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　平素より、公益財団法人東京都中小企業振興公社の業務運営
につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　東京には、約 41万８千社の企業が立地しておりますが、そ
のうちの約 99％は中小企業です。雇用や経済を支え、地域に
活力をもたらす都内中小企業を取り巻く経営環境は、経済のグ
ローバル化や ICT技術の進展などにより、大きな変化を続け
ております。
　そこで東京都は、中小企業振興を総合的かつ計画的に進める
ため、平成 31年１月に「東京都中小企業振興ビジョン～未来
の東京を創るＶ戦略～」を策定しました。
　当公社は、1966（昭和 41）年７月 29 日に財団法人東京都
下請企業振興協会として発足し、2020年で54周年を迎えます。
東京都中小企業振興ビジョンに掲げられた達成目標の実現に向
け、創業から新製品・新技術の開発、販路開拓による事業化、
事業承継・再生まで、中小企業の発展のステージに応じた支援
の充実・拡大を図っております。
　現在、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
を契機とする官民の入札・調達情報を一元的に集約した「ビジ
ネスチャンス・ナビ 2020」を開設し、中小企業の受注機会を
拡大するとともに、優れた製品サービス等を世界へ発信する「中
小企業世界発信プロジェクト 2020」を展開しております。
　また、海外拠点としてタイ王国の首都バンコクにタイ事務所
を開設しているほか、インドネシア及びベトナムにサポートデ
スクを設置し、ASEAN地域の情報提供やビジネスマッチング
支援を実施しています。
　本冊子は、当公社設立 50周年記念事業の一環として発行し
た冊子『東京のキラリ企業 200 社』をリニューアルし、それ
ぞれの中小企業が有する得意な技術や製品、自社の強みなどを
コンパクトにわかりやすくまとめたものです。これらをご覧い
ただくことで、ビジネス上の新たな気づきや新たなビジネスの
きっかけを皆様方に提供できるものと考えております。
　都内には、不断の努力により、キラリと光る確かな技術や製
品を育んできた中小企業が数多く存在しております。皆様方に
おかれましては、本冊子を十分にご活用いただき、ビジネスチャ
ンスの拡大につなげていただきますよう、お願い申し上げます。

公益財団法人　東京都中小企業振興公社

理事長　保坂 政彦

キラリと光る中小企業
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　人手不足が深刻化する中、人材の定着率向上は
経営者たちの共有課題だ。株式会社アルカディア・
イーエックスは公社の事業を活用し、現場で働く人
が生き生きと仕事ができるようなシステムを開発、
普及に努めている。

「従業員を楽しませる会社へ」
日本の雇用環境を変える取り組み
　株式会社アルカディア・イーエックス（以下同社）
の主力製品である「Performance Plus」は、現場
で働く従業員のフォローに重点を置いた総合人材
活用システムである。本部などの経営層と、現場で
働く従業員の双方向コミュニケーションを主な機
能とすることで、離職率を低下させる高い効果が
認められている。この画期的な仕組みが評価され、
2017 年には東京都が主催するビジネスコンテスト

「世界発信コンペティション」にて、「東京都革新
的サービス奨励賞」と「女性活躍推進知事特別賞」
をダブル受賞している。
　Performance Plus 誕生のきっかけのひとつは、
佐藤社長のウォルト・ディズニー・ジャパン株式
会社（以下ディズニー）での経験だ。ディズニー
は、「エンターテインメントを提供する会社だから
こそ、まず従業員を楽しませる」ことを第一とし、
従業員に対する教育や福利厚生が充実していた。従
業員を中心に経営を考えるディズニーのホスピタ
リティに触れる一方で、佐藤社長は日本において、
楽しく働いている人はどれくらいいるのか、疑問を
覚えるようになる。

リーマンショックをきっかけに、
プロダクト型ビジネスへ方向転換
　佐藤社長は、父が起業家であったこともあり、ゆくゆ
くは自身でも事業を起こしたいと考えていた。ディズニー
や外資系の企業を中心にシステム関連業務の経験を積
んだ後に独立。創業当初は、佐藤社長の前職のスキル
や人脈を生かすことで、順調に仕事を受注できていた。
　しかし、リーマンショック後の不況のあおりを受
け事業が行き詰る。佐藤社長は、それまで「受注型」
であった事業スタイルの脆弱性を痛感し、自社の製
品やサービスを保有する「プロダクト型」の事業ス
タイルへの転換を試みることにした。
　事業転換にあたり、創業当時から二人三脚で歩んで
きた槇副社長と、「自分たちがこの会社で実現したいこ
とは何か？」を真剣に考えた。槇副社長の前職は外資
系航空会社の客室乗務員。受注先のコールセンターを
立ち上げる事業の際には、その経験を生かしてコールセ
ンターの従業員の育成を担当し、高い成果を出していた。
　佐藤社長の強みであるシステム開発の技術力と、
槇副社長の強みであるホスピタリティ。この両軸を
土台に、「従業員を楽しませる会社をつくる」想いを
形にすべく、Performance Plus の開発が始まった。

ワンストップ支援で事業を加速度的に推進　
　しかし、今まで「受注型」であった事業モデルから「プ
ロダクト型」への方向転換は、自社でだけは経験が少な
く難しい。そこで、公社の「事業可能性評価事業」を利
用し、事業計画のブラッシュアップに取り組んだ。
　Performance Plus のリリースまでずっとそばで支え

現場で働く人に光を当てる総合人材活用システム
～誰もが安心して働ける職場を実現するために～

◀操作性を追求した
　Performance Plus の
　インターフェース

代表取締役の佐藤氏（写真右）と
取締役副社長の槇氏（写真左）▶

挑戦する企業 ❶　株式会社アルカディア・イーエックス
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てきたのが、「事業可能性評価事業」の経営・財務アド
バイザー（以下アドバイザー）だ。アドバイザーは、企
業が抱えている経営課題に応じ、公社の他サービスも紹
介しながら、きめ細やかにサポートする役割を担っている。
　システム開発費の調達については、公社の「革
新的サービスの事業化支援事業」を中心とした助
成金を案内。もちろん、この助成金申請で力となっ
たのは、「事業可能性評価事業」でアドバイザーと
幾度もブラッシュアップを重ねてきた事業計画だ。
　佐藤社長と槇副社長の弱みでもあった知財戦略に
対しては、「東京都知的財産総合センター」につなぎ、
特許や商標取得の手続きをサポート。Performance 
Plus の販路開拓には、「中小企業ニューマーケット開
拓支援事業」も活用しながら、有効な営業先のリスト
アップからPDCAサイクルのサポートまで行っている。
　2017 年に受賞をした「世界発信コンペティショ
ン」へのエントリーも、きっかけはアドバイザーか
ら勧められたことだったという。
　公社内での情報共有も進められており、佐藤社長
は「公社のどこの窓口に行っても、情報連携がされ
ておりスムーズに相談ができた」という。事業計画
から販売促進まで、公社の様々なサービスを使い、
専門家の知見を取り入れながら、事業を進めている。

Performance Plus が現場のリアルを伝え、
現場からサービスを変えていく　
　Performance Plus の機能の１つとして「自己振り返り
機能」がある。これは、導入企業の本部などが用意した、
１分程度で答えられる５～１０問の質問事項に対し、現場
のスタッフが終業時に回答し、本社や現場の管理者が従
業員の状況を把握できる機能である。ある飲食店では、

「オーダー時、お客様にキャンペーン商品をお勧めしまし
たか？」という設問を追加したところ、スタッフが自主的
に声掛けをはじめ、月間売上が向上した事例もあるという。
　定型の設問以外にもフリーコメント欄が設定されて
おり、スタッフのコメントには、店長など現場監督者
はもちろん、本社や管理者からも返信することが出来
る。また、Performance Plus には所属するグループ
間でやり取りできるチャット機能も備わっている。
　これらのツールを利用し、現場のスタッフ、店長な
どの管理職、本社等のコミュニケーションを活発化さ

せることで、従業員は「自分のことを見てくれている」
と感じ、組織へのロイヤルティや仕事のモチベーショ
ンの向上を実現することができる。導入前には５割以
上を占めていた６ヶ月以内の離職率を２割台にまで減
らすことに成功した事例も報告されているという。

Performance Plus が、
日本の労働環境を変えていく　
　同社が次に手がけるのは、昨今増加しつつある外
国人労働者の採用事務処理をサポートする「入社管
理システム」だ。この外国人労働者の採用のため
の入社管理システムは、通常２週間程度かかってい
た煩雑な事務手続きが１時間に短縮されるという、
大幅な業務効率が可能となるものである。
　労働力不足が深刻化する中、女性や高齢者の就業促
進や外国人労働者の受け入れが増加している。多様な人
材が同じ志を持って、安心して働ける場所がひとつでも増
えるよう、同社のPerformance Plusの普及に期待したい。

［取材・執筆　中小企業診断士　仲原真澄（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社アルカディア・イーエックス
設立年度：2002 年
代 表 者：佐藤 正
業　　種：インターネット附随サービス業
所 在 地：東京都渋谷区広尾 1-7-20
 DOT ビル３階
TEL：03-6324-2172
URL：https://arcadia-ex.co.jp

【支援事業紹介】
＜事業可能性評価事業＞

　新たな事業計画についてアドバイス・評価を行い、成長性
が高いと認められる事業計画に対しては、公社の各支援メ
ニューを活用して、事業化に向けた継続的な支援を行います。
事業可能性評価委員会では、外部専門家から客観的な意見や
アドバイスを受けられます。
●継続的支援の主な支援内容

１．事業化・経営安定化へのアドバイス
２．公的助成事業への申込支援
３．金融機関等への紹介
４．経営革新等支援機関としての経営支援等

◀ 2017 年世界発信コンペティション
でダブル受賞

▲ 2017 年世界発信コンペティション表彰式にて、東京都副知事
（当時、写真左）から表彰を受ける槇副社長（写真右）

企業情報ページ ➡ 132 ページ
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　株式会社伊東 NC 工業は、大手自動車メーカー
と良好な関係を築き成長してきた。一方で、売上げ
の多くをその企業に依存する怖さも経験する。顧客
開拓の営業機能を強化する中で、公社を活用し経営
の安定のため取組を続けてきた。

企業概要
　株式会社伊東 NC 工業（以下同社）は、武蔵村
山市に本社と工場をもつ精密金属加工業である。高
い技術力と顧客ニーズに真摯に対応する姿勢によ
り、自動車のエンジン部品の試作・開発や半導体製
造装置の部品加工等を行っている。
　2018 年には事業承継を行い、経営者の若返りだ
けではなく工場長に 30 代の生え抜き社員・島田康
弘氏を抜擢するなど、組織全体の若返りを図った。
IT を活用した情報共有の促進等の組織力強化にも
取り組み、変革の真っただ中である。
　2018 年には「東京都中小企業振興公社中小企業
表彰」において、東京都の産業振興や地域経済の活
性化に貢献した企業として功労賞を受賞している。

取引先との強い関係性による成長と
経営の不安定さ
　同社には、特に強い信頼関係で結ばれている大手
自動車メーカーがある。代表取締役の伊東大輔氏
が入社した際にも、その企業に出向し金属加工の
技術・知識を身に着けたという。相手先企業にとっ
ても、取引先企業からの出向を受け入れることは初
めてのことであり、同社との関係性の強さがうかが

える。後継者候補が出向したことで、主要顧客との
関係性はさらに強化され、また大輔氏が大手企業な
らではの社内システム等を目の当たりにしたこと
が、現在、取り組んでいる組織改革のヒントになっ
ており、組織力強化にも役に立っているという。
　そのような強い関係性のある主要顧客のニーズに
真摯に応えることで、同社は技術力を高めていった。
　そんな時に、2008 年リーマンショックが起きる。
自動車業界は軒並み業績が悪化していった。同社の
主要顧客も同様であり、その顧客に売上げを依存し
ていたため大打撃を受けてしまう。

新たな取引先開拓を経営方針に　
　リーマンショックの経験から１社に、また１つの業種に
売上げを依存した経営の不安定さを実感する。そこで、
現会長で当時代表を務めていた伊東歌津己氏は、会社
の経営を安定的に発展させていくために、新たに取引先
を５社開拓することを会社の経営目標として定めた。
　しかしながら、これまでほぼ１社と取引をしてい
たため、そもそも顧客開拓をする営業の機能を持っ
ていなかった。取引先の要望に技術者が直接応える
ようなスタイルであったため、どうやって取引先を
探したらよいのか、どうやってアプローチしたらよ
いのかのノウハウが全くなく、途方に暮れたという。
　合わせて、新たな取引先の要望に応えるために技術力の
向上だけではなく、技術の幅を広げる必要性も感じていた。

公社を活用した取引先開拓、設備投資
　顧客開拓に課題を抱えていた歌津己氏だが、地

積極投資と組織力強化で顧客開拓を進める
～経営の安定化のため設備投資と顧客開拓をサポート～

▲ QR コードで保管場所がすぐに分かるように
した切削工具

代表取締役の伊東大輔氏（左）と
会長の伊東歌津己氏（右）▶

挑戦する企業 ❷　株式会社伊東NC工業
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元の商工会の紹介で公社の存在を知る。「中小企業
ニューマーケット開拓支援事業」の利用や、「新技
術創出交流会」への参加を通じ、半導体関係や環
境関係の大手企業とのつながりができていく。さら
に、これまで取引のなかった大手自動車メーカーに
向けた展示会に出展するなど、公社の活用により自
社だけでは実現が難しい営業活動が可能になったと
いう。営業活動には、代表に就く前から大輔氏が中
心となり、現在は営業専任者を２名配置し営業のノ
ウハウの蓄積や情報共有も仕組化するなど、組織と
して営業力向上に取り組んでいる。
　さらに、助成金等を活用し、積極的な設備投資を行っ
ていった。試作品づくりも手掛ける同社では、常に最
新技術の提供が求められる。他社に先駆けた設備投資
ができるかどうかは、そのまま受注の可否へとつなが
る。そういった意味でも、公社の「革新的事業展開設
備投資支援事業」を活用し、2019 年３月に日本にま
だ数台しかないという６軸のマシニングセンターを導
入したことは、今後の発展に向けて大きな布石である。
　また、性能の高い最新設備を導入することで、こ
れまで扱ったことのない分野の金属加工も可能と
なり、それもまた、公社から紹介を受けた企業から
の受注のきっかけとなった。

