
専門知識を持った少数精鋭の会社です。
常にお客様に満足頂ける情報、製品、メ
ンテナンス、修理などトータルサービス
の提供を心がけております。会社の組織
は本社及び営業拠点からなり、全国営業
を行っております。

▶他社との差別化ポイント
自社開発のアクティブ電極を搭載した「どこでも安定し
て計測できるポリメイト」として信頼を得て、研究機関
や多くの産業分野での製品開発に活用されています。

▶得意な技術、製品
神経生理学研究分野への製品・情報・技術の提供を事業
基盤とし、脳神経科学・生理学・心理学の研究分野へ事
業展開します。国産第 1 号の脳波計を開発した優れた技
術集団であった旧三栄測器の脳波計技術者が中心になり
開発されたのがポリメイトです。

自社生産拠点▶本社（東京都文京区）・営業拠点（東京・大阪）
主要設備▶顕微鏡、周波数発信機、レジスタンスアッテネータ、
　基準電源	他
主要取引先▶大学及び研究機関

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 32人	 設立年度▶ 1985年
代表者▶上原	健司	 担当▶目形
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 3-18-14	本郷ダイヤビル 6階
Tel.	03-3818-8631 ／ Fax.	03-3818-8632
URL.	http://www.miyuki-net.co.jp/jp/ ／ E-mail.	megata@miyuki-net.co.jp

株式会社 ミユキ技
ギ

研
ケン

▶電気機械器具製造業

フジタ・ジャパンは「光学製品のプロ
デューサー」です。40年間培った企画開
発力を生かし、ニッチなニーズに応える
光学製品作りを展開。さまざまな企業の
ハブとなってゼロから製品を作る役割を
果たしています。

▶他社との差別化ポイント
お客様の困りごとを的確に捉えた企画・製品作りが最大
の強み。
これまでにない機能や価値を付加した、他社が真似でき
ない新製品（特許取得）を展開しています。

▶得意な技術、製品
【開発製品例】
・「細径配管点検用パイプカメラ」
最長 70m まで伸びるケーブルの先に回転・首振り機能を
備える。下水道点検などに活躍。
・『高所撮影 Jidoribo-Pro』
三脚の上に、角度調整機構とカメラを装備。高所や橋梁の点検に最適です。

自社生産拠点▶東京都板橋区（自社試作現場）及び協力工場
主要設備▶企画 /試作現場のみ
主要取引先▶通信関係、建築関係など
取得資格、認証（ISO等）▶特許第6450494号　特許第6551958号
海外展開事例、海外拠点▶台湾、韓国、中国
公社利用事業▶ビジネスチャンス提供事業、知財相談、
　販路プロデュース事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 8人	 設立年度▶ 1979年
代表者▶藤田	登美雄	 担当▶藤田	登美雄
所在地▶〒 174-0063	東京都板橋区前野町 2-14-12	丸好ビル 2-3F
Tel.	03-5916-0711 ／ Fax.	03-5876-4777
URL.	http://www.fujita-jpn.co.jp	／ E-mail.	t.fujita@fujita-jpn.co.jp	 	 	 	

株式会社 フジタ・ジャパン
▶電気機械器具製造業

ポリメイトプロ

JidoriboPro は展示会で来場者の関心を集めている
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各種船舶用・工業用温度計及び計測器の
メーカーです。2020年末の水銀製品製造
禁止に向け、舶用エンジンの排気温度計
測や冷凍機冷却媒体の低温度測定に、棒
状水銀温度計の代替となる新製品を製造
しています。

▶他社との差別化ポイント
直感的な把握に便利なバーグラフ表示の他、読み取りや
すいデジタル数字表示により視認性に優れています。断
熱分離構造（特許取得）により、ネジ部の耐熱温度は
300℃を実現。計測温度範囲：０～ 725℃、表示分解能：
１℃。水銀式温度計相当の小型寸法。

▶得意な技術、製品
YMT-700：電子ペーパー表示器を採用した船舶・陸上・
工業用水銀代替温度計。非水銀式でＫ型熱電対による正
確な測定が行えます。

自社生産拠点▶橋本工場
主要設備▶環境試験室、標準白金抵抗器３台、他試験用計測器 120点以上
主要取引先▶大学、計測器メーカー、造船所、エンジンメーカー、
　冷凍機メーカー等

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 34人	 設立年度▶ 1952年
代表者▶村山	潤	 担当▶戸口	勝利
所在地▶〒 153-0064	東京都目黒区下目黒 2-13-10RK ビル６F
Tel.	03-6417-9800 ／ Fax.	03-6417-9801
URL.	http://www.murayama-denki.co.jp ／ E-mail.	info@murayama-denki.co.jp

株式会社 村
ムラ
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▶電気機械器具製造業

最先端の技術と、電子部品実装の老舗な
らではのノウハウを武器に、はんだ材料、
実装工程、リワーク工程のトータルソ
リューションを提供します。今後は国内
のみならず、海外市場の開拓も強化して
いきます。

▶他社との差別化ポイント
自社で開発、設計、製造、サービスを行うことでお客様
のご要望をいち早く製品に反映。最新のリワーク装置は、
特許申請済のビジュアルムーブ機能によって究極なスキ
ルレスを実現し、市場で注目されております。

▶得意な技術、製品
主に電子実装基板・部品の修正・再利用・部分実装に使
用するリワーク装置の開発・製造・メンテナンス、及び
半田・フラックスなどの電子材料、電子実装に関わる装
置のコンサルティング販売を事業内容としています。

自社生産拠点▶青梅事業所（西多摩郡）
主要設備▶Ｘ線検査装置、マイクロスコープ
主要取引先▶サンケン電気（株）、新電元工業（株）、千住金属工業（株）、他
取得資格、認証（ISO等）▶CEマーク取得予定
海外展開事例、海外拠点▶中国に現法：名商申 亀子（深セン）有限公司
を設立、他諸国は代理店
公社利用事業▶海外展開総合支援事業、市場開拓助成事業他

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 19人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶川杉	敦子	 担当▶市川	禎
所在地▶〒 167-0034	東京都杉並区桃井 1-3-2
Tel.	03-3396-2161 ／ Fax.	03-3394-5331
URL.	http://www.e-meisho.co.jp ／ E-mail.	t-ichikawa@e-meisho.co.jp

メイショウ 株式会社
▶電気機械器具製造業

YMT-700

次世代リワーク装置
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業務用加湿器 / 空調周辺機器の専業メー
カーとして独自開発した製品が多数あり
ます。主に加湿空調を通して健康で住み
よい環境の実現や消費者に瑞々しい生産
物の提供等をお手伝いしています。

▶他社との差別化ポイント
独自開発の技術に特許を取得することで差別化を実現。
〈加湿器〉
・PTC蒸気式：高い安全性により、国内では唯一天井設置可能
・超音波式：雑菌防止システム（UVランプ）による衛生加湿
・気化式：加湿エレメントを約１分で交換可能（デルタX）
〈空調機ドレン処理吸引装置〉　
・真空吸引技術で数十台分のドレンを一括処理

▶得意な技術、製品
〈加湿器〉
・蒸気式：PTC蒸気加湿器	
・超音波式：ラインナップ多種（ショーケース、冷蔵倉庫等）
・気化式：天井カセット型デルタＸシリーズ
〈空調周辺機器〉
・空調機ドレン排水処理器

自社生産拠点▶本社工場：東京都八王子市、営業拠点：新宿、大阪、
名古屋、福岡
主要設備▶溶接及びプレス機（多種）、リベッティングマシーン、精密恒温機
主要取引先▶ユアサ商事㈱、㈱日立プラントサービス、東テク㈱
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶拠点：台湾、中国、香港、アセアン、欧州等
公社利用事業▶製品改良・規格等適合化支援事業、販路開拓系助成、
海外販路開拓支援、東京都ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業、
市場開拓助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2016年	第 42回発明大賞功労賞	

資本金▶ 3,400 万円	 従業員数▶ 48人	 設立年度▶ 1982年
代表者▶安藤	磐	 担当▶川井	和子
所在地▶〒 193-0832	東京都八王子市散田町	5-6-19
Tel.	042-665-8846 ／ Fax.	042-661-3886
URL.	http://	www.ucan.co.jp	／ E-mail.	info@ucan.co.jp	 	

ユーキャン 株式会社
▶電気機械器具製造業

当社は光源機器の開発・製造を中心に事
業展開をしてきました。先端技術・研究
開発に携わるお客様のニーズに耳を傾け、
光源・電源開発技術を駆使して、新しい
製品を実現するオーダーメイド光源メー
カーです。

▶他社との差別化ポイント
他社が手掛けたがらない細かい要求に応じ続けてきたこ
とで、「オーダーメイドなら山下電装」という一定の評価
を頂きました。これまでに得た光学知識や開発ノウハウ
を基に、医療や自動車、航空宇宙等の分野にも積極的に
挑戦します。

▶得意な技術、製品
太陽電池の出力特性を評価するための光源「ソーラシミュ
レータ」や半導体シリコンウエハなどの表面欠陥を検査
する「魔鏡」を中心に、お客様のニーズに合わせた光源
機器の提供に注力して参りました。

自社生産拠点▶美山事業所
主要設備▶クリーンブース、スペクトルラジオメータ、計測機器
主要取引先▶三菱電機、日本ガイシ、IVT（中国）、国内外の大学・	

研究機関
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001:2015
海外展開事例、海外拠点▶米国、中国、台湾、韓国、インドに販売	

代理店を有する。
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、展示会等出展支援助成
事業等多数
受賞履歴（直近３年以内）▶八王子市中小企業新商品開発認定

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 16人	 設立年度▶ 1974年
代表者▶山下	昌彦	 担当▶山下	昌彦
所在地▶〒 192-0152	東京都八王子市美山町 2161-14
Tel.	042-650-7121 ／ Fax.	042-650-7120
URL.	http://yamashitadenso.co.jp ／ E-mail.	info@yamashitadenso.co.jp		 	 	 	
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 株式会社
▶電気機械器具製造業

