生産拠点▶東京本社（台東区）、三郷工場
主要設備▶Ｙ軸旋盤／マシニングセンタ／3Dプリンター／レーザー切断機
主要取引先▶キヤノン株式会社、YKK株式会社、その他自動車メーカー
／産業機械機器メーカー多数
公社利用事業▶海外展開総合支援事業

▶得意な技術、製品
業界初の周波数自動追尾機能を持った超音波加工機や、
従来の技術では難しかった写真や QR コードの印字が可
能なレーザー彫刻機など、多くの機器を自社開発してい
ます。本社東京ショールームでは上記の製品をはじめと
する最新の「ものづくり」が体感できます。

▶他社との差別化ポイント
高い技術力を有していますが、造ることに固執せず、輸
入商社かつメーカーという強みを生かし、「良いモノは仕
入れる、無いモノは造る」をモットーに、お客様の要望に
柔軟に対応いたします。また自社設備で板金加工や切削
加工ができることから、自由度の高い製品開発、低価格
での製品提供、特注仕様製品の納期短縮などが可能です。

シーフォース 株式会社
▶生産用機械器具製造業

資本金▶4,800 万円	 従業員数▶ 47人	 設立年度▶ 1975年
代表者▶猿渡	哲之	 担当▶猿渡	哲之
所在地▶〒 143-0002	東京都大田区城南島 2-3-3
Tel.	03-3790-8911 ／ Fax.	03-3790-8917
URL.	http://www.sayaka.co.jp ／ E-mail.	sayakasa@blue.ocn.ne.jp

▶得意な技術、製品
ルーター式／ダイシング式基板分割機、工業用ロボット、
省力化装置、FA機器の開発／製造／販売を行っています。

▶他社との差別化ポイント
当社の基板分割機が選ばれる理由は、要求するカット精
度・タクト・カット屑除去等のノウハウを持っているた
めです。また、リピートも非常に多く、装置故障が少な
い事とアフターフォロー体制が整っている事が顧客満足
につながっています。国内外の車載メーカーや電機メー
カーなど 400社以上に納入しています。

自社生産拠点▶本社工場（大田区）
主要設備▶三次元測定器	汎用フライス盤	汎用旋盤	ボール盤	研磨機	
主要取引先▶トヨタグループ	パナソニックグループ	三菱電機グルー
プ	など
海外展開事例、海外拠点▶代理店（北米／中米／南米／東アジア／東
南アジア／ヨーロッパ）
公社利用事業▶各種助成金事業

株式会社サヤカは、基盤分割機の国内
No.1 メーカーとして、「人間的なふれあ
いを大切にし技術の向上で応える」をモッ
トーに、人と企業を結ぶ製品の信頼性づ
くりをお客様と共に歩んでまいります。

株式会社 サヤカ
▶生産用機械器具製造業

自社製品及び展示ショールーム

自社ショールーム

工場外観
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資本金▶ 4,000 万円	 従業員数▶ 21人	 設立年度▶ 1965年
代表者▶青沼	隆宏	 担当▶青沼	純子
所在地▶〒 144-0053	東京都大田区蒲田本町 1-9-7
Tel.	03-5744-3555 ／ Fax.	03-5744-3557
URL.	https://www.jonan-murata.jp ／ E-mail.	info@jonan-murata.jp

▶得意な技術、製品
真空成形金型の設計、製造。食品用・工業用トレー、ブ
リスターパックなどの企画・製造。

▶他社との差別化ポイント
設計から金型製作、成形、アフターフォローまで自社内
工場で一貫して対応できる体制を整えています。多品種
少量の成形にも対応でき、木型職人による繊細な造形が
得意です。特に食品トレー分野では高い評価を得ていま
す。2019 年には自社開発の光学レンズ用トレー「かま
たレンズトレー」が特許を取得しました。

株式会社 城
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▶生産用機械器具製造業

自社生産拠点▶本社工場（東京都）
主要設備▶マシニングセンター、真空成形機、3Dスキャナー、
　レーザー加工機
主要取引先▶ダイセルパックシステムズ㈱　㈱ミカサ　サイデック㈱
取得資格、認証（ISO等）▶平成 24年優工場認定、
　2019年「かまたレンズトレー」特許取得
公社利用事業▶展示会等出展支援助成事業、経営者交流会、
　事業化チャレンジ道場

社内に木型職人がおり、早急な対応、繊細
な造形が特徴です。真空成形は自社内工場
で一貫して、設計から金型製作、成形、ア
フターフォローまで、短納期に対応できま
す。多品種少量生産にも対応できます。

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 10人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶駒澤	増彦	 担当▶磯村	智子
所在地▶〒 192-0081		東京都八王子市横山町 21-12	池田ビル 2階
Tel.	042-649-2770 ／ Fax.	042-649-2660
URL.	http://sio-miu.co.jp ／ E-mail.	info@sio-miu.co.jp

株式会社 塩
シオ

▶生産用機械器具製造業

▶他社との差別化ポイント
たった１台の装置で、用途に合わせた高品質なファイン
バブルを生成するのは SIO だけ。また、電力や他のエネ
ルギーは使わないのでランニングコストはゼロです。用
途は工作機械の性能向上に留まらず、半導体のウエハ製
造分野、環境改良、各種製造プロセス、家庭向けなど幅
広い産業分野に向けて用途開発中です。

▶得意な技術、製品
当社の主力製品は『SIOウルトラファインバブル生成器』。
工作機械（研削盤、マシニングセンター）に設置するだ
けで加工時間短縮と精度アップが実現します。加えて『整
流ノズル』（スナイパーノズル、レクティファイア）がワー
クを確実に捉え更なる性能アップを可能にします。

自社生産拠点▶秘密基地（東京都八王子市美山町 1236）
主要設備▶ナガセ超精密平面研削盤、マザックインテグレックス、
　ロボドリル
主要取引先▶ナガセインテグレックス、日邦産業、三和精機、山善他
海外展開事例、海外拠点▶【海外代理店】ドイツ、韓国、台湾、中国
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、外国特許	
出願費用助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶第 16回多摩ブルー・グリーン賞　優秀賞

当社のコアコンピタンスは「ファインバ
ブル」の生成技術。国内外で多数の特許
を取得した独自製品を使い、濃厚なファ
インバブルを生成し、工作機械、半導体
を始め多くの産業分野で生産性向上、課
題解決を実現します。

かまたレンズトレー

ウルトラファインバブル生成器 SIO
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資本金▶ 1,500 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶田中	雄大	 担当▶田中	雄大
所在地▶〒 175-0094	東京都板橋区成増 3-49-5
Tel.	03-3930-4160 ／ Fax.	03-3975-5020
URL.	http://sns-shintoku.jp ／ E-mail.	info@sns-shintoku.jp

▶得意な技術、製品
冷間圧延用ロールの製造及び販売をしております。創業
以来、センジミア圧延機に経営資源を集中させることで、
高品質かつコスト競争力のあるロール製品を市場に投入
してきました。

▶他社との差別化ポイント
国内唯一の長尺ロールの一貫製造ラインを所持しており、
安価で高品質なロールの安定供給や短期納品が可能であ
ることから高い顧客満足度を実現しております。また、
既存顧客への丁寧かつ迅速なアフターフォローにも定評
があります。

自社生産拠点▶自社工場（本社・板橋区）、事務所（本社内）
主要設備▶NC旋盤、円筒研削盤、電気炉、焼入れ油層など
主要取引先▶新日鐵住金株式会社など国内企業他台湾・中国などの	
関連企業
海外展開事例、海外拠点▶台湾・中国・韓国を中心とした海外 15カ国、
事業所約 50箇所超
公社利用事業▶事業承継塾、生産性向上のための IoT、AI、ロボット

導入支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶板橋エコアクション

自動車のボディなど硬度や審美性が求め
られる鋼板の圧延に不可欠な冷間圧延
ロールを製造しており、不可能と言われ
ていた極薄板の量産を可能にした確かな
技術で、国内 30社以上、海外 15か国以
上に展開しています。

株式会社 シントク
▶生産用機械器具製造業
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業 「過酷な環境でも安定して動作する、壊れ

にくい流量計」を強みに、高温や振動、
結露等、多様な顧客課題を、高い技術力
をもって解決されてきました。長年のノ
ウハウをいかし、新製品開発にも取り組
まれています。

自社生産拠点▶東京都大田区東糀谷 6-4-17
主要設備▶計量タンク、流量試験機、３次元CAD、３次元測定器
主要取引先▶プラントメーカ、造船メーカ、計測器販売商社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、講師派遣型研修

▶得意な技術、製品
創立から約 50 年にわたり、フラッパ式流量計の製造販売
をしております。既存製品は工場設備や大型船舶、水処
理施設等、機器のサイズや流量が比較的大きい分野で流
量監視（一定以上、一定以下になると警報を知らせる用途）
に使われています。

▶他社との差別化ポイント
当社の強みであるフラッパ式流量計のメリットを生かし

「ミニフラプター」を開発しました。小型の装置に組み込め、
サイトグラスのように流体そのものを目視できる小流量
タイプの流量計です。

資本金▶ 2,400 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1962年
代表者▶篠原	利彦	 担当▶篠原	利彦
所在地▶〒 144-0033	東京都大田区東糀谷 6-4-17
Tel.	03-3745-3361 ／ Fax.	03-3745-3395
URL.	http://www.showa-kk.com／ E-mail.	toiawase@showa-kk.com

冷間圧延ロール

ミニフラプター
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有限会社 多
タ

摩
マ

精
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▶生産用機械器具製造業 精度の高い加工技術を用いて医療分野へ
展開してきた当社。特にトロミ測定器は
誤嚥防止のため介護の現場で使用されて
います。

自社生産拠点▶宇津木工場
主要設備▶立型マシニングセンター CMX800V（APC 仕様）：DMG
森精機株式会社製
主要取引先▶栄研化学株式会社、株式会社エル・エム・エス、
　ニュートリー株式会社、リガク株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶第三種医療機器製造販売業許可証、
　医療機器製造業登録証、ISO13485
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、
　試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業	

