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平成26年度
同和鍛造 株式会社
広沢電機工業 株式会社
株式会社 フルハートジャパン
荏原印刷 株式会社
サンテックワールド 株式会社
株式会社 アイシーテクノ
有限会社 里中精機
株式会社 志賀機械製作所
日本コーキ 株式会社
北栄電気 株式会社
前場電機 株式会社
株式会社 リーテム

平成27年度
株式会社 飯山特殊硝子
株式会社 三輝
クレハエクストロン 株式会社
平賀機械工業 株式会社
ケーディークロート 株式会社
株式会社 エース
株式会社 極東精機製作所
株式会社 文星閣

平成28年度
株式会社 山小電機製作所
株式会社 オリエンタル工芸社
株式会社 三陽機械製作所
株式会社 三美テックス
株式会社 酒井製作所
アロニクス 株式会社
株式会社 岩崎成型
株式会社 エポゾール
王大工業 株式会社
株式会社 品川測器製作所
株式会社 中央電機製作所
有限会社 矢澤製作所

平成25年度
株式会社 西尾硝子鏡工業所
株式会社 西村製作所
株式会社 マテリアル
睦化工 株式会社
電化皮膜工業 株式会社
高輪ヂーゼル 株式会社
株式会社 桂川精螺製作所
嵯峨電機工業 株式会社
株式会社 志村精機製作所
信和パーツ 株式会社
株式会社 タカハシ抜型製作所
富士セイラ 株式会社

歴代認定工場
平成25年度
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平成28年度



人に優しい、まちに優しい、技術・技能及び経営に優れた

大田区「優工場」

「優工場」とは?

また、そのうちの特に優れた
工場には部門賞として、表彰を行っています。

人に優しい
● そこで働く人に優しい、働きやすい工場
● 工場が安全で快適
● 社員の福利厚生への配慮、やりがい創出  など

● 近隣の住民、周辺のまち並みに優しい住工調和の工場
● 周辺環境への配慮
● 緑地整備、地域活動への取り組み  など

まちに優しい

● 高技術・高技能を有し、経営状態も良好である工場
● 独自の技術・技能がある
● 成長性・将来性が認められる  など

技術・技能及び経営に優れた
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平成29年度 大田区「優工場」審査委員長講評
　今年度は8社を「優工場」として認定した。そのうち再認定
が3社、新規5社であった。再認定の企業においては前回と
比べていずれも顕著な改善と向上が見られた。
　認定企業の中から表彰企業を5社選定した。このうち、総
合部門賞に選ばれたシナノ産業株式会社は樹脂切削加工
業で、前回認定時より工場を拡張し顧客も毎年増やしている。
社員12名のうち8名が20代・30代であり院卒の女性も活躍し
ている。経営者は働きやすい環境づくりときめ細かなケアなど
により若い社員が高いモチベーションでのびのびと働く社風
をつくりあげている。
　同じく株式会社上島熱処理工業所は様々な熱処理技術
に卓越し現代の名工を輩出し、オンリーワン的な地位を確保
するとともに、JISQ9100などの規格認証を取得し、真空炉を
導入するなどして航空機などの先端分野にも積極的に進出
する企業である。経営者の真摯な姿勢が従業員にも浸透し
ている。
　同じく株式会社三和デンタルは付加価値の高い歯科技工
物に特化し、職人主体の工房的な現場にCAD/CAMルー
ムも備え、時間あたり採算制度を導入するなどしてより高い
生産性をもつ生産システムを構築している。経営者は確固た
る経営哲学を持ち社員教育に力を入れて組織としての意欲
を高めている。
　人に優しい部門賞に選ばれた株式会社コトブキは中古工
作機械の整備・販売を行っているが、キサゲ職人と製造設備
を擁してものづくり機能を備え自社ブランド工作機械の販売
も行っている。経営者はキサゲをはじめとする技能の社内に

