令和 2年度

高度な技術力を持つ︑ものづくり企業が集積するまち︑大田区︒

人に優 しい ま ち に優 しい

経営や 技術 に優 れた 工場 を表彰します︒
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大田区「優工場」認定

新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し、
今もなお、社会システムや経済活動に大きな影響を及
ぼしています。現在、
ワクチンが生産されてはおります
が特効薬はまだ研究段階であり、世界は今、
これまで
に経験のない、先の見通しが厳しい不安な雰囲気の
中にあります。加えてここ数年は異常気象による大規模
自然災害による被害が重なり、
また、米中の貿易摩擦
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が通商問題に暗い影を落とすなど、私たちは様々な
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こうした中で、今年1月に緊急事態宣言が再発出

危機的課題を突き付けられております。
されました。私たちは今、
日常生活を見直し、新たな
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生活様式への変容を求められております。
この動きは
企業の行動様式にも及び、
デジタル化、IT化を大幅に
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促進させるなど、緊急事態の制限下での経済活動の

にあたって
再開も進んでいるところではありますが、本格回復には

「優工場」
として表彰してまいりました。令和２年度は

まだ時間を要する状況です。中小企業においても、働

５社を「優工場」に認定いたしました。
これにより、認定

き方改革による時間外労働の上限規制や有給休暇

企業は延べ270社となります。
これらの工場が、
これ

取得の義務付けが実施され、先行きの見通しが厳し

からも地域産業の牽引役として活躍・発展されること

い現状の中で変革を迫られています。

を期待しているところです。

このような状況下であるからこそ、私たちは大田区

なお、
このたびの大田区「優工場」の認定にあたり

企業と共に、官民あげたイノベーションの創出や国内

ましては、事業創造大学院大学の里見泰啓教授を

外からの受注獲得、企業間の連携、人材確保・育成

はじめ、審査員の皆様に格別のご尽力をいただきま

に向けた取り組みを一層強化することが必要です。

したことに、
あらためて厚く御礼申し上げます。
令和3年1月

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

大田区長

ている工場が数多くあります。大田区では平成7年度

一般社団法人大田工業連合会 会長

から、
国際社会の共通目標であるSDGsに先駆け、
人に

東京商工会議所大田支部 会長

優しい、
まちに優しい、経営や技術に優れた工場を、

公益財団法人大田区産業振興協会 理事長

松原
舟久保
深尾
川野

忠義
利明
定男
正博
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大田区「優工場」審査委員長講評

今年度は5社を「優工場」に認定した。再認定は4社、
新たに認定した企業は1社であった。言うまでもないが、
いずれも特徴ある優れた企業である。企業を取り巻く環境

ベーションの高揚にも努め次世代に向けた体制づくりを
していることが注目できる。
人に優しい部門賞に選ばれた株式会社三輝は、創業

は一様ではないが、
それぞれが置かれた状況に対応し、

後50年以上にわたって流体ガス継手を設計製作して

再認定企業は前回の受賞のときから大きな進歩を遂げて

きた。同社が製作する継手は1500種類以上にのぼり、

きた。新たに認定された企業も意欲的な取り組みを重ね

特許も30件以上を出願いるなど業界で定評を得ている。

経営基盤を固めてきたものと考えられる。今年度は5社の

シャンプーパックの詰め替えパックをシャンプーポンプの

なかから総合部門賞1社、人に優しい部門賞1社、
まちに

ように使える「詰め替えそのまま」を流体についての知識

優しい部門賞1社を選定した。

と継手の技術を活かして商品化している。

総合部門賞に選ばれたメイホー株式会社はニッケル

三輝は「従業員に優しい会社」を標榜し、資格取得や

クロム、銅 、無 電 解ニッケル、黒クロムといった各 種の

改善提案に対する報奨制度や利益還元制度を整える

めっきを自動車や二輪車、建設機械の部品、医療機器

他、
トレーニングジムをはじめユニークな福利厚生を揃え

などに施している。同社はメッキ技術もさることながら、

社員のモチベーションの向上に努めている。

研磨の他、注射針内径のバリ取りなど微細バリ除去、

まちに優しい部門に選ばれたケィディケィ株式会社は