PTC蒸気加湿器－天まい蒸気－

ソーラシミュレータ
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高周波と光の伝送技術における「独創的
技術開発」をモットーに、同軸コネクター
から計測用アクセサリ、同軸コンポーネ
ントなどのシステム製品に至るまで、豊
富なラインナップを有する国内唯一の専
門メーカーです。

▶他社との差別化ポイント
「ROF-Link」を中心に、コネクタからコンポーネント部
材等、通信・放送・計測分野の幅広いシステム構築ニー
ズに対し一貫した対応が可能です。弊社HPから、製品の
活用事例をご覧いただけます。

▶得意な技術、製品
高周波アナログ信号を光信号に変えて伝送する「ROF-
Link」をコアに、アンプ、フィルタと組み合わせることで、
通信・放送・計測・医療・宇宙等の幅広い分野で活用さ
れる高周波信号伝送システムの構築を得意としています。

自社生産拠点▶本社工場（昭島市）
主要設備▶各種アナライザ、オシロスコープほか各種測定器、試験機等
主要取引先▶携帯キャリア、放送局、研究機関、通信・放送・計測機器メー
カー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001 認証取得
海外展開事例、海外拠点▶韓国 Telcon 社との業務提携、
　ドイツ PMK者との業務提携
公社利用事業▶新・展示会出展支援助成事業、海外販路開拓支援事業　など
受賞履歴（直近３年以内）▶地域未来牽引企業に選定（経済産業省）

資本金▶ 7,000 万円	 従業員数▶ 70人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶林	雅弘	 担当▶小山	武雄
所在地▶〒 196-8501	東京都昭島市武蔵野 3-9-18
Tel.	042-544-6211 ／ Fax.	042-544-6246
URL.	https://www.stack-elec.co.jp ／ E-mail.	info@stack-elec.co.jp

スタック電
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子
シ

 株式会社
▶情報通信機械器具製造業

特殊金属や難削材の精密加工を得意とし
ております。創業以来、高い安全性や品
質保証が要求される航空機用ジェットエ
ンジン部品や宇宙機器用部品の精密加工
で培った確かな技術力でお客様のご要望
にお応えします。

▶他社との差別化ポイント
弊社は工程設計部門を有しており、作業手順書、検査
手順書を作成して受注部品の製造にあたっております。
JISQ9100 規格を認証取得してその思想をバックグラン
ドにして製品を製造しております。

▶得意な技術、製品
弊社の主力製品は、航空機エンジン部品及び宇宙機器部
品です。特に難削材加工に特化した設備を有しており、
５軸マシニングセンターを使用した高精度、複雑形状の
加工を得意としております。

自社生産拠点▶本社工場（羽村市）、第２工場（西多摩郡瑞穂町）
主要設備▶NC旋盤、マシニングセンター、ワイヤーカット、
　各種研磨機
主要取引先▶（株）IHI、（株）IHI エアロスペース、他 30社
取得資格、認証（ISO等）▶ JISQ9100 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、ビジネス
サポート TOKYO掲載
受賞履歴（直近３年以内）▶ IHI 相馬工場から３年連続ベストサプラ

イヤー賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 70人	 設立年度▶ 1961年
代表者▶大越	陽	 担当▶大越	陽
所在地▶〒 205-0023	東京都羽村市神明台 4-4-21
Tel.	042-555-6357 ／ Fax.	042-555-6585
URL.	http://www.tachikawa-sk.co.jp ／ E-mail.	akira-okoshi@tachikawa-sk.co.jp	
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 株式会社
▶輸送用機械器具製造業

ロケット用エンジンの燃料供給用ターボポンプ部品１式

ROF-LINK 活用事例 ROF-LINK 製品写真
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創意工夫の社是のもと、ホイールバラン
スウェイトの製造・販売を行っています。
現在では、視覚障害者用点字プレートを
開発し多角化に成功、アイデアやノウハ
ウを生かした研究開発により培った技術
力が強みです。

▶他社との差別化ポイント
ウエイトの脱落を防ぐ工夫や、ホイ―ルを傷めない工夫
などバランスウエイトの機能向上を図る特許、実用新案
を多数保有しています。
自動車整備を担当する作業者の方目線に立って作られた
製品群は、アフターマーケット市場で 30％のシェアを誇
ります。

▶得意な技術、製品
主力製品は自動車向けホイールバランスウエイト及び
チューブレスバルブです。ほかに、自動車整備用ナイロン・
ポリエチレン製品や視覚障害者用点字タイルを手掛けて
います。

自社生産拠点▶野田物流センター
主要設備▶鉛押し出し機、鉄バランスウェート貼り付け機
主要取引先▶大手カー用品店、自動車整備業者
海外展開事例、海外拠点▶ASEAN４ヶ国
公社利用事業▶海外販路開拓支援事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 21人	 設立年度▶ 1974年
代表者▶巌谷	祐一	 担当▶取締役部長　田中	重人
所在地▶〒 173-0004	東京都板橋区板橋 2-3-18
Tel.	03-3962-8261 ／ Fax.	03-3962-8263
URL.	https://www.maru-m.jp ／ E-mail.	info@maru-m.jp	 	

株式会社 マルエム
▶輸送用機械器具製造業

月井精密株式会社は金属や樹脂などを精
密に加工することを得意とした精密機械
部品の加工メーカーです。航空衛星・自
動車・医療・光学・計測機器など幅広い
分野にサプライヤーとして部品供給させ
ていただいております。

▶他社との差別化ポイント
日本国内では多品種少量生産や試作品の加工を行い、量
産品は弊社のタイ工場にて対応させていただきます。そ
のため、高品質な製品を低コストにてお届けすることが
可能です。特殊材の加工にも対応させていただきます。

▶得意な技術、製品
切削加工・研削加工・放電加工の技術を必要としたミク
ロンレベルの精密加工部品の製造からアッセンブリーま
でを行い、精密組み立て後のユニット納入も可能です。

自社生産拠点▶国内３工場（八王子市・相模原市）海外１工場
　（タイアユタヤ）
主要設備▶マシニングセンター・CNC旋盤・精密円筒研削盤・
　ワイヤー放電
主要取引先▶トヨタ自動車・NEC・ファナック・国立天文台・エドワーズ
海外展開事例、海外拠点▶タイアユタヤ工場
公社利用事業▶下請相談、知財相談、イノベーション多摩支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶文部科学大臣表彰	創意工夫功労者賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1981年
代表者▶名取	磨一	 担当▶名取	昂志
所在地▶〒 192-0352	東京都八王子市大塚 637
Tel.	042-677-8461 ／ Fax.	042-677-8712
URL.	https://www.tsinc.jp ／ E-mail.	t.natori@tsinc.jp
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 株式会社
▶輸送用機械器具製造業

丸物加工設備

角物加工設備
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「すべての人が、生きている限り自立した
生活を実現したい」。その思いから始まっ
た「人のためのロボット」を創出し、生活
を支援するイノベーションを起こす開拓者
たる、東京理科大学発ベンチャーです。

▶他社との差別化ポイント
強力アシスト力：最大 25.5kgf
簡単：動力が空気（電力不要）、装着 10秒、軽量（3.8kg）、
メンテナンス不要
低コスト：13.6 万円（性能を落とさず、自社従来品のさ
らに 3割弱の価格を実現）

▶得意な技術、製品
重作業における腰の負担を軽減させるウェアラブルロ
ボット「マッスルスーツ」を開発・販売。従業員の身体
を守ることで、腰痛等による休業や離職率の低減、労働
環境の向上に貢献します。

自社生産拠点▶営業拠点 1か所
主要取引先▶日本物産株式会社、株式会社山善、
　ユアサ商事株式会社
公社利用事業▶事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018	RedHerring100GlobalWinner

資本金▶ 4,941 百万円（資本準備金を含む）　従業員数▶ 30人	 　設立年度▶ 2013年
代表者▶古川	尚史	 　　　　		担当▶本多・小林
所在地▶〒 162-0825	東京都新宿区神楽坂 4-2-2	東京理科大学	森戸記念館 3階
Tel.	0120-046-505（平日 10：00～ 18：00）
URL.	https://innophys.jp ／ E-mail.	marketing-g@innophys.jp

株式会社 イノフィス
▶その他の製造業

資本金▶9,100 万円	 従業員数▶ 54人	 設立年度▶ 1916年
代表者▶江場	淳一	 担当▶涌井	功
所在地▶〒 186-0011	東京都国立市谷保 6-5-22
Tel.042-572-1397 ／ Fax.	042-573-1520
URL.	https://www.ueshima-seisakusho.co.jp ／ E-mail.	wakui@ueshima-seisakusho.com

▶得意な技術、製品
主にタイヤ用材料を測定する高分子材料試験機の設計、
製作を行っています。中でも摩擦、摩耗、疲労、粘弾性
のダイナミック試験機は得意な分野です。

▶他社との差別化ポイント
創業 100 年超の豊富な経験、高度な技術と開発力、プラ
ンニングから設計、製造、アフターケアまで一貫して行
います。-120℃のドライエアー供給を可能にした「サー
モジェッター」では液体窒素の代替等、半導体・航空宇宙・
食品分野等で急速冷却、冷凍を実現します。

自社生産拠点▶本社工場（東京都国立市）、営業拠点（大阪）
主要設備▶クリーンルーム　フライス盤　旋盤　ベンダー　シャーリング等
主要取引先▶国内タイヤメーカー　非タイヤゴムメーカー　ゴム材料メーカー
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001		ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶中国　韓国　台湾　ベトナム　アメリカ　
ヨーロッパ　タイ等
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、
　海外展開総合支援事業、外国特許出願費用助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶東京都中小企業振興公社中小企業表彰		

功労賞（2017年）

創業 100 年超のゴム材料試験機を得意と
するメーカーです。お客様のニーズを追
求し、計測・分析装置のグローバルオン
リーワン企業として業界を牽引しており
ます。また、医療・食品等の新分野展開
も図っております。

株式会社 上
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▶その他の製造業

マッスルスーツ Every（エブリィ）
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美しい江戸切子をお客様にダイレクトに
届ける事にこだわり、更に切子のスクー
ル事業を通して技術の伝承にも取り組ん
でいる当社。「江戸切子を用いたサービス
業を展開していく」という華硝らしさを
貫きます。