おける継承に情熱を注ぐとともに保護司として社会貢献活動
にも従事している。
　まちに優しい部門賞に選ばれた大日精機株式会社は金
属切削加工業で、前回受賞時の一社依存体制を転換して
取引先を拡大し、高度設備を導入し技術の幅を拡大してい
る。工場は住宅団地の1階にあるが騒音対策をしっかり行っ
ており、住宅部分での火災に際しては工場を開放して避難
場所を提供するなど地域社会に配慮した経営姿勢を持って
いる。
　認定企業の佐藤工業株式会社は独自商品としての除水
機と板金加工業の二本柱で事業を展開している。創業者は
当初から独自の技術開発志向が強く、特許取得や新商品開
発の意欲に溢れている。堤工業株式会社は樹脂切削加工
業で、薄板加工を得意としCFRPの加工に注力している。6
年前に31歳で自ら進んで事業継承した経営者は加工技術
の開発にも熱心で堅実な経営を行っている。日新電気株式
会社は樹脂切削加工業で、厳しい公差の高精度加工を得
意としている。二代目は高度設備を積極的に導入する一方
でWeb経由の受注も大幅に拡大している。
　本年度の「優工場」は皆、経営者の真摯に経営に取り組
む姿勢が組織にしっかりと浸透しており、これが経営者の個
性と相まって独自の社風となっていると感じた。活力ある企業
の社風は経営に対する頑健な気構えを持つ経営者と従業
員および社外の人たちとの関わり合いの中から生まれる。今
回の「優工場」の活躍が大田区ものづくりの気風を一層力強
いものとしてくれることを確信している。

　鵜飼信一早稲田大学商学学術院教授

平成29年度大田区「優工場」認定にあたって
　平成２９年度の日本の経済状況は、輸出や個人消費の回復が一服しているものの、米国を中心とした海外経済拡大の追い
風もあり、生産活動はゆるやかに回復基調にあります。しかしながら、景気回復を実感する声は多く聞かれず、賃金の伸びは
足踏み状態で、個人消費も伸び悩んでいるのが現状です。更に、中小企業にとって打撃となっているのが近年の超売り手市
場からくる人材不足であり、引き続き、厳しい状況が続くことと思われます。
　このような状況下であるからこそ、私たちは大田区企業と共に、官民あげた国内外からの受注獲得やイノベーションの創出、
企業間の連携、人材確保・育成に向けた取り組みを一層強化することが必要であると考えます。
　世界でも有数のものづくり企業の集積地である大田区には、様々な課題解決に向けて優れた取り組みを行っている工場が
数多くあります。そこで、平成7年度から人に優しい（働きがいのある労働環境）、まちに優しい（周辺環境との調和）、経営や技
術に優れた工場を大田区「優工場」に認定し、国内外に広くPRしています。特に優秀な工場は部門別（総合、人に優しい、ま
ちに優しい）に表彰しています。平成２９年度は８社が大田区「優工場」に認定され、これまでに認定された企業は、延べ
246社（再認定含む）となりました。これらの工場が、これからも地域産業の牽引役として活躍・発展されることを期待しております。
　大田区「優工場」認定にあたりまして、早稲田大学の鵜飼信一教授をはじめ、審査委員の皆様に格別のご尽力いただきま
したことに、あらためて厚く御礼申し上げます。

東京商工会議所大田支部 会長　浅野　　　　健大田区長　松原　　忠義
一般社団法人大田工業連合会 会長　舟久保利明 公益財団法人大田区産業振興協会 理事長　幸田　　昭一

02Ota Excellent Factory



■ プラスチック部品切削加工

　弊社は1990年の設立以来、プラスチックを専門に切削加工
を行っている会社です。正確、精密、納期厳守をキーワードに、
多くのお客様より信頼をいただいています。社員一人ひとりが意
識を向上させた結果が、今回の「優工場」総合部門賞の受賞に
繋がったのだと思っています。今後も自分たちの仕事に自信と誇
りを持って取り組んでいきたいと考えています。

代表取締役社長

柳沢 久仁夫

　プラスチック樹脂部品の切削加工

に特化し生産能力の向上や加工時

間の短縮に取り組んでいる。メッシュ

状の部品など、３Dプリンタで作ったよ

うな複雑形状を、切削加工で高精度

に仕上げる技術は高く評価されてい

る。従業員13名のうち、20代と30代が

半分以上を占めている若い会社であ

るが、社長、専務が中心となって、こう

した若い従業員が率先して活躍でき

る場と働きやすい環境づくりに努め

ている。工場の5S活動を中心になっ

て推進しているのも、こうした若い従

業員であり、先輩たちの協力を得な

がら、高いレベルの操業環境を維持

している。また、おおたオープンファク

トリーへの参加など、地域の方々へも

積極的に企業活動をアピールして

いる。

プラスチック切削加工に
特化して、お客様の信頼を得る。

★ 代表者／柳沢 久仁夫　★ 従業員数／13人　★ 創業年／1990年7月
〒146-0093 大田区矢口2-30-2（本社・工場）
TEL. 03-3758-7090　FAX. 03-3758-1449

http://www.sinano.com

2 0 1 7

総合部門賞

シナノ産業 株式会社 総合部門賞
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■ プラスチック部品切削加工