▶他社との差別化ポイント
お客様が要求する仕様に対して、設計・開発から製造・
検査・梱包、更には国内外での認証取得も対応します。	
今後も医療機器分野や、液体のトロミ測定装置からの粘
度分析分野への展開を考えています。

▶得意な技術、製品
・簡易粘度計〔JOVI〕: トロミがついた液体の粘度を従
来の工業用粘度計に比べ簡易に測定でき低価格。

・移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置〔OC-
SENSOR	io〕：30 年来、便潜血測定装置の製造販売実
績を元に開発。他にはない処理速度を備え、安全性か
ら廃棄まで国際基準に準拠。

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 16人	 設立年度▶ 1966年
代表者▶和田	義道	 担当▶和田	茂男		
所在地▶〒 192-0024		東京都八王子市宇津木町 790		
Tel.	042-696-5821	／ Fax.	042-696-5823		
URL.	http://www.tama-seiki.co.jp	／ E-mail.	AED00325@nifty.com		

資本金▶ 8,862 万円	 従業員数▶ 160人	 設立年度▶ 1956年
代表者▶松岸	則彰	 担当▶山本	泰裕
所在地▶〒 116-0013	東京都荒川区西日暮里 2-2-17
Tel.	03-3802-5101 ／ Fax.	03-3807-6259
URL.	https://www.sedeco.co.jp ／ E-mail.	tokyo@sedeco.co.jp

▶他社との差別化ポイント
超音波溶着機ＪⅡシリーズをリリース。産業用ネットワー
ク対応発振器で生産管理システムとの統合が可能となり、
お客様の設備構築から生産管理に至るまでの生産性向上
を支援します。

▶得意な技術、製品
「樹脂の溶着溶断及び金属接合、並びに波動エネルギーの
応用加工技術」を総合的に提供できるメーカーです。超
音波、高周波、レーザーなどの溶着工法をはじめ、熱溶
着や振動溶着といった様々な加工方法でお客様のご要望
に応じた装置提供を致します。

自社生産拠点▶本社工場（東京都荒川区）、営業所（7拠点）
主要設備▶フライス、旋盤、３次元測定器、デジタルマイクロスコープ
主要取引先▶自動車、電器、電子情報通信、光学、医療、化学、包装、

食品
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶アメリカ、タイ現地法人
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、市場開拓助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶2018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　特別賞
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 株式会社
▶生産用機械器具製造業 プラスチック、金属の溶着及び接合、溶

断機器を製造するワンストップメーカー
です。自社開発された既製品にカスタマ
イズ対応も可能で、老舗だからできる最
適なソリューションをスピーディーに提
供します。

全血血小板凝集能測定装置〔ヘマトレーサーZEN〕は小型化、低価格を実現

超音波溶着機 JⅡシリーズ
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資本金▶ 2,600 万円	 従業員数▶ 13人	 設立年度▶ 2002年
代表者▶山本	邦明	 担当▶山本	邦明
所在地▶〒 121-0836	東京都足立区入谷９- ６-15
Tel.	03-6698-2777 ／ Fax.	03-6698-2687
URL.	http://www.ducol.co.jp ／ E-mail.	info@ducol.co.jp

▶得意な技術、製品
【環境事業】局所排気設備（粉じん、有機溶剤等）の計画、	
　　　　	　設計、製作、施工、メンテナンス
【粉体事業】遠心粉末製造装置の製造販売及び受託生産

▶他社との差別化ポイント
【環境事業】あらゆる工場の作業環境改善対策（主に空気）	
　　　　　	について、対応可能です。
【粉体事業】①粒度分布がシャープで製品回収率が高い
　　　　　		②流動性が高い球状粉末を製造
　　　　　		③低酸素で高品位の粉末

自社生産拠点▶東京本社工場
主要設備▶遠心粉末製造装置、ガスアトマイズ装置、振動篩、
　粒度分布測定器
主要取引先▶金属粉末メーカー、はんだ業界、大学・研究機関
取得資格、認証（ISO 等）▶一般建設業許可（管工事業、機械器具	

設置鋼事業）
海外展開事例、海外拠点▶中国、台湾、韓国、マレーシア、タイ、ベトナム等
公社利用事業▶評価、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）▶東京都中小企業振興公社中小企業表彰　
奨励賞（2018年）

主に工場の作業環境改善設備（集じん・
脱臭等）の計画から施工、メンテナンス
まで一貫して行える会社です。紛体事業
部では球状粉末を製造する遠心粉末製造
装置を製造販売し、様々な金属粉末のニー
ズに応えます。

株式会社 デュコル
▶生産用機械器具製造業

資本金▶1,200 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1962年
代表者▶原	嘉大	 担当▶原	嘉大
所在地▶〒 192-0154	東京都八王子市下恩方町 424-7
Tel.	042-650-7531 ／ Fax.	042-650-7530
URL.	http://www.tky-products.co.jp ／ E-mail.	k-hara@tky-products.co.jp

▶他社との差別化ポイント
φ 800程度までの、アルミ・ステンレス・鉄などのリング・
フランジ加工、旋盤加工平面度 0.005㎜～ 0.003㎜の精
度で加工。５軸加工では、通信用機器のアルミケーシング、
IH、導通に使われる銅加工等。品質・納期なども取引先
に正確に報告します。

▶得意な技術、製品
縦型旋盤・NC 旋盤・汎用旋盤　小部品加工からφ 800
程度までの旋盤加工、その後 MC 加工、表面処理をし、
三次元測定品質記録、材料証明、表面処理記録などを添
付し納めています。

自社生産拠点▶東京都八王子市本社
主要設備▶縦型ＮＣ旋盤・５軸マシニングセンター・三次元測定器
取得資格、認証（ISO等）▶ JISQ9100	航空宇宙・防衛、ISO9001・
14001
公社利用事業▶ BCP実践促進助成事業　ISO取得事業

ノビナイト加工のスペシャリストとして、
ミクロレベルの精密加工を得意としてい
ます。ノビナイトは極低熱膨張材の一つ
であり、当社の技術は半導体の製造装置、
光学機器、超精密加工機械など幅広く利
用されています。

株式会社 ティケイワイプロダクツ
▶生産用機械器具製造業

遠心粉末製造装置

半導体製造装置に使われる旋盤リング。このほか、Z テーブル、XY テー
ブルなどの四角い加工も可能。
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資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 276人	 設立年度▶ 1959年
代表者▶杉山	博己	
所在地▶〒 132-0025	東京都江戸川区松江 5-2-24
Tel.	03-3686-2291 ／ Fax.	03-3686-5045
URL.	http://www.fujimfg.co.jp ／ E-mail.	info@fujimfg.co.jp

▶得意な技術、製品
粗し、下地処理、クリーニング、バリ取り、磨きなど、
研磨材をぶつけて加工するブラスト装置を製作。自動車
業界、電機業界をはじめ、様々な産業の製造工程におい
てオーダーメードの自動ブラスト装置を提供しています。

▶他社との差別化ポイント
創業 70 年弱の経験・実績や約 80 名にもなる設計・開発
陣は、業界トップ。省力化・自動化ニーズの高い昨今では、
大型化、専門化、ロボット化にも対応、多くの導入事例
を有しています。是非ご相談ください。

自社生産拠点▶本社・工場（江戸川区）
主要設備▶ファイバーレーザー、門型マシニングセンター、複合加工機
主要取引先▶トヨタ、三菱重工業、日本電産などの各種製造業
　（大手～中小）
海外展開事例、海外拠点▶ Fuji	Blastech	（Thailand）	Co.,	Ltd.
受賞履歴（直近３年以内）▶地域未来牽引企業、環境対策優良事業所

「エアーブラスト」の世界的なリーディン
グ企業として、装置の開発・製造を行っ
ています。表面処理の技術を生かして、
お客様の多種多様なニーズにお応えいた
します。お困りの際はお気軽にご相談く
ださい！

株式会社 不
フ

二
ジ

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶生産用機械器具製造業

資本金▶6,000 万円	 従業員数▶ 44人	 設立年度▶ 1985年
代表者▶中島	俊英	 担当▶中島	俊英
所在地▶〒 203-0042	東京都東久留米市八幡町 1-3-34
Tel.	042-473-3066 ／ Fax.	042-475-4110
URL.	http://www.himecs.com／ E-mail.	aircapsule@himecs.com

▶他社との差別化ポイント
【他社との違い】巻芯の把持方法
◆従来品（ラグ式チューブタイプ）: 金属部品（ラグ）が
	　突出し、把持。
◆当社製：ウレタン成型品が膨らみ、把持。
【特長】軽量／精密回転／長寿命／クリーンルーム対応

▶得意な技術、製品
【主要製品】コンバーティング製造機器の巻取・巻出部に
使用する巻芯把持（固定）部品
【製品用途】ロール状製品の巻取・巻出工程において、製
品の巻芯部分（コア）を把持し、機械の駆動力をロール
状製品へ伝達します。

自社生産拠点▶本社第二工場（東京都東久留米市）	他３か所
主要設備▶ウレタン成型炉、汎用旋盤、汎用フライス、複合加工機、マ
シニングセンター
主要取引先▶大日本印刷（株）、凸版印刷（株）、日東電工（株）など
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▶【海外販売代理店】韓国、中国、台湾
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資助成支援事業、デザイン支援、
経営人財 NEXT20、中小企業ニューマーケット開拓支援事業、人材
ナビゲータ派遣支援

コンバーティング機器及び周辺機器を開
発・製造しています。低発塵かつ軽量で、
安定した巻出・巻取を実現する当社製品
は、「不良率の低減」「労働環境の改善」「ク
リーン環境対応」等のお客様のご要望に
お応えいたします。

