
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

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

歴代認定工場
平成26年度

▲

平成29年度

平成30年度

株式会社 マテリアル
株式会社 クライム・ワークス
株式会社 信栄テクノ
株式会社 イソダメタル
株式会社 植木製作所
山王鐵工 株式会社
株式会社 西尾硝子鏡工業所
富士セイラ 株式会社
睦化工 株式会社

株式会社 マテリアル
株式会社 クライム・ワークス
株式会社 信栄テクノ
株式会社 イソダメタル
株式会社 植木製作所
山王鐵工 株式会社
株式会社 西尾硝子鏡工業所
富士セイラ 株式会社
睦化工 株式会社

人に優しい
まちに優しい

技術・技能及び経営に優れた



  Ota 
  Excellent 
  Factory

東京商工会議所大田支部 会長　浅野 健
公益財団法人大田区産業振興協会 理事長　幸田 昭一

大田区長　　　　

一般社団法人大田工業連合会 会長　舟久保 利明

平成30年度 
大田区「優工場」認定にあたって

　平成30年度の日本の経済状況は、相次ぐ自然災害が要因となり、輸出や生産活動は弱含む展開となり

ました。個人消費は改善が見られるものの、実質賃金は物価上昇が下押し要因となり、回復は一服してい

ます。世界経済を見ても、欧州や中国の成長が減速し、比較的堅調な米国経済も景気拡大に陰りが見え

始めました。世界的に影響を与えているのが米中貿易摩擦であり、長引く通商問題が懸念されます。更に、

中小企業にとって大きな打撃となっているのが、売り手市場からくる人材不足問題であり、働き方改革に

伴う法改正により、一層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

30年度は９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2５５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。
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平成30年度 大田区「優工場」審査委員長講評