　1956年に創業された金属熱処理を

専門に行う会社である。得意とするソル

トバス熱処理は金属の中心部まで均一

な加熱・冷却ができ、高品質な熱処理が

可能である。最終形状に近い状態まで

仕上がっている部品は、酸化せず表面

の光輝性を保てる真空熱処理を活用し

ている。これらの高度な熱処理技術には

定評があり、全国から毎日150件もの依

頼品が宅配で届く。JIS Q 9100（航空宇

宙品質マネジメントシステム）とNadcap

（航空部品の特殊工程国際認証）を取

得したことで、航空宇宙部品の受注も可

能となった。これまでに現代の名工を5

人輩出するなど全社をあげて技術・技

能の追求に努めている。ISO14001の取

得をはじめ、周辺の清掃活動、工場見学

の受け入れなど、近隣住民との共存を

意識した操業を続けている。

高度な熱処理技術を
次の世代にしっかりと繋げる。

　平成12年度に「優工場」認定をいただきましたが、その後リー
マンショックなどで業績が落ち込んだこともあり、再認定のタイミ
ングを逸していました。今回、ようやく再認定をいただけ、大変光
栄に感じています。私たちのような特殊な仕事は、技術の継承が
生命線です。次の世代にしっかりと技術を伝えていかなければ
ならないと決意を新たにしています。

株式会社 上島熱処理工業所
★ 代表者／上島 秀美　★ 従業員数／46人　★ 創業年／1956年5月
〒146-0081 大田区仲池上2-23-13
TEL. 03-3753-7788　FAX. 03-3751-5684

http://www.kamijima.co.jp

■ ソルトバス炉を使用した金属熱処理、真空炉を使用した金属熱処理 ほか

代表取締役社長

上島 秀美

2 0 1 7

総合部門賞

総合部門賞
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代表取締役社長

菅沼 佳一郎

　三和デンタルは、1982年創業の歯

科技工物メーカーである。審美性が高

く良く噛める補
ほてつ

綴物を提供し、「噛めな

い人を噛めるように」をモットーに全国

3,000の歯科医院から毎日約400件以

上の依頼を受けている。保険適用外

の付加価値の高い歯科技工物が全体

の90％を占め、設計から製作の段階に

おいてもIT化、デジタル化を推進し、

業界最先端の取り組みで卓越した職

人技を有している。5Sを超える6S活動

による快適な職場環境の維持をはじ

め、人材教育には特に力を入れており、

全従業員が経営者意識を持ち、全員

参加経営を目指して、日々取り組んで

いる。タイに 設 立した自社 工 場 で

「Made by SANWA」の日本の技術と

中国提携技工所の有するデジタル技

術を融合させ、東アジアを中心にグ

ローバル展開を積極的に進めている。

全社員が一丸となって、
付加価値の高い歯科技工を目指す。

　大田区で創業し、大田区に育てられた企業です。今回「優工
場」の認定を受けたことを光栄に思っています。経営は人づくり
だと思います。「誰にでもできることを誰よりもできるようになろ
う」を合言葉として、全社員が一丸となって取り組んできたこと
が認められたのだと思っています。国内外での信頼をさらに勝
ち得るために、邁進し続けてまいります。

株式会社 三和デンタル
★ 代表者／菅沼 佳一郎　★ 従業員数／51人　★ 創業年／1982年9月
〒145-0074 大田区東嶺町32-21
TEL. 03-3750-7144　FAX. 03-3750-9289

https://www.sanwa-dental.com

■ 歯科技工物の製造・関連備品の販売

2 0 1 7

総合部門賞

総合部門賞
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　1973年に機械工具の販売商社と

して創業し、約20年前から中古事業

を展開している。入荷した中古機械

は完全に分解（総ばらし）・整備し、販

売しており、こうした多機種多メー

カーの分解、整備によって培った知識

と技術をもとにしたアフターケアの細

やかさが特長である。ものづくり機能

も備えており、治具などの部品の製

造販売や、新規事業として台湾メー

カーに生産委託した自社工作機器の

販売も手掛けている。職人技である

キサゲ加工など特殊技術の伝承を考

え、熟練社員と若手社員の一組で業

務を行ったり、製造から保守を一貫

して遂行できるようにさまざまな部署

を経験させるなど、次の世代を考え

た取り組みにも積極的である。

同業他社では「まね」のできない
実行力で、事業を展開する。

　今回「優工場」に申し込んだことは、自社の体制や取り組みを
見直す良い機会となりました。また、「優工場」に認定されたこと
で、社員一人ひとりが新たなる目標を持ち、さらなる技術の習得
に励んでおります。これからも、同業他社ではとても「まね」ので
きない実行力を持って、お客様から「感謝」をいただく企業を目
指してまいりたいと思います。

