〜受賞企業者の概要を御紹介します〜
（五十音順）

１

電話番号：044-829-0067

企業者名：株式会社アイビット
所在地：川崎市高津区坂戸 3-2-1

KSP 東棟 6F

Ｘ線技術、画像処理技術、ファクトリーオー
トメーション技術を生かして、Ｘ線検査装置や
Ｘ線を用いた非破壊検査機器などの開発・製造
を行い、半導体、高密度電子回路の検査の分野
を牽引している企業である。
自動車メーカーや海外半導体メーカー等か
らの厳しいニーズに応えた製品を提案できる
高い技術開発力を有し、Ｘ線検査技術を活かし
た検査機は、他社製品に比べて、高機能、低価
格製品により、国内外の大手メーカーから評価
されている。

２

自動車メーカー向け X 線電子部品実装検査装置

企業者名：株式会社青葉テックス

電話番号：046-836-4868

所在地：横須賀市内川 1-5-11

ＵＲＬ： http://aobatecs.co.jp

自動車の製造ラインの構成部品や
産業用機械の精密部品加工を手がけ
ている。合金の難削材加工に長年の経
験によるノウハウと水平出しにかか
る独自の加工技術などを有し、作成さ
れた部品は据付時に誤差が少なく現
場での調整が殆ど必要ないほどの高
精度な加工を行う。

３

ＵＲＬ： http://www.i-bit.co.jp/

作業場の様子

企業者名：株式会社イ・エム・テクノ

電話番号：0463-96-4132

所在地：伊勢原市鈴川 17

ＵＲＬ： http://em-techno.com/

鈴川工業団地

移動型・地滑り検知センサー等の防災関連
機器・システムを開発し低コストでの災害予
測システムを構築している。
防災対策製品として、防衛庁・警察向け製
品、消防庁向け製品の２種類を主軸に展開し
ている。

検知センサー

４

企業者名：石塚製作所

電話番号：0465-43-0038

所在地：小田原市前川 651 番地

ＵＲＬ： −

鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、チタンなど
を素材に自動車部品、開発試作品の板金加工を
行っている。主にキャブレター等の複雑形状部
品の試作を行いレース用の特注品も製造して
いる。金型を使わず、手作業で複雑な形状の部
品を、高精度で製作する技能・ノウハウを有す
る。

立体的な成形曲げも手作業で可能

５

企業者名：株式会社オクト

電話番号：0467-71-0305

所在地：綾瀬市吉岡東 4-11-9

ＵＲＬ： http://kk-oct.com/index.html

航空機部品及び自動車用部品の樹脂・板金
加工を行っている。過去２度、経営革新制度
の知事承認を受け、自社製品や独自の技術の
開発にも積極的に取り組むなど積極果敢な事
業展開を行っている。
小規模事業者持続化補助金の交付を受け、
ホームページをリニューアルし、自社開発商
品「ゆらぎ」のインターネット販売を可能に
した。
更に、平成 26 年度補正ものづくり補助金
の交付を受けて、加圧オーブンを導入し、内
部体制を固めてさらなる飛躍を求めていく。

６

航空機内装パネル仕上げ作業

企業者名：有限会社コトウ

電話番号：042-782-5871

所在地：相模原市緑区川尻 5708

ＵＲＬ： http://www.siroyama.or.jp/mb/kotou

納豆菌を活用した清涼飲料水や建設機械のエン
ジンオイルに含まれる金属片の含有量を量るオイ
ル分析キットなどの製造販売を行っている。特に、
納豆菌を使った飲料水商品開発は、県内に取扱が
出来る企業がなく、取引先から高い評価を得てい
る。
ＯＥＭ専門メーカーに特化し、取引先との共同
開発が出来る清涼飲料水生産技術やノウハウなど
を保有し、小ロット生産の試作品開発にも柔軟に
対応できる。
自然麗水（納豆菌入り）

７

企業者名：佐々木工機株式会社

電話番号：044-844-0338

所在地：川崎市高津区下野毛 1-9-33

ＵＲＬ：http://www.sasaki-koki.co.jp/

様々な分野の金属やプラスチック加工を行
っている。特に空圧・油圧機器関係の部品加工
や装置設計・製作を行っており、最近では大手
企業や大学の研究部門からの開発依頼を行っ
ている。
空圧制御による半導体のウエハや液晶ガラ
ス等の厚さ管理に用いられる非接触厚さ測定
装置を手がけている。また、大手企業の特許を
使った自社製品開発や介護施設等でのレクリ
エーション機器等の開発も積極的に行ってい
る。

８

企業者名：サンノー技研有限会社

電話番号：046-285-0846

所在地：愛甲郡愛川町中津 4097-6

ＵＲＬ：−

トラック部品、建設機械部品、各種金型部
品ほか各種産業機械部品の切削加工を行って
いる。
特徴として、鋳物、鉄、ステンレス、アル
ミ等多様な材質に対応でき、かつ顧客ニーズ
に対応できる加工ノウハウを有している。他
社と比べてコストを抑えつつ、高品質で短納
期生産を実現、単品からロット品、量産加工
まで、様々なニーズに対応している。

