


 



　川越市は、都心から30㎞圏内に位置し、大正11年には県内初の市制を施行す
るなど、古くから埼玉県南西部地域の中心都市として発展してきました。
　産業面においても、長い歴史の中で工業・商業・農業・観光分野がバランス
よく発展しており、なかでも、製造業については、３つの工業団地、１つの産
業団地を有し、県内第１位の製造品出荷額を誇るなど、本市は、県内有数のも
のづくりのまちとなっております。
　ものづくり企業が集積した本市には、素晴らしい製品や技術をもった企業も
多数立地しております。市内で製造・開発された優れたものづくり製品・技術
を市内外の皆様に広く知っていただくべく、当所では川越市とともに平成25年
度から「川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定制度」を実施し、平成
28年度までに30の事業者、31点もの製品・技術を、川越が誇るものづくりブラ
ンドとして認定してまいりました。
　この「川越“きらり”ものづくり企業ガイド」は、KOEDO E-PRO認定企業を
含む、川越のものづくり企業について、自社が誇る優れた製品や高度な技術、
品質管理の取り組みなどをご紹介いただき、その魅力をより多くの方に知って
いただける機会になればと作成しました。
　製造業におけるビジネスパートナーをお探しの事業者の皆様には、ぜひ、本
書にて川越のものづくり企業を知っていただき、今後のお取引などをご検討い
ただければ幸甚です。
　結びに、この冊子の作成にあたり、ご協力をいただいた事業所の皆様に、厚
く御礼を申し上げます。

平成２９年３月　川越商工会議所

は じ め に
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川越“きらり”ものづくり　FILE01

プレス金型・プレス加工
認定製品・技術
超音波を利用した新プラス工法
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞

　ウイングは、工業部品の製造に欠かせないプレス加工の分野において卓越し
た技術力を誇る。同社が扱うのは、主にギアやマフラーのフリンジなどの自動
車部品。従来のプレスでは厚さ約3㎜の板が限界だったが、同社では12㎜の
厚板まで加工できるという。これまでファインブラッキングという特殊なプレ
ス機を使うか、プレス後に研磨、切削することでしか実現できなかった精巧な
プレスを、汎用プレス機で実現したのだ。これは同社が開発した“順送”という
1台のプレス機で一度に5つの工程を行う方法で可能になった。
　同じく同社が考案した超音波内蔵金属プレス加工は、これまでレーザーや
ウォータージェットという高価な方法でのみ可能だったカーボンファイバーや
アルミの精巧な成型を実現。これは「金型の刃に超音波を伝える製法で、現在
特許出願中。長年のプレス加工における試行錯誤が生んだ自信の技術」（代表
取締役CEO・小林一宏さん）だ。同社が開発したこれらのプレス加工技術を使
用すれば、同じものを製造するコストは従来の3分の1にまで圧縮できるという。
金型プレス加工の分野で、技術開発力を武器に飛躍的な急成を遂げており、現
在、渋川市に5000㎡の新工場を建設中である。

製造コストを3分の1に圧縮する画期的な金型プレス工法

独自技術・強み
　プレス加工の、ノウハウの蓄積には絶対的な自信がある。通常見ることがで
きない金型内の、素材の動きを経験に基づきシュミレーションすることで次々
と新規技術を開発する。

展望、事業連携
　当社では、「不可能」という言葉は禁句だ。お客様の要求に対しては、コス
トが合わなければ見送ることもあるが、まずどうしたら可能になるのかを考え
るようにしている。

プレス加工では不可能と言われているカー
ボンの打ち抜き加工も実現

厚板も同社の汎用プレス加工により、安価
で大量生産が可能に

Top Message

代表取締役CEO　小林一宏さん

カーボン加工の低コスト化を実現しており、今後、自
動車部品の新規開発や、従来の製法からの切り替
え需要への対応に取り組んでいきます。また、ドロー
ンなど自動車部品以外への応用も期待しています

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工

株式会社ウイング
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超音波を利用した新プレス工法

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ウイング
株式会社 ウイング
業種：金属製品製造・加工
川越市的場3032-5
CEO　小林一宏
1400万円
1964年7月

主な事業内容
●プレス金型、プレス加工・ハイブランキング・試作治工具

希望するマッチング情報

ISOに則った管理体制を徹底。アフターケアにも注力し、随時お客様から情報
を収集しながら、製品開発に役立てている。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