加工物の洗浄、洗浄では取れないコンタミの除去とモニタ

スーパーエンジニアリングプラスチックをはじめ各種樹脂

リング、梱包などにも独自のノウハウや技術を持ち高品質

の切削加工を手掛けている。同社が製作する樹脂部品

のめっきを実現している。顧客の要望には最大限に応える

は自動車、建設機械、産業機械、半導体関連など多岐に

のを方針とし、工法や治具の開発、
めっきラインの作り替え

及ぶ。
このなかで特徴的なのは、形状が大きくなるほど

に取り組んできたことが技術力の土台になっている。

寸法精度を保つのが難しいといわれるフッ素樹脂のよう

さらに、社員教育の積極的な実施や改善提案活動、
経営方針の明示、全体会議の開催を通じて社員のモチ

3

Ota Excellent Factory

な柔らかい材料の部品でも高い精度で加工していること
である。同社が工夫を重ねた技能と技術の成果を示す

ものである。
ケィディケィは長年、大田区で操業しており、区内の中

期の注文を受けるなど業界のなかで独自の地位を築い
ている。

小企業との交流も多い。
また、周辺の生活者との交流も

文星閣は廃液を出さず揮発性有機化合物の発生量も

深く、隣接する公園の落し物の管理や周辺の清掃、
自然

少ない「水なし印刷」をいち早く導入するなど環境面でも

災害対策などにも積極的に取り組み、地域に溶け込んだ

特筆すべき取り組みをしている。

工場として地域に頼りにされ親しまれている。
有限会社今製作所は今回が初めての認定となる。

グローバル化の進展が著しい。
グローバル化は世界の
貿易や国際間資金移動を拡大し経済成長を促す、企業

同社は金属の切削加工を生業とし、VA・VE提案を重視

の視線からみれば新しい事業機会を生む。ただ、その

した営 業 展 開で受 注を拡げている。現 在は天 然ガス

一方でリーマンショックとその後の世界同時不況のように

自動車やヒートポンプなどの産業機械用部品を５軸複合

世界の何処かで起こった問題が瞬く間に世界中に伝播

加工機やマシニングセンターで切削加工している。同社

し、企業の存立を揺るがす両刃の剣でもある。現在は

の特徴は段取替えの必要のない治具を考案し、工作機

コロナの蔓延という大きな禍に見舞われている。今回の

械の能力を十二分に引き出しながら効率化、高精度化を

認定企業はそのような大きなショックなかでも力強く生き

実現している。
バリ取りの省力化などにも取り組んでいる。

抜いてきた企業の典型例ではないだろうか。

株式会社文星閣は商業印刷、美術印刷全般を手掛け

いずれの経営者も会社の発展のために強い意思を

ている。世界初の両面12色印刷機をはじめ最新鋭の設備

持ち盤石の経営基盤を築いてきた。経営者としての真摯

を備え、
トップクラスの印刷技術を持つ。同社は高度な

な生き方が時代の潮流に対応した進歩をもたらし力強い

印刷技術により特殊印刷や小ロット、短納期の受注に

経営を生む。
日々繰り返される進歩は漸進的かもしれな

効率的に対応できる。
さらに大田区の立地を活かして

いが、
その積み重ねが大きな成果となり未来を切り拓いて

「同業他社の第２工場」を標榜したユニークな営業を展
開し、大手印刷会社や地方の同業者からも小ロット、短納

いく。
事業創造大学院大学教授

里見 泰啓
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WHAT
is
Ota Excellent Factory
優工場とは

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

まちに優しい

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

技術・技能 及び 経営に優れた
● 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

特に優れた工場には部門賞として表彰を行っています
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メイ ホ ー 株 式 会 社

総合部門賞

1点ものから量産品まで、
工業用、装飾用における各種材料の
表面処理全般に対応

代表取締役社長

江原 弾

メイホーの3つの特徴

1. 柔軟なスピード対応
試作課題を早急に解決する
「製品開発」、簡単な機械を自社で製造する
「設備保
全」、量産のポイントをデータ管理する「生産技術」。
これらのセクションを社内に完備
することで、短納期にも柔軟に対応している。

各 種めっき 及びケミカル研 磨 を 専 門に

扱 う 技 術 者 集 団 ︒設 備 設 計や機 械 保

全を自 社で行 うことで︑顧 客の多 様な

ニーズに即応している︒

2. 一点ものから量産まで
電気めっき、無電解めっき、化学研磨＋パシベーションを主要三品目に、一点ものか
ら量産まで対応。
自動車、
コンピュータ関連、通信機器等の産業分野にハイクオリ
ティーな製品を提供している。