株式会社 ハイメックス
▶生産用機械器具製造業

ロボット搭載ブラスト装置

加工機（当社製品使用箇所）
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資本金▶ 4,000 万円	 従業員数▶ 109人	 設立年度▶ 1976年
代表者▶松橋	卓司	 担当▶松橋	泰
所在地▶〒 190-0011	東京都立川市高松町 1-100	立飛リアルエステート	25 号棟	5 階
Tel.	042-527-3278 ／ Fax.	042-528-1442
URL.	https://www.metrol.co.jp ／ E-mail.	sales18@metrol.co.jp/

▶他社との差別化ポイント
●NC研削盤の自動化を実現
このエアマイクロセンサをCNC研削盤に搭載し、回転す
る砥石の加工原点や熱膨張を非接触で検知。熟練者の感
覚に頼っていた作業を同センサを用いることで、研削加
工の完全自動化、無人化を実現します。

▶得意な技術、製品
●エアマイクロセンサ
CNC工作機械にて、切粉の噛み込みによる治具とワーク
の着座不良を± 0.5㎛以下の繰返し精度で確実に検知。
製造工程の段階で、加工不良品の発生を未然に防止します。

自社生産拠点▶東京都立川市高松町 1-100		14 号棟 /38号棟
主要設備▶ＣＮＣ５軸加工機、ＣＮＣマシニングセンタ、ＣＮＣ旋盤など
主要取引先▶トヨタ自動車／本田技研工業／日産自動車／ヤマザキマ
ザックなど
海外展開事例、海外拠点▶販売子会社：中国	上海
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、製品改良・規格等適合
化支援事業、市場開拓助成事業など
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年	東京都経営革新優秀賞　
　長距離着座確認エアセンサの開発

株式会社 メトロール 
▶生産用機械器具製造業 工場の自動化に貢献する高精度工業用セ

ンサの専門メーカー。切粉や切削油が飛
び散る悪環境から半導体製造の高温ク
リーン環境下まで、精密位置決めの用途
で世界でも他社に例のない高精度センサ
を開発・製造・販売しています。

資本金▶9,500 万円	 従業員数▶約 150人	 設立年度▶ 1970年
代表者▶吉本	喬美	 担当▶営業本部
所在地▶〒 103-0005	東京都中央区日本橋久松町 9-11
Tel.	03-3639-6120 ／ Fax.	03-3639-6130
URL.	https://www.unipulse.tokyo ／ E-mail.	secretariat@unipulse.co.jp

▶他社との差別化ポイント
世の中にない独自の製品をつくり続けていくために製品
開発に注力しています。なかでも重筋作業をサポートす
る電動バランサ「ムーンリフタ」は人手不足や高齢化に
よる省人化・省力化の動きが進む中、作業者の負担軽減、
安全性確保を実現できる時代のニーズに合った製品です。

▶得意な技術、製品
独自のセンシング技術によりトルク計、ロードセル、変
位計などのセンサをはじめ、卓越した自動制御技術でロ
ボット用アクチュエータを製造しています。高精度で安
定性が高い製品であることが多くのお客様から信頼を得
ています。

自社生産拠点▶埼玉県越谷市（技術センター／センサー工場）
主要設備▶ＮＣ旋盤加工機、五軸マシニングセンタ、ワイヤー放電加工機、
細穴加工機、汎用フライス旋盤
主要取引先▶自動車、食品、化成品・化粧品、機械・装置製造業等
海外展開事例、海外拠点▶中国（無錫）、タイ、インド、東ヨーロッパ
公社利用事業▶知財相談、海外展開技術支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶第 43 回発明大賞	発明功労賞、第 31 回
中小企業優秀新技術・新製品賞	優秀賞

ユニパルス 株式会社／株式会社 ロボテック
▶生産用機械器具製造業 1970年創業のセンサメーカーです。スト

レンゲージ・回転トルクメータ・ロード
セル等を生産し、生産・研究・試験・物
流等の諸分野で多くの製品を出していま
す。直接販売による、きめの細かいサー
ビスが特徴です。

社員全員集合！

エアマイクロセンサ

回転トルクメータUTMⅢ／電動バランサ「ムーンリフタ」

協力工場
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内
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資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 45人	 設立年度▶ 1996年
代表者▶早野	誠治	 担当▶有本	惠勇
所在地▶〒 206-0802	東京都稲城市東長沼 3104-1-101
Tel.	042-370-7900 ／ Fax.	042-370-7901
URL.	http://aspect.jpn.com／ E-mail.	estimate@aspect.jpn.com

▶他社との差別化ポイント
・スーパーエンプラ対応の大型サイズ装置（RaFaEL	Ⅱ	
550	HT）をリリース、マスカスタマイズで生産可能

・多種多様な材料（PA6、PA11、PA12、PP、PBT、PPS 等）
を使用可能

▶得意な技術、製品
ハイエンド 3Dプリンター　RaFaEl シリーズ
・PBF（粉末床溶融結合法）を用いて、樹脂粉末を一層ず
つレーザで溶融しながら立体モデルを造形することが
可能な装置の開発及びユーザ要望仕様のカスタマイズ

自社生産拠点▶テクニカルセンター（東京都多摩市永山）
主要設備▶RaFaElⅡシリーズ装置を12台（大型８、中型３、小型１）
主要取引先▶TIRI 等の公設試、JAXA、東大、車、家電、医療、試作業
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001：2015を取得
海外展開事例、海外拠点▶株式会社リコーへOEM装置販売で
　大手自動車メーカー等へ導入済
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、成長産業等設備投資	
特別支援助成事業、知的財産戦略導入支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶2017年企業価値認定授与、
　2018年東京都功労者表彰技術振興功労受賞

株式会社 アスペクト
▶業務用機械器具製造業 ハイエンド 3Dプリンターの製造・販売

を行っています。精度と生産性を大幅に
向上させた RaFaEl シリーズは東京都ベン
チャー技術大賞を受賞。国内だけでなく、
世界に先駆けた AM技術、PBF 技術の担
い手として貢献する企業です。

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 160人	 設立年度▶ 1921年
代表者▶安藤	俊和	 担当▶江尻	瑞枝
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 2丁目 14番 14号
Tel.	03-3811-4151 ／ Fax.	03-3811-4158
URL.	https://www.acoma.com／ E-mail.	ejiri@acoma-medical.co.jp

▶得意な技術、製品
創業以来、医療機器の製造・販売ひと筋に歩んできました。
日本で初めてのアネロイド型血圧計や麻酔器と人工呼吸
器の機能を持つアネスピレータなど、革新的な製品をお
届けしてきました。主要製品の麻酔器、気化器など、研
究開発から製造、販売まで一貫して行っています。

▶他社との差別化ポイント
全国に広がるサポート体制で、大学や病院、医療機関従
事者と長年にわたり信頼関係を築いています。またご要
望に合わせて製品のカスタマイズに対応します。

自社生産拠点▶大宮工場（埼玉県さいたま市）
主要設備▶画像寸法測定器、恒温恒湿室、滅菌装置、呼吸シミュレータ、他
主要取引先▶主な大学病院、医療機関、動物病院、研究施設
取得資格、認証（ISO等）▶第１種医療機器及び動物用医療機器製造
販売業、ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶ ODA、東南アジア、アフリカ、中南米	

などに導入実績
公社利用事業▶知的財産戦略導入支援事業

国内でも数少ない麻酔器をワンストップ
で製造し、RoHS にも対応。医療現場の声
も吸い上げ、きめ細やかなサポートで大
学や病院、医療機関従事者と長年にわた
り信頼関係を築いています。

アコマ医
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 株式会社
▶業務用機械器具製造業

RaFaEL	Ⅱ	550	HT

麻酔器製造ライン
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資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 5人	 設立年度▶ 1949年
代表者▶並木	和茂	 担当▶代表取締役	並木	和茂
所在地▶〒 132-0035	東京都江戸川区平井 7-14-11
Tel.	03-3610-0375 ／ Fax.	03-3610-3777
URL.	http://www.namiki-mi.co.jp ／ E-mail.	info@namiki-mi.co.jp

▶他社との差別化ポイント
開発力　医師のニーズを収集し、素早く製品化して市場
に送り出すことができます。

▶得意な技術、製品
●脳神経外科用吸引管「神の手を持つ医師」として有名な
世界的名医福島孝徳先生ご考案の医療器具です。すでに
30 年以上の製造実績があり、現在脳神経外科の手術に欠
かせない医療器具に成長しました。　　　　　　　　　　　　　　
●産婦人科用器具	2013年に自社ブランドを立ち上げ、独自
に開発したユニークな製品を製造販売しています。

自社生産拠点▶下記所在地の自社工場
主要設備▶レーザー溶接機　ワイヤーカット　油圧プレス　など
主要取引先▶（株）フジタ医科器械　松吉医科器械（株）　
　病院　クリニック
取得資格、認証（ISO等）▶医療機器製造業　医療機器製造販売業
　（薬機法）
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、販路拡大助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 29年度　江戸川区産業賞

実際の医療現場の声を聴きながらニーズ
を把握し、非常に高精度な「ドクターの
指先」となる医療器具を製造。特許取得
した自社製品や３年間修理無料サービス
の提供等、職人の高い技術力で医療の進
歩に貢献しています。

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
▶業務用機械器具製造業

資本金▶6,000 万円	 従業員数▶ 63人	 設立年度▶ 1978年
代表者▶大石	智也	 担当▶矢内	明歌
所在地▶〒 174-0043	東京都板橋区坂下 1-34-27
Tel.	03-3558-8131 ／ Fax.	03-3558-8132
URL.	http://www.daiwa-hi.co.jp ／ E-mail.	info@daiwa-hi.co.jp

▶得意な技術、製品
■シュリンクを用いた包装機械
コミックシュリンカー全機種／集積シュリンク包装機
■全自動包装
コミックシュリンカー RAPO／ PAS-Line ／ BOS-Line