自社開発技術の特許取得を積極的に行い、自動車の分野で新規部品を受注して
いきたい。さらに、電気自動車のモーター、ギア、産業用ロボットの業界など
と協業するなど新たな分野を開拓していく計画だ。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）

ファインブランキングやロストワックスといった製法でなければ製作不可能と
言われた厚板（12㎜以上）加工やシェービング加工を、汎用プレス加工で実
現する独自技術をもつ。従来の加工技術に比べ、安価かつ大量生産が可能だ。
製品データから金型制作、プレス加工、熱処理まで一貫生産にも対応する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.wing1964.co.jp
メール ccm70130@syd.odn.ne.jp
FAX 049-233-5234
電話 049-232-7066

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「ボルトとプレートの固着構造」実用新案取得。その他4件出願中。●知的財産権取得状況

2008年埼玉県経営革新承認 
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞受賞
経営革新モデル企業

●表彰等実績
 ISO9001取得 ●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE02

オリエンタルエンヂニアリング株式会社
熱処理設備・用品製造
認定製品・技術
窒化ポテンシャル制御システム付きガス軟窒化装置
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　日本刀を作るとき、熱した鉄を水に入れる焼き入れという熱処理を行うと、
ジュッという音がして強度が増す。自動車のギアやシャフトなどの部品は、各
種の熱処理を経て目的に適した質と強度を実現している。オリエンタルエンヂ
ニアリングは、このような熱処理用の装置を製造販売するとともに、自社製装
置で熱処理加工も受託している。
　同社は窒化ポテンシャル制御システム付きガス軟窒化装置を開発。窒化とは、
比較的低音の装置の中にアンモニアガスなどを充満させ、鉄鋼素材でできた部
品に窒素を浸透拡散させることで表面硬化させる技術のこと。この装置で、装
置内の気体の状態を水素センサーで感知し、処理品の最適な品質を確保、空気
中への二酸化炭素放出を極めて少なくする環境に優しい熱処理技術を確立した。
　また、最先端の真空浸炭装置では、搭載したセンサー制御技術で、日米欧や
中国などで特許を取得。そのほか、P-CVDは、プラズマを利用し従来よりも
低温で複雑な形状の部品に均一に表面処理を施すことで、金型などの高寿命・
高機能をもたらす独自技術だ。「インターネットでこの技術を知ったメーカー
から問い合わせが殺到している」（代表取締役・河田一喜さん）という。

世の中にない技術を開発、熱処理業界をリードする

独自技術・強み
　熱処理業界で、炉の生産、受託加工、研究開発を1カ所で行う唯一の企業。
生産と研究が一体化していため、現場のニーズ、問題点をすぐに技術開発に反
映することが可能になる。

展望、事業連携
　自動車部品、医療機器分野にも当社の技術にまだ気づいていない潜在的な顧
客が多く存在する。セミナーを行うなどして認知度を高め、最先端の熱処理炉
をもっと売っていきたい。

熱処理加工したパーツ類

耐摩耗性・耐疲労性・耐食性を向上させる
ための表面硬化処理を行うガス軟窒化装置
に、独自開発の熱伝導式水素センサーを装
着。品質に優れた処理品を再現性良く、生
産可能にした

Top Message

代表取締役社長　河田一喜さん

どこかから借りてきた技術ではない、まだ世の中
に存在していない新しいものを自分たちで開発
していく。それができて初めて利益が出て、競合
他社に打ち勝てるのだと考えています

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工
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窒化ポテンシャル制御システム
付きガス軟窒化装置

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

オリエンタルエンヂニアリング
オリエンタルエンヂニアリング株式会社
業種：金属製品製造・加工
川越市芳野台2-8-49
代表取締役社長　河田一喜
8000万円
1952年8月

主な事業内容
●各種金属熱処理設備、設計、製造、販売
●熱処理加工
●各種コーティング

希望するマッチング情報

ISO9001/ISO14001を取得。●品質管理／環境対策
　地域貢献

2017年5月に完成する川越第二産業団地内のハイテクセンターに革新的表面
改質装置を設置し、受託処理加工と研究開発を行う。

●今後の展望

製品技術情報

ＯＥＭ生産（発注者募集）

たゆみない技術開発を行い、自社開発装置を製造販売するとともに、自社装置
による受託熱処理・コーティングも行う。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.oriental-eg.co.jp
メール oe-e@oriental-eg.co.jp
FAX 049-225-5826
電話 049-225-5811