設備投資すること自体が顧客へのアピールに
　助成金等を活用し、積極的に設備投資を続けてき
た同社だが、設備投資をすることで顧客の反応が変
わるという。企業が設備投資を行うということは、
その回収を目論んでいるからといえる。すなわち、
それは事業継続の意思の表れだ。
　昨今、後継者不在や経営状況の悪化で多くの中小
企業が廃業に追い込まれている。取引先としては、将
来にわたり継続して取引できるのかどうかは、企業を
評価する重要なポイントとなる。その点、設備投資に
加え、昨年度、事業承継を行った同社への評価は高い。
　大輔氏に事業承継して、１年になる。「今後も積
極的な設備投資、顧客開拓を進め金属加工で最先端
の技術を持つ企業として知られる存在になってい

きたい。地元の小中学生の工場見学の受け入れなど
にも協力し、地域貢献を続けていきます」と大輔氏
は述べる。また、従業員も増えていく中で、業務の
見える化を進めることや、社員の自主性を引き出
し、意欲を向上させることなど、組織力のさらなる
強化が大輔氏に課せられた課題でもある。
　一方、会長の歌津己氏は「これまで当社は助成金
を活用した設備投資で事業成長を遂げることがで
きました。これからも成長を続け、納税という形で
助成金をお返しし、企業としての役割を果たしてい
きたいです」と述べた。
　同社は、助成金等を活用した設備投資が顧客開拓
へのきっかけになり、確実に売上げの向上と経営の
安定化につながっている。事業承継をきっかけに組
織改革にも取り組んでおり、今後はハード面だけで
なく、ソフト面も強化することで、一層の事業拡大
と地域経済の発展に貢献していくだろう。

［取材・執筆　中小企業診断士　赤田彩乃（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社伊東 NC 工業
設立年度：1973 年
代 表 者：伊東 大輔
従業員数：25 人
業　　種：金属製品製造業
所 在 地：東京都武蔵村山市伊奈平 2-70-1
TEL：042-560-8415
URL：https://www.ito-nc.com

【支援事業紹介】
＜革新的事業展開設備投資支援事業＞

　中小企業の更なる発展に向けた競争力強化、成長産業分野
への参入、IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーショ
ンを目指す際に必要となる最新機械設備の購入を支援する事
業です。

＜イノベーション多摩支援事業＞
　新製品・新サービスの開発や技術革新を目指す企業に対し、
セミナー・勉強会や「新技術創出交流会」等の様々なマッチ
ング機会をご提供することで、新たなネットワークの形成に
ご活用いただける事業です。

▲削出フライホイールφ 800 ×100T
▲工場長の島田康弘氏
　30 代の生え抜き社員である ▲導入したばかりの６軸マシニングセンター

企業情報ページ ➡ 52 ページ
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　1965 年の創業当時は、オシャレやファッション
に関心が薄かった時代。一般家庭にドライヤーはほ
とんどなかった。現在、日本では各家庭に普及した
ドライヤーやミキサーであるが、海外でも当たり前
の存在とするために、テスコム電機株式会社の挑戦
は続いている。その足掛かりとして海外展示会に出
展する際、公社の支援サービスを活用した。

外見だけでなく、内側からあふれ出る
美しさを目指して
　テスコム電機株式会社（以下同社）は 1965 年に
ドライヤー製造業として誕生。1992 年には、マイ
ナスイオン搭載のドライヤーを業界に先駆けて開
発、現在では美容室におけるドライヤーの使用率が
約 7 割を占めるまでに成長している。また、ドラ
イヤーの開発で培った、回転や熱に関する技術を応
用して、1982 年にはジュースミキサー（以下ミキ
サー）の製造販売にも進出する。ミキサーにおいて
は後発メーカーながら、14 年連続でミキサー販売
数量国内 No.1 を記録するなど、顧客からも高い信
頼を得ている。
　同社は顧客と一方通行な関係ではなく、顧客が何
を求めているのかを、常に顧客目線で考えることを
大切に考えている。３つの経営理念すべてに「お客
様」という言葉が入っているのもその表れである。

＜経営理念＞
お客様を常に第一と考える企業づくり
お客様から常に信頼されるものづくり
お客様から常に信用されるひとづくり

顧客のニーズを迅速にものづくりに反映
　顧客の声を迅速に反映するものづくりを実践し
ていることも、同社の特徴の一つだ。
　同社の主力工場である長野県の松本工場では、顧
客の声を改善・改良につなげることを目的に、カス
タマーセンター（お客様相談室）を技術部と隣接
する部屋に設置している。月に２回複数の部署が集
まってミーティングを実施し、改善の検討を行うこ
とで、物理的な「近さ」だけでなく、組織的にも近
接性を高め、スピード感のある課題解決を可能とし
ているのだ。
　ニーズ収集は外部だけにとどまらない。同社には
女性社員も多く在籍しているが、社員に試作品を使
用してもらい、顧客目線でのチェックも実施。例え
ば「つけ爪をしていると、ミキサーのふたが開けに
くい」という社員の意見は女性だからこそ。技術部
では想像しにくいポイントだったが、製品のリリー
ス時にはこの意見も反映させて発売し、好評を得る
ことができた。

海外展示会を利用した販路開拓　
　美容家電と調理家電の二つを事業の柱とする同
社だが、売上げの７割以上は美容家電が占めてお
り、調理家電の販路開拓が課題となっていた。そこ
で同社が目を付けたのが海外市場への進出である。
しかし、貿易会社を通じての輸出はあるものの、自
社単独での輸出の経験がなく、手探りで輸出の方法
を模索することになる。そうした模索の中で、公社
が海外展開の支援サービスを行っていることを知

美容・調理家電で「キレイをつくる」その理念を海外にも拡げて
～全世界の女性の「自分らしさとキレイ」のために～

▲カテゴリー別に分けられ整理整頓された
　美容・調理家電

ブランド力とグローバル力を高めるた
め、海外展開は大きなミッションの一
つだと語る、取締役の小田島一弘氏▶

挑戦する企業 ❸　テスコム電機株式会社
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る。この支援では、海外ビジネス経験の豊富なメー
カーや商社のOBが海外販路ナビゲータとして担
当につき、ワンストップで相談や助言にあたるほ
か、ビジネスマッチングや海外展示会出展のサポー
トなど様々な支援が受けられる。
　海外展示会では、鮮度とおいしさを保つことがで
きる「真空ミキサー」を支援対象商品として出展し
た。海外展示会においては製品の特長を現地のバイ
ヤーにわかりやすく伝える必要がある。現地の言葉
でのカタログ制作のほか、通訳が専属でつくなど、
公社の支援メニューを活用することで、タイでの展
示会では用意した製品が足りなくなるほどの大反
響を得ることができた。
　海外でも顧客のニーズを収集しものづくりに生
かす姿勢は変わらない。例えば、ドライヤーについ
ては、日本では風量と温度のバランスが重視される
が、ASEANや中東諸国は熱帯地域であるため、温
度については重視されない。一方で風量については
「できるだけ強い方がよい」という声が数多く聞か
れたため、現地のニーズに合わせたスペックにカス
タマイズを行ったほか、商品パッケージも現地の顧
客が知りたい情報を中心に掲載するように変えて
いる。

フィリピンに自社工場を建設　
　顧客目線で考える姿勢は、検査体制にも表れてい
る。出荷前には製品の全数検査を行うほか、新製品
の試作品検査、販売後のアフターフォローなど、そ
れぞれに専門の部署を設けて対応に当たっている。
特に海外の協力工場で製造した製品については、手
厚い検査を行っている。一度、海外拠点で検品した
ものを、改めて国内工場で再検査してから出荷する
という、万全の検査体制を敷いているのだ。あまり
に厳しい基準から、ときには協力工場から「基準が
厳しすぎる」と言われることもある。検査の厳しさ
は「売ったら終わり」ではなく、安心して使い続け

られることが大切だという同社の考え方に基づく。
「手に取る人」のことを想い、信頼を大事にする同
社の理念の証とも言えよう。
　アジア圏を中心とした海外向け製品の売上げ増
加を背景に、2019 年、海外初の自社工場として、
フィリピンに工場を建設した。将来的には海外販売
の拠点とし、海外展開の効率化を目指しているが、
まずは同社の理念である「顧客目線でのものづく
り」を浸透させたいと考えている。
　同社が作っているのは単なる家電製品ではない。
同社の製品は、日本のみならず世界で、「快適な暮
らし」と「キレイをつくる」という文化を生み出し
ているのだ。

［取材・執筆　中小企業診断士　筑間彰（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：テスコム電機株式会社
設立年度：1971 年
代 表 者：楠野 寿也
従業員数：298 人（グループ連結）
業　　種：電気機械器具製造業
所 在 地：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
URL：https://www.tescom-japan.co.jp

【支援事業紹介】
＜海外展開総合支援事業＞

　海外への販路開拓支援を行う事業です。
●海外販路ナビゲータによるハンズオン支援

　海外ビジネス経験豊富な海外販路開拓ナビゲータが、海
外バイヤー、ディストリビューターを紹介し、海外市場進
出のサポートをします。

●海外展示会出展支援
　ASEAN 等で開催される海外展示会への出展支援を実施
します。

　他、各種セミナー、海外人材育成支援、海外ワンストップ
総合窓口などで総合的なご支援をいたします。

▲まるで美容室のような洗練された
ショールーム。本物の美容室と同
様の環境で試用することもできる

◀真空ミキサー「gokusen 極
鮮」。真空状態で攪拌するこ
とにより野菜や果物の鮮度を
保つことができる

公社の支援を受けて作成した▶
日本語版、英語版の製品案内。
展示会ではタイ語版も作成、
配布した

営業拠点をピン止めして表▶
した地図。アジアを中心に
世界進出を目指している

企業情報ページ ➡ 100 ページ
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　理美容師向けの鋏
はさみ

で業界で高い知名度を誇る株
式会社ヒカリ。高橋社長は 2016 年の事業承継の
前後にかけて、公社の支援サービスを活用。組織体
制の仕組みを整えながら、世界市場の拡大に向け、
飽くなき挑戦を続けている。

技術と顧客視点の融合が競争力の源
　株式会社ヒカリ（以下同社）は、理美容師がヘアー
カットに使用する鋏

はさみ

（シザー）を主に製造している
企業である。1967 年に現社長の祖父である高橋福
太郎氏が、有限会社光刃物研究所として設立。２代
目の高橋一芳氏（現会長）を経て、2016 年５月に
は高橋伸一氏が代表取締役社長に就任した。
　国内に３営業拠点、２工場を構えるほか、表参道
にてシザーを研磨・修理する工房「アテリア光」を営
業中である。海外も15 か国に進出。日本だけでなく、
世界の美容師からもヒカリのシザーは愛用されている。
　同社のシザーのほぼすべてが職人の手作業に
よって製造されている。日本刀をモチーフとした

「蛤
はまぐりば

刃」と呼ばれる特徴的な刃の形状により、同社
のシザーは鋭い切れ味を実現している。「蛤

はまぐりば

刃」は
熟練した技術がなければ作ることは困難だ。
　競争力の源泉は高橋社長の美容師経験にもある。
社長は高校卒業後、美容専門学校に進学し、卒業後
は神奈川県内のヘアサロンに入社。以降９年間勤務
し、美容師として経験と実績を積んできた。
　その経験は同社のものづくりに生かされている。
例えば、シザーの形状の工夫である。「現代の 20
～ 30 代の人の指は、他の世代と比較して細くなっ
てきている」と高橋社長は述べる。旧来のシザーで

は、現代の若手美容師の指には合わないのだ。その
ことを、高橋社長は美容師として働く中で痛感して
おり、同社に入社後、自分の指に合うシザーを開発。
そのシザーは若手美容師の心をつかみ、現在に至る
まで同社のヒット商品となっている。
　シザーを使う側の視点から製品開発を行うこと
は同社の伝統でもある。創業者も先代の社長（現会
長）も理美容師の経験を積んでからこの世界に入っ
た。経営者のマーケットを捉える鋭い感覚と、職人
の経験に裏打ちされた高い製造技術の融合が、同社
がこれまで高い競争力を維持することができた要
因ではないだろうか。

公社の支援を受け会社の「仕組み」を整備
　同社は長年、高い技術力が市場から評価され事業
を拡大してきた。その反面、「生産管理や人事評価
など、組織体制の整備は十分とはいえませんでし
た」と高橋社長は話す。今後の持続的な発展のため
には、組織としての力を高めていくことが必要と考
えていた高橋社長は、大手企業での勤務経験を持つ
顧問の安藤氏とともに、「仕組み」の整備に尽力し
てきた。
　まずは職人を中心とした人材の管理である。社
長就任当初は職人の会社に対する意見を拾い上げ
る場が設けられておらず、経営側と現場で十分に
コミュニケーションが取れていなかった。そこで
公社から派遣を受けた「事業承継・再生支援事業」
の「支援マネージャー」のアドバイスを受け、従業
員アンケートを実施。アンケート結果からは、職
人たちが持っていた会社への意見や不満などが浮

世界中の美容師に感動するシザーを届ける！
～「伝統の技術」と「仕組みの整備」で世界に進出～

▲玄関に飾られた当社のシザーズ

代表取締役の高橋伸一氏（左）と
顧問の安藤元治氏（右）▶

挑戦する企業 ❹　株式会社ヒカリ
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かび上がってきた。社長はそれを真摯に受け止め、
現場の職人一人ひとりと経営陣で意見交換できる
場を年２回設けた。これにより、双方が納得の上業
務を遂行できるような仕組みを整えることができ、
現在も継続している。
　また、それまで希薄であった、営業と製造部署間の
コミュニケーションの円滑化を図るため、研修会の場
で自部署の業務内容を発表し、共有する機会を設けた。
　給与体系の整備にも取り組んだ。工場に「マイス
ター制度」を導入し、職人を技能レベルごとに「エ
キスパート」や「チーフ」などのようにランク付け
した。それに給与を紐付けることで、透明性の高い
給与体系を実現することができた。
　生産管理の仕組み作りも課題であった。以前は在
庫表もなく、製品ごとの正確な在庫数が把握できな
かった。そこで、クラウド上に製品ごとの在庫数を毎
日記入するシートを作成。工場の担当者が一日の終
わりに在庫数を入力することで、その日の在庫数が
リアルタイムで把握可能となった。シートには工程ご
との仕掛品の数も記入。営業担当がそれを確認する
ことで、顧客への納期回答も早く行えるようになった。
その他、原材料発注量の最適化や在庫削減、生産リー
ドタイムの短縮にも製販一体となり取り組んでいる。