▶他社との差別化ポイント
■小型
書店／コンビニ／図書館向けの機械を、宅配便サイズに
分割できる設計にすることで、訪問修理が不要です。
■手厚いアフターフォロー
定期訪問で未然に大きな故障を防ぐ。使用状況をシステム
で管理することでお客様の在庫管理・発注業務が不要です。

自社生産拠点▶テクニカルセンター	D-Labo（ディーラボ）
主要設備▶CAD４台（AutoCAD/SolidWoks）
主要取引先▶書店、コンビニエンスストア、通販業者、学校、図書館等
海外展開事例、海外拠点▶ 2006年上海大石林包装資材有限公司設立
公社利用事業▶展示会等出展支援助成事業、東京都新サービス創出	
スクール
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 26年度　板橋製品技術大賞
　「審査委員長賞」

包装機器メーカーとして設立され、コミッ
ク包装機「コミックシュリンカー」は、
書店市場の９割のお客様にご利用いただ
いています。近年では通販企業向けの包
装機械を手掛け、新しい市場開拓に挑戦
しています。

株式会社 ダイワハイテックス
▶業務用機械器具製造業

特許取得	産婦人科用医療器具

主要製品
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1968年
代表者▶塚田	洋之	 担当▶塚田	洋之
所在地▶〒 198-0046	東京都青梅市日向和田 3-698
Tel.	0428-24-3711 ／ Fax.	0428-24-3733
URL.	https://marydia.jp ／ E-mail.	tsukada@t-net.ne.jp

▶得意な技術、製品
医療機器歯科用ダイヤモンドバーの専門メーカーです。
製品は最高毎分 30万回転し、虫歯部分削除やセラミック
ス製の冠をかぶせる為の精密な歯牙の形成、骨の形成等
に用いられています。

▶他社との差別化ポイント
切削工程に加え独自の熱処理、研削工程を採用し、高い
靱性と回転精度をもつことです。それらを生かすことで、
顕微鏡下で治療するための長く微小な製品や、歯科用
CAD ／ CAM システムに対応した製品など幅広い治療法
に対応することができます。

自社生産拠点▶本社工場
主要設備▶ＮＣ自動旋盤、真空熱処理炉、ＮＣ研削盤、ダイヤモンド
電着装置
主要取引先▶歯科器材メーカー、歯科器材販売店、歯科医院
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO13485 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶韓国インプラントメーカーへ輸出
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

製品は 2000 種類以上！よく削れるだけ
ではなく、歯に余計な振動を与えないた
め患者様の負担も軽減。高い評価を得て
いる技術力でお客様のご要望にお応えい
たします。

株式会社 日
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▶業務用機械器具製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1978年
代表者▶佐藤	公一	 担当▶佐藤	公一
所在地▶〒 174-0046	東京都板橋区蓮根 2-16-10
Tel.	03-5916-0801 ／ Fax.	03-5916-0802
URL.	https://www.ntkj.co.jp ／ E-mail.	info@ntkj.co.jp

▶得意な技術、製品
微細な形状を加工して、薄くて軽い『特殊な』レンズを作っ
ています。LED 照明や裸眼 3D 映像用途、リモートセン
シングや自動運転の LiDAR など様々な用途に応用されて
います。

▶他社との差別化ポイント
『超精密』なものづくりを実現する特徴的な３つの技術は『超
精密金型加工』『高精度熱プレス成形』『超大型レンズ加工』。
ナノメートル単位の加工が可能な最新鋭の超精密加工機、
その形状を忠実にプラスチックに転写する高精度熱プレス
技術、さらには200インチまでの超大型製品を作り出す設
備で、職人が日 『々本物を創る』ものづくりを支えています。

自社生産拠点▶熊谷工場（埼玉県熊谷市）
主要設備▶超精密加工機、大型熱プレス成形装置、
　非接触三次元形状測定装置
主要取引先▶ LED照明関連企業、センサー関連企業、研究所・大学等
取得資格、認証（ISO等）▶エコアクション 21認証取得
海外展開事例、海外拠点▶海外顧客多数
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業

「本物を創る」という経営理念のもと、プ
ラスチックレンズの製造で培った超精密
加工技術を生かし、宇宙・医療等の新た
な成長市場にも積極的に進出しています。日
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 株式会社
▶業務用機械器具製造業

ダイヤモンドバーセット

ダイヤモンドバー（拡大）

技術３本柱

る
創
を
物
本 大型レンズ加工技術

【熱プレス成形品】

ピコオーダーの分解能での超精密加工
Pico order ultra precision diamond turning & machining

【射出成形品】
【Zygo NewViewによる測定】

Measurement using Zygo NewView

Heat compression molding

Injection molding

精密熱プレス成形

超精密金型加工
Ultra precision mold manufacturing

Largest class lens manufacturingPrecise heat compression molding
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資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 1973年
代表者▶乙津	昇	 担当▶望月	秀敏
所在地▶〒 183-0026	東京都府中市南町 5-38-33
Tel.	042-366-3544 ／ Fax.	042-334-4948
URL.	http://www.fg-go.co.jp ／ E-mail.	mochizuki@fg-go.co.jp

▶得意な技術、製品
・高周波通信技術…FM/AM放送局向け送信機器開発
・情報処理技術…シーケンサ、PLD、地図情報処理、組込マイコン
・音声／映像処理技術…監視カメラ画像処理等
・メカトロニクス…生産設備の制御・監視
・医療機器…血清の分光・分析による新生児用の黄疸計、
肝機能測定器

▶他社との差別化ポイント
・放送標準規格に適合した機器設計、放送時間 24 時間
365日サービス対応

・OEM相手先仕様に柔軟に対応した機器の設計・サービス

自社生産拠点▶本社工場、事業所および営業所（府中市）
主要設備▶恒温恒湿試験器、ＦＭ／ＡＭ試験器、スペアナ、音声信号測定器
主要取引先▶㈱日立国際電気、㈱ＮＨＫテクノロジーズ、池上通信機㈱、
トーイツ㈱
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001 認証取得、エコアクション21、

第三種医療機器製造販売
海外展開事例、海外拠点▶ハンガリー、タイ、インドネシア等アジア
諸国への医療機器販売
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、知財相談

高周波通信技術には自信があります。Ｆ
Ｍ放送用機器や監視装置の製造・保守が
強みで、放送用製品は大手からも信頼さ
れ、全国のコミュニティーＦＭ局に導入
され高評価を得ています。

株式会社 府
フ

中
チュウ

技
ギ

研
ケン

▶業務用機械器具製造業

資本金▶7,900 万円	 従業員数▶ 76人	 設立年度▶ 1972年
代表者▶前多	宏信	 担当▶前多	宏信
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 3-6-1
Tel.	03-3815-8810 ／ Fax.	03-3815-7620
URL.	http://www.fujitaika.co.jp ／ E-mail.	info@fujitaika.co.jp

▶得意な技術、製品
医療機器製造販売業・製造業・高度医療機器販売貸与業
など、医療機器にかかわる業許可を多数取得しており、
1985 年から製造販売している脳神経外科鋼製手術器械
は、国内シェア約 3割を誇ります。

▶他社との差別化ポイント
2014 年からは他診療科製品の開発にも着手しています。
医療従事者のニーズを具現化するために、医療従事者・も
のづくり企業と協業を行い、アライアンスを組みながら、
ニッチ市場ながらもユニークな製品開発を行っています。

自社生産拠点▶当社はファブレス企業なため生産工場は所有しておりません
主要設備▶生産ラインを所有していない代わりに、出荷判定に必要な機器多数
主要取引先▶全国の大学病院など顧客に対し、広域代理店を活用し販売
取得資格、認証（ISO等）▶第1種医療機器製造販売業・医療機器販売業・
ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶脳神経外科製品は海外展開済み・拠点なし。
新製品展開希望
公社利用事業▶医療機器産業参入促進助成事業、海外展開総合支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶地域未来牽引企業、はばたく中小企業・
小規模事業者 300社

脳神経外科分野に強みを持ち、医療従事
者やものづくり企業との協業を通して、
新分野への事業展開も積極的に行ってい
ます。近年は、グローバル人材も採用し
て海外展開を本格的に開始、更なる飛躍
へ邁進しています。

株式会社 フジタ医
イ

科
カ

器
キ

械
カイ

▶業務用機械器具製造業

ＦＭ放送局送信装置一式臨時災害放送局ＦＭ放送装置

生体情報モニター
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資本金▶ 7,500 万円	 従業員数▶ 46人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶池永	憲明	 担当▶池永	晃士
所在地▶〒 130-0021	東京都墨田区緑 4-4-3　吉永ビル
Tel.	03-3634-5651 ／ Fax.	03-3632-0562
URL.	http://www.yoshinaga.co.jp ／ E-mail.	eigyou@yoshinaga.co.jp

▶得意な技術、製品
油圧式クライミング架台、壁つなぎ、反転装置「写楽」、
自動玉外し装置「つる太郎」、昇降式荷受け構台「昇吉」、
土砂搬出テルハ、吊り荷重心調整機能付き吊りビーム「マ
ジックビーム」など、現場の環境に合わせた多種多様な
製品を揃えております。

▶他社との差別化ポイント
弊社が作る機械はオーダーメイドの“一点もの”です。
創業からのノウハウを生かし、建設、土木現場に合わせ
た仮設機械を提案し、設計・製造・販売まで行います。
近年ではヘリパットなど本設機械の実績もあります。

自社生産拠点▶千葉工場・茨城機械ヤード
主要設備▶天井・橋形クレーン、溶接機、ボール盤、旋盤、など
主要取引先▶大成建設・鹿島建設・清水建設・大林組・竹中工務店など
取得資格、認証（ISO等）▶クレーン製造認可・ゴンドラ製造認可

日本を代表するスーパーゼネコンとタッ
グを組み、一点ものの「仮設機械」を作
り上げることを強みとし、近年では「新
国立競技場」といった超大型施設を担当
する等、この分野において数多くの実績
を有する企業です。