　今年度は9社を優工場として認定した。再認定が7社、新規

2社であった。再認定の企業には前回と比べて顕著な改善と

向上が見られた。うち3社を総合部門賞に選定し、人に優しい・

まちに優しい部門賞もこのうちの2社であった。総合部門賞の3社

はそれぞれ進む方向が異なるが、以前の認定時よりも大幅な進化

を遂げており、中小企業の生き方の典型となるものである。

　総合部門賞とまちに優しい部門賞に選ばれた株式会社マテ

リアルは、非鉄金属等の材料販売から高精度機械加工・検査

まで、未来を見据えて宇宙・防衛産業を中心に幅広い業界から

の受注をこなし、高収益な企業体質を築いている。量産から多

品種少量生産まで、より効率的な生産体制を築くため、同時5軸

MCなどの最新設備を積極的に導入しつつ高い稼働率を維持

している。前回時に比べて組織機能を進化させている点、下町

ボブスレーの活動で、大田区の仲間回しや技術力の高さを世界

に発信し、地域の賑わいや経済効果に繋げている点なども高く

評価できる。

　総合部門賞と人に優しい部門賞に選ばれた株式会社クラ

イム・ワークスは、金属加工・樹脂加工などにおける総合的な加工

技術を持ち、競争の激しい金属加工業の分野のなかで圧倒的

な最新設備群を保有することで差別化を実現し、これを高い稼働

率で運用するための生産システム面および営業面での努力に

怠りがない。外部研修プログラムを積極活用し、多能工化を進め

るためのジョブローテーションを行うなど、社員に技能習得機会

を積極的に提供して、「大田の工匠Next Generation」受賞者

を輩出している。経営者は常識にとらわれずに先を読む経営戦

略に基づいた事業計画を推進している。

　総合部門賞に選ばれた株式会社信栄テクノは、社員数11名

中6名が技術者という少数精鋭の技術集団で、100ミクロン以下

の超微細孔開けや超微細加工を得意とする。社員全員が自社

の存在意義を、他社が到底達することのできないレベルの微細

加工技術におき、ベンチレースで鍛えたノウハウをNC機器に活

用して高アスペクト比の細穴加工のレベルを毎年のように進化

させている。オンリーワンの加工能力を持つ企業として認知され

ることに関する社員の執念と、それを奨励してきた会社の姿勢

は特筆すべきである。　

　認定企業の株式会社イソダメタルは、船舶に使われるエンジン

のすべり軸受を手掛け、軸受の内面に銅合金やホワイトメタルを

鋳造したものを遠心鋳造などで製造している。創業114年の歴史

の中で技術を進化させこの分野においてオンリーワンの技術を

持っている。

　株式会社植木製作所は、難削材の多い半導体製造装置部品、

自動車部品、医療関係部品の精密機械加工を手掛ける。ベン

チレースによる微細な丸物加工をコア技術とし、年輩の職人に

指導された若者たちが持ち場で黙 と々多品種少量タイプの仕事

に励む、大田区らしい町工場である。

　山王鐵工株式会社は、金属プレス加工用のコイル材を製造

するスリッター機の開発製造販売メーカーで、電磁鋼板の高精度

加工に優位性を持つ。電気自動車需要増の波に乗り、販売面

でもグローバルな展開を行っている。

　株式会社西尾硝子鏡工業所は、ガラスや鏡から美しさを引き

出す技術・技能に強みを持ち、これを社員に発展的に継承させ

るべく、私塾を開催するなどしてその育成に力を注ぐとともに、

硝子加工業全体の人材育成にも寄与すべく努力を行っている。

　富士セイラ株式会社は、リーマンショックや東日本大震災など

の影響で売上が半減する程の苦境の経験を活かして最盛期

に近い経営基盤を築き、同業他社との合併により、販路拡大の

シナジーを生み出し、さらなる売上高増大を視野に入れている。

　睦化工株式会社は、医療品、食品、化粧品のキャップを主力

とするプラスティック射出成形品の製造・販売の企業ならではの

生産システムに組み込まれた高度な衛生管理体制に強みを

持ち、教育機関や官公庁など多方面に渡る工場見学を積極的

に受け入れてものづくりマインドの浸透に努力している。

　今回の総合部門賞には、平成初めの創業社長2名がいる。

彼らが創った企業はこの間大きな進化を続けてきた。また、後継

社長たちも親から受け継いだものを果断に革新してきた。中小

企業発展の道筋は多様だが、経営者たちはいずれも「未来を

見据え、未来を創る」ことに注力している。困難に立ち向かって

進化する経営者の心と腕の中にこそ未来はある。

早稲田大学商学学術院教授　鵜飼 信一
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WHAT is
Ota Excellent Factory

優工場
とは

特に優れた工場には
部門賞として
表彰を行っています

?

1

2

3

4

5

6

「優工場」認定にあたって

審査委員長 講評

目次、優工場とは

■ 総合部門賞　■ まちに優しい部門賞
株式会社 マテリアル

■ 総合部門賞　■ 人に優しい部門賞
株式会社 クライム・ワークス

■ 総合部門賞
株式会社 信栄テクノ

7

8

9

10

11

12

■ 認定工場
株式会社 イソダメタル

■ 認定工場
株式会社 植木製作所

■ 認定工場
山王鐵工 株式会社

■ 認定工場
株式会社 西尾硝子鏡工業所

■ 認定工場
富士セイラ 株式会社

■ 認定工場
睦化工 株式会社

Contents

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
● 周辺環境への配慮
● 緑地整備、地域活動への取り組み  など

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

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
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特に優れた工場には
部門賞として
表彰を行っています

?