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「ガス浸硫窒化方法」
「浸炭方法及び浸炭装置」など特許取得

●知的財産権取得状況

2008年表面技術協会技術賞受賞（社団法人表面技術協会）
2009年小野田賞受賞（社団法人日本ダイカスト協会）
平成22年度彩の国産業技術大賞受賞
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞

●表彰等実績
ISO9001／ISO14001を取得●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE03

株式会社サカイヤ
精密スクリーン印刷、高機能樹脂成形
認定製品・技術
透過皮革（光を透過する透明合皮）
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　自動車に乗ってシートベルトを締め忘れると、スピードメーター上に警告の
ための赤いサインが浮かび上がる。そんな表示が可能なのは、実はサカイヤが
開発し特許取得した「PSI製法」があるおかげだ。金型にフィルムを入れメー
ターパネルなどを成形する技術だ。
　同社は主にメーターパネルやエアコンパネルなどに使用される、自動車の加
飾部品の研究開発・製造を行い、アメリカや中国などに生産拠点をもつグロー
バル企業だ。もともとはオーディオ機器のレベルメーターをスクリーン印刷す
る企業だったが、他社に先んじて新規技術を開発し、今日まで順調に成長して
きた。そして今回、インサート成形と呼ばれるプリント成形技術を用いた、皮
なのに光を通す素材「人工透過皮革」を世に送り出し話題を呼んでいる。
「もともとプラスティックなどに透過印刷を施すノウハウの蓄積があり、0.1
㎜単位の精密な部品を製造する技術力があったからこそ実現できた」（技術部・ 
杉野勝さん）。透過皮革は、まずは自動車のシフトレバーパネルなどでの使用
を想定しているが、皮の内側から文字が浮き出すこの未来的技術、家電など他
分野への応用も視野に入れる。

皮の内側から光や文字が浮き出すSFのような未来的技術

独自技術・強み
　日頃の研究・開発結果をもとに金型設計から検査まで一貫生産を行う独自体
制が強い技術力を支え、特許取得のPSI製法や、新開発の人工透過皮革の開発
に結び付いている。

展望、事業連携
　自動運転が実現した後、車の内装は激変し、室内にメーターがない車種が登
場する可能性もある。未来カーのどんなデザインにも対応できる透過皮革で新
規受注を獲得したい。

表面熱処理技術で製作した同社製品

サカイヤの印刷・PSI成形技術と組み合わ
せた独自工法により、光を透過する透明な
合皮とプラスチック樹脂との一体成形品を
実現

Top Message

代表取締役社長　堺谷 昭さん

当社の企業理念は、他の企業がやっていない、
世の中に存在しないものをつくり出すこと。
人・集団の力を結集し、国内市場が縮小する中、
グローバルな展開を積極的に推し進めます

●
印
刷
・
印
刷
関
連
、樹
脂
製
品
製
造
、輸
送
用
機
器
器
具
製
造
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【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

サカイヤ
株式会社サカイヤ
業種：印刷・印刷関連、樹脂製品製造、輸送用機器器具製造
川越市芳野台1-103-35
代表取締役社長　堺谷 昭
1億円
1968年5月

主な事業内容
● 精密スクリーン印刷、 高機能樹脂成形、3次元絞り成形、塗装レーザー加工、樹脂メッキ、その他組立

加工
●自動車部品、電気機器部品、精密機器部品、その他産業機器部品の開発・製造・販売

希望するマッチング情報

TS16949、ISO9001、ISO14000取得。海外メーカー要求によるVDA6.3
にも対応。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

高精細印刷技術＋ナノイン転写＋インモールド成形など、特殊な技術の組み合
わせによる世界初の製品開発と、自動化を積極的に取り入れた、さらに洗練さ
れた生産体制での絶対的差別化の実現。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

各分野における、多種多様で特殊なお客様の加飾要求に、グローバルで対応。
また、自動車業界で培われた厳しい品質システムやIEによるカイゼン活動によ
る、競争力の高い製造工程。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.sakaiyameiban.co.jp
メール homepage-otoiawase@sakaiyameiban.co.jp
FAX 049-225-5325
電話 049-225-5321