▶他社との差別化ポイント
設立時は大手硝子メーカーの下請でしたが、その後直接
販売をするため「江戸切子の店華硝」を設立。更にラン
プ等の新たなアイテムの製作、異業種コラボ、江戸切子
スクールの開校など独自の展開に取り組んでいます。

▶得意な技術、製品
伝統的硝子工芸「江戸切子」を製作。伝統的な文様だけ
でなく、独自に考案した紋様を用いている事が大きな特
徴で、完全オリジナル紋様「米つなぎ」は 2008 年の洞
爺湖サミットの際に国賓への贈答品に採用されました。

自社生産拠点▶本社
主要設備▶グラインダー
主要取引先▶直販のみ
公社利用事業▶東京都地域中小企業応援ファンド事業
　																			「東京手仕事」プロジェクト

資本金▶ 500万円	 従業員数▶ 16人	 設立年度▶ 1992年
代表者▶熊倉	節子	 担当▶熊倉	千砂都		
所在地▶〒 136-0071			東京都江東区亀戸 3-49-21		
Tel.	03-3682-2321	／ Fax.	03-3682-2396		
URL.	https://www.edokiriko.co.jp ／ E-mail.	hanashyo@edokiriko.co.jp	 	 	 	

株式会社 江
エ

戸
ド

切
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子
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の店
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華
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硝
ショウ

▶その他の製造業

「ドローン前提社会」と「新しい空域の経
済化」を革新的な重心制御技術で実現す
る注目のテクノロジースタートアップ企
業です。

▶他社との差別化ポイント
「4D	GRAVITY®」を始めとする独自技術に関して、100
以上の特許出願・登録がされています。エアロネクストは、
これらの知的財産を流通させて、世界中のドローンに実
装されることを目指しています。

▶得意な技術、製品
エアロネクストが開発した独自の重心制御技術「4D	
GRAVITY®」は、従来のドローンの基本性能を飛躍的に向
上させるほか、今までできなかった作業を可能にします。

主要設備▶ 3Dプリンター
主要取引先▶小橋工業株式会社
海外展開事例、海外拠点▶中国深センに現地法人を設立。現地企業2社
と提携しています。
公社利用事業▶事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶CEATEC	AWARD	2018	経済産業大臣賞

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 12人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶田路	圭輔		 担当▶広瀬	純也
所在地▶〒 150-0021	東京都渋谷区恵比寿西 2-3-5	石井ビル 6F
Tel.	03-6455-0626
URL.	https://aeronext.co.jp ／ E-mail.	hirose@aeronext.com

株式会社 エアロネクスト
▶その他の製造業

オリジナル紋様の「米つなぎ」を施したワイングラス

4D	GRAVITY® 搭載	「Next	DELIVERY®」
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高精度のガラス加工品などを生み出す、
技術力を持った会社です。血液分析キュ
ベットは国内トップシェアを誇ります。
さらに電界放出型Ｘ線管も世界初の実用
化に成功するなど、新しい技術や製品作
りに挑戦しています。

▶他社との差別化ポイント
熟練したガラス加工技術と科学の知識を融合させること
によって、最先端の技術・製品を生み出しています。当
社は、真空成型法を得意としております。今までにない
新しい方式で駆動するＸ線管球の製造に成功しており、
現在は、この技術を生かしてオーダーメイドの X 線管球
を作製しております。

▶得意な技術、製品
■精密ガラス加工部品
■一体成型による高精度のガラスキュベット
■オーダーメイドのＸ線管球の製造販売

自社生産拠点▶本社工場（青梅市）
主要設備▶自社開発設備
主要取引先▶医療用分析機器メーカー
公社利用事業▶事業承継塾、IoT・AI 導入支援事業

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 62人	 設立年度▶ 1971年
代表者▶鬼塚	好弘	 担当▶鬼塚	睦子
所在地▶〒 198-0023	東京都青梅市今井 3-9-18
Tel.	0428-31-4305 ／ Fax.	0428-31-3392
URL.	http://www.onizca.co.jp ／ E-mail.	info@onizca.co.jp	 	

株式会社 鬼
オニ

塚
ヅカ

硝
ガラ

子
ス

▶その他の製造業

新素材・難素材へのめっきでお困りごとがあ
れば、まずは当社にご相談ください。ガラス
やセラミックをはじめ、金属、プラスチック、
カーボン、複合材といった数多くの素材に対
応。また、試作から量産まで対応し、業界屈
指の品質にてお客様の要望にお応えします。

▶他社との差別化ポイント
●ガラスへのめっきー高周波の伝送損失の低減
●ガラス貫通穴加工ー精密・高品質な加工
●セラミックスへのめっきー実装性に優れた配線形成
　など、他にはない技術でお客様に選ばれています。

▶得意な技術、製品
高周波の伝送損失を抑制するガラスに着目し、高品質で
超高密度な微細穴加工とめっき技術を組み合わせ、ガラ
スインタポーザの形成を実現。高速通信、半導体製造装置、
航空・宇宙、医療など各種エレクトロニクス機器に提供
しています。

自社生産拠点▶本社工場（大田区）、開発拠点（テクノマーク／大田区）
主要設備▶各種めっき処理設備、分析・解析装置
主要取引先▶複合機メーカー、光学機器メーカー、電子機器メーカー
など
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO9001 認証取得、ISO140001 認証

取得
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、新技術創出交流会

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 100人	 設立年度▶ 1946年
代表者▶海老名	伸哉	 担当▶営業部
所在地▶〒 144-0033	東京都大田区東糀谷 5丁目 22番 13号
Tel.	03-3742-0107 ／ Fax.	03-3745-5476
URL.	https://www.ebinadk.com／ E-mail.	contact@ebinadk.com

ヱビナ電
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 株式会社
▶その他の製造業

ガスバーナー加工

最先端 R&Dで業界をリードする次世代表面処理のパイオニア
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「人の心を豊か」にする、動く広告のパ
イオニアとして約 70 年。自社ブランド
「KOKUSAI	DSP.」は日本製にこだわり。
蓄積された高い技術力を土台とし、企画～
製造・販売まで一貫対応、OEMも承ります。

▶他社との差別化ポイント
企画、開発、製造、販売まで一貫して行っています。よ
り効果的に動きを使うためデザイン面や構造面からご提
案することができます。

▶得意な技術、製品
通常の広告と比べ２倍以上の効果を生む「動く広告」の
トップメーカーです。
注目させる、癒しを与える、楽しさを感じさせるなど、様々
な効果を動きによって付加させます。広告のほかにも太
陽電池で動く「ソーラートイ」や動きのあるインテリア
ブランド「KOKUSAI	DSP.」も手掛けています。

自社生産拠点▶本社、工場（千葉県野田市）
主要取引先▶大日本印刷（株）、凸版印刷（株）、（株）エトワール海渡
海外展開事例、海外拠点▶海外代理店への販売
　　　　　　　　　　　　海外協力工場　（台湾・中国）
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、東京くらしのフェスティバル
受賞履歴（直近３年以内）▶第３回モノづくり企業ＣＭ大賞

資本金▶ 9,900 万円	 従業員数▶ 11人	 設立年度▶ 1950年
代表者▶伊藤	恒夫	 担当▶小林
所在地▶〒 113-0023	東京都文京区向丘 2-15-5
Tel.	03-3828-2286 ／ Fax.	03-3828-2288
URL.	http://www.kokusai-dsp.co.jp ／ E-mail.	support@kokusai-dsp.co.jp	 	 	 	

国
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 株式会社
▶その他の製造業

当社は、「100 年前も 100 年後も欲しい
と思えるものづくり」を目指しています。
機能性とデザイン性を兼ね備えた製品で、
園芸業界に革新を起こすべく、日々挑戦
を続ける企業です。

▶他社との差別化ポイント
胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物までどんな
植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができる
唯一の家庭用水分計です。

▶得意な技術、製品
植物用水分計サスティーは pF 値（有効水分域）を家庭用
水分計では世界で初めて採用しています。
それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の
可視化です（特許第 5692826 号）。栽培農家などプロが
使うクオリティで、植物の根腐れや水枯れなど、水やり
の失敗を防ぎます。

自社生産拠点▶ファブレス
主要設備▶射出成型金型
主要取引先▶大原種苗、横浜植木、豊明花き、高森コーキ、
　グンゼグリーン
取得資格、認証（ISO等）▶特許第 5692826 号
海外展開事例、海外拠点▶ドイツ（フランクフルト倉庫）
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

資本金▶ 1,756 万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2013年
代表者▶折原	龍	 担当▶黒川
所在地▶〒 108-0073	東京都港区三田 3-1-23	メザキビル 3F
Tel.	03-6875-2144 ／ Fax.	050-3730-0703
URL.	http://sustee.jp ／ E-mail.	info@cabinotier.co.jp

キャビノチェ 株式会社
▶その他の製造業

ソーラートイ	「ソーラー赤ちゃん招き猫」 KOKUSAI	DSP.	「amaoto」

水やりチェッカーサスティー
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当社は創業以来、セルロイドを皮切りに、
すべての合成樹脂へと拡大していき、そ
の後加工分野にも進出しました。素材の
可能性を追求し、社会へ貢献していくこ
とが当社の理念です。

▶他社との差別化ポイント
試作室があり迅速な提案が可能で、自社工場のほか、国
内外の協力加工工場にて生産しており品質管理に万全を
期しています。また最近は医療・介護分野にも挑戦して
おり、大手医療機関等との共同開発も行っています。

▶得意な技術、製品
当社は 1947 年に合成樹脂専門商社としてスタート、そ
の後加工分野に進出し「合成樹脂素材の加工商社」とい
う事業特性で 70 年以上の歴史があり、文具・雑貨から各
種資材など幅広い分野でご活用頂いております。

自社生産拠点▶自社工場（大阪府八尾市）
主要設備▶NC高速精密多目的裁断機、高周波ウエルダー機、他
主要取引先▶大手文具メーカー、大手医療機器メーカー、他
取得資格、認証（ISO等）▶第三種医療機器製造販売業（大阪府）
海外展開事例、海外拠点▶上海駐在員事務所
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、
　中小企業プロモーション支援事業、他
受賞履歴（直近３年以内）▶ PVC	Design	Award	2017（準大賞）、
　PVC	Design	Award	2016（優秀賞）