株式会社 コトブキ
★ 代表者／馬場 三高　★ 従業員数／20人　★ 創業年／1973年12月
〒144-0033 大田区東糀谷5-9-1（2010年4月19日 移転）
TEL. 03-3745-4511　FAX. 03-3745-4571

https://www.kotobuki-tokyo.co.jp

■ 設計開発事業、中古事業、支援事業

代表取締役社長

馬場 三高

2 0 1 7

人に優しい
部門賞

人に優しい部門賞
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難易度の高い金型や、航空宇宙向けの
複雑形状部品に取り組む。

　平成19年度以来2度目の「優工場」認定ということで、身の引
き締まる思いです。50年以上に渡り事業を継続してこられたの
は、日々 お客様に鍛えられ、育てていただいたおかげだと思って
います。「優工場」に認定されたから終わりということではなく、こ
こからがスタートであることを忘れずに、技術力の向上を図りな
がら、地域社会に優しい企業を目指していきます。

大日精機 株式会社
★ 代表者／平野 和己　★ 従業員数／7人　★ 創業年／1961年12月
〒146-0082 大田区池上５-２８-１
TEL. 03-3754-7211　FAX. 03-3754-7434

http://www.dainichi-seiki.co.jp

■ マシニングセンタとNC旋盤による精密加工、イエプコ処理 ほか

代表取締役社長

平野 和己

2 0 1 7

まちに優しい
部門賞

　1961年に創業した会社であり、難

易度の高い金型や、航空宇宙向けの

複雑形状部品、試験装置部品などを

手掛けている。近年、主軸4万回転の

高速マシニングセンタを導入したこと

により、これまで以上に高精度かつ

微細な加工が可能になった。また、イ

エプコ処理を社内で行っており、離

型性の高い金型をワンストップで製

造し納品できるということも強みであ

る。研究開発型のお客様からの依頼

が多く、切削加工品だけでなく、ガラ

スやセラミック製品、板金製品などに

も対応できる柔軟性も兼ね備えてい

る。100年企業を目指すためには若

い社員の自主性を生かすことが大切

と考え、５S活動などのプロジェクトも

若手に任せている。

まちに優しい部門賞
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代表取締役会長

佐藤 勝喜

　板金・溶接の受託加工のほか、自

社製品である業務用除水機「ドライ

エートスリー」を開発し、製造・販売に

力を入れている。この除水機は、全国

各地の食品工場の生産ラインに導入

されているほか、医療メーカーでは

点滴バックの除水にも使われている。

他社類似製品に比べても除水レベ

ルは高く、メンテナンスがほとんど不

要なことも大きな特長である。設計か

ら製造まで、自社の工場で全て完結

できることも強みであり、同社の中で

も大きな柱になっている。こうした作

業にはチームワークが欠かせないこ

とから、社員旅行やバーベキュー大

会など、社内親睦行事を積極的に

行っている。

設計から加工、製造まで、
チームワークを生かして取り組む。

　ものづくりのまち大田区の優秀な工場として認定され、とても
光栄に思います。また、社員全員の努力に感謝しています。今回
の認定で、ものづくりと同じくらい人づくりが大切なことを実感し
ました。全員のチームワークがあってこそ、品質が保たれるのだ
と思います。「優工場」として認定されたことを励みにして、技術
の向上にむけて一層の努力を重ねていき、会社を発展させてい
きたいと思います。

佐藤工業 株式会社

★ 代表者／佐藤 喜一　★ 従業員数／8人　★ 創業年／1972年1月
〒143-0003 大田区京浜島2-4-17（工場）　
TEL. 03-3799-0721　FAX. 03-3790-0326

http://www.satokg.co.jp

■ ドライエートスリー（除水機）製造販売、食品機械関連製品製造ステンレス加工
　ステンレス・アルミ部品加工 ほか

2 0 1 7

認定工場

認定工場
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最新設備を積極的に導入して、
薄板・小物に特化した樹脂加工を行う。

　「優工場」の認定は弊社としても一つの目標でもありました
ので、素直に嬉しいです。この認定をきっかけに、これまで以
上に自信、誇り、責任、そして感謝の気持ちを持って、お客様
に喜んでいただける製品を提供し続けていきたいと思ってい
ます。これからは、地域の方々や学生の皆様にも気軽に見学
に来ていただけるような、人にもまちにも優しい町工場になれ
るよう努力していきます。