吉
ヨシ

永
ナガ

機
キ

械
カイ

 株式会社
▶業務用機械器具製造業

株式会社 メルティン M
エム

M
エム

I
アイ

▶業務用機械器具製造業

資本金▶10,000 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 2013年
代表者▶粕谷	昌宏	 担当▶夏木
所在地▶〒 104-0033	東京都中央区新川 1-17-24	NMF茅場町ビル 5F
Tel.	03-6427-6397 ／ Fax.	03-6380-5069
URL.	https://www.meltin.jp ／ E-mail.	inquiry@meltin.jp

自社生産拠点▶本社（中央区）
公社利用事業▶医療機器等事業化支援助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年	J-Startup に採択

▶得意な技術、製品
生体信号とロボット技術を利用した医療機器や遠隔操作
ロボットであるアバター等の研究・開発を行っておりま
す。これらの独自技術を高度に発展させ、サイボーグ技
術の実現を目指しています。

▶他社との差別化ポイント
アバターロボットのコンセプトモデル「MELTANT- α」
は、独自制御技術と人体構造を模したワイヤー駆動によ
り、器用さと力強さ、素早さを兼ね備えた、“人間の手に
最も近い”性能のロボットハンドを備えています。

人間の身体的・空間的制限を打ち破るサ
イボーグの開発事業です。
繊細な動作やタイムラグのない遠隔操作
を実現しました。災害現場等の危険箇所・
宇宙等の極限環境・医療現場等、あらゆ
る場面で活躍します。

ヘリパット

MELTANT- α

協力工場
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内

製
造
業

製
造
業

90



資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 42人	 設立年度▶ 1969年
代表者▶北川	秀秋	 担当▶営業課	御所野
所在地▶〒 182-0034	東京都調布市下石原 3-26-4
Tel.	042-485-3489 ／ Fax.	042-484-0066
URL.	https://www.kitagawa-denki.co.jp ／ E-mail.	goshono@kitagawa-denki.co.jp

▶得意な技術、製品
国際規格 IEC60601-1 認証取得の医療用トランスや、
50kHz20kV 級までのプラズマ用高圧高周波トランス、
また放熱特性を改善し従来比 -50% に抑えた薄型小型高
周波リアクトル等、ニッチなカスタム設計を得意として
います。

▶他社との差別化ポイント
部分放電試験器で、高圧高周波製品の絶縁システムの妥
当性を部品単体で評価し、安全で安心な製品をご提供し
ます。
空冷、水冷、モールドなどの特殊形状品の実績があります。
その他、安全規格品の設計評価や、装置に合わせた小型
薄型軽量化も可能です。

自社生産拠点▶本社工場（調布市下石原）
主要設備▶高周波部分放電試験装置、バイポーラ電源等
主要取引先▶東京精密、日立製作所、コニカミノルタ等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001	UL 規格、IEC60601-1
公社利用事業▶中小企業プロモーション支援事業、市場開拓助成事業　

経営人財NEXT20
受賞履歴（直近３年以内）▶ TAMAブランド

医療用トランス・産業用高圧高周波トラ
ンスなど各種トランスの開発・設計を手
掛けているトランス・リアクトルの製造
メーカーです。豊富な実績と確かな技術
をもつ当社の製品は、お客様から高く評
価されています。

北
キタ

川
ガワ

電
デン

機
キ

 株式会社
▶電子部品・デバイス・電子回路製造業

資本金▶7,000 万円	 従業員数▶ 12人	 設立年度▶ 1976年
代表者▶大村	裕司	 担当▶大村	裕司
所在地▶〒 144-0033	東京都大田区東糀谷 5-20-19
Tel.	03-3745-5805 ／ Fax.	03-3745-5805
URL.	http://www.ryowa-kogyo.co.jp ／ E-mail.	sales@ryowa-kogyo.co.jp

▶得意な技術、製品
設計支援、試作、3Dプリンティング、樹脂・ゴム成型、板金、
機械加工、銘版「ものづくり 110 番」設計支援から最終
製品組立までワンストップで受注可能です。

▶他社との差別化ポイント
困った時の「菱和工業」、設計、試作～最終製品までどん
な事にも挑戦し続ける会社です。弊社独自の「3RMS」射
出成型システムでは、極小ロットの射出成型部品をロー
コスト、短納期でお届けします。

菱
リョウ

和
ワ

工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶業務用機械器具製造業

自社生産拠点▶東京都大田区
主要設備▶射出成型機、３Dプリンタ、レーザーマーカー、
　スクリーン印刷機
主要取引先▶ニコン　ニコン・トリンブル　リコー　沖電気工業　
取得資格、認証（ISO等）▶エコステージ　ステージⅡ
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム　ハノイ
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、異業種交流グループ

「時短・最速・低コストなご提案」を合言
葉に、困った時の「ものづくり 110 番」
としてスピーディな対応力が強み。
医療用を中心とした精密機器の総合メー
カーとして、小さな組織だからこその【機
動力】で応えます。

μ（miu）シリーズ	IEC60601-1第 3.1版CB 認証品　医療用絶縁トランスユニット

3Dプリンター
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資本金▶ 38,706 万円（資本準備金 28,706 万円含む）　　従業員数▶ 17人	 　設立年度▶ 2015年
代表者▶大原	壮太郎	 　　　　　　　　　　		担当▶武田	朋恵
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 5-24-2 グレースイマスビル 6階
Tel.	03-3830-0170
URL.	https://www.sonas.co.jp ／ E-mail.	info@sonas.co.jp

▶得意な技術、製品
独自開発のマルチホップ無線 UNISONet（ユニゾネッ
ト）を活用した振動計測システム「sonas	x シリーズ」
や歪計測システム「sonas	st01」は、広範囲・抜けな
い・ずれない計測が可能で省電力性にも優れたシステム
です。

▶他社との差別化ポイント
UNISONet は「同時送信フラッディング」という革新的
なデータ転送方式を採用することにより、安定・省電力・
高速・双方向低遅延・ロスレス・時刻同期・多数収容を
同時に実現する画期的な無線通信規格です。

自社生産拠点▶本社
主要取引先▶三井住友建設、富士通、オプテージ、東京大学、横浜国

立大学など
海外展開事例、海外拠点▶年内に海外展開をスタート予定
公社利用事業▶創業助成事業、TOKYO起業塾、新技術創出交流会
受賞履歴（直近３年以内）▶ EY	Innovative	Startup	2019、東京都
中小企業振興公社中小企業表彰	奨励賞（2019年）

独自の IoT 向け無線を提供し、「多様な産
業にあまねく IoT の恩恵がもたらされる
世界」の実現を目指します。省電力・高
性能な「常識を超える無線技術」による
各種センシングソリューションを提供し
ます。

ソナス 株式会社
▶電子部品・デバイス・電子回路製造業

資本金▶2,500 万円	 従業員数▶ 48人	 設立年度▶ 1997年
代表者▶日野	広美	 担当▶西脇	行広
所在地▶〒 190-1232	東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-1-10
Tel.	042-557-7744 ／ Fax.	042-557-7745
URL.	http://www.c-suntec.co.jp ／ E-mail.	y-nishiwaki@c-suntec.co.jp

▶他社との差別化ポイント
削る／切る／詰めるの専門メーカーです。【素材を選ばな
い】【数量を選ばない】【仕様を選ばない】提案型営業に
より顧客ニーズに柔軟に応えます。

▶得意な技術、製品
「精密微細加工（切断／チップ化）」の技術を提供してい
ます。最新のダイシング装置で、難加工素材をより微細に、
より精度良く、よりきれいに加工します。12 インチウエ
ハまでの一貫ライン（BG・CMP・ダイシング・トレイ詰・
外観検査）で短納期対応可能です。

自社生産拠点▶本社工場（西多摩郡瑞穂町）、第二工場（西多摩郡瑞穂町）
主要設備▶ダイシング装置17台、研削装置6台、自動チップ整列機22台
主要取引先▶半導体・電子部品メーカー、医療機器メーカー、
　光学メーカー、他
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001認証取得　ISO14001認証取得
公社利用事業▶成長産業等設備投資特別支援事業、展示会等出展支援

助成事業

株式会社 サンテック
▶電子部品・デバイス・電子回路製造業 機械に頼るだけでなく、高い技術力をも

つ「人」でモノづくりをします。多様な
素材・ご要望に対応可能です。研究開発
品の早期立ち上げ等、「お客様の困った！」
をきめ細かく解決する力を持っています。

計測システム構成

レンズ切断加工・ガラス丸加工人の知恵でモノづくり
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資本金▶ 6,000 万円	 従業員数▶ 60人	 設立年度▶ 1972年
代表者▶寺薗	信一	 担当▶営業部
所在地▶〒 192-0352	東京都八王子市大塚 85-1
Tel.	0426-76-4661（代）／ Fax.	0426-76-5333
URL.	http://www.aco-japan.co.jp ／ E-mail.	aco-info@aco-japan.co.jp

▶他社との差別化ポイント
マイクロホンは国内唯一の 1/8 インチの製造も行ってお
り、噴火測定に使用される空振計や防爆センサーの製造
等多種多様なセンサーを製造しています。低価格で高品
質な製品ラインナップを揃え、OEM 供給や特注品の製造
も行っております。

▶得意な技術、製品
計測用マイクロホン・加速度ピックアップのセンサーか
ら、騒音計・振動レベル計や無響室・防音室等製造して
ます。音響・振動に関するあらゆる製品を揃え、多種多
様な実績があります。

自社生産拠点▶宮崎工場
主要設備▶無響室・無響箱及びセンサー用各種測定検査装置等
主要取引先▶自動車、航空機、鉄道、ゼネコン、家電・電機メーカー
及び大学等
海外展開事例、海外拠点▶マイクロホン等の海外メーカーへの OEM
供給や各種計測器販売
公社利用事業▶知的財産活用製品化支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶宮崎県中小企業大賞賞

知的財産総合センターの製品化コーディ
ネーターによる日産自動車株式会社の開放
特許「音源化可視化技術」と、当社の音響
機器の知見・開発技術のマッチングにより
ライセンス契約締結。新製品開発を進めて
います。