「世界中にヒカリのシザーを！」
世界に羽ばたくヒカリの取り組み　
　同社は海外販路の開拓も積極的に行っている。日
本では同社のブランドは高い知名度を誇るが、海外
ではまだまだ知らない美容師が多いという。「ヒカ
リブランド」を世界に広めるため、社長は自ら海外
まで足を運び、現地の美容師に対して同社のシザー
を使ってのカット教育を行っている。カタログなど
で説明するだけでなく、社長自身がカットを行って
見せ、参加者にも手に取って使ってもらうことで、
品質の高さを体感してもらうのだ。同社のシザーは
現地に流通しているものと比較するとかなり高価
であるが、その鋭い切れ味と疲れにくさを体感した

美容師からは、多くの引き合いがあるという。
　カット教育に参加した現地の美容師を日本に招き、
日本のトップスタイリストと交流するツアーも開催し
ている。発信力のある美容師がツアーに参加すること
も多く、彼らがSNSなどで「ヒカリの日本ツアーに参
加している」と発信すると、その多数のフォロワーに
も同社をアピールすることができる。韓国、台湾、イ
ンドネシアへの販路拡大はこの手法の成功例だ。その
他影響力のある海外の美容師とコラボし、動画サイト
で同社のシザーを紹介してもらうなど、WebやSNS
を活用した販路開拓にも積極的に取り組んでいる。
　「世界中の美容師に感動するシザーを作って届け
たい」社長は自身の夢をこう語る。その夢を実現す
るまで、ヒカリの挑戦はまだまだ続く。

［取材・執筆　中小企業診断士　日下正浩（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社ヒカリ
設立年度：1967 年
代 表 者：高橋 伸一
従業員数：57 人
業　　種：金属製品製造業
所 在 地：東京都板橋区幸町 25-8
TEL：03-3973-1626
URL：https://www.hikari-scissors.com

【支援事業紹介】
＜事業承継・再生支援事業＞

　事業を次の世代へ引き継ぎ、持続的な成長を後押しする事
業です。
●事業承継・再生に関するコンサルティング

専門家が最適な事業承継・再生プランの策定、提示、実行
を強力にサポートします。

●戦略的事業承継セミナー・後継者交流会
事業承継の成功に必要なノウハウや事例を提供します。

●事業承継塾
全８回の講義と演習を通じて経営者に必須の知識やスキル
を習得するとともに、ネットワークの構築にも役立ちます。
承継予定者及び承継して間もない方を対象にしています。

▲職人の高い技術がヒカリを支えている
女性向けの軽量モデル

ニーナコスモス▶

企業情報ページ ➡ 67 ページ
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建設業
・総合工事業
・職別工事業（設備工事業を除く）
・設備工事業

製造業
・食料品製造業
・飲料・たばこ・飼料製造業
・繊維工業
・木材・木製品製造業（家具を除く）
・家具・装備品製造業
・パルプ・紙・紙加工品製造業
・印刷・同関連業
・化学工業
・プラスチック製品製造業（別掲を除く）
・ゴム製品製造業
・窯業・土石製品製造業
・非鉄金属製造業
・金属製品製造業
・はん用機械器具製造業
・生産用機械器具製造業
・業務用機械器具製造業
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・電気機械器具製造業
・情報通信機械器具製造業
・輸送用機械器具製造業
・その他の製造業

情報通信業
・ソフトウエア業
・情報処理サービス業
・その他の情報処理・提供サービス業
・インターネット附随サービス業

卸売業・小売業
・各種商品卸売業
・繊維・衣服等卸売業
・飲食料品卸売業
・機械器具卸売業
・その他の卸売業
・その他の小売業

学術研究、専門・技術サービス業
・専門サービス業（他に分類されないもの）
・広告業

生活関連サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業

教育、学習支援業
・その他の教育、学習支援業

サービス業〈他に分類されないもの〉
・その他のサービス業

企業情報ページ
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公共・民間工事からご家庭向けまで、内
装工事・外装工事・リフォーム工事・増
改築工事を行っています。長年の経験で
培った技術力と機動力を元に、お客様に
ご満足いただける高品質なインテリアを
ご提案いたします。

24時間稼働のテナントビル、ホテル、病院、
マンションなどの改修工事の消音工法システ
ム開発と作業の標準化により、「騒音・振動の
ため、工事は土日夜間や通常業務を停止して行
う」、「熟練工にしかできない」という建設業界
の常識を覆し、深刻な人手不足を克服します。

▶他社との差別化ポイント
創業以来の信用、信頼、技術そして多くの経験の元、常
にお客様に喜んでいただける仕事を目指しています。新
卒高校生のみの求人により若くて元気で溌剌颯爽とした
社員が多く、スピードこそ最高のサービスと考え「即行」
を合言葉に人間力と技術力向上に励んでいます。

▶商品またはサービスの特徴
内装仕上げ工事（クロス、フロアーシート、カーペット、
オーダーカーテン、ブラインド、ロールスクリーン等）
を主に、リフォーム増改築工事を幅広く承っております。

▶他社との差別化ポイント
工事騒音を出さない工具や工法システムを開発し、工具
のレンタルとデータシステムの提供により、建設業のリ
ニューアル事業を支援します。
見積・計画・作業手順などの AI 化を行い、誰でも超速
に簡単に安く作成できるシステム構築を目指します。

▶商品またはサービスの特徴
騒音のために休日夜間作業となる改修工事を、工事騒音
を出さない消音工法システムにより、休日夜間から平日
昼間作業に変更し、従業員のワークライフバランスを確
保します。
全ての作業を熟練工でなくてもできるように作業を標準
化し、人手不足の解消を可能にします。

営業拠点▶本社（東京都江戸川区東小岩）、千葉支店（千葉県市川市押切）
商品またはサービスの主なターゲット層▶一般顧客、官公庁、ゼネコン
主要取引先▶官公庁、髙松建設、福田組、大和ハウス工業、スターツ

CAM
取得資格、認証（ISO等）▶一、二級建築施工管理技士　二級建築士　
消防庁防炎表示者　宅地建物取引主任者　安全衛生推進者
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

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶工事の騒音でお困りの建物
オーナー様、管理会社様、ＰＭ様、建設会社様
主要取引先▶株式会社竹中工務店、国際興業株式会社、学校法人東京
歯科大学、学校法人文京学園、城南信用金庫、公益社団法人日本将
棋連盟
公社利用事業▶生産性向上のための IoT、AI 導入支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶東京商工会議所『勇気ある経営大賞』大賞受賞、

フジサンケイビジネスアイ『革新ビジネスアワー 2018』よい仕事おこ
し賞受賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 32人	 設立年度▶ 1955年
代表者▶中川	晶博	 担当▶中川	裕子
所在地▶〒 133-0052	東京都江戸川区東小岩 1-31-5
Tel.	03-3650-6111 ／ Fax.	03-3650-6116
URL.	http://www.nakagawa-in.co.jp ／ E-mail.	interior@nakagawa-in.co.jp

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1954	年
代表者▶高木	一昌	 担当▶サイレント・システム部	部長	長内	安行
所在地▶〒 140-0014	東京都品川区大井一丁目	47 番 1号　ＮＴビル 3階
Tel.	03-6429-7280 ／ Fax.	03-6429-7282	 	 	 	 	
URL.	http://www.marutaka-kogyo.co.jp ／ E-mail.	info@marutaka-kogyo.co.jp

中
ナカ

川
ガワ

インテリア 株式会社
▶総合工事業

株式会社 丸
マル

高
タカ

工
コウ

業
ギョウ

▶総合工事業

本社外観

モルタル剥離機「メクリックス」

協力会社
有国

内

建
設
業

建
設
業
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一般左官、特殊左官あらゆる左官工事を
行う左官のプロフェッショナル集団。
『後に続く人のために』国内にとどまらず、
海外の建設現場に職人を派遣し、技術指
導や技術者交流を推進しています。

情報通信・電気のプロとして「必要とさ
れる存在」となるために、社会の役に立
つ防災システムを提案し続けています。

▶他社との差別化ポイント
次世代左官職人の「育成と進化」をビジョンに掲げ、左
官を生涯の仕事として携われるようモデルライフプラン
を作成し、雇用環境の改善に努めています。

▶商品またはサービスの特徴
・一般左官工事
これまで数々の歴史的建築に携わってきました。現場経
験に裏打ちされた番頭を筆頭に育成された職人が、工程
遵守・安全管理・品質向上を支え、信頼を得ています。
・特殊左官工事
野外オブジェ等の左官は、国内有数のテーマパークや海
外の施工でも評価を得ています。

▶他社との差別化ポイント
電気や通信の配線工事が不要で、かつ夜間撮影に強い低
照度カメラで補助照明がなくても十分に監視できます。
また工事会社としてのノウハウを生かし、システム提案
から設計、工事までを一貫して請け負います。

▶商品またはサービスの特徴
地方自治体様の防災事業に携わってきた経験を元に、太
陽光で稼働し携帯回線を利用して画像を伝送する防災監
視カメラシステムを開発しました。豪雨時の河川など、
遠隔地の状況確認をサポートします。

営業拠点▶本社（東京都板橋区新河岸）
商品またはサービスの主なターゲット層▶大手ゼネコン
主要取引先▶清水建設株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶登録左官基幹技能者、一級左官技能士、
職業訓練指導員
海外展開事例、海外拠点▶イラク・香港・ドバイ等の海外建設現場に
職人を派遣
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	

自社生産拠点▶本社（東京）
主要設備▶製品開発・試験用ラボ
主要取引先▶主に地方公共団体
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO9001、ISO14001、ISO27001
海外展開事例▶ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国
公社利用事業▶先進的防災技術実用化支援事業

資本金▶ 1,880 万円	 従業員数▶ 96人	 設立年度▶ 1976年
代表者▶柳田	竜幸	 担当▶本多	邦恵
所在地▶〒 175-0081	東京都板橋区新河岸 2丁目 9番 26号
Tel.	03-5968-0787 ／ Fax.	03-5383-1510
URL.	http://nishitani-ind.com／ E-mail.	nisitanikogyo@herb.ocn.ne.jp

資本金▶ 6,000 万円	 従業員数▶ 185人	 設立年度▶ 2007年
代表者▶酒井	龍市	 担当▶天方	慶一
所在地▶〒 110-0016	東京都台東区台東１丁目３番５号	反町商事ビルディング６階
Tel.	03-5246-4531 ／ Fax.	03-5246-4532
URL.	http://www.etrust.ne.jp ／ E-mail.	eigyo-honsya@etrust.ne.jp

西
ニシ

谷
タニ

工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶職別工事業（設備工事業を除く）

株式会社 イートラスト
▶設備工事業

安全衛生推進大会　集合写真

クラウド型防災監視カメラシステム eT001

協力会社
有国

内

協力会社
有国

内

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社 アンテンドゥ
▶食料品製造業

株式会社 新
シン

正
ショウ

堂
ドウ

▶食料品製造業

切腹最中単品

OEM
可

製
造
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食（いのち）は心（やさしさ）です。食
はいのちを支えています。私たちは納豆
づくりを通して食のやさしさ作りを続け
てまいります。

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

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

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

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

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

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

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

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

資本金▶ 1,300 万円	 従業員数▶ 90人	 設立年度▶ 1954年
代表者▶高橋	晃仙	 担当▶営業部
所在地▶〒 120-0024	東京都足立区千住関屋町 6-18
Tel.	03-3888-3151 ／ Fax.	03-3854-8131
URL.	http://taiyocone.com／ E-mail.	

有限会社 菅
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▶食料品製造業
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コーン 株式会社
▶食料品製造業

製品写真 製造風景
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当社は、都心の人達が気軽に訪れること
ができる“東京初のワイナリー”
都内で栽培された葡萄を使いワインを醸
造するなどこだわりの逸品です。
真心こもった美味しいワインに出会い、
楽しいひとときを過ごしませんか？

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

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

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

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

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

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

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

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

資本金▶ 1,680 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1951年（創業元禄 15（1702）年）
代表者▶小澤	幹夫	 担当▶総務部	吉崎	真之介
所在地▶〒 198-0172	東京都青梅市沢井 2-770
Tel.	0428-78-8215 ／ Fax.	0428-78-8195
URL.	http://www.sawanoi-sake.com／ E-mail.	tokyo@sawanoi-sake.com

株式会社 H
ホ　　リ　　ゴ　　ウ

ORIGO
▶食料品製造業
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 株式会社
▶飲料・たばこ・飼料製造業
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スポーツ関連のマーク加工を得意として
います。ポリエステル 100％の生地にフ
ルカラー印刷ができる「熱昇華転写印刷
技術」で、透かし模様の柄や細かいマー
クを鮮やかに表現できる点が強みです。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東
トウ

京
キョウ

和
ワ

晒
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 株式会社
▶繊維工業

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

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

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

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

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

ぼかし染め装置 体験教室で染めたてぬぐい

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

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

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

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

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

株式会社 ブリッツワークス 
▶繊維工業

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

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

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

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

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

フットマーク 株式会社
▶繊維工業

BLUE	MONSTER	CLOTHING

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

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

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

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

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

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

株式会社 龍
リュウ

工
コウ

房
ボウ

▶繊維工業

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

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

矢
ヤ

田
タ

製
セイ

帽
ボウ

 有限会社
▶繊維工業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東
トウ

京
キョウ

ブラインド工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶家具・装備品製造業

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

・それら商品にかかわる知的財産権

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

・室内の音環境をより快適にするアドバイスをいたしま
す。

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

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

F
ファン

UNF
ファン

AM 株式会社
▶木材・木製品製造業（家具を除く）

吸音壁張パネルのフェルトーン

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

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

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

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

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

中
ナカ

井
イ

紙
シ

器
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工
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業
ギョウ

 株式会社
▶パルプ・紙・紙加工品製造業

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

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

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

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

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

有限会社 八
ヤ
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木
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工
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▶家具・装備品製造業