９

真空吸着ツールスタンド

企業者名：サンマルコ株式会社
所在地：相模原市緑区西橋本 5-4-30
さがみはら産業創造センター507 号室
既存の建物の窓ガラスに飛散防止フィル
ムや遮熱・断熱フィルムを提案施工する事業
を開始して１７年経過。直接、オフィスビル
やホテル、病院等施主に売り込むのではな
く、大手の空調機メーカーや省エネ商材商社
を通して提案販売する独特な営業手法で継
続的な工事受注体制を実現した。また福岡、
大阪に出店し、材料卸をしながら全国対応可
能な職人施工体制を確保した。またガラスフ
ィルム技能養成所を開設し、職人志望者を募
り指導育成している。来春には、台湾にて日
本式施工技術を現地職人に指導し、台湾での
建物の安全に寄与することを計画中。
過去には窓用フィルムを素人が簡単に貼
れるような一般家庭向け防犯フィルムを開
発販売し、流通業界で好評を得た。

加工サンプル

電話番号：042-770-9457
ＵＲＬ： http://www.sunmaruko.co.jp/

主要製品(フィルム)

10

企業者名：株式会社静科

電話番号：046-224-7200

所在地：厚木市金田 492-1

ＵＲＬ： http://www.hitori-shizuka.jp/

㈱静科は「一人静」ブランドで吸遮音機能を
一体化した静音製品の開発と製造を行ってい
る。製品の特長は、軽量薄型で広域周波数帯の
静音化ができ、加工・組立が容易な点にあり、
又品揃えも、特許をベースに工場機器・高速道
路・住宅・音響市場向けがある。製造技術は、
平成 26 年度の発明大賞で最高位の本賞に輝い
た。

11

「一人静」パネル製品

企業者名：株式会社庄司歯車エンジニアリング

電話番号：0466-87-1310

所在地：藤沢市遠藤 3215

ＵＲＬ： http://www.shoji-lock.jp/

独自開発した新セルフロック機構
「shoji-lock」をベースにした減速機、手動
および電動型ウインチ（巻上機）
、ラック式
リニアアクチュエータを設計、製造、販売
している。
「shoji-lock」とは、入力側を回転させる
と出力側へ動力が伝わるが、出力側からは
回転を加えることができない位置保持機能
付減速機構であり各種分野で採用されてい
る。

12

モータ付ウインチ

企業者名：株式会社ＴＡＣ２１

電話番号：046-872-4811

所在地：逗子市小坪 3-19-2

ＵＲＬ： http://www.tac21naturalfood.co.jp/

創業から一貫して自然食品の
販売を中心に業務を展開し生産
者の見える全国の厳選された商
品、特に添加物を含まない自然
食品や自然化粧品、雑貨の製造
及び卸売販売を手掛けている。
平成 26 年より地元逗子で収
穫した素材である海藻アカモク
を利用した様々な商品化を行い
地域活性化に繋げている。
逗子の豊かな海で収獲して丹精込めて天日干しした海藻「あかもく」を使用して、
自然食業界で長年にわたり培ってきたノウハウのもとで製品開発している

13

企業者名：株式会社マルイチ

電話番号：046-220-1701

所在地：厚木市酒井 3162

ＵＲＬ： http://www.maruichi-tec.co.jp

輸送用緩衝材やその他物流に関するあ
らゆる機器、装置、資材の生産、販売をし
ている。特にロールマットの製造に関して
は、品質、耐久性、安全性など取引先から
高い評価を受け主力製品となっている。
創業以来、国産材料の使用とハンドメイ
ドによる一貫生産体制を構築し、他社と比
べコストを抑えつつ、高品質な商品を開発
及び製造している。

2015 年度グッドデザイン賞を受賞した
荷崩れ防止ベルト「ケースロック」

14

企業者名：株式会社友月堂

電話番号：0463-31-1897

所在地：中郡大磯町高麗 3-3-39

ＵＲＬ：−

国道一号線沿いに位置し､三代続く和菓子
製造小売業を行っている。
主力製品の要となる餡は､国内産の小豆を
厳選して使用し自店内にて製餡する。自家製
造の商品を他店と比べ多く製造していること
から、進物の種類も多岐にわたる。四季折々
の上生菓子は県立城山公園のお茶室に納入
し、来園者の方々からの高い評価を得ている。
主力製品である「髙麗山」は神奈川県指定
銘菓に認定されている。

15

製造品（高麗山）

企業者名：リカーズかさはら

電話番号：046-875-5212

所在地：三浦郡葉山町長柄 1617-25

ＵＲＬ： http://www.liquors-kasahara.com/

店主夫婦自らが厳選したワイン、日
本酒、焼酎とオリジナルのワイン、酒、
焼酎等を葉山町を中心とした住民へ
販売している。
開業以来地元に愛される酒屋を目
指す一方、葉山発の商品にこだわり、
葉山の水田で顧客と一緒に自ら収穫
した米を県内の酒造メーカーに持ち
込み葉山ブランドの日本酒を製造し
ている。
カヴォロ

田游び

16

企業者名：株式会社和興計測

電話番号：044-833-7181

所在地：川崎市高津区久地 864-1

ＵＲＬ：http://www.wako-keisoku.co.jp/

1968 年に創業し、今日まで液体貯槽の残量
計測器、自動制御機器の開発と製造販売を手が
け、汎用機器として 800 機種以上にのぼる製品
で、顧客のニーズに応えている。
主な採用先としては、各電力会社（水力・火
力・原子力発電所内機器）、上下水道施設向け、
鉄鋼会社向け、石油化学プラント、建機・油圧
装置、自家発電機と多岐に渡っており、液体計
測においての実績と手法は自信を持ってお勧
めできる製品群を用意している。

製品