3. 徹底した品質保証
クリーンルーム
（実数値クラス1000）内にて超純水での精密洗浄、
さらに真空梱包ま
での一貫処理を実施。
また、
ＬＰＣ測定器にてクリーン洗浄後の製品に付着するゴミを
モニタリングし品質保証を図っている。
メイホー 株式会社
大田区東糀谷6-3-1 TEL 03-3744-6761 FAX 03-3744-6763
■ 事業内容／各種材料の表面処理加工
■ 代表者／江原 弾 ■ 従業員数／32人 ■ 創業年／1950年

〒144-0033

http://www.meiho.com
Ota Excellent Factory
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株式会社 三輝

人に優しい部門賞

流体継手製造での確かな技術力を
活かし、
オリジナル商品も開発。
従業員の健康管理にも気を配る
三輝の3つの特徴

1. 流体継手製造の技術力
創業以来50余年にわたり工業用流体継手を製造しており、
その歴史と確かな技術
力に定評がある。
また、創業当初に開発した日本初の流体ガス用ワンタッチ自動開閉
継手は、現在も国内外で幅広く使用されている。

製 品の企 画・設 計 から 量 産 ︑組 立 ︑検

査 までの社 内一貫 体 制 ︒部 品 加工専 用

機や 組 立 機 器 等 を 自 社 開 発 し︑装 置

全般の稼働率を向上させている︒

2. 自社製品「詰め替えそのまま」
流体継手の技術を基盤とする家庭用便利グッズ「詰め替えそのまま」は、
ＳＤＧＳに
も貢献する大ヒット商品。
シャンプーやリンス等の中身を、
ボトルに詰め替えずに最後
まで使い切れる仕組みが人気を呼んでいる。各メディアでも話題沸騰 ! !

3. 他に類を見ない福利厚生
社内のトレーニングルームやゴルフ練習場を使用するごとに、それぞれ400円と
250円が特別手当として支給される。仕出し弁当の一部負担の他、誕生日手当等
独自のお祝い金もある。
株式会社 三輝
大田区北糀谷1-20-8 TEL 03-3742-2345 FAX 03-3745-2359
■ 事業内容／流体継手及びPB商品の設計及び製造販売
■ 代表者／阿部 拓也 ■ 従業員数／30人 ■ 創業年／1968年

〒144-0032

https://www.sanki-web.info
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代表取締役社長

阿部 拓也

ケィ ディケィ 株 式 会 社

まちに優しい部門賞

エンジニアプラスチックに特化した
高度な加工技術で、
顧客の生産性向上に貢献

代表取締役社長

佐藤 武志

ケィディケィの3つの特徴

1. 複合機による精度の追求
半導体や食品等の製造装置に使用される、
エンジニアプラスチック部品製造に特
化した設備を完備。
マシニングセンタや旋盤等での工程を1台で加工できる複合機に
より高精度化と時間短縮化を実現している。

ゴムのよう な 軟 らかいテフロン
︵フッ素

樹脂︶加工も得意とし︑半導体製造装

置などに使 用される高 精 度な部 品に

仕上げている︒

2. 徹底した品質管理
画像測定器や三次元マルチセンサー測定器など、材質に合わせた器具や方法で
加工完成度を確認し、合格したものを納品。ハイクオリティーな製品は海外シェアを
持つ装置や機械にも使用され、高い評価を得ている。

3. 次代を担う人材の育成
プラスチックには様々な種類があり、加工の難易度もそれぞれ異なるため、次世代
を担う技術者への指導はＯＪＴが中心。汎用機で加工の「勘」
を身につけ、複数のパタ
ーンを経験させることで応用力を磨かせている。
ケィディケィ 株式会社
大田区大森西4-4-23 TEL 03-3763-9201 FAX 03-3763-9236
■ 事業内容／エンジニアリングプラスチック部品の切削加工
■ 代表者／佐藤 武志 ■ 従業員数／8人 ■ 創業年／1969年

〒143-0015

http://www.kdk1971.co.jp/
Ota Excellent Factory
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有限会社 今製作所

認定工場

最先端設備を使いこなす技術者の
技能と70年にわたるノウハウで、
顧客満足につながる製品作りを実現
今製作所の3つの特徴

1. 多能工化による生産効率の向上
1人が同時に複数台の機械を使用することで生産効率の向上を図り、適正コスト
も実現。
プログラマーとオペレーターを兼任することによって製品の質が高まるだけで
なく、繁忙期の仕事にも柔軟性が生まれている。