丸箱サンプル

ロボットアーム 3D切削
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金銀砂子細工などの加飾伝統技法による
襖への装飾を手がける工房です。伝統工
芸士による職人技を応用し、襖紙に留ま
らず、現代の暮らしに溶け込む様々なオ
リジナルの紙製品を展開しています。

有限会社 湯
ユ

島
シマ

アート
▶パルプ・紙・紙加工品製造業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社 博
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▶パルプ・紙・紙加工品製造業

　　　　　　紙の貝殻椀　　　　　　　　　　　　	香り紋　　　　

製品紹介

OEM
可

OEM
可

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

33



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

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

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

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

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

池
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 株式会社
▶印刷・同関連業

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

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

株式会社 W
ワ

AS
サ

AR
ラ

A
▶パルプ・紙・紙加工品製造業

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

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

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

高品質印刷機

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

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

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

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

・高品質は優れた管理体制の証しです。

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

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

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

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

えどがわ環境活動
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▶印刷・同関連業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社 m
ミ

iu
ウ

r
ラ

a-o
オ

r
リ

i l
ラ　ボ

ab
▶印刷・同関連業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

極
キョク

東
トウ

製
セイ

薬
ヤク

工
コウ

業
ギョウ

 株式会社
▶化学工業

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

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

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

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

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

新スクール、インストラクター派遣）、BCP策定支援事業

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

ミタニマイクロニクス 株式会社
▶印刷・同関連業

臨床検査薬

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

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

・登山やダイビング等のレジャーで個人が持ち歩ける救
難用発煙筒の製造

・東京都内で唯一の火薬類燃焼処分施設

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

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

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

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

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

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

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

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

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

無公害発煙筒

当社製造製品群と各種表彰状
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株式会社 生
オ

出
イヅル

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

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

■企画・設計～生産・納品迄の自社一貫生産体制を構築
しています。

■標準パッケージの設計～量産迄の生産 L/T は７日間で
す。

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

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

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

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

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

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

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

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

信コンペティションサービス部門特別賞、女性活躍推進知事特別賞

株式会社 ローザ特
トク
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▶化学工業

　　　　　　		カット品　　　　　　　　　　　熱貼り加工品

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

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

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

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

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

株式会社 サトーゴーセー
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

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

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

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

板橋製品技術大賞　優秀賞（板橋産業連合会賞）を受賞した「+band」

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

株式会社 伸
シン

光
コウ

製
セイ

作
サク

所
ジョ

▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

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

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

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

● 3Dプリンタを使った立体造形・製品化

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

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

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

株式会社 秋
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▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

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

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

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

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

東
トウ

京
キョウ

パック 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

株式会社 武
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業
ギョウ

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

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

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

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

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

連続真空成形自動トリミング機

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社 ミナキ
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

塗装レスメタリック

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

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

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

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

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

株式会社 ヤマデン
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

南
ミナミ

デザイン 株式会社
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

機構設計から量産まで一貫対応
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資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 32人	 設立年度▶ 1973年
代表者▶羅山	能弘	 担当▶羅山	剛弘、大久保
所在地▶〒 124-0013	東京都葛飾区東立石 1-7-5
Tel.	03-3695-6011 ／ Fax.	03-3695-6014
URL.	http://www.rayama.co.jp ／ E-mail.	info@rayama.co.jp

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

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

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

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

株式会社 ラヤマパック
▶プラスチック製品製造業（別掲を除く）

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

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

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

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

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

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

自社製品・卓上真空成形機V.former

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▶得意な技術、製品
当社はお客様のご要望にお応えする為、ゴム材料の開発
から提案施工まで行うゴムライニングを中心に、少量多
品種の金型成形、ウレタンフォーム、ウレタンコーティ
ング、フッ素樹脂コーティング、塩ビライニング、金型
設計製作等を行います。
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▶ゴム製品製造業 「スピーディーで何でもトライ」「ゴムの
困りごと解決集団」をモットーにお客様
の困りごとを解決し、プラントのゴムラ
イニングから一般工業用、航空機用、各
種車両用、医療用など様々なゴム製品を
提供しています。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社 ハタダ．
▶ゴム製品製造業

指先に乗る微細部品

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

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

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

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

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

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

廣
ヒロ

田
タ

硝
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 株式会社
▶窯業・土石製品製造業

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

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

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

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

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

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

株式会社 清
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▶窯業・土石製品製造業

江戸切子加工

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

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

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

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

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

株式会社 弘
コウ

輝
キ

▶非鉄金属製造業

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

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

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

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

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

アカオアルミ 株式会社
▶非鉄金属製造業

弘輝のはんだ付け材料製品群

本社工場社屋
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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

石
イシ

原
ハラ

金
キン

属
ゾク

化
カ

工
コウ

 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

海外・
国内調達品
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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
オ

沢
ザワ

製
セイ

作
サク

所
ジョ

▶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
オオ

森
モリ

クローム工
コウ

業
ギョウ

 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
デン

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
ク

保
ボ

金
キン

属
ゾク

 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
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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。

株式会社 三
サン

功
コウ

工
コウ

業
ギョウ

所
ショ

▶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

OEM
可

協力工場
有国

内

OEM
可

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

60



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
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▶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！
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 株式会社
▶金属製品製造業

東
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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

事業内容
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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。
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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

OEM
可

協力工場
有国

内

OEM
可

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

64



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
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▶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）

微細加工
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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
ハマ
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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
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 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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▶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
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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。

有限会社 港
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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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▶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。
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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
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▶金属製品製造業
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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

株式会社 吉
ヨシ

本
モト

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶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」。

株式会社 西
ニシ

川
カワ

精
セイ

機
キ

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶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。

株式会社 京
ケイ

浜
ヒン

理
リ

化
カ

工
コウ

業
ギョウ

▶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。

有限会社 樋
ヒ

口
グチ

工
コウ

作
サク

所
ショ

▶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
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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

OEM
可

協力工場
有国

内

OEM
可

協力工場
有国

内

製
造
業

製
造
業

75



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。

株式会社 大
オオ

橋
ハシ

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶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。

愛
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産
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業
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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。

川
カワ

辺
ベ

農
ノウ

研
ケン

産
サン

業
ギョウ

 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

協力工場
有 国

内
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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

協力工場
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内

協力工場
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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
ジョウ

南
ナン

村
ムラ

田
タ

▶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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可
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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
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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

OEM
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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
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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」
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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。
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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

OEM
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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
ヒ

向
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和
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田
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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

ニ
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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
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械
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▶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
有国

内
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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。
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 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
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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。
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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。
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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。
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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

株式会社 三
サン

英
エイ

社
シャ

製
セイ

作
サク

所
ショ

▶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
ジョウ

光
コウ

▶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

テスコム電
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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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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
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▶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
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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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 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。
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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	 	 	 	
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▶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
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▶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
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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	 	 	 	
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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
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▶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

株式会社 相
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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	 	 	 	

株式会社 高
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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
チュウ
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▶その他の製造業

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
セイ

靴
カ

▶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	 	

林
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総
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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
マツ

崎
ザキ

人
ニン

形
ギョウ

▶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
ミ

山
ヤマ

精
セイ

工
コウ

▶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）

OEM
可

協力工場
有国

内

OEM
可

製
造
業

製
造
業

製
造
業

123



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
ヨネ

山
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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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中央省庁・地方公共団体 400 か所以上に
導入実績があるWeb 改ざん対策システ
ムと JISQ	15001	作成委員監修・国際標
準準拠のＰマーク取得・更新支援サービ
スが売りです。

▶他社との差別化ポイント
■Web改ざん対策システムは、FW、IDS/IPS、WAFで
防げない攻撃を検知し、被害を最小化する最後の砦です。

■Ｐマーク取得・更新支援サービスは、文書自動生成機
能、ISO/IEC	TR	13335-3	に準拠したリスク管理機能
（一貫性・妥当性を追求）を搭載した安価で、便利なサー
ビスです。

▶商品またはサービスの特徴
■ Web 改ざんを速やかに検知・報告・自動復旧するシ
ステムです。

■Ｐマーク取得・更新事業者の個人情報の運用を支援す
るクラウドサービスです。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶ Web 改ざん対策が必要な
事業者、Pマーク取得・更新事業者
主要取引先▶富士通 SSL、NEC、NSSOL、NTT-TXS、NJC
取得資格、認証（ISO等）▶経営革新計画認証取得
公社利用事業▶事業可能性評価事業、各種助成金、販路開拓、東京都
知的財産総合センター

資本金▶ 1,700 万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2003年
代表者▶白井	力	 担当▶白井	力
所在地▶〒 105-0004	東京都港区新橋 6-11-8　今井ビル１F
Tel.	03-3437-9391 ／ Fax.	03-3437-9392
URL.	https://www.jnsjp.com／ E-mail.	shirai@jnsjp.com

J
ジェイエヌエス

NS 株式会社
▶ソフトウエア業

オペレーターによるコールセンター業務
を、ロボットによって自動化するサービ
スを提供する会社です。声の力を好奇心
と最新技術で磨き続け、音声インフラの
スタンダードモデルを目指します。

▶他社との差別化ポイント
お客様からは、「業務クオリティの平準化につながった」、

「従来のコールセンターと比べ短時間に大量発信できる」、
「コールする時間帯を設定できたため接続率が大幅にアッ
プした」、「名前読み上げ機能で本人確認もできて業務を効
率化できた」、「SMS 一斉送信機能を利用して、効率的な
アンケートができた」など、好評の声をいただいています。

▶商品またはサービスの特徴
主力サービスである「ロボットコールセンター」は、従来
のオペレーターによって行われていたコールセンター業務

（発信・着信いずれも対応可）をロボットが行うことで、コ
スト面・業務の効率化を実現するサービスです。ロボット
１台で有人オペレータ25名分の発信能力があります。「ロ
ボットコールセンター」の販売協力も受け付けています。

営業拠点▶本社（東京都千代田区）
商品またはサービスの主なターゲット層▶金融業、不動産管理業、
　通信販売業、インフラ系企業
取得資格、認証（ISO等）▶電話通信事業者、ISO27001、
　特許第 6276878 号
公社利用事業▶世界発信コンペティション、知的財産相談、
　中小企業ニューマーケット開拓支援事業、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年世界発信コンペティション	
　サービス部門	優秀賞

資本金▶ 7,615 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶田中	明子	 担当▶石崎	稲美
所在地▶〒 101-0051	東京都千代田区神田神保町 2-11-15　住友商事神保町ビル 2階
Tel.	03-6869-7040 ／ Fax.	03-6869-7041
URL.	https://www.green-ship.co.jp ／ E-mail.	g_info1@green-ship.co.jp

株式会社 グリーン・シップ
▶ソフトウエア業

製品ロゴマーク
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近年注目のATS（採用管理システム）を
提供。社長自身の経験に基づき構築され
たシステムと専門のスタッフが、御社の
採用活動を支援します。HERP は「日本の
採用 2.0」を掲げ、日本の採用の進化に貢
献します。

▶他社との差別化ポイント
・ビジネスアプリ（Slack）連携
・クラウド労務ソフト（SmartHR）連携
・採用業務に精通したスタッフがサポート
・シンプルで使いやすい操作性と機能

▶商品またはサービスの特徴
HERP	ATS…求人媒体 20 社と情報を自動で一元管理、進
捗情報等も社内で共有できます。かつての人事担当集約
型の採用から、現場社員も含めた全社一丸の採用へ機能
的に転換する	『スクラム採用』	で、御社の採用問題解決と
今求められる採用実現に導きます。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶中途採用を行なっている中小
企業
取得資格、認証（ISO等）▶プライバシーマーク取得
公社利用事業▶創業助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ B	Dash	Camp	Spring	2018	in	福岡

資本金▶ 24,580 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶庄田	一郎	 担当▶西山	麻未
所在地▶〒 141-0031	東京都品川区西五反田 7丁目 22番 17号	TOCビル 12F
Tel.	050-1746-9843
URL.	https://herp.co.jp ／ E-mail.	info@herp.co.jp

株式会社 H
ハ　ー　プ

ERP
▶ソフトウエア業

見積マッチングプラットフォームサービ
ス「TerminalQ」は、「ものづくり」に携
わる様々な企業がWEB上で繋がり合い、
受発注業務の効率を高めることを可能と
するクラウドサービスです。

▶他社との差別化ポイント
今までになかった画期的なサービスを月額 5,000 円から
ご利用いただけます。

▶商品またはサービスの特徴
「TerminalQ」は全国の製造業 1500社が加盟する「SNS
型の受発注ネットワーク」です。大手発注企業から受注
型中小企業まで様々な「ものづくり」に携わる企業が加
盟しており、1 日平均 2000 枚の新規見積図面の取引が
TerminalQ 上で行われております。製造業の新規取引先
検索はインターネット上で行う時代です。

営業拠点▶東京都千代田区
商品またはサービスの主なターゲット層▶製造業全般
主要取引先▶トヨタ自動車・ヤンマー・NEC・本田技研・他 1500社
海外展開事例、海外拠点▶日本・中国・タイ・ベトナム
公社利用事業▶イノベーション多摩支援事業

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 5人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶名取	磨一	 担当▶上田	真澄
所在地▶〒 100-0005	東京都千代田区丸の内 2-2-1	岸本ビルヂング 6F
Tel.	03-4590-6768
URL.	https://terminal-q.com／ E-mail.	m.ueda@nvtnet.co.jp

株式会社 T
タ ー ミ ナ ル

ERMINALQ
キュー

▶ソフトウエア業

HERP	ATS は随時更新。機能充実と改善が図られています。

トップ画面

見積り回答

見積り画面

取引先検索
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IoT サービスの総合開発を手掛け、MCPC	
award	2017	グランプリ・総務大臣賞の
ほか、多数の受賞歴があります。革新的
な商品やサービスで「人の常識を変える
体験」を生み出します。

▶他社との差別化ポイント
関連会社の株式会社タグキャストが提供する屋内位置情
報サービス「TAGCAST」は、「場所の IoT」を実現して
世界９か国で特許を取得しています。３次元（空間）、２
次元（テーブル）、１次元（壁）の認証を実現します。

▶商品またはサービスの特徴
IoT のアプリやプロダクトを企画開発し、大手企業との提
携や合弁会社を設立する事業をしています。モバイルオー
ダー、観光、座席の予約、スマートスタジアム、見守り
の IoT 電球などを開発しています。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶BtoB、BtoBtoB、BtoBtoC
主要取引先▶ソフトバンク、KDDI、東京メトロ、NHK 出版、プラス
など
取得資格、認証（ISO等）▶プライバシーマーク取得
海外展開事例、海外拠点▶カンボジア、ベトナム
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）▶地銀6行フィンテックビジネスコンテスト優秀賞、