株式会社 マテリアル
■ 代表者／細貝 淳一　■ 従業員数／30人　■ 創業年／1992年
〒144-0045 大田区南六郷3-22-11
TEL. 03-3733-3915　FAX. 03-3733-3819

http://www.material-web.net

非鉄金属材料販売、精密機械加工

会社の特徴 ： 3つの柱

複雑形状を得意とする同時5軸マシニングセン
ター、更にパレットチェンジャーで長時間無人化が
可能。難易度の高いアルミ切削加工を得意とする。

1

社員の不安や疑問を解消する塾を週末に開き、月
曜日からの仕事の意欲につなげている。１級技能
士を育成するための指導も積極的に行う。

3

技術者11人中９人が国家資格１級を保持している
ことを強みとし、航空・宇宙・防衛に関するものづく
りにおいても企業価値としてアピール。

2

総合部門賞　まちに優しい部門賞

技術力強化
高精度複雑形状、
難切削大型精密加工品の実現

人材育成
「マテリアル技術塾」を
毎週金曜日の午後に開催

航空・宇宙・防衛
JISＱ9100認証資格による
高品位なものづくり

代表取締役　細貝 淳一

地域の特性を生かした大田区全体の発展を目指す。
多様な部品の試作開発から量産までをプロデュース。
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株式会社 クライム・ワークス
■ 代表者／山口 誠二　■ 従業員数／56人　■ 創業年／1990年
〒144-0033 大田区東糀谷6-4-17-107 OTAテクノCORE １Ｆ
TEL. 03-3742-0691　FAX. 03-3742-0692

http://www.climbworks.co.jp

金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、プラスチック射出成型

会社の特徴 ： 3つの柱

新入社員には１年間の研修を実施。各部署をロー
テーションしながら、ものづくりの基礎を伝授。外
部機関の講習にも参加させ技術向上を図る。

人材採用・育成
2017年度から
毎年新卒社員６名を採用

1

デザインから量産製品の製造まで行うODM事業
を開始。製品開発のコストダウンを実現する「ダイ
カストスピード試作工法」も提案。

新たなる挑戦
大手自動車部品メーカーの
新規顧客開拓開発も行う

3

最新の５軸マシニングセンターが６台。切削加工
機・ロボット・ストッカーを統合したシステムを独自
で開発し、多品種小ロットを低コストで提供。

最新の設備
高精度な加工を実現する
数々のマシンを保有

2

総合部門賞　人に優しい部門賞

精度の高い部品を、より早く適正コストで提供。
強みは金属・樹脂切削、樹脂成形の短納期試作。

代表取締役　山口 誠二
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株式会社 信栄テクノ
■ 代表者／高橋 健太　■ 従業員数／11人　■ 創業年／1953年
〒144-0046 大田区東六郷1-13-10
TEL. 03-3739-3121　FAX. 03-3739-3129

http://www.shinei-tecno.co.jp

切削微細精密部品加工

会社の特徴 ： 3つの柱

直径0.5㎜のシャープペンシルの芯に30μの穴を
開けたり、0.15㎜径の穴を30㎜の深さまで切削
するなど、自由度の高い加工が強み。

微細加工の強化
最新の微細加工機を導入し
更なる挑戦を続ける

1

データによる加工条件の共有化と作業手順書の充
実により、加工者の偏りを無くす。社外研修への積
極的な参加や徹底した「５Ｓ」も特徴。

人材育成と５Ｓ
社員教育に力を入れ
職場環境も新たに整備

3

見積りから受注、納品、請求、入金まで一元管理で
きるシステムを導入。製造と管理部門が情報を共
有することで万が一のトラブルにも即対応。

生産管理システムの一元化
品質管理に努め
時代の変化に対応

2

総合部門賞

ものづくりの感動を求める少数精鋭の技術集団。
難易度の高い加工に挑戦し、限界と可能性を追求。

代表取締役　高橋 健太
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株式会社 イソダメタル
■ 代表者／服部 大介　■ 従業員数／63人　■ 創業年／1905年
〒146-0093 大田区矢口1-23-8
TEL. 03-3759-5351　FAX. 03-3758-5681