資本金▶ 7,600 万円	 従業員数▶約 150人	 設立年度▶ 1948年（創業 1947年）
代表者▶海渡	清	 担当▶総合企画推進部
所在地▶〒 103-0002	東京都中央区日本橋馬喰町 1-13-14
Tel.	03-3663-6161
URL.	https://www.sanyo-ltd.com／ E-mail.	k-ueno@sanyo-ltd.com	 	 	 	 	

株式会社 三
サン

洋
ヨウ

▶その他の製造業

画像処理 /AR 技術を中心とした研究開発
を推進してきました。特にトラッキング
技術を中核に放送・スポーツ・広告・出版・
ゲームと幅広い領域にて利用される画像
処理のライセンスおよびサービス提供を
行っています。

▶他社との差別化ポイント
コア技術は全て社内リソースで開発することを指針とし
ております。そのためクライアントのニーズに応じたき
め細かいカスタマイズや、新しい技術の開発といったプ
ロジェクトに柔軟に対応することができます。

▶得意な技術、製品
画像処理を中心としたソフトウェア開発を得意としています。
コアとなる技術：トラッキング処理、Visual	SLAM
①リアルタイム性が必要な処理を
②軽量なハードウェアで動作できます。

（技術提供例：テレビ／放送分野でのリアルタイム映像合成・データ解析、スポーツ選
手・ボールなどのトラッキング、ロボット自動制御のための自己位置同定・測量など）

自社生産拠点▶本社
主要取引先▶株式会社テレビ朝日、凸版印刷株式会社、
　株式会社テレビ東京など
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業
次世代イノベーション創出プロジェクト 2020助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017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	奨励賞

資本金▶ 2,778 万円	 従業員数▶ 11人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶林	建一	 担当▶大森	裕介
所在地▶〒 102-0093	東京都千代田区平河町 2-7-3	PMO平河町 2F
Tel.	03-6380-8006 ／ Fax.	03-6380-8005
URL.	https://qoncept.co.jp ／ E-mail.	contact@qoncept.co.jp

株式会社 Q
コンセプト

oncept
▶その他の製造業

八尾工場

野球向けトラッキングシステム「Baseboy」
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2020 年に創業 80年を迎える医療機器の
ファブレスメーカーです。泉のように湧
き出すアイディアでいくつもの「日本初
製品」を開発して参りました。これから
も患者様のために、泉工医科工業は進み
続けます。

▶他社との差別化ポイント
・全国医療機関を訪問し、ニーズ・シーズを探り製品を
具現化するため、求められる製品の開発が可能です。

・手術室で使用する主な治療機器の製造販売に注力しま
す。

▶得意な技術、製品
・	人工心肺装置、人工肺、人工弁、人工心肺回路、体外
循環カニューレに代表される人工臓器および体外循環
用ディスポーザブル製品

・IABP、ECMO等の補助循環装置
・手術室で使用される電気メス、麻酔システムおよび麻
酔回路等のディスポーザブル製品

自社生産拠点▶埼玉県　春日部市、フィリピン国　セブ市
主要設備▶滅菌装置、シリコンコーティング装置
主要取引先▶国公立大学医学部附属病院、私立大学医学部附属病院
取得資格、認証（ISO等）▶第一種医療機器製造販売業、ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶フィリピン国　セブ市
公社利用事業▶知的財産戦略導入支援事業、外国特許出願費用助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶第 30回中小企業優秀新技術・新製品賞

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 694人	 設立年度▶ 1950年（創業 1940年）
代表者▶代表取締役会長	青木	眞／代表取締役社長	青木	正人	 担当▶生産開発本部	高安	裕子
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 3-23-13
Tel.	03-3812-3251 ／ Fax.	03-5689-5829
URL.	http://www.mera.co.jp/ ／ E-mail.	soumu@mera.co.jp
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 株式会社
▶その他の製造業

株式会社セベル・ピコは宝飾・宝飾部品
の専門メーカーです。1973年の創業以来、
「使い勝手の良い美しい商品をお客様に楽
しんでいただく」という理念のもと、一
貫して独自開発の製品を製造販売してお
ります。

▶他社との差別化ポイント
●特許・意匠等の知財権を取得した独自技術の製品群で
競合社との差別化を図ります。

●近年は自社開発力を生かした新しい和楽器「シャミコ」
の開発・製造・販売も手掛けています。

▶得意な技術、製品
宝飾用パーツ・アクセサリーの製造・加工
・ワックス・三次元CAD等による原型製作
・金型製作、プレス加工、ロストワックス鋳造、レーザー、
切削、研磨加工

・金・銀・プラチナ・ステンレスに加え、チタンの加工
製造も小ロットから承ってます。

自社生産拠点▶東京工場、愛媛工場（真珠加工も行う）
主要設備▶放電加工機、ワイヤーカット、NCフライス、旋盤、プレス
主要取引先▶（株）ミキモト装身具、（株）大月真珠、（株）TASAKI
海外展開事例、海外拠点▶フィリピン工場（生産拠点）、
　タイ工場（生産・営業拠点）
公社利用事業▶外国特許出願費用助成事業、ニッチトップ育成支援事業

資本金▶ 3,300 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1980年
代表者▶二宮	朝保	 担当▶プロデュース事業部	川上	克伸
所在地▶〒 124-0013	東京都葛飾区東立石 2-19-6
Tel.	03-3694-8222 ／ Fax.	03-3694-8223
URL.	https://www.seberu-pico.com／ E-mail.	info ＠ seberu-pico.com	

株式会社 セベル・ピコ
▶その他の製造業

メラ人工心肺装置HASⅢ

真珠ネックレス用留金具と三味線「シャミコ」
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既成概念にとらわれない、顧客の潜在課
題を解決する力という強みを生かし、工
業部門、文化財部門、森林保全部門の三
つの領域に事業を展開。新規事業、生産
性向上、人材育成にも積極的に取り組ん
でいます。

▶他社との差別化ポイント
工業部門では静電気対策の専門家として ESD コーディ
ネーターを取得し、電子基板の搬送等製造現場に関して
様々なノウハウを蓄えています。
文化財部門は考古学において必需品とされる真弧や、博
物館で使用する土器台座など、「文化財総合サービス会社」
として業界のリーディングカンパニーとなっています。

▶得意な技術、製品
工業部門では電子部品・弱電メーカーへ、文化財部門で
は地方公共団体や大学へ搬送、保管用のコンテナの販売
を中心に、そこから派生する静電気対策製品、文化財保
存器機、森林保全機器などのオリジナル商品の開発、製造、
販売を行っています。

自社生産拠点▶八王子工場（東京都八王子市）、
　滋賀工場（滋賀県蒲生郡日野町）
主要設備▶油圧プレス（250T、150T）、CNC マシニングルーター、
パネルソウ、マルチカッティングマシン、熱罫線機
主要取引先▶ファナック（株）、パナソニック（株）、各都道府県及び

市町村 1000団体
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶韓国、フランス
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業、事業化チャレンジ道場

資本金▶ 6,000 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1975年
代表者▶河野	良子	 担当▶設楽	文法
所在地▶〒 192-0051	東京都八王子市元本郷町 1-25-5
Tel.	042-628-1100 ／ Fax.	042-622-1884
URL.	https://www.daiichigosei.co.jp ／ E-mail.	shitara@daiichigosei.co.jp	 	 	 	
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 株式会社
▶その他の製造業

日本でも数社しかない分光器専門メー
カーです。全ての自社製品はお客様の「相
談」から開発、実現。それを可能にする
のは社員の６割を占める熟練技術者達で
す。皆様の「計測したい！」を是非ご相
談ください。

▶他社との差別化ポイント
40年以上培ってきた分光技術を駆使して、お客様のニー
ズに合わせた専用測定機からデータベース等のソフトウェ
アまでの全ての開発をワンストップで対応可能です。

▶得意な技術、製品
分光器をベースとした各種分光計測システムの設計開
発を手がけています。「黒毛和牛の脂肪酸組成値（おい
しさの評価値）」を近赤外領域で非破壊測定する「FAT	
Analyzer」や、まぐろの脂肪含量を船上や市場で測定可
能とした「PiPiTORO（ピピトロ）」があります。

自社生産拠点▶本社工場（東京都西多摩郡日の出町）
主要設備▶ボール盤、デジタルマルチメータ、恒温槽、暗室、プレハブ冷蔵庫
主要取引先▶川重商事㈱ , 富士平工業㈱ , ワイエムシイ㈱
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001-2015 版
海外展開事例、海外拠点▶中国・韓国・台湾への販売代理店あり、	
東南アジアへの進出を模索
公社利用事業▶製品改良・規格等適合化支援事業、新技術創出交流会
受賞履歴（直近３年以内）▶日刊工業新聞社　第 29 回　読者が選ぶ	
ネーミング大賞　ユーモアネーミング賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1976年
代表者▶浦	明子	 担当▶浦	明子
所在地▶〒 190-0182	東京都西多摩郡日の出町平井 23-6
Tel.	042-597-3256 ／ Fax.	042-597-3208
URL.	http://somaopt.co.jp ／ E-mail.	sales@somaopt.co.jp
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▶その他の製造業

工業部門取扱商品　電子基板搬送・保管用ラックトレー 文化財部門取扱商品　真弧

まぐろ脂肪含量測定装置　PiPiTORO®
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創業から 87年間、産業用ヘルメットや墜
落制止用器具等を製造しています。お客
様に安全を提供するため、常に現場の声
に応えるような製品を開発してきました。
今後も更なる安全、快適、高機能化に貢
献していきます。

▶他社との差別化ポイント
・1932 年の創業以来、産業用ヘルメットメーカーの先
駆けとして、常に新製品の開発と品質向上努力を心掛
け、業界をリードしてきました。