MCPC	award	2017	グランプリ・総務大臣賞、AEON	Financial	Service	
Innovation	2017	最優秀賞	Tokyo	Metro	ACCELERATOR	2018	受賞

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 2006年
代表者▶鳥居	暁	 担当▶鳥居	暁
所在地▶〒 102-0073	東京都千代田区九段北 1-3-5
Tel.	03-6268-9991 ／ Fax.	03-6268-9992
URL.	https://boxyz.com／ E-mail.	otoiawase@boxyz.com

ボクシーズ 株式会社
▶ソフトウエア業

自社独自の「Florida（フロリダ）」ツー
ルにより、Power	Systems	IBMi で稼働
する RPGを Java に変換する事業を中心
に行っています。Java 化を検討している
企業に対し、蓄積されたノウハウで最適
なソリューションを提供していきます。

▶他社との差別化ポイント
ビジネスロジックをそのまま継承でき、EXCEL 形式の中
間言語上で修正、追加が可能なので、モダナイゼーショ
ンにも最適です。
多数の実績から得た、変換時に起きる様々な問題に対し
て解決できるノウハウの豊富さも決め手の一つです。

▶商品またはサービスの特徴
IBMi	（AS/400）の RPGをMVC型 Java にコンバージョ
ンするツールを開発し、サービスまで展開しています。
年々難しくなる RPG 言語の保守要員の代替を担っていま
す。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶AS/400　RPGユーザ
主要取引先▶ソルパックほか IBM特約店
公社利用事業▶事業可能性評価事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2014年
代表者▶高田	紳一	 担当▶高田	紳一
所在地▶〒 101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-6-11
Tel.	03-5216-6868 ／ Fax.	03-5216-5770
URL.	http://florida0.com／ E-mail.	info@florida0.com

株式会社 フロリダ
▶ソフトウエア業

会社ロゴ

Florida 変換構造
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ディープラーニングをはじめとした最先端
技術（AI・AR・IoT）をビジネスに応用さ
せる開発力と、ヘルスケア・不動産業界等
に強みがある IT 企業です。顧客企業の生
産性向上や新事業開発に貢献しています。

▶他社との差別化ポイント
幅広い技術だけでなく、経営陣は医薬品開発・ヘルスケア・
不動産業界の知見を有するため、それらの領域の新規事
業展開にさらに貢献させて頂きたいと考えております。

▶商品またはサービスの特徴
ウェブ・モバイルアプリ・業務系システムから新サービ
ス開発まで幅広く行いつつ、得られたデータから、ディー
プラーニング技術又はクラウド API を活用したサービス
を提供しております。また、AR・IoT 技術を駆使したサー
ビス開発をしております。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶医薬品・ヘルスケア・不動産業界
公社利用事業▶創業助成事業、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶事業可能性評価事業（テーマ「AR技術の
ビジネス応用事業」）

資本金▶ 1,760 万円	 従業員数▶ 12人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶前田	拓海	 担当▶前田	拓海
所在地▶〒 160-0023	東京都新宿区西新宿 6-20-7	3912 号
Tel.	050-3554-0169
URL.	https://reconomical.co.jp ／ E-mail.	info@reconomical.co.jp

リコノミカル 株式会社
▶ソフトウエア業

「IT 技術を通して、世の中の集合知を活用
し役立つサービスを提供する事」をミッ
ションとして掲げ、顧客ニーズにマッチ
したスクラッチ開発、ソフトウェア品質
向上の為のテストサービス「TESTERA」
を展開しています。

▶他社との差別化ポイント
テストサービス「TESTERA」の優位性
①テストコスト削減可能（規模や工程により、40 ～
50％削減可能）

②テスト要員のリリース及び増員が容易に可能
③テスト工程専門のテストマネージャーが品質管理を行
います。

▶商品またはサービスの特徴
テストサービス「TESTERA」は、システム開発における
テスト工程のコスト削減、要員不足の問題を柔軟に解決
します。

営業拠点▶本社のみ
商品またはサービスの主なターゲット層▶中小企業（従業員80人以上、
売上数十億円以上）
主要取引先▶富士フィルムソフトウェア株式会社、
　株式会社タイムインターメディア、ジョルダン株式会社、
　KCCSモバイルエンジニアリング株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO27001
公社利用事業▶事業可能性評価事業、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▶ 14人	 設立年度▶ 2006年
代表者▶高橋	こずえ	 担当▶高橋	こずえ
所在地▶〒 160-0022	東京都新宿区新宿 2-15-2　岩本和裁ビル３階
Tel.	03-6380-5211 ／ Fax.	03-6380-5233
URL.	http://rakudou.co.jp ／ E-mail.	info@rakudou.co.jp

株式会社 楽
ラク

堂
ドウ

▶ソフトウエア業

会社の特徴

TESTERAサービス概要
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消費者向けロボットの企画・開発や、ユ
ニークな発想と技術で様々な分野の企業
と協働し、ロボティクスを活用した課題
解決を行います。コミュニケーションロ
ボットは暮らしをユカイにする新しいイ
ンターフェースです。

▶他社との差別化ポイント
・一台 29,000 円という低価格
・かわいらしいデザインとシンプルな操作性
・共働き家庭のお子さんだけではなく、離れて暮らす高
齢家族の見守りにも最適

▶商品またはサービスの特徴
『BOCCO』は、スマートフォンアプリや振動センサと連
携し、メッセージを送ったり、鍵の開閉・天気予報・明
日の予定などをお知らせし、家族の生活とコミュニケー
ションを手助けしてくれるロボットです。外出中、スマ
ホの専用アプリに入力したメッセージは、お家のボッコ
がかわいく読み上げます！

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶子育て中のご家庭、
　シニア見守りの必要なご家庭
主要取引先▶東京ガス株式会社、セコム株式会社、東北電力株式会社、
中部電力株式会社	等
海外展開事例、海外拠点▶ Yukai	Engineering	USA	Inc.
公社利用事業▶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	
　サービス部門	特別賞

資本金▶ 26,807 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 2007年
代表者▶青木	俊介
所在地▶〒 162-0067		東京都新宿区富久町 16-11	武蔵屋スカイビル 101
URL.	https://www.ux-xu.com／ E-mail.	contact@ux-xu.com

ユカイ工
コウ

学
ガク

 株式会社
▶情報処理サービス業

ライフサイエンス業界向けに研究用資機
材の受発注業務を効率化する情報プラッ
トフォームを提供しています。研究機関・
販売店・メーカー間の膨大な情報管理や
事務負担軽減のため、サービス向上に取
り組んでいます。

▶他社との差別化ポイント
弊社は、本分野に特化して情報サービスを提供している
唯一の会社です。今後は、課題の解決にさらに踏み込み、
業界の流通情報システムの基盤を担っていきます。

▶商品またはサービスの特徴
バイオ・ライフサイエンスの基礎研究分野において研究
用資機材の受発注や顧客情報管理の人的負担が課題でし
た。
弊社では、当業務を効率化するために、研究用資機材カ
タログ、受発注 EDI、研究機関・研究者データベースな
どの情報サービスを提供しています。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶バイオ研究に関わる法人
主要取引先▶バイオ研究を行う研究機関・大学や企業、研究用資機材
メーカー、および流通を担う販売会社や物流会社
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 6人	 設立年度▶ 2002年
代表者▶相楽	賢哉	 担当▶相楽	賢哉
所在地▶〒 135-0034	東京都江東区永代 2-31-15　ベルウッド永代ビル	5 階
Tel.	03-6661-3300 ／ Fax.	03-6856-4791
URL.	http://sagbrain.com／ E-mail.	info@sagbrain.com

株式会社 サグブレイン
▶情報処理サービス業

BOCCO

サービス概要図
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ソフトウエアの受託開発等、企業のシス
テム基盤を支えます。ISO27001（ISMS）、
ISO9001（QMS）取得、官公庁や大手企
業の受注実績多数。「信頼」を基盤に高品
質なサービス提供を行います。

▶他社との差別化ポイント
WEB 系システム開発、組込システム開発、インフラ構築
および運用保守等の「エンジニア約 240名（ビジネスパー
トナー含む）」が活躍しています。

▶商品またはサービスの特徴
弊社はソフトウエアの受託開発を行っております。
WEB 系システムのコンサルティング、設計等の上流工程
から運用、保守までをワンストップで承ります。
弊社にて開発を請け負うことはもちろんのこと、システ
ムエンジニアリングサービスも提供しています。

営業拠点▶本社（東京都千代田区神田司町）
商品またはサービスの主なターゲット層▶一般企業、ＳＩ企業等
主要取引先▶日本通運㈱、㈱日立社会情報サービス、㈱ラック
取得資格、認証（ISO等）▶ISO27001、ISO9001、プライバシーマーク
公社利用事業▶新サービス創出事業（普及啓発）	、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶プラチナくるみんマーク、
　令和元年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業、
　東京都	家庭と仕事の両立支援推進企業

資本金▶ 1,400 万円	 従業員数▶ 180人	 設立年度▶ 2002年
代表者▶上妻	英一	 担当▶森本	秀彦
所在地▶〒 101-0048	東京都千代田区神田司町 2-13　神田第 4アメレックスビル 8階
Tel.	03-5577-8833 ／ Fax.	03-3295-7111
URL.	https://griffin-net.co.jp ／ E-mail.	info@griffin-net.co.jp

株式会社 グリフィン
▶その他の情報処理・提供サービス業

AI 開発の技術力と業務プロセス改革のノ
ウハウにより、上場企業等の顧客から継
続的に AI 開発を受注している IT 企業で
す。自社サービスとして IT 業界の案件と
人材のマッチングを推進するAI を提供し
ています。

▶他社との差別化ポイント
汎用的な RPA ツールでは実現できない、IT 業界に特化し
たサービス内容と、追加の業務負荷を一切掛けずにすぐ
にお使いいただける点が強みです。

▶商品またはサービスの特徴
SES 企業様や IT 系派遣企業様が受け取られている案件や
人材のメールを自動で解析し、マッチング可能性の高い
ペアをAI が提案するクラウドサービス「Qoala（コアラ）」
を開発・販売しています。単なるRPAツールではなく、ユー
ザー企業様の売上最大化に焦点を当てています。

営業拠点▶本社（東京）、神奈川、千葉、埼玉、大阪、名古屋、福岡
商品またはサービスの主なターゲット層▶ SES企業、IT 系派遣企業、
人材エージェント
主要取引先▶ボストンコンサルティンググループ、みずほ証券、人材
派遣企業等
取得資格、認証（ISO等）▶ TRUSTe
公社利用事業▶革新的サービスの事業化支援事業
　　　　　　　事業可能性評価事業

資本金▶ 500万円	 従業員数▶ 2人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶五十嵐	圭太	 担当▶五十嵐	圭太
所在地▶〒 169-0075	東京都新宿区高田馬場 2-14-9　明芳ビル 503
Tel.	03-6457-6049
URL.	https://www.riff.co.jp ／ E-mail.	contact@riff.co.jp

リフ 株式会社
▶情報処理サービス業

マッチング自動提案のイメージ

メール自動分類のイメージ
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地図上を長押しするだけで、写真やコメ
ントを記録できる「マップコレクション
Diground」を提供しており、１つのサー
ビスを磨き続け、長く多くの人に愛され
るサービスを提供していきます。

▶他社との差別化ポイント
営業マンが「顧客情報」や「活動履歴」を地図上に登録
することで、顧客情報の検索や移動時間の短縮に効果が
あると評判です。入力項目も「たった１つ」のため、管
理業務の大幅軽減を実現しています。

▶商品またはサービスの特徴
当社は、地図上を長押しするだけで、写真やコメントを
記録できるアプリ「マップコレクション Diground」を
提供しています。日本テレビ「月曜から夜更かし」など
に紹介され話題を集め、利用者数 30,000 人を突破しま
した。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶10名程度の営業チーム
主要取引先▶電気ガス営業・太陽光パネル営業・住宅リフォーム営業など
取得資格、認証（ISO等）▶届出電気通信事業者登録
海外展開事例、海外拠点▶英語対応しており、世界 136か国で配信
公社利用事業▶創業助成事業、事業可能性評価事業、
　マーケットサポート事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017年世界発信コンペティション	
　サービス部門	特別賞

資本金▶ 700万円	 設立年度▶ 2016年
代表者▶阿部	紘士	 担当▶阿部	紘士
所在地▶〒 164-0003	東京都中野区東中野 5-11-8	TOKYO	NEST	B1F		
Tel.	03-4405-6802 ／ Fax.	03-4243-3243
URL.	https://pr.diground.com/biz ／ E-mail.	info@diground.com

ディグランド 株式会社
▶インターネット附随サービス業

Performance	Plus は、気持ちや思いなど
の「ココロ」を感じるサービスと技術「テ
クノロジー」で 2,120 万人もの日本の非
正規雇用従業員の幸せに働ける環境作り
に貢献しています。

▶他社との差別化ポイント
付随する「入社管理システム」は外国人雇用にも対応し
ています。TV でも報道された画期的な業務効率化のしく
みです。雇用手続きから定着・育成までカバーできるの
は当サービスだけです。

▶商品またはサービスの特徴
総合人材育成・コミュニケーションツール「Performance	
Plus（パフォーマンスプラス）」は、企業とそこで働く人
を結び、適切なコミュニケーションを図ることで労使双
方が良い関係を構築できるツールです。定着率向上成果
多数あります。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶非正規従業員を多数雇用す

る企業
主要取引先▶（株）ハイデイ日高、（株）NTTデータ	スマートソーシング、
（株）サザビーリーグ
取得資格、認証（ISO等）▶特許第 6532041 号「従業員管理システム」
公社利用事業▶事業可能性評価事業、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）▶ 2017年世界発信コンペティション	サー
ビス部門	奨励賞、女性活躍推進知事特別賞

資本金▶ 2,200 万円	 設立年度▶ 2002年
代表者▶佐藤	正	 担当▶槇	千亜紀
所在地▶〒 150-0012	東京都渋谷区広尾 1-7-20　DOTビル３階
Tel.	03-6324-2172
URL.	https://arcadia-ex.co.jp ／ E-mail.	sales-j@arcadia-ex.co.jp