https://www.isodametal.co.jp

銅合金・ホワイトメタルのすべり軸受製造

会社の特徴 ： 3つの柱

高温で熱した裏金に溶解した合金を流し込み、高
速で回転させる「遠心鋳造法」を確立。厚みの薄
い金属を加工する高度な技術も強み。

1

整理整頓をはじめ日々のパトロールチェックで環
境整備を強化。社員全員による定期清掃で美化に
努め、実行委員が問題点の対策を行っている。

3

作業内容の手順やポイントを撮影した動画を、何
度も繰り返し見ながら確認できるシステムを採用。
ベテランによる機械加工の指導にも積極的。

2

認定工場

独自の技術
製品の設計から鋳造、加工、
メッキまでを自社対応

５Ｓ活動
社員一人ひとりが活動目的を理解し
前向きに取り組む

技術継承
熟練職人が試行錯誤の中で培った
知識を次世代につなぐ

代表取締役社長　服部 大介

営業力の強化と従業員の更なる技能向上を目指す。
世界中の船舶の運航を支える卓越した技術。
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株式会社 植木製作所
■ 代表者／植木 敬三　■ 従業員数／13人　■ 創業年／1985年
〒144-0045 大田区南六郷1-21-14
TEL. 03-3737-6882　FAX. 03-3737-6188

http://kk-uekiss.co.jp

金属機械加工

会社の特徴 ： 3つの柱

手のひらサイズのものから最大φ150.0まで加工
可能で、さまざまな小物の加工を得意とする。タン
タルなど難削材の加工実績も豊富。

1

技術者９人中６人が30代以下。若手の柔軟なアイ
デアの中に新たな手法を見出し、ベテランの経験
と併せて技術の底上げにつなげている。

3

複合的な加工を１台の機械で完成できる多軸自動
旋盤を導入し、価格競争の強化と短納期に対応。
画像測定機の導入で、より正確な検査も可能に。

2

認定工場

小径小物の複合加工
多品種少量に対応
難削材加工も強みの一つ

若手従業員の活躍
成長の伸びしろに期待し
新たなアイデアを採用

新しい設備の導入
多軸旋盤や測定顕微鏡などを
整備拡充

代表取締役社長　植木 敬三

「顧客ファースト」を理念に取り組む誠実な仕事。
小径小物の精密複合加工を通して社会に貢献。
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山王鐵工 株式会社
■ 代表者／今田 博之　■ 従業員数／23人　■ 創業年／1947年
〒143-0016 大田区大森北6-20-11
TEL. 03-3761-2126　FAX. 03-3761-2130

http://www.sanno-tekko.co.jp

金属加工機械製造

会社の特徴 ： 3つの柱

スリッターラインの製造を我が国で最も早い
1955年に開始。コイル板厚３mm以下の薄板に特
化し、難加工な材質でも高精度な加工が可能。

1

海外向けの需要に取り組むため「海外展示会」を
頻繁に実施。中国や東南アジアにおける市場での
販売に注力し、海外合弁会社も活用する予定。

3

受注・設計・部品加工・組立・据付工事・メンテナンス
を全て社内で行う体制。顧客ニーズに応じてオー
ダーメイドのスリッターラインを実現。

2

認定工場

独自の技術
スリッター製造の草分け的企業
特許件数も９件に上る

海外展開
製品を海外に発信するなど
新たな市場開拓にも積極的

一気通貫体制
社内内製化で技術の構築を図り
不具合にも即対応

取締役　今田 隆之

海外展開にも注力し世界中のお客様のビジネスに貢献。
切れ味が良く永年使用できるスリッターラインを提供。
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株式会社 西尾硝子鏡工業所
■ 代表者／西尾 智之　■ 従業員数／23人　■ 創業年／1932年
〒143-0016 大田区大森北5-9-12
TEL. 03-3761-5494　FAX. 03-3763-8819