堤工業 株式会社
★ 代表者／栗原 良一　★ 従業員数／13人　★ 創業年／1953年9月
〒144-0056 大田区西六郷3-20-12　
TEL. 03-6428-7877　FAX. 03-6428-7876

http://2-2-3.com

■ プラスチック切削加工、FRP・エンプラ・熱硬化性樹脂・汎用プラスチックなど樹脂全般

代表取締役社長

栗原 良一

2 0 1 7

認定工場

　薄板・小物に特化して樹脂切削加

工に取り組んでいる。機械が痛むた

め同業者が嫌がるFRP(繊維強化プ

ラスチック)の加工を主力としている

他、樹脂加工における小ロットのパイ

オニア企業として、最適な材料と加

工技術による製品を提供している。

効率化のための設備投資も積極的

に行っており、大型のマシニングセン

タ、画像寸法測定器、3Dワンショット

形状測定機、レーザー彫刻機などを

導入した。若手社員の採用を積極的

に行っており、採用した社員は社内・

外の教育で高い技術を修得し、先輩

従業員と比べても遜色のない技術を

身につけている。下町ボブスレーや

学生フォーミュラの支援などのPR活

動にも積極的である。

認定工場
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代表取締役社長

奥山 隆行

「日新月歩」をモットーに、
日々 新しい技術に挑戦する。

　創業50周年、新社長体制がスタートした節目の年に、「優工
場」の認定をいただくことができました。「日々 新たに挑戦するエ
ンジニア集団。やりがいのあるものづくりでお客様の難題に応え
る」を企業理念として、新規事業展開、若手人材の確保、育成に
取り組むとともに、工業会への参加、工場見学の受け入れ等、大
田区の「魅力」を発信する活動にも力を入れていきます。

日新電気 株式会社
★ 代表者／奥山 隆行　★ 従業員数／8人　★ 創業年／1967年7月
〒143-0013 大田区大森南3-31-15　
TEL. 03-3744-2161　FAX. 03-3744-7411

http://nissindenki.com

■ 合成樹脂の切削加工全般

2 0 1 7

認定工場

　1967年設立以来、樹脂切削加工

一筋に取り組んでいる。温度変化な

どで変形しやすい樹脂材料でも公差

100分台の高精度加工、難加工が可

能であり、より高度な加工技術を目指

し、「日新月歩」をモットーに日々新し

い技術に挑戦している。小規模では

あるが様 な々機械を揃えており、樹脂

加工のワンストップサービスを実現し

ている。樹脂切削加工の中でも、高い

精度が求められるスーパーエンプラ

素材を使った部品加工に実績があり、

この技術を医療分野向けの微細部

品に転用することを考えている。PR

活動も積極的に行っており、インター

ネット経由の売上が高いことも特長

である。

認定工場
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平成29年度平成29年度

シナノ産業 株式会社

株式会社 上島熱処理工業所

株式会社 三和デンタル

株式会社 コトブキ

大日精機 株式会社

佐藤工業 株式会社

堤工業 株式会社

日新電気 株式会社

大田区

平成26年度
同和鍛造 株式会社
広沢電機工業 株式会社
株式会社 フルハートジャパン
荏原印刷 株式会社
サンテックワールド 株式会社
株式会社 アイシーテクノ
有限会社 里中精機
株式会社 志賀機械製作所
日本コーキ 株式会社
北栄電気 株式会社
前場電機 株式会社
株式会社 リーテム

平成27年度
株式会社 飯山特殊硝子
株式会社 三輝
クレハエクストロン 株式会社
平賀機械工業 株式会社
ケーディークロート 株式会社
株式会社 エース
株式会社 極東精機製作所
株式会社 文星閣

平成28年度
株式会社 山小電機製作所
株式会社 オリエンタル工芸社
株式会社 三陽機械製作所
株式会社 三美テックス
株式会社 酒井製作所
アロニクス 株式会社
株式会社 岩崎成型
株式会社 エポゾール
王大工業 株式会社
株式会社 品川測器製作所
株式会社 中央電機製作所
有限会社 矢澤製作所

平成25年度
株式会社 西尾硝子鏡工業所
株式会社 西村製作所
株式会社 マテリアル
睦化工 株式会社
電化皮膜工業 株式会社
高輪ヂーゼル 株式会社
株式会社 桂川精螺製作所
嵯峨電機工業 株式会社
株式会社 志村精機製作所
信和パーツ 株式会社
株式会社 タカハシ抜型製作所
富士セイラ 株式会社

歴代認定工場
平成25年度

▲

平成28年度