株式会社 アルカディア・イーエックス
▶インターネット附随サービス業

アプリ画面イメージ

Performance	Plus の仕組み
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「明日の快適生活をプロデュース」をコン
セプトに、生活関連商品卸売業として約
70年の歴史を保有。卸の強みを生かして
消費者ニーズを敏感にキャッチ、商品・
サービスの自社開発も手掛ける「挑戦す
る卸売業」です。

給食向食器の販売からスタートし、現在
では食器だけにとどまらず、調理器具、
厨房機器など幅広く販売しています。お
客様が喜ぶ「業務用食器卸のリーディン
グカンパニー」を目指し、日本の食を支
え続けていきます。

▶他社との差別化ポイント
自社内施設「フィッティング・ラボ」では、ご自宅のト
イレ・浴室・廊下等と同寸法の空間を再現。機器導入や
住宅の改造についてご本人や介助者の動作確認を事前に
行い、自立（律）支援と介護負担の軽減に向けご納得のい
く住環境の改善を提案します。

▶他社との差別化ポイント
独自の経験とノウハウを基礎とした国内外のネットワー
クとコネクションを駆使し、お客様のニーズに合わせた
商品を発掘・選定します。見つからない場合でも、代替
品の提案をさせて頂き、最後まであきらめません。

▶商品またはサービスの特徴
従来の生活関連商品卸売業に加え、新規事業として立ち
上げた「ココ・ラ・ス」は、超高齢社会において「在宅」
での福祉住環境の改善ニーズが高まる中、高齢者や障が
い者に向け、ご自宅のバリアフリー化にともなう住宅改
修ならびに福祉用具の販売・貸与を行う事業です。

▶商品またはサービスの特徴
創業 42年の食器卸として、病院・学校・老健施設・社員
食堂・外食店舗・百貨店などを対象に、調理道具・厨房
関連設備の販売、HACCP対応から店舗オープンに関わる
全てのサービスとノウハウを提供します。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶高齢者・障がい者
主要取引先▶東急ハンズ、ロフト、ディノス・セシール、アスクル、三井ホーム
取得資格、認証（ISO等）▶東京都一般建設業、介護保険福祉用具販売・
貸与事業所
海外展開事例、海外拠点▶台湾、シンガポール、中国、タイ
　（自社開発商品のお茶ミル「Sururu」、枕「肩おもい」）
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、新サービス創出スクール、海外販路開拓
受賞履歴（直近３年以内）▶大田のお土産 100 選　優秀賞、
　おおた福祉・医療賞

営業拠点▶本社（東京都）、営業所（大阪）
商品またはサービスの主なターゲット層▶病院・学校・老健施設・
　社員食堂・外食店舗・百貨店
主要取引先▶防衛省・足立区・他
取得資格、認証（ISO等）▶ワークライフバランス
公社利用事業▶ワンストップ総合相談窓口、人材確保・育成総合支

援事業、新・展示会出展支援助成事業

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 45人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶草野	隆司
所在地▶〒 144-0035	東京都大田区南蒲田 2-27-1
Tel.	03-3739-8080 ／ Fax.	03-3739-8860
URL.	http://www.to-sho.co.jp ／ E-mail.	info@to-sho.co.jp

資本金▶ 4,000 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶加藤	和也	 担当▶加藤	和也
所在地▶〒 121-0801	東京都足立区東伊興 3-15-12
Tel.	03-3857-1661 ／ Fax.	03-3857-1625
URL.	http://www.kk-mac.com／ E-mail.	info@kk-mac.com
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▶各種商品卸売業

株式会社 マック
▶各種商品卸売業

ココ・ラ・スのフィッティング・ラボ

飲食店向食器コーディネート
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当社は 1930 年、雨合羽の製造・行商を
始めたのがルーツです。「雨の日快適宣言」
のテーマのもと、「防水布」「テーピング」「デ
ザイン」の3つの観点から「完全防水」に
こだわった製品を通じて、お客様のニーズ
に応えます。

▶他社との差別化ポイント
一般的な雨よけ感覚のレインウエアと違い、雨の中活動
する方々へのアンケート調査をもとに、製品への不満点
や不快感を製品特長として解決しています。今後は雨の
中、自転車で活動する方々が事故のない安全で快適な移
動となるよう製品を通じて目指していきます。

▶商品またはサービスの特徴
当社は、雨の中活動する方々の「防水性」と「安全性」
に対するご要望に応え、消費者ニーズを追求したオリジ
ナルレインウエアを展開しています。

営業拠点▶本社（東京都千代田区）、物流（東京都北区）
商品またはサービスの主なターゲット層▶雨の中、傘をささずに活動を
する人
主要取引先▶デリバリー業界全般
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、
　知財戦略導入支援事業、人材支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶千代田ビジネス大賞「諮問委員会賞」、

東京都トライアル発注認定、東京商工会議所「経営改善優秀事例賞」

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 5人	 設立年度▶ 1956年（創業 1930年）
代表者▶萩原	重睦	 担当▶萩原	重政
所在地▶〒 101-0021	東京都千代田区外神田 6-4-5	藤和妻恋坂コープ 9階
Tel.	03-3833-6661 ／ Fax.	03-3833-6665
URL.	http://www.tokiwa1930.co.jp ／ E-mail.	info@tokiwa1930.co.jp

株式会社 トキワ
▶繊維・衣服等卸売業

代表者の独創的なアイディアで患者に快
適さを提供する様々な製品を開発。丁寧
なヒアリングで顧客一人ひとりの症状を
把握し、製品に落とし込む技術はまさに
職人技。オストメイトの方の力になれる
よう情熱を持って突き進みます。

▶他社との差別化ポイント
柔軟なアイデアと服飾にかかわる知識から、今までにな
いストーマベルトを開発しています。既製品では対応が
厳しい方にはオーダーメイドでお一人お一人に合うベル
トの製作も行っています。

▶商品またはサービスの特徴
当社はストーマベルトやパウチカバーなどのストーマケア
アクセサリーを開発、製造しています。服飾付属品問屋と
しての知識を生かし、素材から吟味、徹底的に患者様の
声を商品化し、使う方に優しい製品を提供しています。

営業拠点▶東京都墨田区立川 1-16-17 タテカワ 116-1F
商品またはサービスの主なターゲット層▶オストメイト
主要取引先▶伸和株式会社、コロプラスト株式会社、株式会社ムトウ
公社利用事業▶経営革新計画にかかる承認申請書の受付

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶７人	 設立年度▶ 1990年
代表者▶落合	正行	 担当▶落合	正行
所在地▶〒 130-0023	東京都墨田区立川 1-16-17 タテカワ 116-1F
Tel.	03-3633-5260 ／ Fax.	03-3633-4508
URL.	http://www.stoma-belt.jp ／ E-mail.	masayuki_ochiai@mimuro.jp

株式会社 ミムロ
▶各種商品卸売業

自転車用レインウエア
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創業明治 15年の老舗漬物店です。“四季
や伝統を慈しみ、食を通じて味わいを楽
しむ”をコンセプトに、定番商品である
味醂奈良漬の製造技術と経験を生かし、
四季折々の美味しい漬物をご提供します。

ボンダーやプロ―バー等、半導体の研究
開発に関する装置の輸入、自社開発を行っ
ています。従業員一人一人が技術に磨き
をかけ、研究者が抱える様々な困り事に
向き合い、細やかなサポートを提供して
おります。

▶他社との差別化ポイント
当社の顧客である大学・企業の研究者は、様々な製品で
使用される半導体を研究開発しています。当社では設計
から開発まで賄えるため、研究者の多様なニーズにも細
やかに対応できる事が強みです。

▶商品またはサービスの特徴
「守口漬」を独自の製法で進化させた「味醂奈良漬」を製
造しております。「味醂奈良漬」とは、酒粕だけで漬ける「奈
良漬」とは違い、酒粕で漬けた後、味醂の搾り粕である「味
醂粕」を仕上げに使用する事で、芳醇なコクと上品な甘
さがプラスされ、酒粕のツンとした角がとれた、まろや
かな味わいが特徴です。

▶商品またはサービスの特徴
当社は半導体を研究・開発する大学・企業を主な顧客とし、
半導体の検査に使うプローバー、製造用のボンダーといっ
た装置を中心に自社で設計・開発まで行っています。また、
各種ボンダーや温度環境試験装置などの輸入販売も行っ
ています。

営業拠点▶東京中央区に自社工場及び本社　銀座松屋・浅草松屋に
直営店舗
商品またはサービスの主なターゲット層▶日頃より食事を丁寧に	
楽しまれている方
主要取引先▶松屋デパート　イトーヨーカ堂
公社利用事業▶ワンストップ総合相談窓口、専門家派遣事業

営業拠点▶本社（上野）
商品またはサービスの主なターゲット層▶半導体を研究する大学・企業
主要取引先▶官公庁、大学、半導体メーカー
公社利用事業▶市場開拓助成事業、展示会出展支援事業、
　BCP策定支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ JSAP	Exhibision	Award

資本金▶ 400万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 1955年（創業明治 15年）
代表者▶安藤	隆史	 担当▶安藤	隆史
所在地▶〒 104-0043　	東京都中央区湊 2-14-4
Tel.	03-3551-3566 ／ Fax.	03-3551-5755
URL.	https://www.otsukemono-kitafuku.com／ E-mail.	andosyouten@jupiter.ocn.ne.jp	

資本金▶ 5,000 万円	 従業員数▶ 25人	 設立年度▶ 1993年
代表者▶吉岡	和幸	 担当▶代表取締役	吉岡	和幸
所在地▶〒 110-0005	東京都台東区上野 1-17-6
Tel.	03-3836-2800 ／ Fax.	03-3836-2266
URL.	https://www.hisol.jp ／ E-mail.	inquiry@hisol.jp
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▶飲食料品卸売業

ハイソル 株式会社
▶機械器具卸売業

▶他社との差別化ポイント
創業より変わらぬ製法で職人により手作りされている味醂奈良
漬の、製造経験で培った技術と試行を凝らし、豊洲市場から仕
入れた旬の素材を使用した四季折々のオリジナルの漬物の製造、
さらに長年の信頼ある全国各地の名品を仕入れ販売しておりま
す。土地固有の地域性・四季・伝統が含まれた「漬物」を通じて、
「和の文化」を次世代に伝えていきたいと思っております。

味醂奈良漬喜多福
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弊社はリハビリ機器の専門商社・メーカー
として、海外からの最先端機器の積極的
な輸入と、国内の大学・研究機関との提
携による商品開発を通じて、製造・販売
の両面から、リハビリ業界のさらなる向
上を後押しします。

▶他社との差別化ポイント
販売で得た現場ニーズに対する肌感覚と、メーカー・代
理店・外注業者とのチームアップを生かした製品発掘・
開発に対する柔軟性が強みです。AI などリハビリ現場を
良くする技術は積極的に取り入れたいと考えております。

▶商品またはサービスの特徴
世界の優れたリハビリ機器を日本に導入してきた経験を
活かし、国内外にない機器は自社開発（ODM）すること
で、現場ニーズに応え続けています。弊社製品「コグニ
バイクプラス」は、高齢化に伴う認知症ケアの問題にい
ち早く取り組み、国立長寿医療研究センターとの共同開
発により製品化された、自社開発品の好例です。

営業拠点▶本社（北区）、営業所（仙台／名古屋／大阪／九州）
商品またはサービスの主なターゲット層▶病院、デイケア、デイサービス、
サービス付き高齢者住宅	など
主要取引先▶・デイケア／デイサービス／サ高住・
　国公立大学／大学病院	および	研究機関
取得資格、認証（ISO等）▶医療機器製造業 /販売業 /修理業、ISO13485
海外展開事例、海外拠点▶代理店を通した自社商品の輸出（韓国、中国、東南アジア）
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業	、ワンストップ総合相談窓口
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	特別賞

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 58人	 設立年度▶ 1994年
代表者▶柏木	哲夫	 担当▶須藤	友貴
所在地▶〒 114-0016	東京都北区上中里 1-37-15
Tel.	03-5974-0231 ／ Fax.	03-5974-0233
URL.	http://www.irc-web.co.jp ／ E-mail.	sudo@irc-web.co.jp

インターリハ 株式会社
▶その他の卸売業

「空気の出し入れのしやすさにこだわって
います！！」浮き輪などの空気入れビニー
ル製品を開発する企業として、常にお客様
目線で、ベストな製品を提供しています。

▶他社との差別化ポイント
自社製品に限らず、OEM によるビーチレジャー用品や特
注による空気入れ枕や整体用クッションも手掛け、空気
入れ製品全般にノウハウがあります。

▶商品またはサービスの特徴
空気入れビニール製品を主に取り扱っています。海やプー
ルで使う浮き輪やフロート、近年人気のスタンドアップ
パドルボード（SUP）等がメインですが、最近では、そ
の技術を生かしてポンプを内蔵したエアーマットを開発
しました。災害対策・アウトドアレジャーとしてご利用
頂けます。

営業拠点▶本社（東京都）、大阪営業所
商品またはサービスの主なターゲット層▶子供から大人まで幅広い層
主要取引先▶イオングループ、セブン&アイグループ、他量販店、
　全国卸問屋
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

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 22人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶五十嵐	靖明	 担当▶山下	正樹
所在地▶〒 121-0801	東京都足立区東伊興 3-21-13
Tel.	03-3853-2421 ／ Fax.	03-3857-2533
URL.	http://www.igarashi-ltd.co.jp ／ E-mail.	ask@igarashi-ltd.co.jp

株式会社 イガラシ  
▶その他の卸売業

「コグニバイクプラス」
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浅草のかっぱ橋道具街に店を構える料理
道具専門店です。提案型の対面販売で、
お客様の希望や料理に合った最適な商品
を紹介します。魅力あふれる個性的な店
内で、料理道具選びをお楽しみください。

日本有数の料理道具専門店街「かっぱ橋道
具街」にて、菓子道具を専門に取り扱って
います。全国トップクラスの 4,000 種類
以上の商品を取り揃えており、お菓子作り
を行う方の様々なニーズにお応えします。