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「光透過性を有する人工皮革シート、およびそれを用いた合成樹脂成形品」 「光
透過性を有するメンブレンスイッチ」特許取得

●知的財産権取得状況

平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞●表彰等実績
ISO9001、ISO14001取得●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE04

ショット株式会社
ラベル貼り機製造
認定製品・技術
半自動式ボトルラベラー “SHOT-ML”シリーズ
平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

「こんなものがあるなんて知らなかった」「これがあって助かった」。全国の顧
客からそんな喜びの声が殺到している製品が、ショットが製造・販売する「卓
上型ラベラー」だ。
　ラベラーとは酒のボトルや食料品の容器などにラベルを貼り付ける装置。通
常はオーダー品で500万～1000万円はするが、同社の卓上型ラベラーは既製
品で、手動式が約30万円、電気で稼働する半自動式“SHOT-ML”シリーズが約
50万円と、かなり低価格だ。購入しているのは小ロットの産直ジャムを販売
するメーカーから、化粧品のアイライナーに小さなラベルを貼る化粧品メー
カーまでさまざま。共通するのはビジネスが小規模、作業が細かいなどの理由
で、これまでは手作業でラベル貼りしていた事業者ということだ。
「この価格でラベラーを販売する企業は他になく、これまで躊躇していたお客
様もすぐに減価償却できる」（代表取締役・奥野真太郎さん）のが人気の秘密だ。
また、同社のラベラーは廉価ながら、モーターやセンサーなどに国産の一流部
品を使用するなど「品質に一切妥協はない」（奥野さん）。10年前に起業した
ばかりの新興企業だが、そのアイデア力で業界を席巻する。

「これがあって助かった」の声が殺到する半自動式ボトルラベラー

独自技術・強み
　大企業にはできないきめ細かな顧客対応ができる。休日でも対応できる体制
を整えている。市場からのフィードバックを大切にすることで、商品を進化さ
せ続けている。

展望、事業連携
　お客様は偶然インターネットでこの商品を知り購入する。まだ知らない人が
多く、潜在顧客は多業種にいるはず。認知度を上げるためにYouTubeに動画
投稿し、公式サイトを刷新した。

省スペースの卓上型で、簡単に操作できる
のも特徴

少量生産ユーザー向けの安価な半自動式ボ
トルラベラー

Top Message

代表取締役社長　奥野真太郎さん

仕事は商品を売ることで終了ではなく、売ってか
らがスタート。『市場からのフィードバックが商品
を進化させる』がモットー。長年この業界で培っ
たノウハウを今も進化させています

●
生
産
機
械
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造
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【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ショット
ショット株式会社
業種：生産機械器具製造
川越市大塚1-18-7
奥野真太郎
600万円
2007年10月

主な事業内容
●半自動式ボトルラベラーの設計・製造・販売
●手動式ボトルラベラーの設計・製造・販売
●FA機器各種ラベラー装置の設計・製造・販売
●FA機材（ラベル、熱転写リボン、その他）の販売

希望するマッチング情報

部品は日本製を使用し品質を保証、アフターフォローも万全を尽くす。電気を
使用しないボトルラベラーを設計・製造。消費電力削減に対応し、加工部品や
購入部品などはできる限り地元川越の協力企業に依頼し、川越と共に成長する
企業を目指す。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

全国販売ができるように代理店・商社を増やしていきたい。新製品の開発も継
続して進めていく。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

ラベラーの自社開発、設計・製造ノウハウ。インラインラベラー装置の経験・
技術を取り入れ、ニーズに合ったラベラーを開発・設計、製造。コンパクトで
リーズナブル（安価）な卓上ラベラー、SHOT-MLシリーズを提供する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.shotto.co.jp　
メール info@shotto.co.jp
FAX 049-277-8347
電話 049-277-8346

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況

半自動式ボトルラベラー
”SHOT-ML”シリーズ
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川越“きらり”ものづくり　FILE05