株式会社 アコー
▶電気機械器具製造業

パーツからユニット、完成品まで。産業
機器の IT 化・コスト低減・VA提案など
最新のソリューションでお客様をサポート
します。ご利用用途に合わせたカスタマ
イズに対応し、「迅速・丁寧・信頼」を追
求します。

▶他社との差別化ポイント
オリジナルブランド「MultiFlex」をベースにお客様の
仕様に合わせたカスタマイズを得意といたします。また、
産業機器の開発・製造において最重要課題である多種少
量・長期供給・高品質でお客様のニーズを具現化いたし
ます。

▶得意な技術、製品
日野エンジニアリングは先進のコンピューターテクノ
ロジーと卓越したヒューマンエナジーにより、組込用
コンピューター、カメラモジュール、IoT 通信機器の受
託開発・製造を得意としております。

自社生産拠点▶本社工場（東京都八王子市）・海外生産拠点（ベトナム・
台湾）
主要設備▶実装基板　生産・検査設備
主要取引先▶株式会社コスモ計器・春日電機株式会社・株式会社

光アルファクス
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001・KES 環境マネジメントシステム
スタンダード
海外展開事例、海外拠点▶海外生産工場（ベトナム国）にて射出成型品・
基板実装を生産
公社利用事業▶海外販路開拓支援

資本金▶ 7,000 万円	 従業員数▶ 190人	 設立年度▶ 1978年
代表者▶遠藤	正美	 担当▶砂川	宗貴
所在地▶〒 192-0033	東京都八王子市高倉町 60-7
Tel.	042-656-1161 ／ Fax.	042-656-5801
URL.	http://www.hinoeng.co.jp	／ E-mail.	sunagawa@hinoeng.co.jp	 	 	 	 	 	

株式会社 日
ヒ

野
ノ

エンジニアリング
▶電子部品・デバイス・電子回路製造業

音源可視化装置

自社商品 本社外観
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資本金▶ 6,500 万円	 従業員数▶８人	 設立年度▶ 1991年
代表者▶成沢	崇志	 担当▶成沢	崇志
所在地▶〒 198-0036	東京都青梅市河辺町 10-6-1　トミタワー 7F
Tel.	0428-24-6042 ／ Fax.	0428-24-6069
URL.https://adphox.co.jp ／ E-mail.	mail@adphox.co.jp

当社の集音器はユーザーの声を反映しな
がら改良を重ねています。気軽に音を聞
いていただくため、無料試聴を日本で最
初に始めました。集音器はメガネと同じ
人生を楽しむ道具と考え、主張あるデザ
インを提案しています。

自社生産拠点▶自社（青梅市）
主要取引先▶日本電計株式会社、一般顧客
海外展開事例、海外拠点▶コロナ放電試験機は韓国、中国企業への	

販売実績有り
公社利用事業▶製品改良・規格等適合化支援事業	、
　事業化チャレンジ道場

▶得意な技術、製品
コロナ放電試験機：10kVpp～、10k～ 200kHz
集音器（補聴器）：自動調節機能によりすぐに使用可能。
女性の声から子供の声までキンキンしない。
バイノーラルマイク：高音質、高感度。高額なダミーヘッ
ドにも引けをとらない音質のマイクを使用し、プロも愛用。

▶他社との差別化ポイント
コロナ放電試験機：電気的にコロナ放電を検出。共振に
より効率よく高エネルギーを印加可能。
集音器：雑音対策はオーディオ技術由来で補聴器と異なる。
バイノーラルマイク：f 特は低域まで自然に延び、汽車の
迫力ある音から波が砕けて弾ける泡の音まで録れる。

アドフォクス 株式会社
▶電気機械器具製造業

株式会社 アタゴ
▶電気機械器具製造業

資本金▶10,000 万円	 従業員数▶ 309人	 設立年度▶ 1940年
代表者▶雨宮	秀行	
所在地▶〒 105-0011	東京都港区芝公園２丁目６番３号芝公園フロントタワー 23階
Tel.	03-3431-1940 ／ Fax.	03-3431-1945
URL.	https://www.atago.net/japanese/new/index.php ／ E-mail.	overseas@atago.net

▶他社との差別化ポイント
創業当時から糖度・濃度計に注力し、開発から加工・組立・
検査・出荷・修理校正まで一貫生産・管理される製品は、	
食品工業、石油化学、金属加工まで様々な分野で使用され、
信頼ブランドとして世界 154 か国のユーザーから高く評
価されています。海外に支社／代理店／サービス拠点を
設置し、サポート体制も強化しております。

▶得意な技術、製品
屈折計：屈折率、糖度、液体濃度　シェア国内 80％海外
30％		糖度計：世界最小非破壊検査計、全数検査可能		他、
光センサー、粘度計、塩分計、旋光計、Ph/EC 計、臨床
検査機器の製造、販売

自社生産拠点▶埼玉県深谷市
主要設備▶複合旋盤機、CNC三次元測定機等
主要取引先▶飲料メーカー、農業生産者、食品加工、医薬品メーカー、研究機関
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、JCSS 校正認定
海外展開事例、海外拠点▶ USA ／中国／タイ／インド／イタリア／	
ロシア／ブラジル
公社利用事業▶製品開発着手支援助成事業、製品改良・規格等適合化	
支援事業、市場開拓助成事業、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）▶ 2018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	特別賞

アタゴのモノづくり哲学。「こんな製品が
あったらいいね。」新しい技術に挑戦し、
独自技術を磨き続けています。お客様の
「これが欲しかった。」を生み出す。ホー
ムページでも創意工夫を重ね、わかりや
すい製品を目指しています。	

新作の女性が使いやすい耳掛け集音器

非破壊糖度計 - PAL-HIKARi	-
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資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 8人	 設立年度▶ 2004年
代表者▶八木	穣	 担当▶木村	牧子
所在地▶〒 101-0047	東京都千代田区内神田 1-5-1
Tel.	03-5281-8282 ／ Fax.	03-3295-6122
URL.	http://www.intexs.com／ E-mail.	kimuramk@intexs.com

▶得意な技術、製品
自然に優しい照明群
① 500nm/470nm/440nm 以下選択出来る半導体工場　
用照明

②再補正可能、条件等色対応の高演色 LED照明
③高耐侯性紫外線・捕虫用ランプ、捕虫器などメンテが不要
④COB方式UV硬化インク・パテ用強力紫外線光源

▶他社との差別化ポイント
波長選択・加算方式駆使 LED ベアチップより選択、マイコ
ン使用で再補正を可能選択された照明は環境にも優しい。

自社生産拠点▶日本・台湾・中国・韓国
主要設備▶各種分光計・輝度計・オシロスコープ・ほか
主要取引先▶ SCREENGPS・三井物産プラスチック・大日本商事
公社利用事業▶ものづくり企業グループ高度化支援事業、新製品・	

新技術開発助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2019年日刊工業新聞・りそな財団新製品・
新技術優秀賞

人と社会に貢献できる製品を創造するこ
とを念頭に、他社と一線を画する独創的
な LED技術開発に挑み続けて参りました。
これからも「人にやさしい、地球環境に
やさしい」ものづくりに挑戦し続けてい
きます。

インテックス 株式会社
▶電気機械器具製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 29人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶黒田	睦生	 担当▶大嶋	大
所在地▶〒 192-0084	東京都八王子市三崎町 9-8 オザワビル（八王子事業所・EL 事業部）
Tel.	042-686-2934 ／ Fax.	042-686-2957
URL.	https://www.ariake-d.co.jp ／ E-mail.	info-el@ariake-d.co.jp

▶得意な技術、製品
◆無機 EL 発光体とソーラーを組み合わせた避難誘導標識
で知財権保有。

◆無機 EL と衣料品コラボによる業界初のベストやＴシャ
ツを商品化。

◆ EL ワイヤーとケーブルを一体化し、光る通信ケーブル
で特許取得。

▶他社との差別化ポイント
◆無機 EL 発光体を利用した製品開発や試作、商品化など
が出来る国内唯一の「EL ソリューションメーカー」で
ある。

未来の光【無機 EL】の個別ユニットから
ソーラー無停電システムまで。また、計
測機器・電源装置・電子機器の特注設計・
生産を永年の信頼と技術を生かして開発・
設計・製造しております。

自社生産拠点▶本社・事業所（東京都青梅市今井 3-7-26	
　TEL:0428-33-4012）
主要設備▶周波数変換器、自動デジスコープ、評価用特殊パワーユニット
主要取引先▶（株）重松製作所、TEAC（株）、太田計器製作所（株）など
海外展開事例、海外拠点▶韓国最大の EL メーカー「NIZTEC 社」と

提携し国内総販売代理店となる
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、ビジネスフ
ロンティア・フェア

株式会社 有
アリ

明
アケ

電
デン

装
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▶電気機械器具製造業

魅せる照明　高演色光源・条件等色光源
ランプ交換不要捕虫器：H28	

ものつくり企業グループ

ソーラー式無機 EL 無停電型避難誘導標識
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 14人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶大友	隆男	 担当▶大友	明
所在地▶〒 114-0021	東京都北区岸町 1丁目 9番 15号
Tel.	03-3900-7845 ／ Fax.	03-3907-3619
URL.	http://www.kyokko-denki.co.jp ／ E-mail.	info@kyokko-denki.co.jp

▶得意な技術、製品
様々なサイズや特注品に至るまで、少量多品種で特殊放
電管を製造致します。放電管の中でも特に注目されてい
る製品が、飛散防止用殺菌ランプです。これは、特殊なフィ
ルムを被せる事で紫外線透過率を下げる事無く、安全性
と実用性を同時に実現。食品工場にも採用されている製
品です。

▶他社との差別化ポイント
通常フィルムを被せると紫外線透過率は 20% 程度落ち込
みます。弊社の製品はフィルムを被せても紫外線透過率
の落ち込みを 3%以内で実現。