▶他社との差別化ポイント
・お客様との対話を通じてニーズを汲み取り、商品の仕
入れ・提案・販売を行っています。

・従業員が実際に道具を使用して、道具の良さ・特性をつかみ、
販売時にお客様一人ひとりにあった商品を提案しています。

・提案型の接客や POP を通じて、お客様が知らない商品
の魅力を紹介します。

▶他社との差別化ポイント
和菓子職人やパティシエと菓子型を共同開発するなど、
多様なニーズに応える商品を提供しています。販売だけ
ではなく、自社スタッフによる修理・運搬・ワークショッ
プ開催など、プロの方からお菓子作りが好きな方まで満
足していただけるようなサービスを提供しています。

▶商品またはサービスの特徴
主婦の方からプロの料理人まで、あらゆるニーズに応え
る料理道具専門店です。200 種以上のフライパン、220
種以上のおろし金など、8000 点を超える料理道具を取
り扱っています。

▶商品またはサービスの特徴
約2,000種類の抜き型をはじめ、PB商品の開発、販売を
しており、スタッフによる抜き型・和菓子用木型の製作な
どを行っています。従業員１人１人がものづくりにフォー
カスし、菓子道具専門店として多様なニーズに応えること
のできる専門性を追求した商品を開発しています。

営業拠点▶東京都台東区
商品またはサービスの主なターゲット層▶料理人、一般消費者
主要取引先▶一般消費者
公社利用事業▶若手商人育成事業（商人大学校、商店街パワーアップ作戦）
受賞履歴（直近３年以内）▶第 16回「勇気ある経営大賞」優秀賞（2018）

営業拠点▶店舗
商品またはサービスの主なターゲット層▶菓子作りを行う一般消費者・
プロ、料理教室、学校
主要取引先▶一般消費者・プロ
公社利用事業▶商人大学校、商店街パワーアップ作戦、事業承継塾
受賞履歴（直近３年以内）▶楽天ショップオブザマンス（2017～ 2019）

資本金▶１,000 万円	 従業員数▶６人	 設立年度▶ 1912年
代表者▶飯田	結太	 担当▶飯田	結太
所在地▶〒 111-0035	東京都台東区西浅草 2-21-6
Tel.	03-3842-3757 ／ Fax.	03-3844-2491
URL.	https://kappa-iida.com／ E-mail.	yiida@kappa-iida.com

資本金▶ 50万円	 従業員数▶ 7人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶吉田	友重	 担当▶吉田	友重
所在地▶〒 111-0035	東京都台東区西浅草 2-5-4
Tel.	03-3844-3850 ／ Fax.	03-3844-2704
URL.	http://majimaya.com／ E-mail.	support@majimaya.com

株式会社 飯
イイ

田
ダ

▶その他の小売業

合資会社 馬
マ

嶋
ジマ

屋
ヤ

菓
カ

子
シ

道
ドウ

具
グ

店
テン

▶その他の小売業

集合写真

10月にオープンした新店舗
吹き抜けの明るい店内にはお菓子
作りの道具がたくさん並んでいる

協力会社
有国

内

卸
売
業
・
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売
業
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・
小
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業
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弁護士が代表を務める IT 企業です。法律
の専門家ならではの知識や経験を生かし、
実務に特化したシステムを開発していま
す。弁護士事務所や法務部など、法律に
関わる全ての方のあらゆるニーズにお応
えいたします。

▶他社との差別化ポイント
当社製品は、どのような形式の文書であっても、また言
語を問わず、全ての法律文書の作成をサポートしていま
す。外国語で契約書を作成する際にもサポート機能をご
利用いただけるため、グローバル展開にも最適です。

▶商品またはサービスの特徴
法律文書作成エディタ「LAWGUE」を提供しています。
この製品は、契約文書や規程類などを条項単位で分割し、
検索・編集・管理を可能とすることで、法務のノウハウ
の共有と効率化を後押しします。

営業拠点▶東京都文京区本郷 4-2-2 北信ビル４階
商品またはサービスの主なターゲット層▶法務
主要取引先▶企業法務部、法律事務所
海外展開事例、海外拠点▶外資系企業での採用あり
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）▶かわさきビジネス・アイデアシーズ賞、
よい仕事おこし賞、きらぼし銀行賞

資本金▶ 1,448 万円	 従業員数▶ 15人	 設立年度▶ 2018年
代表者▶堀口	圭	 担当▶堀口	圭
所在地▶〒 113-0033	東京都文京区本郷 4-2-2	北信ビル 4階
Tel.	03-5615-9674 ／ Fax.	03-4243-2831
URL.	https://j-legal-system.com／ E-mail.	k.horiguchi@j-legalsystem.com

株式会社 日
ニ

本
ホン

法
ホウ

務
ム

システム研
ケン

究
キュウ

所
ジョ

▶専門サービス業（他に分類されないもの）

「知財を誰もが平等に取り扱えるようにす
る」をミッションに、誰でも手軽に使え
る商標登録プラットフォームを開発。上
昇する知的財産価値の保護を身近にし、
データトランスフォーメーションの実現
にも貢献します。

▶他社との差別化ポイント
AI 技術と弁理士のチェックで高品質を実現。独自の技術
で、商標の知識がない方でも無料商標調査ができます。
また、所有の商標権と似た出願があると、自動通知が届
き即座に対応可能。商標権の期限をいつでも確認でき、
期限切れ前に通知します。

▶商品またはサービスの特徴
Cotobox は、高クオリティで、簡単、手軽、安いオンラ
イン商標登録サービスです。ネーミングを思いついた瞬
間に、商標調査・出願依頼ができ、商標権の管理もオン
ラインで可能です。

営業拠点▶東京
商品またはサービスの主なターゲット層▶日用品業界、化粧品業界、
　中小企業、海外展開する企業
主要取引先▶経済産業省、国土交通省、JR東日本グループ、
　メルカリグループなど
取得資格、認証（ISO等）▶経済産業省　グレーゾーン解消制度による

適法回答
海外展開事例、海外拠点▶香港、シンガポール
公社利用事業▶ TOKYO起業塾、創業助成事業

資本金▶ 200万円	 従業員数▶ 3人	 設立年度▶ 2016年
代表者▶五味	和泰	 担当▶五味	和泰
所在地▶〒 108-0073	東京都港区三田 3-1-23 メザキビル 3F
Tel.	03-6875-2540
URL.	https://cotobox.com／ E-mail.	support@cotobox.com

c
コトボックス

otobox 株式会社
▶専門サービス業（他に分類されないもの）

製品概要

Cotobox の仕組み
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時代の変化にあわせた人と地域をつなぐ
新たな「仕組み」や「デザイン」をプロ
デュースします。社会課題の解決を目指
す方々を支援することで、未来の「場づ
くり」、「まちづくり」に必要な価値をと
もに創造します。

▶他社との差別化ポイント
文京区に地域交流スペースを運営し、市民大学の立ち上げ、
地域を紹介するマップや冊子の制作、地域産業をクマのぬ
いぐるみ化したアートプロジェクト「くみぐま」を展開す
るなど、地域活性化のプロデュースをしています。

▶商品またはサービスの特徴
■地域ビジネス創造支援
　自治体や市民と連携した社会課題の解決に挑戦する人材	
　研修、新商品・サービスの開発支援
■自治体支援
　地域交流、移住、スタートアップ、地域ブランディング、	
　空間資源活用などの支援

営業拠点▶キッチン付き地域交流スペース、インキュベーション施設
（文京区）
商品またはサービスの主なターゲット層▶地方自治体、
　地域をテーマとした新商品・サービスの開発を目指す企業
主要取引先▶地方自治体、VSN、NTTドコモ、そごう・西武、など
取得資格、認証（ISO等）▶有料職業紹介事業、飲食店等営業、
　食料品等販売業、菓子製造業
公社利用事業▶ TOKYOイチオシ応援事業

資本金▶ 500万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶横山	貴敏	 担当▶横山	貴敏
所在地▶〒 112-0014	東京都文京区関口 1-29-6
Tel.	03-6228-0051 ／ Fax.	020-4623-8691
URL.	http://garakuta.tokyo ／ E-mail.	info@bono.co.jp

ボノ 株式会社
▶専門サービス業（他に分類されないもの）

「食品サンプル」のパイオニア企業。飲食
店の店頭販促のみならず、現在では食品
サンプル模型の技術を生かして、医薬品
検査、農業作物検査、展示会のデモやそ
の他多岐にわたり、活躍の場を広げてい
ます。

▶他社との差別化ポイント
現在では飲食店の店頭販促としての活用以外にも、リア
ルサイズの立体造形物として、劣化し易い物や素材の代
用や利用 / 活用シーンの再現、複製ができる特徴を活か
し様々な分野で活用されています。

▶商品またはサービスの特徴
「食品サンプル」は今も昔も専門の製作技術者により一品
一品手作業で作られており、子供からシニア世代そして
海外のお客様まで、立体的なビジュアルで誰にでも判り
易く伝えることの出来るユニバーサルデザイン的な販促
ツールです。

営業拠点▶東京を中心に東日本エリアに 25営業所 /６工場
商品またはサービスの主なターゲット層▶検査工程がある工場等
主要取引先▶製剤企業、食品工場、食品製造用機械メーカー他
海外展開事例、海外拠点▶シンガポール / ベトナム / インドネシア /
タイ /マレーシア他
公社利用事業▶タイ事務所（日タイ食ビジネスマッチング）

資本金▶ 9,500 万円	 従業員数▶ 350人	 設立年度▶ 1975年
代表者▶岩崎	毅	 担当▶営業企画室	武井	秀夫
所在地▶〒 144-0051	東京都大田区西蒲田 8-1-11
Tel.	03-3732-3177 ／ Fax.	03-3732-3179
URL.	http://www.iwasaki-bei.co.jp ／ E-mail.	bei-info@iwasaki-bei.co.jp	 	 	

株式会社 岩
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崎
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▶広告業

アートプロジェクト

食品検査・農作物検査
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創業以来、受け継がれる高い技術と伝統
を持って、お客様、スタッフ、当社に関
わる全ての人がその人らしく輝ける人生
の 1ページをデザインします。

▶他社との差別化ポイント
当社は、業界でも最高レベルの技術を持ったスタッフが、ゆっ
たりリラックスできる個室で施術を行います。お客様がお寛
ぎ中に各店に設置された Shoe	shine にて靴を磨かせて頂く
など、心身のトータルリフレッシュによってお客様の人生を
より一層輝かせるお手伝いをさせて頂いております。

▶商品またはサービスの特徴
・ファーストシャンプー・カット・艶メニュー・セカンドシャン
プー・トニックマッサージ・シェービング・耳掃除・セット

・「艶」をテーマに頭の天辺からつま先までメニューをご
用意しております。毛穴ケアのヘッドスパ・顔修復メ
ニューでは IPS 細胞の化粧品を活用して最新式の美顔
器にてお客様の魅力を最大限引き出します。

営業拠点▶東京都、大阪府、ベトナム
商品またはサービスの主なターゲット層▶ご自身の魅力を磨きたい方
海外展開事例、海外拠点▶ベトナム
公社利用事業▶人材確保・育成総合支援事業	

資本金▶ 3,500 万円	 従業員数▶ 80人	 設立年度▶ 1934年
代表者▶大野	悦司	 担当▶小川	洋介
所在地▶〒 103-0022	東京都中央区日本橋室町 3-3-1　ETS 室町ビル B1
Tel.	03-3213-0458 ／ Fax.	03-3541-1810
URL.	http://www.hair-ono.com／ E-mail.	nihon@mediabox.co.jp

ヘアサロン大
オオ

野
ノ

（株式会社大
オオ

野
ノ

孝
コウ

）
▶洗濯・理容・美容・浴場業

要介護者に優しく、介護従事者の生産性
向上に寄与する「エアクリッパー」は、
介護現場の最前線で活躍する、理美容師
自らのアイデアで製品化されました。超
高齢化社会の新しい訪問理美容を実現し
ます。

▶他社との差別化ポイント
安全性・スピードを両立しつつ、今まで難しかったオシャ
レなカットも実現しました。現場の生産性を 5 倍以上に
引き上げ、余裕を作ることで、今まで出来なかったメイ
クなどオシャレも気軽に出来る様になります。

▶商品またはサービスの特徴
現場で働く理美容師が髪の毛を落とさずカット出来るバ
リカン「エアクリッパー」を独自開発しました。要介護
者など外出できない方向けの訪問理美容を 30 年で培った
ノウハウと共に全国でサービスを展開中です。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶介護施設、病院、要介護者	

などがいる個人宅
主要取引先▶介護施設　病院　障碍者関連施設　50社
公社利用事業▶製品改良・規格等適合化支援事業

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 11人	 設立年度▶ 1988年
代表者▶定信	ふみ子	 担当▶定信	宝樹
所在地▶〒 192-0055	東京都八王子市八木町 3-14　D.I.C ビル
Tel.	042-628-3388 ／ Fax.	042-627-4606
URL.	https://www.dic-houmon.com／ E-mail.	info@dic-houmon.com	

有限会社 ディ・アイ・シー
▶洗濯・理容・美容・浴場業

店舗外観 桜香メニュー

エアクリッパー使用イメージ
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子ども向けプログラミング教室運営、学
習用コンテンツの開発販売、付随サービ
スを展開する当社は、代表者自身が母親
として当事者目線で誰もがどこでも手軽
に受けられるサービスを信念に学習機会
を拡充しています。

▶他社との差別化ポイント
・直営校は大手スクールの 50％以下という低価格
・教育機関向けのきめ細やかで柔軟、充実した教室開講
運営支援

▶商品またはサービスの特徴
・楽しさを追求しながら飽きずにアルゴリズムが学べる
オリジナル教材

・直営校や通信教育教材開発のノウハウを活かした教材の質の高さ
・先生の教えやすさに配慮した教材、先生のための付随サービス
・教育機関への教材ライセンス提供に加えて出張講座、受

託開講など柔軟で丁寧な対応

営業拠点▶本社、教室（ともに東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶小学生の子を持つ保護者層、
アフタースクールなどの教育機関・教育者
主要取引先▶ベネッセコーポレーション、ナツメ出版企画、私立学童
など
公社利用事業▶ TOKYO創業ステーション　プランコンサルティング
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017年世界発信コンペティション	
　サービス部門	特別賞

資本金▶ 300万円	 従業員数▶ 2人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶中村	里香	 担当▶中村	里香
所在地▶〒 102-0074	東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F
Tel.	03-6869-2414
URL.	https://www.yuber.jp ／ E-mail.	info@yuber.jp

