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大田区企業の
グローバル市場への挑戦

　大田精工株式会社（大田区中馬込）は昭和33年、金属切削加工を中心に大田区で発
足しました。現在は産業機器製造装置やFA・OA機器製造など向けに精密歯車等を製造
しており、日本国内の従業員数はいわき工場を含め約60名となっています。生産した部
品は様々な機器に組み込まれ、日本の産業を支えています。
　同社は平成６年にマレーシアに海外事務所を設立したのをきっかけに、本格的に海外
進出を果たし、現在はマレーシア、タイ、中国の３カ国に生産工場を有しています。中国
に進出してから13年を経た現在、中国工場の従業員は約90名となり、売上はほとんど
日本と変わらない規模にまで成長しています。また、マレーシア工場でつくられた部品は、マレーシア国内向けだけでなく8割がアジ
アやヨーロッパに輸出されるなど世界に流通しています。同社の海外展開について海外事業担当の青山取締役に伺いました。

　新製品開発や新産業分野への参入など企業の成長戦略は様々ですが、国内市場
の成長鈍化や新興国の台頭など、中小製造業にとっても海外取引の重要性が増し
ています。海外展開には何が必要なのか。
本号では、海外ビジネスに取り組んでいる大田区企業 2社の事例をご紹介します。

大田区ものづくりの「いま」と行政の各種支援事業のご案内をよりビジュアルにお伝えします。ぜひご一読ください。

マレーシア、タイ、中国に独立性の高い工場

「国内＋海外」両輪で経営を推進

大田精工　青山 成昭取締役

オグラ宝石精機工業  半導体製造装置用部品

大田精工　産業機器用精密部品

　「当社の海外展開はオイルショックやバブル崩壊、大手企業の中国進出など、時代の逆風に対
応しながら事業拡大してきました。海外拠点は経営的に独立した工場として稼働し、輸送コスト
や為替の影響をあまり受けずに現地ニーズに応えています。
　中小企業にとって海外進出には困難やリスクも伴います。中国は市場として非常に魅力的で
すが、中国進出当初は現地日系企業との技術提携や製造ラインの立ち上げなど、決して簡単な
道のりではありませんでした。　（中面に続く）

大田精工株式会社1



　オグラ宝石精機工業株式会社（大田区大森北）は明治27年（1894
年）に創業した120年以上の歴史のある老舗企業です。同社はダイヤ
モンド・サファイアなどを扱う工業用宝石加工技術のパイオニアとし
て、100余年かけて高度な技術を磨いてきました。製品は工作機械を
はじめ半導体製造装置、測定・分析機器など幅広く使われています。伝
統の技と先端技術の融合と絶え間ないチャレンジの結果、大田区本社
及び埼玉工場と兵庫事業所を含め従業員は約190名、約７00社の顧
客基盤を有する企業となっています。
　長い歴史の中で海外との取引が始まり、現在では東南アジアをはじ
め欧米にも営業活動を行っています。また、海外見本市への大田区共同出展制度や単独出展に対する当協会の助成金制度を
活用し、中国や台湾市場展開にも力を入れ、更なる成長が期待されています。同社で海外事業に携わっている3名の方に海外
展開について伺いました。

　「現在、当社の売上の15％は海外からの受注です。ただ、国内に納めている部品もエンドユーザーは海外、というケースが
かなりあり、海外市場にはまだまだ拡販余地があると考えています」と同社の藤原 営業部長は語る。「まず、海外の売上を3
年で25％へ増やすことが目下の目標です。ただ、海外と一口で言っても国や地域によって事情やニーズは異なりますので、
工夫が必要です」。
　中国・台湾地域を担当している尹係長はこう話す。「当社の製品は高精度・高品質なところが評価され、国内ではハイエン
ド装置に搭載されています。しかし、多くの中国装置メーカーはハイエンドよりも価額面に重みを置く中間層もしくは廉価
版を求める企業をターゲットにするため、それらの企業にとって弊社製品はオーバー品質であり、なかなか採用されにくい
です。そのため、今まで日本でやってきたビジネスモデルは中国で通用せず、新たなビジネスモデルを模索しなければなり
ません。新しいことが多く大変ではありますが、とてもやりがいを感じます」。
　欧米を担当している大森氏は「ヨーロッパなどはすでに強固な調達ルートができあがっているケースが多い。また、保守
的で新しい企業との取引には時間をかける傾向があります。私は既存
顧客との関係強化を最優先とし、時間をかけてプラスアルファの価値
提供を図り、顧客の商品開発につなげ、新商品に使用される部品の注文
を得られるよう努力しております」と語る。
　藤原部長は今後の方針として「販売後のフォローが長期的な取引を
行っていくうえで重要です。社内の国際人材やコストの面では限界が
ありますので、今後は既存のパートナー・代理店との関係強化と新規開
拓で海外ビジネスを加速させていきたいと考えています」と締めくく
った。