自社生産拠点▶本社、工場　（東京都北区）
主要設備▶ガラス封着装置、真空排気装置、ベーシング、
　ベーキングマシーン
主要取引先▶マンダリンオリエンタル東京、㈱パレスホテル、
　㈱AIHO
公社利用事業▶知的財産戦略導入支援、販路拡大助成支援事業

光の個性を導き出し、輝の叡智をカタチ
に。1951年の設立以降、店舗・一般照明、
紫外線殺菌ランプ、画像処理・特殊用途
ランプなどニーズに合わせたあらゆるラ
ンプを取扱っております。

極
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 株式会社
▶電気機械器具製造業

資本金▶1,000 万円	 従業員数▶ 10人	 設立年度▶ 1987年
代表者▶大川	眞麿	 担当▶大川	眞麿
所在地▶〒 144-0045	東京都大田区南六郷 1-20-8
Tel.	03-3735-7131 ／ Fax.	03-3735-2161
URL.	http://www.okawasanki.co.jp ／ E-mail.	okawasanki@okawasanki.co.jp

▶他社との差別化ポイント
ユーザニーズを実現する機能を持った装置の開発を積極
的に行い、部品から工法に至るまでの特許取得を行って
います。特に計尺・巻取（４種類）・切断を１台で行える
複合装置等の開発に注力しています。

▶得意な技術、製品
当社は、最大外径 80mmまでの電線加工省力機器を開発・
製造しており、ビルハーネス等では、制御系まで含めた「ラ
イン」も提供可能です。またエレベータケーブルのよう
に特殊な仕様に合致するラインナップも揃えています。

大
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 株式会社
▶電気機械器具製造業 電線加工省力機器（ワイヤーストリッパーや

ケーブルカッター等）の開発・製造並びに電
線加工設備に関するコンサルティングを承っ
ております。また、電線巻取機や電線供給装
置等の周辺機器も製造しており、製品から工
法まで幅広くお客様の要望にお応えします。

自社生産拠点▶本社工場（大田区）
主要設備▶ワイヤー放電加工機、ＮＣフライス、旋盤、拡散接合装置
主要取引先▶装置メーカー、電線メーカー、電線加工会社等
取得資格、認証（ISO等）▶Ｘ（クロス）刃（特許第 3511017 号）・
電線中間剥き（特許第 4375628）他５件取得
海外展開事例、海外拠点▶中国、台湾、韓国、タイに販売実績あり
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

製品例

計尺巻取切断機
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資本金▶ 7,200 万円	 従業員数▶ 175人	 設立年度▶ 1970年
代表者▶古瀬	智之	 担当▶峯村	奏帆
所在地▶〒 192-0032	東京都八王子市石川町 2974-23
Tel.	042-642-1357 ／ Fax.	042-646-2439
URL.	https://www.cosmo-k.co.jp ／ E-mail.	Kanaho_Minemura ＠ ns.cosmo-k.co.jp

▶他社との差別化ポイント
国内・海外ともに迅速な不具合対応や点検校正など、
アフターサービスを充実させてます。国際規格 ISO/
IEC17025 の認定事業所として次世代自動車部品関連か
ら要求される計測の信頼性にお応えします。

▶得意な技術、製品
エアリークテスターを主体とした工業用計測器の開発か
ら製造販売まで自社で行うことにより、高い品質でのトー
タルサポートを実現しています。圧力センサーを応用し
た製品として圧力・流量・制御機器の開発も行っています。

自社生産拠点▶八王子本社工場
主要設備▶圧力流量校正設備
主要取引先▶自動車業界・ガス業界・電機電子業界
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001/ISO14001/	ISO/IEC17025
海外展開事例、海外拠点▶中国、韓国、台湾、東南アジア、インド、
ドイツ、米国、メキシコ、ブラジル
公社利用事業▶中小企業プロモーション支援事業
　																		海外展開総合支援事業

創業より 50年、確かな品質の工業用測定
器を製造しています。国内トップのシェ
アを誇り、開発・製造・販売・アフターサー
ビスまで一貫して行うことで多様なニー
ズに応え、お客様へ「品質」という価値
をお届けします。

株式会社 コスモ計
ケイ

器
キ

▶電気機械器具製造業

資本金▶6,250 万円	 従業員数▶６人	 設立年度▶ 2014年
代表者▶加賀谷	史央	 担当▶営業部	漆山	博紀
所在地▶〒 184-0012	東京都小金井市中町 4-14-11	アサノビル 2階
Tel.	042-316-1816 ／ Fax.	042-633-0646
URL.	https://kktech.co.jp ／ E-mail.	info@kktech.co.jp

▶他社との差別化ポイント
他社の器具一体型 LED 照明は壊れると照明器具ごと交換
が必要です。当社は交換可能な標準口金を採用している
ため、たった一回の工事をすれば器具交換は必要なく、
安心してご利用いただけます。

▶得意な技術、製品
寿命を縮めてしまう電解コンデンサーを使用しない LED
照明です。また、自社開発商品を用いた空間照明設計を
含む LED リフォームサービスも行っています。メーカー
（当社）のダイレクト施工によって、最適な LED 改修工
事と長期保証を提供します。

主要取引先▶マンション管理組合、自社所有建物オーナー、レストラン、
博物館
海外展開事例、海外拠点▶生産委託工場（中国）
公社利用事業▶事業可能性評価事業、創業助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶第14回多摩ブルー賞奨励賞（平成28年度）

「ゴミをなくしたい」という想いから生ま
れた「寿命を劇的に伸ばす画期的な LED
電球」と「たった１回の工事」により、人
と地球にやさしい照明を提供し「SDGs（持
続可能な開発目標）」に取り組んでいます。

K
ケー

K
ケー

テクノロジーズ 株式会社
▶電気機械器具製造業

エアリークテスター

施工事例（マンション中庭）
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資本金▶ 5,000 万円	 従業員数▶ 43人	 設立年度▶ 1972年
代表者▶濱田	和幸	 担当▶千村	修
所在地▶〒 192-0031	東京都八王子市小宮町 776-2
Tel.	042-646-3555 ／ Fax.	042-646-8228
URL.	https://www.sic-tky.com／ E-mail.	ochimura@sic-tky.com

▶得意な技術、製品
「人間の手で作業することを全自動化する技術」を液体ハ
ンドリング、ロボティクス、検出器、コンピュータ制御、
システム化などに用いています。例として、糖鎖自動前
処理装置、分析用窒素ガス発生装置、医療用臨床検査機、
分析自動前処理装置等があります。

▶他社との差別化ポイント
「機械一台で全ての工程が完了するためのシステム化」に
は他社に負けない強みがあります。ハードウエア・ソフ
トウエア及び、電気・機械・化学・物理と広範囲にわた
る分野もカバーできる研究開発能力を持っており、今後
は医療機器、医療用検査試薬の分野へ事業展開します。

自社生産拠点▶本社・工場（東京八王子市）
主要設備▶P2レベルバイオセイフティ施設、バイオハザードセイフティ
キャビネット
主要取引先▶日本ウォーターズ（株）、（株）島津製作所、
　（株）LSI メディエンス
取得資格、認証（ISO等）▶第三種医療機器製造販売業、
　医療機器製造業
公社利用事業▶ビジネスマッチング in 東京、異業種交流グループ支
援事業、次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業、	
知的財産活用製品化支援事業

長年培ってきた分析関連技術を基に、熟
練技術者に頼らざるを得なかった試験を
自動化することで「高精密・効率化・デー
タ処理」＋「使いやすさ」を実現します。
低コスト・短納期は勿論、操作上の煩わ
しさを解放します。

システム・インスツルメンツ 株式会社
▶電気機械器具製造業

資本金▶9,699 万円	 従業員数▶ 332人	 設立年度▶ 1939年
代表者▶大場	雄介	 担当▶片出	基文
所在地▶〒 142-8611	東京都品川区荏原 5-2-1
Tel.	03-3781-8111 ／ Fax.	03-5751-7327
URL.	http://www.san-eisha.co.jp ／ E-mail.	katade@san-eisha.co.jp

▶得意な技術、製品
電力供給の配電分野において事業を展開しています。景
観や災害対策のための配電線地中化、工場やビルディン
グ、マンションに電力を供給する受電設備、分散型電源
の電力を電力会社系統に流すために必要な単独運転検出
装置、など安全・安定した電力を供給するための技術と
製品を提供しています。

▶他社との差別化ポイント
太陽光をはじめとする環境に負荷をかけないエネルギー
の効果的な利用を可能にする製品開発にも取り組んでい
ます。

自社生産拠点▶小山事業所、北海道事業所
主要設備▶大型油圧プレス、鍛造器、成形機（エポキシ樹脂）、溶接機
主要取引先▶電力会社、電気工事会社、等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
公社利用事業▶先進的防災技術実用化支援事業、
　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）▶澁澤賞、ジャパン・レジリエンス・アワード
2019優秀賞
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▶電気機械器具製造業 電気を使う全てのお客様に安全かつ確実
にお届けする「配電技術」を通じて、社
会の発展と環境保全に貢献します。今年
で創業 80年。これからも社会に貢献する
100年企業を目指していきます。
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資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 217人	 設立年度▶ 1948年
代表者▶服部	直彦	 担当▶薬袋	博信
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 3-19-4
Tel.	03-3815-1717 ／ Fax.	03-3815-1759
URL.	http://jokoh.com／ E-mail.	srd-info@jokoh.com

▶他社との差別化ポイント
自社開発の特許技術である血液分析用のセンサは、世界
でも高水準の高精度で安定したデータが得られており、
世界 40か国以上で使われています。
医工連携や異業種とのコラボレーションを推進し、基礎
研究の実用化に向けた新製品開発を行っております。

▶得意な技術、製品
自社商品の主力製品は、病院の検査部門で使用する臨床
検査用医療機器、病理検査用医療機器、体外診断用医薬
品です。血液の成分分析や、前処理等の製品群を得意と
しています。