・昨年には累計出荷個数１億個を突破しました。
・産業用以外の「頭を守る」分野全般に挑戦しています。

▶得意な技術・製品
１．産業用安全衛生保護具（ヘルメット、墜落制止用器

具など）
２．防災用具、用品（換気用風管など）
３．携帯用無線機
４．医療機器（担架など）
５．乗車用ヘルメット

自社生産拠点▶㈱常磐谷沢製作所	茨城工場（北茨城市）、
　相馬事業所（相馬市）
主要設備▶射出成形機等
主要取引先▶ゼネコン、大手製造業、官公庁等
取得資格、認証（ISO 等）▶ ISO9001（本社、茨城工場）、
　ISO14001（本社）
海外展開事例、海外拠点▶海外は代理店にて対応
公社利用事業▶先進的防災技術実用化支援事業、市場開拓助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶科学技術分野の文部科学大臣表彰の科学
技術賞（技術部門）

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 185人	 設立年度▶ 1950年（創業 1932年）
代表者▶谷澤	和彦	 担当▶営業部	宮﨑	良平
所在地▶〒 104-0041	東京都中央区新富 2-8-1　キンシビル
Tel.	03-3552-5581 ／ Fax.	03-3552-5576
URL.	https://www.tanizawa.co.jp ／ E-mail.	eigyo@tanizawa.co.jp
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▶その他の製造業

江戸木版画の技術と文化を普及・発展さ
せるために、版画の制作・販売だけでなく、
国内外での講演会・実演会の開催や、後
継者（職人）育成に尽力しています。

▶他社との差別化ポイント
浮世絵柄のポチ袋やインソールなど、常に新しい製品づ
くりを目指しています。また国内だけでなく、海外の展
示会出展や講演会、ワークショップを行うなど、江戸木
版画の普及活動にも積極的に取り組んでいます。

▶得意な技術・製品
当社の創業は安政年間で、初代から継承してきた「摺り」
の技術と、作品を総合的にプロデュースする企画力を強
みとしています。日本の伝統文化を代表する浮世絵復刻
版画から普段の生活でも使える雑貨まで、意欲的に制作
しています。

自社生産拠点▶本社工場（文京区）
主要取引先▶東京国立博物館、（株）小学館、（株）三越伊勢丹、歌舞伎座、
凸版印刷（株）
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、
ミラノサローネ等）
公社利用事業▶「東京手仕事」プロジェクト、地域の魅力を活かした
新ビジネス創出事業
受賞履歴（直近３年以内）▶平成 28年度、平成 30年度「東京手仕事」

プロジェクト支援商品認定

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 6人	 設立年度▶ 1963年
代表者▶高橋	由貴子	 担当▶高橋	由貴子
所在地▶〒 112-0005	東京都文京区水道 2-4-19
Tel.	03-3814-2801 ／ Fax.03-3811-7341
URL.	https://takahashi-kobo.com／ E-mail.	takahashi-kobo@mx9.ttcn.ne.jp	 	 	 	
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▶その他の製造業

ウルトラマン短冊（ⓒ円谷プロ） 木版画「摺り」

Crubo エアライト搭載ヘルメット
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介護用個別昇降テーブル「らくらくテー
ブル」を製造・販売しています。シンプ
ルな機能と使いやすさ、そして居心地の
良さと温もり感を追求して開発しました。
その他、メカニカル設計、試作、製作も
請け負っています。

▶他社との差別化ポイント
複数天板が独立して昇降するテーブルは、当社独自の技
術であり、知的財産を保有しています。現場ニーズを満
たす製品が全国の福祉施設様での採用につながっていま
す。

▶得意な技術・製品
老人福祉施設、障害者支援施設における臨床試験により
開発した介護用個別昇降テーブル「らくらくテーブル」
を主力製品としています。他、介護現場での課題を解決
する製品の試作やカスタマイズ商品も手掛けています。
他、メカニカル設計、試作、製作も請負っています。

自社生産拠点▶本社工場（東京都青梅市）
主要設備▶PTCワンスペースモデリング　ソリッドワークス
主要取引先▶札内工業（株）、（株）ソニック等
取得資格、認証（ISO等）▶かわさき基準（KIS）認証制度
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、東京都地域

中小企業応援ファンド

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 2人	 設立年度▶ 1992年
代表者▶沼倉	正毅	 担当▶沼倉	正毅
所在地▶〒 198-0052	東京都青梅市長淵 8丁目 172番地 1
Tel.	0428-21-3611 ／ Fax.	0428-21-3614
URL.	https://rakurakutable.jimdofree.com／ E-mail.	technom@d3.dion.ne.jp

有限会社 テクノム
▶その他の製造業

昭和 33 年 9 月の設立以降、あらゆる地
図の作成を行い、近年では情報ネットワー
ク社会に対応し、地図のあらゆる可能性
を追求。地域社会に貢献する「地図のコ
ンシェルジュ」を目指しています。

▶他社との差別化ポイント
アナログからデジタルまでトータルに空間情報サービス
を提供できることが強みであり、顧客である自治体から
支持されています。

▶得意な技術・製品
長年にわたる地図会社としてのノウハウを生かして、国、
地方自治体向けを中心に紙地図から、地図データ作成・
分析、GIS・マップアプリ開発まで「空間情報サービス」
における幅広い技術を有している。特に「デジタル道路
地図データベース（DRM）」の構築には、30年以上携わっ
ています。

自社生産拠点▶東京本社
主要設備▶PC
主要取引先▶（一財）日本デジタル道路地図協会、（株）日本工営、（株）長大
取得資格、認証（ISO等）▶ JIS	Q	15001 個人情報保護マネジメント
システム
公社利用事業▶先進的防災技術実用化支援事業

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 35人	 設立年度▶ 1958年
代表者▶田中	尚行	 担当▶企画開発部	垣内	博昭
所在地▶〒 174-0041	東京都板橋区舟渡 3-15-22
Tel.	03-3967-1782 ／ Fax.	03-3967-1503
URL.	https://www.chuogeomatics.jp ／ E-mail.	kakiuchi@chuogeomatics.jp

株式会社 中
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らくらくテーブル

地図・アプリ等
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動物実験関連機器を総合的に製造・販売
しています。単に物を提供するのではな
く、研究の成功をお手伝いすることが
当社の仕事と考え、アイディアを形にし
てきました。オリジナル製品は、およそ
700種類に及びます。

▶他社との差別化ポイント
通常の製品の製造販売に加え、一点ものや特注品への対
応を得意としています。また、施設設計や運営について
も情報を提供し、お客様と一緒に考えて提案を行います。
幅広い製品の取り扱いと長年のノウハウがあるからこそ
できるトータルコーディネート力がユーザー様に支持さ
れています。

▶得意な技術・製品
動物実験に関する設備・機器・器具を幅広く取り扱って
います。ファブレスメーカーとして多種多様な協力工場
様と連携をして既製品から特注品まで、多種多様な製品
を製作しています。

自社生産拠点▶ファブレスメーカーのため各種協力工場との連携
主要取引先▶全国の国公立大学・製薬企業・食品飲料メーカーなど
取得資格、認証（ISO等）▶第三種医療機器製造販売業許可
　特定建設業（管工事業）許可　他
海外展開事例、海外拠点▶ユーザー様からのご要望により海外への	
発送も対応
公社利用事業▶人材確保・育成総合支援事業、オーダーメイド研修　
など

資本金▶ 4,500 万円	 従業員数▶ 36人	 設立年度▶ 1946年
代表者▶夏目	知佳子	 担当▶秋山	博
所在地▶〒 113-8551	東京都文京区湯島 2-18-6
Tel.	03-3813-3251 ／ Fax.	03-3815-2002
URL.https://www.nazme.co.jp ／ E-mail.	n-info@nazme.co.jp
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▶その他の製造業

当社の強みは、唯一無二のデザイン性を
有する製品開発力です。特注品としての
世界に 1 つの自転車用ベルからノベル
ティー用の大ロットまで対応可能です。

▶他社との差別化ポイント
顧問デザイナーの協力のもと、月 2 回の開発会議にてデ
ザイン性の高い製品の開発に取り組んでいます。海外で
もニューヨーク近代美術館で販売されるなど、輸出を拡
大しています。

▶得意な技術・製品
自転車用ベルと店舗什器（スーパーや小売店舗のディス
プレイ製品）製造を主力事業としています。少量・多品
種を得意とし、金属からプラスチックまで様々な素材を
成型・加工・組立し、梱包・発送代行も可能です。

自社生産拠点▶本社工場（東京都荒川区）、埼玉工場（埼玉県加須市）
主要設備▶プレス機11台　ベンダー１台　溶接機11台　シャーリング１台
主要取引先▶mont-bell、（株）アスティー、外山産業（株）、河淳（株）、

（株）コザキトレイディング、MIRRYCLE	CORPORATION
海外展開事例、海外拠点▶台湾・中国に提携企業あり
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）▶ TB-552T（テクノベル）　第 12回 TASK
ものづくり大賞	優秀賞受賞 /TB-K4	森の鈴	Light　第 13 回 TASK
ものづくり大賞	奨励賞受賞

資本金▶ 4,650 万円	 従業員数▶ 27人	 設立年度▶ 1949年
代表者▶市村	晃一	 担当▶市村	晃一
所在地▶〒 116-0011	東京都荒川区西尾久 4-8-4
Tel.	03-3893-5741 ／ Fax.	03-3800-5081
URL.http://www.tokyobell.co.jp ／ E-mail.	info@tokyobell.co.jp
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▶その他の製造業

写真は飼育用ケージと小動物用麻酔器

消音機能付き熊避けベル『森の鈴』 自転車用ベル『GEARed	BELL』
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工場や工業用品で活躍する非粘着性や耐
蝕性、スベリ性のコーティング。こうし
た「機能性コーティング」を金属やガラ
スの表面に施す専門の会社です。12種類
以上の機能に対応し、製品の保護や高機
能化に貢献します。

▶他社との差別化ポイント
ハイパーコート：真空焼成により、プライマーレスで純
粋なふっ素樹脂膜を実現
PEEKCOAT®：非常に硬い耐摩耗性の塗膜
ノンスティック：高粘度の物でもくっ付かない塗膜