株式会社トシコ
各種基材の表面機能改質受託加工
認定製品・技術
トシカルコーティング
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　トシコは、自社開発した表面処理技術「トシカルSコーティング」の特許を日
米同時に取得。のりや粘着テープもくっつかない、粘着性のない物質表面を作
る技術で、これは世界でも例を見ないもの。
「まず素材の表面にミクロン単位の凹凸を作り、その上からフッ素系やシリ
コーン系などの材料でコーティングを施すことで、類を見ない非粘着性を実現
した」（代表取締役社長・諏訪部充弘さん）という。
　同社は自社製品の販売は行わず、受託加工の専業メーカー。取引先は現在
2000社、累計では5000社にも上る。同社の技術は、粘着テープ、生ゴム製品、
半導体など、材料がくっついてしまってはラインが滞り、生産性を低下させて
しまうような製品の製造装置に取り入れられている。金属をはじめ、セラミッ
クス、樹脂、ゴムとさまざまな素材に使える。
　非常にニッチな分野だが、世の中に“くっついてはいけない”というニーズは
実は多くあり、同社の表面処理技術への関心はすこぶる高い。

世の中の“くっついてはいけない”というニーズを引き受け続ける会社

独自技術・強み
　非粘着加工においてナンバーワン企業だといえる技術開発力が最大の強み。
世界的に見てもニッチな分野だが、産業全体から見れば不可欠な存在になるこ
とができていると思う。

展望、事業連携
　こんな業種と組みたいというより、知名度を高めたい。動画コンテストや、
各種の産業博には積極的に出展している。技術を知ってもらうことができれば、
需要は自ずと増えるはずだ。

各種製造業における工程内の粘着障害をゼ
ロにし、自動化・無人化に貢献できる技術

「非粘着性」に特化した、世界初の表面改質
技術であるトシカルSコーティング

Top Message

代表取締役社長　諏訪部充弘さん

社会の信頼を得続ける企業になることが社是。
取引先、社員、取材に来られた記者も含め、
すべて関係者として、一過性の関係性だけでな
く、永続的な関係を築くよう努めています

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工
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トシカルSコーティング

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

トシコ
株式会社トシコ
業種：金属製品製造・加工
川越市氷川町103
代表取締役社長　諏訪部充弘
8200万円
1989年10月

主な事業内容
●各種基材の表面機能改質受託加工

希望するマッチング情報

ISO9001取得済み、ISO9001:2015へ移行準備中。●品質管理／環境対策
　地域貢献

凹凸と非粘着というオンリーワン技術を駆使し、売上高10億円、従業員の所
得倍増を狙って日々邁進している。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）

コーティング加工による凹凸機能・効果を極限まで追求。非粘着機能を発揮す
るコーティング加工を専業としているメーカーとしては世界で唯一。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.tosico.co.jp
メール info＠tosico.co.jp
FAX 049-225-6770
電話 049-227-1045

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
親会社の東京シリコーン株式会社が所有する特許権・商標権を優先的に行使。●知的財産権取得状況

平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO-E-PRO奨励賞受賞
1996年埼玉工業技術奨励賞受賞

●表彰等実績
ISO9001取得●ISO等の認証・規格取得状況

0 1 5



川越“きらり”ものづくり　FILE06

トルーソルテック株式会社
自動車や産業機械用のコネクタやハーネスの
検査装置・省力化機器を設計・製造
認定製品・技術
圧着端子の圧力管理装置シリーズ、Crimp Force Monitor

（ワイヤーハーネスの圧着検査装置）
平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞

　自動車はAI化が進展。車載センサーやカメラで取り込んだ情報をもとに、コ
ンピューターが車の動きを制御する。そのため車内には電気信号を大量に扱う

「ワイヤーハーネス」が、人間の神経網のように張り巡らされている。このワ
イヤーハーネスの信頼性についての要求は高く、「100万点中3 ～ 4点不良が
あっただけでも全品返品になる厳しい世界」（代表取締役社長・佐藤哲夫さん）。
そこでワイヤーハーネスメーカー各社では、この厳しい品質基準に応えるため
に、従来の抜き取り検査や作業者の目視検査に代わり、トルーソルテックの圧
力センサーを使ったインライン全数検査を導入するようになってきている。
　品質向上は企業にとっては至上命題。製造ラインの効率を阻害することなく、
瞬時に不良品を検出する同社のワイヤーハーネス圧力検査技術は、世界トップ
レベルのものである。