地域に合わせた営業活動を模索

高度技術と長い歴史で培った知見を武器に海外展開

尹 明珊係長　　藤原 弘正部長　　大森 保之氏

　世界経済はいま、コロナウィルスという困難に直面しています。収束後の世界はどう変わるのでしょうか。
さまざまな困難を乗り越えてきた日本の中小企業は、今回の危機も乗り越えるに違いありません。
当協会はさまざまな支援メニューを用意しています。お気軽にご相談ください。

オグラ宝石精機工業　工作機械用部品

中国等のアジア諸国では技術レベルの向上が著しく、価格面も含め競争
が激しくなっていますが、当社としては中国製の設備も導入するなどし
て高品質と適正価格を両立しています。
　また、アジア諸国でも研究開発が盛んになっていることから試作需要
が旺盛で、「高付加価値＋多品種少量生産」を得意とする大田区企業にと
ってのビジネスチャンスが広がっています。今後も本社を大田区に置き
ながら、それぞれの地域の特徴や強みを活かし、日本と海外で多角的に
経営を推し進めていきたいと考えています」。 大田精工　精密駆動使用に適切な小型ギヤ

（表紙からのつづき）

オグラ宝石精機工業株式会社2
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1 「第 32回大田区中小企業 新製品・新技術コンクール」
  募集のお知らせ

令和 2年度 大田区「優工場」を募集します！

最近開発された製品・技術はございませんか？
本事業は大田区内の中小企業が開発した優れた
新製品や新技術を表彰する事業です。
入賞企業に対しては展示会への無料出展や各賞
に応じた賞金など、さまざまな受賞特典をご用
意しております。
この絶好の機会に是非奮ってご応募ください！
※詳細については、ホームページをご確認くだ
さい。

人に優しい、まちに優しい、技術・経営に優れた工
場を「優工場」に認定し、さらに優秀な工場を表彰
することによって、大田区の工業に従事する人の
やりがい、生きがいを引き出すとともに大田区工
場の振興を図ることを目的とします。

t o p i c
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募集期間 ６月１日（月）～30日（火）（予定）

当協会ホームページで募集情報をアップいたしますので
ホームページをご確認ください。

申込方法

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会  イノベーション創出担当
TEL：03-3733-6294　
E-mail：innovation@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/new-technology-competition.html

申込対象 大田区の工場認可を取得し、区内で生産・加工現場を有した常時稼働している工場。
注)工場及び労働環境などの状態が法令等に抵触する場合は申込対象外となることがあります。

所定の申込書類に必要事項を記入し、書類一式を持参または郵送してください。

5月7日（木）～5月29日（金）
※申込期間に先立ち、お問合せを受け付けております。

※申込に必要な要件を事前に確認できる「セルフチェックシート」で、貴社の申込区分をご確認ください。

申込方法

プレ募集期間

申込期間

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会　地域産業プロモーション担当
TEL：03-3733-6476　FAX：03-3733-6459

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/factory-award.html

■表彰状・認定証授与式は
第25回おおた工業フェア初日に行います。
※令和3年3月10日（水）

第31回最優秀賞（直進軽快車いす）

6月1日（月）～7月31日（金）17時（必着）
※申し込みを希望される場合には、事前に下記担当までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか各施設ホームページをご覧ください。
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5 ものづくり工場立地助成金等のご案内

4 人気のレストランでご褒美グルメ！

国内・海外見本市出展助成制度をご利用ください

t o p i c

申込方法

お問い合わせ

ホームページ

ホームページ

https://otakyousai.zenpuku.or.jp/

お問い合わせ

ホームページ www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/
joseikin/ricchijosei.html

申込方法

お問い合わせ

E-mail

ホームページをご覧ください

国内 海外

(公財)大田区産業振興協会　ものづくり取引促進担当　TEL. 03-3733-6126

※テクノプラザ3月号で掲載した内容と同じになります。

電話または窓口でお問い合わせください。

（公財）大田区産業振興協会
勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107
E-mail. kinro@pio-ota.jp

大田区産業振興課　工業振興担当
TEL：03-5744-1376
E-mail： sangyo@city.ota.tokyo.jp

国内展示会：torisoku@pio-ota.jp　海外展示会：kaigai@pio-ota.jp

（国内）https://www.pio-ota.jp/news/2020/04/2-1-1.html
（海外）https://www.pio-ota.jp/news/2020/04/31-1-3.html

大田区産業振興協会では国内・海外を問わず、展示会へ
出展する際の費用の一部に対して助成制度を設けています。
ぜひ、ご利用ください。
対 象 者：区内に本社又は事業所を有する中小企業者
対象経費：出展料・小間装飾費用等
助成金額：(国内）最大30万円（海外）最大40万円