▶得意な技術・製品
ふっ素樹脂や PEEK 樹脂などの高機能樹脂、セラミック
系塗料の塗装を行う会社です。熟練の職人が手作業で施
工し、金属やガラス・セラミック、樹脂の表面に非粘着性、
スベリ性、電気絶縁性、薬品耐蝕性（錆びない・溶けない）
などの機能を付加します。

自社生産拠点▶本社（荒川区）　工場（春日部工場　小山工場）
主要設備▶焼成炉１７台　連続炉４台　塗装ロボット２台　クリンブース２台
主要取引先▶食品加工設備、半導体製造装置、機械設備など　他800社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
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▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 87人	 設立年度▶ 1947年
代表者▶砂田	耕作	 担当▶江藤	勝彦
所在地▶〒 116-0002	東京都荒川区荒川 7-18-2
Tel.	03-3801-2165 ／ Fax.	03-3807-7139
URL.	http://www.nikken-toso.co.jp ／ E-mail.	info@nikken-toso.co.jp
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 株式会社
▶その他の製造業

葛飾区で30数年、大手企業様向け教育玩
具や遊戯機器を企画開発から設計生産ま
で手がけています。商品企画提案やメカ
設計等のノウハウを生かして、大手医療
機器メーカーと開発を行うなど、積極的
な事業展開を行っています。

▶他社との差別化ポイント
30 年以上のものづくり経験から、デザイン・試作等の「企
画提案」から「設計生産」まで一貫した体制で迅速な対応
が可能です。今後は医療機器産業へ取り組みを拡げます。

▶得意な技術・製品
商品具現化への仕様提案から試作・量産が出来ます。3D
モデリングソフトによる３次元造形、フィギュアから臓
器モデル等の形状設計、3DCAD を使用した機構設計も
得意であり、製品企画・開発の際はぜひご相談ください。
取扱材料は、樹脂を得意とします。

自社生産拠点▶本社内・提携協力工場・中国協力工場
主要設備▶3DCAD・3D造形ソフト、造形機・切削加工機ほか
主要取引先▶大手遊戯機器メーカー・通信教育メーカー・
　医療機器メーカー等
海外展開事例、海外拠点▶中国協力工場（数社有り）
公社利用事業▶医療機器等事業化支援助成事業、東京都知的財産総合

センター

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 17人	 設立年度▶ 1986年
代表者▶滝澤	岳明	 担当▶営業本部企画開発課	海老沼
所在地▶〒 124-0006	東京都葛飾区堀切 2-48-20
Tel.	03-3695-0301 ／ Fax.	03-3695-0302
URL.	http://www.nkn-co.jp ／ E-mail.	otoiawase@nkn-co.jp

株式会社 ニッケン
▶その他の製造業

PEEKCOATⓇによる軸受への塗装

3Dデータを加工中
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1939 年の創業以来、医療機器メーカーと
して着実に歩んでまいりました。常に現
場に足を運び、お客様のご要望をダイレ
クトに受け止めることで、医療技術の進
化に対応したより良い製品づくりを目指
します。

自社生産拠点▶川口工場（埼玉県川口市）
主要取引先▶病院、医療機器メーカー、製薬メーカー、代理店等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶海外の代理店、医療機器及び製薬メーカー、
病院等との取引あり
公社利用事業▶グローバルニッチトップ助成事業、
　外国特許出願費用助成事業等

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 186人	 設立年度▶ 1976年（創業 1939年）
代表者▶根本	茂
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 2-27-20
Tel.	03-3818-3541 ／ Fax.	03-3818-3684
URL.	https://www.nemoto-do.co.jp

株式会社 根
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▶その他の製造業

創業 50 年を超える分析機器製造メー
カー。国内のみならず海外特許出願を行
うなど、高い技術を背景に海外展開推進
中。イチオシのリサイクル分取 HPLC だ
けでなく、GC・GC/MS 用熱分解装置や
加熱脱着装置も製造しています。

▶他社との差別化ポイント
リサイクル法で分離能などの性能向上に努めたところ、
現在では分離精製目的の HPLC において競合する商品が
なくなりました。大学などの有機合成研究室などで使用
されております。

▶得意な技術・製品
定性・定量分析用の HPLC のスケールアップを図り有機
化合物の分離精製装置「リサイクル分取HPLC」を完成さ
せました。分離不十分な成分を、何度もカラムを通すこ
とにより、長いカラム使用時と同等の高分離能を得るこ
とができます。

自社生産拠点▶本社（東京都瑞穂町）
主要設備▶ガスクロマトグラフ質量分析装置、分取ＨＰＬＣ製造装置
主要取引先▶主な取引先は大学など
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001
海外展開事例、海外拠点▶韓国２箇所（販売拠点）	中国１箇所（販売拠点）
公社利用事業▶新展示会等出展支援助成事業、市場開拓助成事業、
　連携イノベーション促進
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2019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

資本金▶ 7,500 万円	 従業員数▶ 28人	 設立年度▶ 1965年
代表者▶大栗	直毅	 担当▶大栗	直毅
所在地▶〒 190-1213	東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 208
Tel.	042-557-2331 ／ Fax.	042-557-1892
URL.	https://www.jai.co.jp ／ E-mail.	info@jai.co.jp
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 株式会社
▶その他の製造業

▶得意な技術・製品
●先進技術を用い、独創的ではあるが安心・確実な検査
を可能とする製品を開発しています。

・CT用・MR用・AG用造影剤注入装置
・造影剤注入用ディスポーザブル製品
・医療画像用３次元画像処理器など
●病院に対しては、専門スタッフによる導入コンサルティ
ングから高品質な保守管理サービスまで提供しています。

▶他社との差別化ポイント
日本で初めて脳血管撮影を行った医師とともに「脳血管撮影用注入器」
を開発し、この開発から得た技術の蓄積に基づき、MRI や CT に特化
した世界初の注入装置を開発しました。その後も様々な工夫・ノウハ
ウを積み重ねた結果、順調に普及が進み、国内市場において高いシェ
アを有するとともに、海外にも製品を出荷し高い評価を得ています。

AG用造影剤注入装置「PRESS	DUO	elite」

リサイクル分取HPLC	LaboACE	LC-5060
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革靴のメーカーで、「世界の良質な革」と
「日本の技術」が織りなす最高の一足、オ
リジナルブランド「スコッチグレイン」
を履き心地にこだわり、東京・墨田区で
一貫生産しております。

▶他社との差別化ポイント
日本やヨーロッパの各国の厳選した最高の革を使用し、
一貫生産により細部の加工までこだわり品質を維持して
います。この生産体制と国内では少ない製法「グッドイ
ヤーウェルト製法」により、履き心地と品質、更にコス
トパフォーマンスの良さを実現しました。

▶得意な技術・製品
履き心地にこだわり、日産 460 足すべての製品をグッド
イヤーウェルト製法で製造。品質の維持をする為、ここ
数年でメインの機械をコンピュター制御の機械に入れ替
えました。

自社生産拠点▶東京都墨田区
主要設備▶トーラスター、スクイ縫い機、出し縫い機、底ロール	など
主要取引先▶トモエ商事（株）、（株）JR東日本リテールネット	など
公社利用事業▶革新的事業展開設備投資支援事業、自家発電設備等導

入費用助成金

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 161人	 設立年度▶ 1964年
代表者▶廣川	雅一	 担当▶酒井	洋
所在地▶〒 131-0034	東京都墨田区堤通 1-12-11
Tel.	03-3610-3737 ／ Fax.	03-3616-6915
URL.	https://www.scotchgrain.co.jp ／ E-mail.	sakai@scotchgrain.co.jp

株式会社 ヒロカワ製
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▶その他の製造業

重要なインフラである鉄道の保安装置を、
様々な条件に合わせ製造している当社。
鉄道事業者と共同開発にも取り組み多数
の特許を保有しています。更に海外事業
にも力を入れているグローバル企業でも
あります。

▶他社との差別化ポイント
製品は海外市場からの引き合いも多く、既に台湾、香港、
ミャンマーなどに輸出しています。そして現在取り組ん
でいるのが、南アフリカ共和国での市場開拓です。国際
協力機構（JICA）の採択事業として、数年前から現地で
当社製品を紹介し、実証実験を行った上で販売に繋げる
プロジェクトが進んでいます。

▶得意な技術・製品
鉄道レールの変形を防ぐ「座屈防止板」、レール転換に関
わる「信号保安用品」等を製造しています。

自社生産拠点▶大森工場／大田区大森東 5-12-14、
　市原工場／市原市うるいど南 4-3
主要設備▶マシニングセンター・大型転造盤・旋盤・フライス盤・オフセット加工機
主要取引先▶ JR各社、（株）京三製作所、	京浜急行電鉄（株）
取得資格、認証（ISO 等）▶東京都経営革新認定承認、東京都一般	
建設業機械器具設置工事業
海外展開事例、海外拠点▶香港地下鉄公団、台湾高速鉄道、英国
　（代理店）、南アフリカ他ODA関連
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、
　事業化チャレンジ道場

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 50人	 設立年度▶ 1981年
代表者▶林	研之介	 担当▶林	秀子
所在地▶〒 143-0012	東京都大田区大森東５丁目 12番 14号
Tel.	03-3762-8451 ／ Fax.	03-3762-8454
URL.	http://www.hayashisoji.com／ E-mail.	info@hayashisoji.com	 	
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 株式会社
▶その他の製造業

南アフリカでの座屈防止板の取付け状況
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IoT 化した自動販売機により「流通の自動
化・無人化」を目指しています。サイネー
ジの高い訴求力、多言語対応、各種決済
機能、防災情報の表示、多種多様な商品
の販売を特徴とする無人店舗運営を実現
します。

▶他社との差別化ポイント
高度な IoT を実現すると同時にエンタテイメント性豊か
な双方向性の高い演出が評価されています。食品販売に
おいても、食品衛生法の観点から困難とされていた完全
無人を可能にした IoT 店舗システムを実現しています。

▶得意な技術・製品
大型高額商品に対応した IoT自動販売機を展開しています。
Ｌアラートに対応し、防災情報をリアルタイムで表示します。
多国語表示にて、商品案内、観光情報、地図表示、乗換
案内等の情報を提供します。クレジットカード、電子マ
ネー、スマホ QR 等、キャッシュレス決済に対応してい
ます。ARにてバーチャルな映像演出を行っています。