株式会社 常
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▶電気機械器具製造業

自社生産拠点▶静岡県菊川市、神奈川県川崎市高津区
主要設備▶自社製品真空採血管自動組立・画像検査装置、購買システム
主要取引先▶大学病院、国公立研究施設、全国医療施設、検査センター
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO13485 認証取得、第２種医療機器	
製造販売業許可
海外展開事例、海外拠点▶輸出先：約 40か国へ輸出、
　海外拠点：上海代表処・台北分公司
公社利用事業▶医療機器等事業化支援助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶地域未来牽引企業

医工連携の先を見据え異業種との協業に
積極姿勢。最近の有望株はナノ微粒化機
器「NAGS シリーズ」で、エネルギー・
SDGs 対応を切り口に新展開を模索中。
18～ 20 年中計で売上・利益倍増を目指
しています。

資本金▶2,500 万円	 従業員数▶ 35人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶田中	敏文	 担当▶田中	敏文
所在地▶〒 156-0052	東京都世田谷区経堂 3-30-10
Tel.	03-3425-2381 ／ Fax.	03-3425-2373
URL.	https://www.tanaka-e-lab.jp ／ E-mail.	office@tanaka-e-lab.com

▶得意な技術、製品
産業用電子機器の開発・製造・試験を行っています。
自社製品ダスト濃度計は火力発電所への納入実績が多数
有り、当社が中心となりダスト濃度計の JIS 規格を作成し
ました。

▶他社との差別化ポイント
・標準チップ部品は自社在庫で、初期投資を抑えた製作が可能
・恒温恒湿槽を使った試験を実施
・アナログ計測回路、マイコン搭載の基板製作が得意
・機構設計から回路設計まですべて社内技術者が開発を担当
・工場に外部講師を招き従業員研修を毎年実施

電子機器及び環境測定器の開発・製造。栃
木県の自社工場でチップマウンターによる
基板実装、組立配線、調整試験まで100%
内製化で対応。ISO9001/2015、エコア
クション21、健康経営優良法人	取得。

自社生産拠点▶栃木県那須烏山市宮原 32-1 烏山工場
主要設備▶チップマウンター、リフロー炉、共晶・鉛フリー噴流型半田槽他
主要取引先▶富士電機（株）、日立ハイテクサイエンス（株）MHPS（株）他
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO9001/2015	 エコアクション 21	

健康経営優良法人
海外展開事例、海外拠点▶タイ代理店 PISANU、ベトナム代理店VINTEC他
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、
　市場開拓助成事業、新製品・新技術開発助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2019 年	東京都中小企業技能人材育成
大賞知事賞	優秀賞受賞、2019 年	栃木県発明展覧会	文部科学大臣	
賞受賞、2019年	めぶきビジネスアワード	奨励賞
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▶電気機械器具製造業

電解質分析装置		ＥＸシリーズ

電子基板製作例
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美容・調理などの小型家電メーカー。「キ
レイをつくる」を企業使命とし、近年は
国内だけでなく海外にも販路を拡大。サ
ロンを中心としたプロ仕様から一般消費
者ニーズまで、幅広い商品企画力を保有
しています。

※１	2017 年６月～７月　株式会社ジャパンリサーチコンサルタント調べ
※２	2005 年～ 2018 年	年間実績（１月～ 12 月）全国の有力家電量販店の販売

実績を集計するGfK	Japan 調べ

▶得意な技術、製品
美容家電や調理家電などの小型家電を企画製造販売する
中で、プロ向けドライヤー Nobby（ノビー）はサロン使
用率約７割※１を獲得、また調理家電の「ミキサ」カテゴリー
で 14 年連続メーカー販売数量シェア No.1※２を獲得する
など、多くのお客様から支持をいただいております。

自社生産拠点▶松本工場（〒 390-1242　長野県松本市和田 4217-1）
主要設備▶シールドルーム、3Dプリンター、３Ｄ画像検査機、
　恒温槽	等
主要取引先▶全国主要家電量販店、全国総合スーパー、
　大手美容問屋ルート
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶達仕高香港有限公司、㈜ 테스콤 코리아

公社利用事業▶海外販路開拓支援事業、下請企業振興事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年グッドデザイン賞、IDEA2019

資本金▶ 9,000 万円	 従業員数▶ 298人（グループ連結）	 設立年度▶ 1971年
代表者▶楠野	寿也	 担当▶広報担当	森下
所在地▶〒 141-0031	東京都品川区西五反田 5-5-7 テスコム五反田ビル
Tel.	03-5719-2061 ／ Fax.	03-5719-2085
URL.	https://www.tescom-japan.co.jp
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 株式会社
▶電気機械器具製造業

流体機器の制御に関する製品を、開発か
ら量産まで一貫して内製できる高い技術
力を保有。25 年以上ものづくりを行い、
今なお新たな分野・地域への進出を図る、
チャレンジ精神と柔軟性を持った企業です。

▶他社との差別化ポイント
お客様のニーズを仕様から設計、製作まで内製化し対応
いたします。短納期、低価格、高品質な製品を提供する
ことが私どもの目標です。半導体装置で培った技術を自
動車、食品、医療などに応用したいと考えています。

▶得意な技術、製品
「温度・圧力・流体を科学する」が弊社の事業方針です。
お客様のニーズを形にしワンストップで製品を提供します。
主な製品は半導体関連装置でスラリー供給装置、薬液供
給装置、高圧ポンプ、純水加熱装置等があります。

自社生産拠点▶八王子市小宮町 785-1
主要設備▶純水供給装置、エアコンプレッサ、チェーンブロック２ｔ２機
主要取引先▶㈱東京精密、コスモ計器㈱、日亜化学工業㈱、㈱高田工

業所
海外展開事例、海外拠点▶台湾新竹、台湾高雄、中国上海各代理店
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2016年度発明奨励賞受賞

資本金▶ 1,804 万円	 従業員数▶ 16人	 設立年度▶ 1994年
代表者▶芦田	春幸	 担当▶芦田	春幸
所在地▶〒 192-0031	東京都八王子市小宮町 785-1
Tel.	042-646-4612 ／ Fax.	042-646-4613
URL.	https://www.technomate.co.jp	／ E-mail.	info@technomate.co.jp	

株式会社 テクノメイト
▶電気機械器具製造業

「2018年度グッドデザイン賞」を受賞したNobby	by	TESCOM

薬液供給装置
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磁気を操る技術で世界に安全と安心を届
ける会社です。磁気を利用し金属製品の
表面キズ検査、永久磁石に磁気を着磁・
脱磁。見えない磁気を測定・評価する機
器の開発・製造・販売をしています。

▶他社との差別化ポイント
磁気を応用した開発型製造（実験・開発・設計・製品化）
が強み。
開発に専用シュミレーターの磁気解析を使うことで信頼
を得ています。
今後、検査機器は画像処理を導入し、EV モータ、ロボッ
トモータの着磁も自動化・無人化対応する予定です。

▶得意な技術、製品
磁気の応用範囲は広く、当社は下記の製品に利用するこ
とに長けています。
１）非破壊検査装置（磁気探傷、渦流探傷、画像処理）
２）永久磁石着磁装置・脱磁装置（ロボット、EV、センサー用）
３）BH アナライザー、マグネットアナライザー、計測評

価装置

自社生産拠点▶本社工場（東京都北区）
主要設備▶誘導電圧調整器、BH カーブアナライザー、恒温槽、
6000V高圧着磁電源装置、マグネットアナライザー
主要取引先▶トヨタ自動車、本田技研、アイシン、デンソー、JR、
　日本製鐵、JFE スチール、日立製作所、三菱電機、パナソニック、
マブチモータ
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001:2015　ISO14001:2015
海外展開事例、海外拠点▶当社専門商社・エージェントを活用
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業

資本金▶ 3,600 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1957年
代表者▶児島	隆治	 担当▶児島	隆治
所在地▶〒 115-0051	東京都北区浮間 5-6-20
Tel.	03-5970-8681 ／ Fax.	03-5970-8680
URL.	https://www.emic-jp.com／ E-mail.	info@emic-jp.com
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 株式会社
▶電気機械器具製造業

様々な分野で利活用が進むリチウムイオ
ンバッテリーの高度な制御技術（バッテ
リーマネジメントシステム、BMS）をコ
ア技術として、E- モビリティの普及促進
と再生可能エネルギーの導入拡大に貢献
します。

▶他社との差別化ポイント
電池セル単位、電池モジュール単位でのバランス制御技
術、電池システムの並列化技術により、用途・容量の大
小に対応した製品を供給可能です。

▶得意な技術、製品
リチウムイオン電池制御技術を生かした、各種用途、機
能を用いた製品開発を得意としています。
・対応電圧：24V～ 1000V
・用途：電動フォークリフト等のモビリティ領域、蓄電
システム等のエネルギー領域

・主な機能：電池のモニタリング、電池残量や劣化状態の算出・管理

自社生産拠点▶無し（ファブレス企業のため、研究開発拠点のみ）
主要設備▶充放電設備、恒温槽、電気工作機器
主要取引先▶中国自動車メーカ、電池メーカ
取得資格、認証（ISO等）▶特許　国内 12件　海外 14件（米国・欧州・
中国・台湾）
海外展開事例、海外拠点▶ 2012 年、中国（上海）に営業拠点として
子会社設立
公社利用事業▶グローバルニッチトップ助成事業、ニッチトップ育成支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶日経「ネクストユニコーン調査」選出
　（2017年、2018年）

資本金▶ 75,281.5 万円	 従業員数▶ 21人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶井上	真壮	 担当▶小坂	真
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 7丁目 3番 1号　東京大学アントレプレナープラザ 202
Tel.	03-5844-6011 ／ Fax.	03-5844-6073
URL.	https://www.nextes.jp ／ E-mail.	inquiry@nextes.jp	 	 	 	 	
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olutions 株式会社
▶電気機械器具製造業

キズ検出試験 ロボット調整
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