　※ただし、本助成金を利用された回数により
　　助成率が変わります。

申込期限：6月12日（金）17：00必着

　大田区勤労者共済では、人気レストランの食事券をお得
な価格であっ旋しています。非日常的な空間で味わう美味
しい食事で日々の疲れを癒しましょう！
入会金：200円/人　会費：月額500円/人
※個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生と
して負担した会費等は、損金または必要経費として税金控
除対象となります。

　大田区では、工場の移転・新増設や建物付帯設備の整
備、または防音・防臭等の操業環境の改善の際に「大田区
ものづくり工場立地助成金」や「大田区ものづくり企業立
地継続補助金」により費用の一部を助成し、ものづくり企
業を支援しています。
詳細はお問い合わせください。

ホテルメトロポリタン丸の内「TENQOO」ビュッフェランチ
（画像はイメージです）

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか各施設ホームページをご覧ください。
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6 第 59回ものづくり受発注商談会　参加企業募集

本年度、展示会「第25回機械要素技術展」に大田区企業と共同出展いたし
ます。「機械要素技術展」は、軸受、ベアリング、ねじ等の機械要素や、
金属、樹脂に関する加工技術を一堂に集めた専門技術展です。
大田区産業振興協会と一緒に、皆さまの技術・製品を全国にＰＲしませんか。
詳細はホームページをご覧ください

t o p i c

7 令和 2年度 大田区共同出展  出展企業募集

大田区産業振興協会からのお知らせ
引越しや移転等によりご住所が変更となっている場合または配送停止をご希望の場合は、

お手数をかけいたしますが、下記までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか各施設ホームページをご覧ください。

連絡先  地域産業プロモーション担当  TEL：03-3733-6476　Email：planning-pr@pio-ota.jp

（公財）大田区産業振興協会　ものづくり取引促進担当
TEL 03-3733-6126
E-mail torisoku@pio-ota.jp
https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/business-meeting.html

（公財）大田区産業振興協会　ものづくり取引促進担当
TEL 03-3733-6126
E-mail torisoku@pio-ota.jp

海外企業から見積り依頼などのアプローチがあった際、相手企業の信用度
を知ることはとても重要です。大田区産業振興協会は、信用調査レポート
を通常よりも割安で提供する事業を新たに開始しました（※年間での上限
件数あり）。
海外企業との取引を検討されている方は、是非ともご利用ください。

t o p i c

8 【新規】海外企業 信用調査サービス

お問い合わせ

お問い合わせ

ホームページ

お問い合わせ

大田区産業プラザ

事前マッチングによる個別面談形式
（１商談20分×最大9回）

250社（発注70社、受注180社）

販路拡大に向けて全国のものづくり企業が参加する大規模商談会です。

会　　場

形　　式

定　　員

（公財）大田区産業振興協会　ものづくり取引促進担当
TEL 03-3733-6404
E-mail kaigai@pio-ota.jp

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、
開催時期は未定です。
決定次第、協会ホームページでお知らせします。

日　　時
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ご活用ください! 会社を元気にする多くの支援事業

実践汎用旋盤・フライス盤講座 [ 初級 ]（2回目）実践汎用旋盤・フライス盤講座 [ 初級 ]（2回目）

従業員の健康づくりをアプリがサポート！！従業員の健康づくりをアプリがサポート！！

工業統計調査にご協力ください工業統計調査にご協力ください 便利な電子申告等をご利用ください便利な電子申告等をご利用ください

オフィス・事務所は屋内禁煙ですオフィス・事務所は屋内禁煙です

個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか各施設ホームページをご覧ください。

公益財団法人大田区産業振興協会（以下、当協会）は、各セミナー等への
お申し込みの際に提出された個人情報について、以下の目的以外に利用す
ることはありません。
●当協会の催す関連事業（各種セミナー・展示会・講演会等）の運営に必
要な範囲内での利用（参加者への連絡等）

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用旋盤・
フライス盤の技能を必要とする方
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

対　　象

令和2年8月29日、9月5日、12日（毎土曜日3日間）
講座時間：9：15～16：30

会　場：東京都立城南職業能力開発センター大田校 
定　員：10名（抽選制）（汎用旋盤5名・フライス盤5名）
受講料：会員価格：3,000円（教材費等込）
　　　　非会員　：4,000円（教材費等込）
　※ 会員価格を設けましたので、奮ってご応募ください。
申込〆切：令和2年7月16日(木)

専用の応募用紙にてお申込み下さい。
応募用紙は、大田工業連合会（TEL3737-0797）に
お問合せの上、入手して下さい。
※申込は下記ホームページからも行えます。