自社生産拠点▶全ての製品を部品単位で調達し、ファブレスで製造
しています。
主要取引先▶イオンディライト株式会社、サンデン・リテールシステム
株式会社、株式会社ポケモン、富士電機株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISMS、Pマーク
公社利用事業▶先進的防災技術実用化支援事業、新製品・新技術開発
助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶無人自動運転配送システム特許７件取得

資本金▶ 108,239 万円	 従業員数▶ 26人	 設立年度▶ 1998年
代表者▶井部	孝也	 担当▶鈴木・角井	
所在地▶〒 101-0032	東京都千代田区岩本町三丁目 11番 6号	PMO秋葉原 3F
Tel.	03-5809-1099 ／ Fax.	03-5809-1239
URL.	http://www.v-sync.co.jp ／ E-mail.	info-adbo@v-sync.co.jp

株式会社 ブイシンク
▶その他の製造業

心身ともに豊かな生活を送るため、身体
の状態に気付き、「自分で身体の調子を整
える」をコンセプトに、機械（ホグレル
マシン）と機会（ホグレルスペース）を
提供。北海道から沖縄まで、全国で利用
実績があります。

▶他社との差別化ポイント
当社開発の動作改善マシン「Hogrel」は、主に肩甲骨や
股関節・骨盤周辺を動かすことを目的とした機器です。
全国の医療機関・治療院を中心に約 600 施設の導入実績
があります。

▶得意な技術、製品
当社の事業内容は、①	動作改善マシン「Hogrel」の製造・
販売、②	予防フィットネス「ホグレルスペース」の運営・
提案	です。身体に負担のかかりにくい効率的な動作へ改
善、健康寿命を伸ばし、高齢社会の課題に貢献します。

営業拠点▶本社（東京都）、直営店舗（東京都３店舗）
主要取引先▶アルケア株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶特許取得（トレーニング装置）
公社利用事業▶事業可能性評価事業、市場開拓助成事業

資本金▶ 2,412 万円	 従業員数▶ 24人	 設立年度▶ 2003年
代表者▶向川	是吉	 担当▶福原	智也
所在地▶〒 174-0061	東京都板橋区大原町 36-18
Tel.	03-5970-7833 ／ Fax.	03-5970-7878
URL.	https://www.hogrel.com／ E-mail.	info@hogrel.com	 	 	 	 	

ホグレル 株式会社
▶その他の製造業

高機能 IoT 自販機「スマートベンダー」

特許取得マシン　ディッピング S・インナーサイ S
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「日本の素敵で世界に快適を」という理念
のもと、顧客の声や時代のトレンドを反映
した商品を企画・販売しています。国内外
に 20の自社店舗を有し、自社 ECサイト
や雑貨店、アパレル店等販路も多様で、文
具業界において唯一無二の企業です。

▶他社との差別化ポイント
女性のニーズに適した軽さ、目的別のリフィルが評価さ
れ「マークスのシステム手帳」は第 28 回日本文具大賞デ
ザイン部門グランプリを獲得しました。

▶得意な技術・製品
編集制作会社だった前身の経験を生かした、良質なコン
テンツやデザインをまとったデザイン文具の開発が強み
です。国内外でロングセラーの「STORAGE.it」は、筆
記具や付箋の他、スマートフォンの収納や操作が可能で、
どこにでも持ち歩きたくなるノートとして開発しました。

自社生産拠点▶日本、中国
主要設備▶東京、大阪、福岡、パリ　
　店舗：東京、大阪、福岡、神奈川、愛知	他（GINZA	SIX、アトレ、マルイ等）
営業拠点▶伊東屋、インキューブ、東急ハンズ、プラザスタイル、ロフト
商品またはサービスの主なターゲット層▶ 20～ 30代の女性
海外展開事例、海外拠点▶フランス（パリ）、ドイツ（フランクフルト）
公社利用事業▶グローバルニッチトップ助成、知的戦略導入支援、
　人材ナビゲータ派遣支援　等
受賞履歴（直近３年以内）▶第 28回日本文具大賞デザイン部門
　グランプリ、東京都中小企業振興公社表彰	奨励賞（2016年）等

資本金▶ 8,000 万円	 従業員数▶ 209人	 設立年度▶ 1982年
代表者▶髙城	和彦	 担当▶阿部
所在地▶〒 154-0004	東京都世田谷区太子堂 1-4-24　萩藤ビル 3F／ 4F／ 6F
Tel.	03-5779-7550 ／ Fax.	03-3413-3261
URL.	https://marks.jp ／ E-mail.	sales@marks.jp

株式会社 マークス
▶その他の製造業

「雨・風・雪から外出した人を守り、安全
に帰宅していただく」をコンセプトに、「究
極の安全傘＝透明傘」を製造。業界の常
識を幾度も覆し、国産ビニール傘で付加価
値路線を突き進む、唯一無二の企業です。

▶他社との差別化ポイント
傘は壊れるもの。だから壊れにくく、かつ、壊れてもす
べて修理対応しています。１年でも永く使える傘、それ
がホワイトローズにとっての「エコ製品」と考えています。

▶得意な技術・製品
カバーはオレフィン系多層フィルムでベトつきにくく、
70℃～－ 20℃まで対応。内側から風の抜ける「逆支弁
機構（特許）」で強度を増しています。また、親骨・受骨
のグラスファイバーは折れにくく、手元はバランスを重
視し、使用時の疲労を軽減しています。

自社生産拠点▶旭工場（千葉県旭市）
主要設備▶高周波ウェルダー機、縫製加工ミシン等
主要取引先▶全国百貨店、写真電気工業、東急ハンズ	など　
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、販路プロ
デュース事業	など
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　

　台東区江戸創業事業所顕彰（2018 年度）

資本金▶ 3,500 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1953年
代表者▶須藤	宰	 担当▶須藤	宰
所在地▶〒 111-0042	東京都台東区寿２丁目 8-15
Tel.	03-3841-9601 ／ Fax.	03-3841-9600
URL.	https://whiterose.jp ／ E-mail.	office@whiterose.jp

ホワイトローズ 株式会社
▶その他の製造業

「STORAGE.it」
スタイリッシュさと利便性を兼
ね備えた”ペンケースのいらない
ノート”

「マークスのシステム手帳」
好みに合わせて選べるデザインのカ
バーや用途に合わせて選べるリフィル
が充実

究極の安全傘＝透明傘
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東京都の伝統工芸品である「江戸木目込
人形」と「江戸衣裳着人形」の両方を手
がける唯一の工房です。人形の原型から
衣装まですべて当社で手がけています。
伝統的な技術を生かし、現代の暮らしに
合う新たな製品の開発も行っています。

▶他社との差別化ポイント
・創業1920年、今年で100年目を迎える老舗の工房です。
・人形作り業界では頭（かしら）と胴の製造は分業ですが、
当社ではその両方を手がけています。

・頭は、原型作りから面相を描くまで当社で行うことに
より、独自の柔らかな表情を生み出すことができます。

▶得意な技術・製品
「幸一光」のブランド名で、国指定の伝統的工芸品である
江戸木目込人形と江戸節句人形（衣裳着人形）を基本に
製造しております。当社の製品は雛人形と五月人形が中
心ですが、近年は伝統的な技術技法を生かした新商品も
手がけています。工房ショップもございますので、お立
寄りください。

自社生産拠点▶東京都足立区　自社工場
主要取引先▶（株）フジキ工芸産業、（株）久月、（株）吉徳　など
取得資格、認証（ISO等）▶伝統工芸士（江戸木目込人形、江戸節句人形）、

東京都伝統工芸士、東京マイスター
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28年度	「東京手仕事」プロジェクト
商品開発	優秀賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1975年（創業 1920年）
代表者▶松崎	光正	 担当▶松崎	篤
所在地▶〒 123-0842	東京都足立区栗原 2-4-6
Tel.	03-3884-3884 ／ Fax.	03-3884-3886
URL.	https://www.koikko.com／ E-mail.	info@koikko.com

株式会社 松
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▶その他の製造業

常に「挑戦」を続ける樫本社長の下、多
様なガスを利用して高効率で発電ができ
る「未来のエネルギー」SOFC（固体酸化
物形燃料電池）で世界クラスの技術を持
つ当社。次なる新技術の開発が楽しみで
す。

▶他社との差別化ポイント
・SOFC スタックからモジュール、システムまで自社設
計・生産・評価ができるため、ワンストップでの対応
が可能です。

・長年蓄積してきた高い技術評価により、日本の SOFC
研究機関７割への製品提供実績があります。

▶得意な技術・製品
・SOFC ／ SOEC スタック、モジュール及びシステムの
設計・製品販売

・SOFC／ SOEC性能評価装置販売・評価試験受託
・様々なエネルギー問題解決のための共同研究（九州大
学との実績あり）

自社生産拠点▶東京都立川市　立川事業所
主要設備▶燃料電池評価装置５式、機械加工設備
主要取引先▶国公立研究機関、大学、民間企業研究所
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO：9001　2015認証取得
海外展開事例、海外拠点▶バイオガス SOFC発電、日本・ベトナム
　国際プロジェクト参加
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

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1987年
代表者▶樫本	明宜	 担当▶栗原	健
所在地▶〒 190-0022	東京都立川市錦町 6-23-3
Tel.	042-523-3221 ／ Fax.	042-523-3220
URL.	http://www.magnex.co.jp ／ E-mail.	magnex@maple.ocn.ne.jp

マグネクス 株式会社
▶その他の製造業

人形以外の製品 五月人形

バイオガス対応 SOFC発電システム
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非鉄金属系の切削加工、マイラーシート
等のビク抜き加工、機器組立・調整の技
術で、	部品加工から組立まで一貫した作業
が可能です。お客様第一主義を掲げ、品質・
納期・コストの面でお客様のお役にたち
ます。

▶他社との差別化ポイント
東京三鷹、群馬小川、群馬白倉の3拠点でそれぞれ大手企業の
下請けとしてお役に立てる事業を展開。昨今の環境の激変に備え
自社製品を持つことに挑戦し、Montrois（モントロワ）ブランドの
除菌消臭器ZiaFree（ジアフリー）を開発しました。知名度向上の
ため、「産業交流展」や「群馬ものづくりフェア」、「江戸・TOKYO
技とテクノの融合展」等、商談会、展示会に多数出展しています。