http://www.nishio-m.co.jp

ガラス加工・内装仕上げ

会社の特徴 ： 3つの柱

ベテランが若手や中堅社員にノウハウを伝授する
際は「謙虚に挑戦し続けること」の大切さも教え、
技術のみならず人間的な成長も促す。

1

機械化によるスピードと、差別化の原点である「手
加工」の利点を融合させたものづくり。美しい仕上
がりの鍵を握るのは熟練した職人の技。

3

年２回、繁忙期を振り返り、反省点や今後の課題
について意見交換。7月の事業発展計画発表会で
は、全社員の現在と５年後の目標を共有化する。

2

認定工場

１技術３人体制
多能工化に向けて
ベテランが若手に技術を伝承

デジタルとアナログの融合
仕上げに欠かせない
職人たちの技術

全員での勉強会
半年間を振り返り
５年後のビジョンも共有化

代表取締役　西尾 智之

５つの事業を柱に「西尾ブランド」の確立を目指す。
ガラス同士を気泡を入れずに接着する高度な技術。
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富士セイラ 株式会社
■ 代表者／髙須 俊行　■ 従業員数／89人　■ 創業年／1927年
〒143-0002 大田区城南島2-4-4
TEL. 03-3790-8116　FAX. 03-3790-5025

http://www.fujiseira.co.jp/index.html

ねじ部品及び機械加工部品の製造

会社の特徴 ： 3つの柱

材料発注から出荷前まで１人の作業者が担当。作
業工程ごとのチェックに加え、Ｘ線や工具顕微鏡等
で検査を行い完璧な製品に仕上げる。

1

国内に10カ所の拠点と物流倉庫を所有。海外にも
フィリピン、タイに量産工場を構え、ネットワークを
活用して安価で安心な製品を提供。

3

多品種小ロットの生産体制ながら、ここ数年は年
間原価差額をプラス（利益）にしている。丁寧な仕
事でユーザークレームも極めて少ない。

2

認定工場

高品質製品の提供
その時代に求められる
高精度な技術を追求

グローバル展開
海外にも量産工場を構え
ネットワークを活用

多品種小ロット製品に対応
少数精鋭で小回りの効く
生産活動

代表取締役　髙須 俊行

グローバルな視点で人々の生活・文化を支える。
社会の変化に対応する商品とサービスを提供。
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睦化工 株式会社
■ 代表者／古川 亮一　■ 従業員数／50人　■ 創業年／1965年
〒146-0093 大田区矢口3-17-13
TEL. 03-3758-2641　FAX. 03-3756-0063

http://www.mutsumikako.co.jp

プラスチック射出成型

会社の特徴 ： 3つの柱

充実した福利厚生に加え、技術のみならず人間的
にも成長できる環境を整備。プラスチック成形技
能士（特・１・２級）等の有資格者も多数。

1

区内随一の280tクラスの成形機を有し、24時間
体制で稼働。クリーンルームの高機能な検査機に
より、0.1mmの異物まで自動除去している。

3

工場見学を率先して多方面から受け入れ、ものづ
くりの普及活動に努める。その功績が認められ、東
京都教育委員会から賞状を受賞。

2

認定工場

従業員満足
一人ひとりが安心と満足を
感じながら働ける環境

衛生性と品質管理能力の高さ
クラス50,000の
クリーンルーム

工場見学
教育機関・官庁・民間企業から
年間約20団体が来社

代表取締役社長　古川 亮一

「従業員満足」を理念に働きやすい環境づくりに努める。
真理＝本質を探究し、ものづくりを通して社会に貢献。
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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

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

歴代認定工場
平成26年度

▲

平成29年度

平成30年度

株式会社 マテリアル
株式会社 クライム・ワークス
株式会社 信栄テクノ
株式会社 イソダメタル
株式会社 植木製作所
山王鐵工 株式会社
株式会社 西尾硝子鏡工業所
富士セイラ 株式会社
睦化工 株式会社

株式会社 マテリアル
株式会社 クライム・ワークス
株式会社 信栄テクノ
株式会社 イソダメタル
株式会社 植木製作所
山王鐵工 株式会社
株式会社 西尾硝子鏡工業所
富士セイラ 株式会社
睦化工 株式会社

人に優しい
まちに優しい

技術・技能及び経営に優れた