ユーバー 株式会社
▶その他の教育、学習支援業

初心者からプロを目指す方まで幅広い層
向けに継続通学可のダンススクールを運
営。さらに、パフォーマーと大学進学を
目指す「国際芸術学園　高等部（通信制
サポート校）」を開校するなど、教育にも
力を入れています。

▶他社との差別化ポイント
受講クラスの制限がなく、入門から上級まで月間 500 ク
ラスもの豊富なプログラムを提供。なおかつ初心者クラ
スが全体の 1/3 以上と充実していることが顧客から選ば
れている理由です。
今後は、ASEAN 地域での事業展開を通して、ダンスの素
晴らしさ、教育の重要性を伝えていきたいです。

▶商品またはサービスの特徴
月謝定額制ダンススクール「BOX	Performers	Academy	
池袋校」を 2003年にオープンしました。
テレビ、CM 等の第一線で活躍する有名ダンサーから指
導が受けられるのが特徴です。

営業拠点▶本社（東京都）直営校：池袋本校、大宮校。提携校：千葉、
神奈川
商品またはサービスの主なターゲット層▶一般顧客（F1・F2層中心）
主要取引先▶一般会員。学校法人（幼・小・中・高、専）、
　民間スポーツクラブ
公社利用事業▶海外企業連携プロジェクト
　　　　　　　外国商標出願費用助成事業

資本金▶ 1,800 万円	 従業員数▶ 20人	 設立年度▶ 2000年
代表者▶菅野	公紀	 担当▶代表取締役社長	菅野	公紀
所在地▶〒 170-0013	東京都豊島区東池袋 1-22-5　サンケビル 6階
Tel.	03-6821-5858 ／ Fax.	03-5957-5857
URL.	http://www.jtopnet.co.jp ／ E-mail.	pro@jtopnet.co.jp

株式会社 ジェイトップネットワーク
▶その他の生活関連サービス業

アルゴリズムの反復練習と制作の組み合わせで楽しく効果的に学べる教材

ダンス発表会
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マンガには「見てみようかな」と思わせ、
コミュニケーションのハードルを下げる
力があります。ついつい続きを読むうち
に、その企業やサービスへの興味が湧い
てくる、そんな仕掛けを散りばめるのが
得意技です。

▶他社との差別化ポイント
マンガのビジネスへの活用に豊富な知見を持つディレク
ターが、シナリオやコミュニケーション設計を行います。
業界最大級の 12,000 名超のクリエイターがあらゆるテ
イストでの制作を実現します。

▶商品またはサービスの特徴
企業の商品やサービスの魅力を分かりやすくマンガで表
現することで、社内外への訴求力を高めます。マンガは
見る者の興味を惹くだけでなく、商品利用シーンの疑似
体験をさせることで、記憶の定着をも可能とするサービ
スです。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶ゲーム企業　自社サービスを持ち、

新たな広報・コミュニケーションツールをお探しの企業
主要取引先▶あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、全日本空輸株式会社など
取得資格、認証（ISO等）▶労働者派遣事業許可、職業紹介事業許可
海外展開事例、海外拠点▶自社サービスであるアプリを海外リリース

しています
公社利用事業▶世界発信コンペティション
受賞履歴（直近３年以内）▶セブン銀行アクセラレーター 2017　
WINNER、2018年世界発信コンペティション	サービス部門	大賞

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 76人	 設立年度▶ 2011年
代表者▶芝辻	幹也	 担当▶若村	賢
所在地▶〒 104-0061	東京都中央区銀座 8-15-2	銀座 COMビル 3F
Tel.	03-6228-4315
URL.	https://whomor.com／ E-mail.	info@whomor.com

株式会社 フーモア
▶その他のサービス業

少コスト少人数で実現できる観光誘客型
周遊イベントパッケージ「シクログ」と
「ゲッターズ」。地域への滞在時間を増やし、
SNSによる地域情報拡散と地域へのダイレ
クトな消費をお手軽に実現できます。

▶他社との差別化ポイント
１.	IT	化によりイベントに人手とコストがかからない
２.	イベント後にも観光ガイドアプリとして利用可能
３.	すべての行動、消費データを獲得可能
４.	滞在時間と直接消費額を延ばせる
５.	スポーツイベント以外にも利用可能

▶商品またはサービスの特徴
・専用スマホアプリを使用した新しい観光周遊イベント
パッケージ

・地域の観光スポットを参加者が SNSで情報拡散
・地域に直接的な消費を呼び込む仕組

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶スポーツツーリズム参加層
主要取引先▶自治体（観光課、移住促進担当部署等）観光系団体、
商店街など
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業、
　東京ビジネスフロンティア
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017年世界発信コンペティション	
　サービス部門	大賞

資本金▶ 200万円	 従業員数▶ 3人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶野地	教弥	 担当▶野地、檜谷
所在地▶〒 158-0082	東京都世田谷区等々力 3-6-13　アコーレ等々力ビル 4F
Tel.	03-6883-5845 ／ Fax.	03-6883-5845
URL.	https://seabird.jp.net ／ E-mail.	info@seabird.jp.net

株式会社 S
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マンガプロモーションイメージ

アプリ画面

協力会社
有国
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あ
株式会社アイザック........................50
愛知産業株式会社............................76
株式会社葵製作所............................51
アカオアルミ株式会社....................49
株式会社アコー................................93
アコマ医科工業株式会社.................86
株式会社アスペクト........................86
株式会社アタゴ................................94
アドフォクス株式会社....................94
アベテクノシステム株式会社.........51
株式会社有明電装............................95
株式会社アルカディア・イーエックス....132
株式会社アンテンドゥ....................24
有限会社安藤与吉商店..................135

い
株式会社飯田..................................137
株式会社イートラスト....................23
株式会社イガラシ..........................136
池田印刷株式会社............................34
石原金属化工株式会社....................52
株式会社伊東NC工業....................52
株式会社イノフィス......................107
株式会社岩崎..................................139
インターリハ株式会社..................136
インテックス株式会社....................95

う
株式会社上島製作所......................107
株式会社ウエルコ............................73

え
株式会社エアロネクスト...............108
株式会社エー・アイ・エス.............53
株式会社江戸切子の店華硝...........108
株式会社エヌエスケーエコーマーク....27
ヱビナ電化工業株式会社...............109

お
株式会社生出....................................39
大川三基株式会社............................96
株式会社オータマ............................53
株式会社大橋製作所........................76
大森クローム工業株式会社.............54
小澤酒造株式会社............................26
株式会社小沢製作所........................54
株式会社鬼塚硝子..........................109
小野莫大小工業有限会社.................27
株式会社折井電装............................55

か
株式会社カジワラ............................77
株式会社桂精密................................55
川辺農研産業株式会社....................77
河政工業株式会社............................78

き
技研精機株式会社............................56
北川電機株式会社............................91
北野精機株式会社............................78
キャスレーコンサルティング株式会社....125
キャビノチェ株式会社..................110
旭栄研磨加工株式会社....................47
極東製薬工業株式会社....................37
極光電気株式会社............................96

く
久保金属株式会社............................56
株式会社クボプラ............................40
株式会社クライム・ワークス.........57
株式会社グリーン・シップ...........126
株式会社グリフィン......................131

け
京王電化工業株式会社....................57
株式会社京浜理化工業....................74
KK テクノロジーズ株式会社..........97

こ
株式会社弘輝....................................49
株式会社江北ゴム製作所.................46
国際ディスプレイ工業株式会社....110
株式会社コスモ計器........................97
cotobox 株式会社.........................138
小松ばね工業株式会社....................58
株式会社Qoncept........................111
株式会社今野製作所........................58

さ
株式会社サグブレイン..................130
株式会社指田製作所........................59
佐竹特殊鋼株式会社........................59
株式会社サトーゴーセー.................40
株式会社サヤカ................................79
株式会社三英社製作所....................98
株式会社三功工業所........................60
株式会社サンテック........................92
株式会社三洋..................................111

し
株式会社 Seabird..........................142
シーフォース株式会社....................79
JNS 株式会社.................................126
株式会社ジェイトップネットワーク....141

株式会社塩........................................80
システム・インスツルメンツ株式会社......98
株式会社清水硝子............................48
株式会社秋東精工............................41
株式会社常光....................................99
株式会社城南村田............................80
昭和機器計装株式会社....................81
株式会社伸光製作所........................41
新巧塗装工業株式会社....................60
株式会社新正堂................................24
株式会社シントク............................81

す
有限会社菅谷食品............................25
スタック電子株式会社..................105
墨田螺子産業株式会社....................61

せ
精電舎電子工業株式会社.................82
株式会社セベル・ピコ..................112
泉工医科工業株式会社..................112

そ
株式会社相馬光学..........................113
ソナス株式会社................................92

た
株式会社 TerminalQ....................127
第一合成株式会社..........................113
有限会社大松染工場........................28
太洋コーン株式会社........................25
株式会社ダイワハイテックス.........87
株式会社高橋工房..........................114
株式会社武田産業............................42
立川精密工業株式会社..................105
株式会社タック印刷........................35
株式会社田中電気研究所.................99
株式会社谷沢製作所......................114
有限会社多摩精機............................82
多摩冶金株式会社............................61

ち
株式会社チバダイス........................62
株式会社中央ジオマチックス.......115

つ
月井精密株式会社..........................106

て
有限会社ディ・アイ・シー...........140
ディグランド株式会社..................132
株式会社ティケイワイプロダクツ....83
有限会社テクノム..........................115
株式会社テクノメイト..................100
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テスコム電機株式会社..................100
テック大洋工業株式会社.................62
株式会社デュコル............................83
電化皮膜工業株式会社....................63
電子磁気工業株式会社..................101

と
株式会社東京商工社......................133
東京都緑友印刷製本協業組合.........35
東京パック株式会社........................42
東京ブラインド工業株式会社.........31
株式会社東京ベル製作所...............116
東京和晒株式会社............................28
東光薬品工業株式会社....................38
東成エレクトロビーム株式会社.....63
株式会社トキワ..............................134
株式会社トミテック........................64
有限会社豊岡製作所........................64

な
中井紙器工業株式会社....................32
中川インテリア株式会社.................22
株式会社ナガセ................................65
株式会社仲代金属............................65
株式会社夏目製作所......................116
株式会社ナミキ・メディカルインストゥルメンツ....87

に
新妻精機株式会社............................66
株式会社西川精機製作所.................74
西谷工業株式会社............................23
株式会社ニッケン..........................117
日建塗装工業株式会社..................117
株式会社日興エボナイト製造所......46
日進工業株式会社............................43
日本特殊光学樹脂株式会社.............88
日本分析工業株式会社..................118
株式会社日本法務システム研究所....138

ね
NExT-e.Solutions 株式会社........101
株式会社根本杏林堂......................118

は
株式会社HERP...............................127
ハイソル株式会社..........................135
株式会社ハイメックス....................84
株式会社博進紙器製作所.................33
株式会社ハタダ ...............................47
株式会社浜野製作所........................66
林総事株式会社..............................119

ひ
株式会社ヒカリ................................67

株式会社ヒキフネ............................67
有限会社樋口工作所........................75
株式会社日向和田精密製作所.........88
株式会社日野エンジニアリング......93
株式会社ヒロカワ製靴..................119
廣田硝子株式会社............................48

ふ
FUNFAM株式会社.........................31
株式会社ブイシンク......................120
株式会社フーモア..........................142
福永紙工株式会社............................36
富士精器株式会社............................68
株式会社不二製作所........................84
株式会社フジタ医科器械.................89
株式会社フジタ・ジャパン...........102
フジメタル工業株式会社.................50
武州工業株式会社............................68
株式会社府中技研............................89
フットマーク株式会社....................29
株式会社ブリッツワークス.............29
株式会社フロリダ..........................128

へ
ヘアサロン大野（株式会社大野孝）....140

ほ
ボクシーズ株式会社......................128
ホグレル株式会社..........................120
細谷火工株式会社............................38
ボノ株式会社..................................139
株式会社HORIGO..........................26
ホワイトローズ株式会社...............121

ま
株式会社マークス..........................121
マグネクス株式会社......................122
合資会社馬嶋屋菓子道具店...........137
株式会社マック..............................133
株式会社松崎人形..........................122
株式会社マテリアル........................69
株式会社マルエム..........................106
株式会社丸高工業............................22
株式会社丸和製作所........................69

み
株式会社miura-ori.lab.................36
ミタニマイクロニクス株式会社......37
株式会社ミナキ................................43
有限会社港メッキ工業所.................70
南デザイン株式会社........................44
三益工業株式会社............................75
株式会社ミムロ..............................134
株式会社三山精工..........................123

株式会社ミューテック 35..............70
株式会社ミユキ技研......................102

む
株式会社村山電機製作所...............103

め
メイショウ株式会社......................103
株式会社メトロール........................85
株式会社メルティンMMI...............90

も
株式会社モリカワ..........................123
株式会社森銀器製作所....................71

や
矢田製帽有限会社............................30
有限会社八槻木工所........................32
山下電装株式会社..........................104
株式会社ヤマデン............................44
大和合金株式会社............................71
株式会社大和バルブ........................72

ゆ
ユーキャン株式会社......................104
ユーバー株式会社..........................141
ユカイ工学株式会社......................130
有限会社湯島アート........................33
ユニパルス株式会社／株式会社ロボテック....85

よ
吉田プラ工業株式会社....................45
吉永機械株式会社............................90
株式会社吉増製作所........................72
株式会社吉本製作所........................73
株式会社米山製作所......................124

ら
株式会社楽堂..................................129
株式会社ラヤマパック....................45

り
リコノミカル株式会社..................129
リバーフィールド株式会社...........124
リフ株式会社..................................131
株式会社龍工房................................30
菱和工業株式会社............................91
株式会社 Lily.MedTech...............125

ろ
株式会社ローザ特殊化粧料.............39

わ
株式会社WASARA.........................34
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2020年
東京の優れた技術・製品・サービスが結集

東京の

企業
キラリ

〇お問い合わせ窓口
　公益財団法人　東京都中小企業振興公社
　企画管理部　企画課

〒 101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 1-9
東京都産業労働局秋葉原庁舎
TEL：03-3251-7897　FAX：03-3251-7796
E-mail：kikaku@tokyo-kosha.or.jp
URL：https://www.tokyo-kosha.or.jp/
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