（一社）大田工業連合会
〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20 
大田区産業プラザ内
TEL　03-3737-0797
FAX　03-3737-0799
office@ootakoren.com
http://www.ootakoren.com/  

時　　期

お問い合わせ

募集科目

申込方法

下記ホームページから必要書類を確認し、お申込みください。
大田区産業経済部産業振興融資係
（大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階）
TEL 03-3733-6185 FAX 03-3733-6159　

申込方法

対象税目の申告・納税等を行う方

現在、主に中小企業で働いている方で、
都内に在住または在勤の方

電子申告等受付時間：平日8:30～24:00
対　　象

対　　象

6月1日（月）～10日（水）【必着】募集期間

募集科目

申込方法

https://www.eltax.lta.go.jp/

https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/
hoken/kenko_dukuri/other_joho/tabaco/
jyudoukituenboushitaisaku.html

時　　期

eLTAXヘルプデスク（平日9:00～17:00）
TEL　0570-081459

お問い合わせ

相談・受付窓口

大田区保健所健康づくり課
TEL　03-5744-1661

お問い合わせ

○法人事業税・特別法人事業税／地方法人特別税
・法人都民税
○23区内の事業所税
○23区内の固定資産税（償却資産）
※電子申告のみ

対象税目

対　　象

はねぴょん健康ポイント事務局
TEL　0120-952-519　

お問い合わせ

申込方法

区内在住・在勤の18歳以上の方
専用ホームページかQRコードからダウンロード

従業員数4人以上の製造業事業所対　　象

大田区中小企業融資あっせん制度の基本要件のほか、 次のいずれかに該当すること
（1） 新型コロナウイルス感染症の影響により、 直近（※）１か月の売上高が前年同期比で５％以上減少していること
　　（「直近」とは、申込月を基準に「前月」又は「前々月」を指します）
（2）セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症）の認定を受けていること。

対　　象

5月中旬から6月中旬（調査期日6月1日）時　　期

令和２年4月15日（水）から同年６月１日（月）まで（土日祝日を除く）

運転資金

5,000万円

108か月以内（元金据置12か月以内）

名目利率1.5％以下　区が全額利子補給  本人負担率  0％（なし）

本制度は、区が直接融資するものではなく、
融資実行の可否及び融資額については、金融機関等の審査によります。

申請受付期間

資金使途

融資限度額

返済期間

利　　率

その他

大田区役所地域力推進課統計調査係
TEL　03-5744-1186

お問い合わせ

調　　査

大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」

選択式で、汎用旋盤またはフライス盤の基礎を学びます。
旋盤またはフライス盤のどちらをご希望か明記の上、お申し込み下さい。

大田区では、健康づくりに取り組むとポイントがたまり、抽選
で景品があたるアプリ「はねぴょん健康ポイント」を実施中。

9月（予定）からは、企業（事業所）単位でアプリに利用
登録が可能に！企業（事業所）やグループ単位でも、楽し
く競い合いながら健康づくりができます。健康経営の取り
組みとしてぜひご活用ください。

東京都ではeLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電
子申告・電子納税等の受付を行っています。

　製造業事業所の活動実態について「工業統計調査」を行います。
結果は行政政策の基礎資料とし利用されます。
回答内容は統計法により保護されます。

　新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、
区が全額利子補給する「新型コロナウイルス対策特別資金」の受付を開始しました。

調査員が直接訪問します（経済産業省から
「本社一括」「国直送」と指定された事業
所を除く）。インターネットまたは郵送で
の回答をお願いいたします。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/ohta/index.html

4月1日から、多数（2名以上）の人が利用する施設は原則屋
内禁煙となりました。屋内で喫煙する場合は、基準を満たした
喫煙室を設置し、標識を掲示する必要があります。
喫煙室には、20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。
受動喫煙から従業員を守るため、ご対応をお願いいたします。

キャリアアップ講習　6月募集キャリアアップ講習　6月募集

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
ohta/index.html

東京都立城南職業能力開発センター大田校
キャリアアップ講習担当
TEL　03-3744-1013

お問い合わせ

東京都では、主に中小企業で働いている方を対象にスキル
アップのための短期講習を行っています。

機械図面の見方とCAD製図、3次元CAD(SolidWorks)【中級】
マシニングセンタ（プログラミング）【初級】
【新規科目】ほか2科目　※詳細は大田校ホームページ参照。

インターネット（電子申請）・往復はがき・FAXのいずれかにて、
募集期間内にお申込みください。
（電話によるお申込みはできません。）

◆経営に関するご相談はこちらでお受けしています。
(公財)大田区産業振興協会　TEL 3733-6144 FAX 3733-6459

https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/
shingatakotonauirusutaisaku.html
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