素 材 調 達から量 産・非 量 産︑検 査に至

るまで一貫 対 応 ︒最 新の複 合 加工機 を

駆使することで高効率・高精度生産を

可能とし︑
短納期にも対応している︒

2. 高精度な複合加工
5軸複合加工機や5軸マシニングセンターを用いた 工程集約 による多面加工によ
り、複雑な部品も高精度に。複合加工は加工途中における工程の変更も容易なため、
突然の仕様変更にも柔軟に対応することができる。

3. 顧客ニーズを満たすＶＡ・ＶＥ提案
「こんなものが欲しい」
といった顧客の漠然とした思いや、
「コストダウンさせたい」
といったニーズに対し、技術者が３Ｄ画面を見せながら分かりやすく提案。
この時間を
大切にすることが顧客満足につながっている。
有限会社 今製作所
大田区大森西7-5-10 TEL 03-3761-7246 FAX 03-3761-7231
■ 事業内容／試作品から量産品までの金属切削加工
■ 代表者／今 嘉宏 ■ 従業員数／3人 ■ 創業年／1952年

〒143-0015

https://kon-factory.co.jp
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代表取締役

今 嘉宏

株式会社 文星閣

認定工場

コア技術である水なし印刷をはじめ
次世代のニーズに合わせた
環境対応印刷をトータルで提供

取締役社長

中嶋 幸保

文星閣の3つの特徴

1. 最新の設備機器
2019年4月より世界初の菊全両面６色ＵＶ印刷機を導入し、短納期・高品質・高生
産を実現。
また、
セキュリティエリア内には静脈認証登録した社員以外は入室できない
仕組みで情報漏えいにも万全を期している。

２０１９年３月より 新 社 屋・新工場で

稼 働 ︒ア ーティストのＣＤやＤＶＤ ︑

化 粧 品 関 連など高 品 質な発 色が求め

られる商業美術印刷に取り組む︒

2. 自社製品による社会貢献
安価な「使い捨て紙製抗菌マスクケース」を自社商品化し、ホームページ内の
オンラインショップにて販売を開始。
コロナ禍の夏には大田区及びその周辺の飲食店
に2,000枚を無料配布した。抗ウイルスマスクケースも販売予定。

3. 女性社員の活躍
現在3名の女性社員が印刷オペレーターとして機長を務め、他3名もオペレーター
補助として日々研鑽に励んでいる。男女関係なく大型印刷機のオペレーションに携わ
る活躍の場が用意され、切磋琢磨している。
株式会社 文星閣
大田区昭和島1-5-32 TEL 03-3763-8370 FAX 03-3768-2130
■ 事業内容／5色機以上の大型オフセット印刷機を8台取り揃え、カラー印刷物をメインとする商業美術印刷
■ 代表者／奥 継雄 ■ 従業員数／92人 ■ 創業年／1948年

〒143-0004

https://www.bunseikaku.co.jp/
Ota Excellent Factory
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歴代認定工場
令和元年度

▲

平成28年度

平成 28 年度

平成 30 年度

株式会社 山小電機製作所

株式会社 マテリアル

株式会社 オリエンタル工芸社

株式会社 クライム・ワークス

株式会社 三陽機械製作所

株式会社 信栄テクノ

株式会社 三美テックス

株式会社 イソダメタル

株式会社 酒井製作所

株式会社 植木製作所

アロニクス 株式会社

山王鐵工 株式会社

株式会社 岩崎成型

株式会社 西尾硝子鏡工業所

株式会社 エポゾール

富士セイラ 株式会社

王大工業 株式会社

睦化工 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

令和元年度
平成 29 年度
シナノ産業 株式会社

株式会社 フルハートジャパン
株式会社 渡辺鍍金工場
株式会社 アイシーテクノ

株式会社 上島熱処理工業所

株式会社 渡辺精機

株式会社 三和デンタル

大森精密工業 株式会社

株式会社 コトブキ

有限会社 里中精機

大日精機 株式会社

株式会社 芝橋

佐藤工業 株式会社

信和パーツ 株式会社

堤工業 株式会社

株式会社 トップウォーターシステムズ

日新電気 株式会社

ハネダ 株式会社

大田区

※本誌に登場していただいた方々の写真は撮影用であり、
普段はマスク着用で業務に当たられています。