▶得意な技術・製品
①アルミ、黄銅の切削加工	
②ビク（トムソン）抜き加工
③機械組立・配線・調整
④除菌消臭器の製造・販売

自社生産拠点▶東京三鷹工場（本社）、群馬小川工場、群馬白倉工場主
要設備▶NC複合旋盤、ROBODRILL、NC旋盤、大型自動油圧裁断機、
ベンダープレス
主要取引先▶沖電気グループ、日立製作所、武蔵エンジニアリング、
三鷹光器
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、新製品・新技術開発助成事業、
中小企業ニューマーケット開拓支援、IoT 研究会
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	

奨励賞（2019年）

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 60人	 設立年度▶ 1967年
代表者▶深沢	洋史	 担当▶渡辺	章
所在地▶〒 181-0014　東京都三鷹市野崎 1-18-1
Tel.	0422-47-7426 ／ Fax.	0422-48-4723
URL.	http://www.miyama-seiko.co.jp ／ E-mail.	watanabe@miyama-seiko.co.jp

株式会社 三
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▶その他の製造業

冷媒用バルブや溶剤ガス（VOC）回収装
置の開発・製造・販売を行っています。
溶剤ガス回収装置は、工場内や大気中に
排出される有害な溶剤ガスを回収・再利
用することにより、環境対策とコスト削
減に貢献します。

▶他社との差別化ポイント
圧倒的な品質の高さでお客様の信頼を得てまいりました。
今後は、このニッチトップな独自の製品に IoT 技術を掛
け合わせ、付加価値の高い新しいサービスの創出に挑戦
し、更なる差別化を図ってまいります。

▶得意な技術・製品
溶剤ガス回収装置「REARTH®S シリーズ」は独自の圧縮
深冷凝縮方式により、除去率 99.9％を誇っております。
冷凍空調用バルブ「森川バルブ」は大型冷凍分野では国
内市場で 70％のシェアを得ております。

自社生産拠点▶長野事業所（長野県千曲市）、長野工場（長野県千曲市）
主要設備▶ガスクロマトグラフィ・ＶＯＣ分析計・溶接機・ＮＣ旋盤
主要取引先▶株式会社前川製作所・キヤノン株式会社・長瀬産業株式
会社など
海外展開事例、海外拠点▶環境事業において中国・台湾・タイ・	

シンガポールを中心に営業展開
公社利用事業▶中小企業事業化支援ファンド、経営人財 NEXT20、
知財相談

受賞履歴（直近３年以内）▶平成30年旭日単光章（代表取締役会長　
森川潔）、産業洗浄優秀新製品賞

資本金▶ 9,700 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 1961年
代表者▶森川	毅	 担当▶森川	毅
所在地▶〒 170-0013	東京都豊島区東池袋 5-45-5	AS ビル 4・5階
Tel.	03-5904-9945 ／ Fax.	03-5904-9946
URL.	http://www.morikawa-ltd.co.jp ／ E-mail.	tsuyo-morikawa@morikawa-ltd.co.jp

株式会社 モリカワ
▶その他の製造業

溶剤ガス回収装置　REARTH®S シリーズ

マシニングＣライン
除菌消臭器

ZiaFree（ジアフリー）
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大学発ベンチャーとして高い技術力を武
器に研究開発を続け、手術用ロボットを通
じて患者に安心・安全という価値を提供
します。科学技術を真に生きたものとする
ため、現場のニーズ把握を重視し、医療
分野に限らない産業の発展に貢献します。

▶他社との差別化ポイント
次なる挑戦は、この技術を活用した次世代手術支援ロボッ
トを世に送り出すこと。「安全性」「機能性」「操作性」を
兼ね備えた Made	in	Japan の手術支援ロボットのパイ
オニアを目指しています。

▶得意な技術・製品
従来の外科手術に代わる治療として患者さんの負担を軽減す
る「低侵襲（ていしんしゅう）治療」の担い手である手術用
ロボットの設計・開発・製造・販売を行っております。当社
の強みは世界に類をみない「空気圧制御」技術です。世界初
となる空気圧駆動型の内視鏡ホルダーロボット「EMARO」
の製品化に成功し、低侵襲治療の現場で活躍しています。

自社生産拠点▶本社
主要取引先▶東レエンジニアリング株式会社等
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO13485:2016 認証取得　
　第一種医療機器製造販売業
公社利用事業▶知的財産戦略導入支援事業　事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶経済産業省「J-Startup」選定

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 26人	 設立年度▶ 2014年
代表者▶川嶋	健嗣	 担当▶管理統括部
所在地▶〒 160-0017	東京都新宿区左門町 20番地　四谷メディカルビル 5F
Tel.	03-5919-4928 ／ Fax.	03-5919-4929
URL.	https://www.riverfieldinc.com／ E-mail.	info@riverfieldinc2.com

リバーフィールド 株式会社
▶その他の製造業

30年を越える豊富なウォータージェット
加工実績と日本屈指の技術力で、R&D小
ロットから量産まで幅広く対応しておりま
す。高価な難削材や断面評価用カットなど
お客様の要望に最大限お応えします！

▶他社との差別化ポイント
加工実績は 30 年を超え、どこよりも多くの実績と多彩な
ノウハウがあります。小型から大型までウォータージェッ
ト加工機を４台揃えているからこそ細かいご希望まで対
応が可能です。

▶得意な技術・製品
ウォータージェットの受託加工をメインとし、ウォーター
ジェット加工技術と加工品を提供します。あらゆる素材
を加工可能なウォータージェットと当社技術で、金属、
樹脂、セラミックスや複合材・積層材などあらゆる素材
加工を承ります。

自社生産拠点▶本社工場、荒井工場（第２工場）
主要設備▶ウォータージェット加工機　４台（最大2450×4300mm）
主要取引先▶東邦チタニウム関連、三菱電機関連ほか主要 40社　
　計 700社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO14001 認証取得
公社利用事業▶多摩 IoT フォーラム（TIF）、中小企業プロモーション
支援事業

資本金▶ 1,575 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 1981年
代表者▶米山	俊臣	 担当▶米山	俊臣
所在地▶〒 190-1222	東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 24-10
Tel.	042-556-2358 ／ Fax.	042-556-2131
URL.	https://www.yoneyama.co.jp ／ E-mail.	info@yoneyama.co.jp

株式会社 米
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▶その他の製造業

EMARO

GFRPや CFRPの JIS 準拠特殊樹脂
試験片切出し

大型ウォータージェット加工機
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東京大学での研究成果を基に、新たな乳
房用超音波画像診断装置の開発を目的と
して設立した、東大発のベンチャーです。
従来より体への負担が少なく、女性に優
しい検査の実現により、乳がんの早期発
見を目指します。

▶他社との差別化ポイント
乳がん検診に使われるマンモグラフィーと異なり、超音
波を使い、非接触で撮像するため、被ばくや痛みがあり
ません。また、自動で撮像可能なため、技師の技術に依
存する撮り漏らしのリスクが無く、また、誰が操作を行っ
ても再現性の高い画像が取得できます。

▶得意な技術・製品
ベッド型の乳房用超音波画像診断装置を開発しています。
超音波振動子をリング状に並べ、上下に移動させること
で、乳房全体の3D画像を自動で取得することが可能です。

自社生産拠点▶委託先工場（神奈川県）
取得資格、認証（ISO等）▶今後取得予定
公社利用事業▶次世代イノベーション創出プロジェクト、
　外国特許出願助成事業、ニッチトップ育成支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶大学発ベンチャー表彰 2017　
　アーリーエッジ賞、Plug	and	Play	Japan	Batch2	EXPO、
　Forbes	Japan	Rising	Star	Event

資本金	73,201 万円（資本準備金含む、2019年４月時点）　従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 2016年
代表者▶東	志保	 担当▶事業部
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 7-3-1　東京大学アントレプレナープラザ 701
Tel.	03-6240-0940 ／ Fax.	03-6240-0941
URL.	https://www.lilymedtech.com／ E-mail.	pr@lilymedtech.com

株式会社 L
リリー

ily M
メドテック

edTech
▶その他の製造業

40年間進化せずにいた画像処理技術にイ
ノベーションを。AI や機械学習に使用す
る、学習前の教師データ画像を鮮明にす
る「データ前処理」工程に注目し、処理
後の学習効果 13％向上を達成。更なる発
展に挑みます。

▶他社との差別化ポイント
・最も重要な３要素　エッジ、コントラスト、解像度の
３点すべての鮮鋭度向上＋超高速処理を実現

・PCT国際調査により先行技術なしを確認
・国立大学研究室にて、類似技術で最高と言われるリ
チャードソン・ルーシー法との比較実験を行い、画質、
速度とも同技術より優位との評価

▶商品またはサービスの特徴
・世界最高レベルの画像鮮鋭化性能と高速処理を両立
・現場の研究者が必要な解析機能に絞り込み
・ImageJ	などの汎用製品との高い互換性

営業拠点▶東京
商品またはサービスの主なターゲット層▶製造業における外観検査
主要取引先▶大手システム会社、メーカー、研究機関他
取得資格、認証（ISO等）▶プライバシーマーク、ISMS、QMS取得
海外展開事例、海外拠点▶農産物の高速品質検査、インド（デリー）
公社利用事業▶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）▶第 31回「中小企業優秀新技術・新製品賞」
優秀賞

資本金▶ 3,200 万円	 従業員数▶ 170人	 設立年度▶ 2013年
代表者▶砂川	和雅	 担当▶ BD（ビジネス・デベロップメント）部
所在地▶〒 150-6031	東京都渋谷区恵比寿 4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー 31F
Tel.	03-6409-6363 ／ Fax.	03-6409-6364
URL.	https://www.casleyconsulting.co.jp ／ E-mail.	info@casleyconsulting.co.jp	

キャスレーコンサルティング 株式会社
▶ソフトウエア業

製品イメージ リング状の超音波振動子

DiscoveryV の図示
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