自動車の“神経回路”ワイヤーハーネスを瞬時に検査する

独自技術・強み
　優れた性能をもつ水晶式圧電フォースセンサーを世界で初めて採用し、さま
ざまな加工不良を検出して、生産ラインから不良品を出さないように努めてい
る。また、ワイヤーハーネス加工は人手が必要工程なので、海外工場での導入
も多い。さまざまな言語・文化で働く作業者が使いこなせるよう、設計に気を
配り、さらに導入後の技術サポートも丁寧に行っている。

展望、事業連携
　圧力センサーだけでなく、すでに開発済みのレーザーセンサー、半導体セン
サーなどを進化させ、センサーのラインアップを広げることで、自動車分野の
新規市場を開拓したい。 

小型で高感度・高剛性を実現した圧電型の
フォースセンサー

ワイヤーハーネス加工検査に使うクリンプ
フォースモニター

Top Message

代表取締役社長　佐藤哲夫さん

若い人は今、社会に希望をもてなくなっています。せめて会
社が給与や福利厚生の面で安心感を与えることが大切。た
とえ経済のグローバル化や金融危機などがあっても、一緒
に乗り越えていこうと社内で声を掛けています。そのために
も無借金経営を貫き、会社の基礎体力を強くしています

●
業
務
用
機
械
器
具
製
造
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【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

トルーソルテック
トルーソルテック株式会社
業種：業務用機械器具製造
川越市砂906-5
代表取締役社長　佐藤哲夫
1000万円
1988年10月

主な事業内容
●自動車などに使われる部品、ワイヤーハーネスなどの端子を生産ラインの中で全品
検査するセンサー、検査装置を製造・販売

希望するマッチング情報

中小企業でのより良い働き方を考えると共に地域の雇用を守る。近隣の企業や
異業種との協働を目指し、ユニークなビジネスモデルを追求する。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

開発とソフトウェアは日本で、製造は海外で行う垂直分業で競争力を高める。●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

センサーエンジニアリングで全数インライン検査装置を積極的に開発●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.truesoltec.co.jp
メール info@truesoltec.co.jp
FAX 049-242-3190
電話 049-242-9184

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「端子圧着不良検出装置」「電線端末検査装置」
「端子接触圧測定装置及び圧力測定プローブ」特許取得

●知的財産権取得状況

平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞受賞●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE07

ニッカ電測株式会社
金属検出機・ピンホール検査装置などの検査装置の製造・販売
認定製品・技術
微小金属検出機で平成27年度川越ものづくりブランド
KOEDO E-PRO大賞
シールリーク検査装置で平成28年度同奨励賞

　生活の安全を守るために不可欠な、製品の検査機器を開発・製造・販売する
検査機器のトップメーカー。2015年には微小金属検出機が、「川越ものづく
りブランドKOEDO E-PRO」の大賞を受賞したのに続き、16年にはシールリー
ク検査装置が奨励賞を受賞した。
　同社は、もともとは生産用機械を保護するための検査機器メーカーとしてス
タート。例えば、樹脂の圧延をする際に金属が混じっていると機械を破損して
しまうため、金属を検知して除去する検査機器を開発・生産していた。その後、
食品に含まれる金属異物を検出する分野へと事業を広げる。当初の取引先は大
手食品メーカーが中心だったが、食品の安全性への関心が高まるにつれて中小
企業にも全数検査が浸透し、需要が拡大していった。
　また、医療用注射剤を入れるアンプルなど、薬液容器のピンホールを検出す
る検出機も大きな売り上げを占めている。食品も薬液も全数検査が基本で、顧
客の生産量に応じて精度、性能をカスタマイズする必要がある。そのためニッ
カ電測は、すべて受注生産で対応している。医薬品の検査機器の約８割を海外
に輸出しているというグローバル企業でもある。

独自技術で食品や薬品の全数検査を実現し生活の安全を支える

独自技術・強み
　独自開発したセンサーによる金属検出機やピンホール検査機は、医薬品や食
品など製品がもっている特性に合わせて、検出速度や精度を細かく調整できる。

展望、事業連携
　最先端を走り続けるためには、検査機器の原点に立ち返って、今の検出原理、センサー
が本当にいいのかどうかまで含めて見直す必要がある。注目を集めているリチウムイ
オン電池の生産設備でも大きなニーズがあり、こうした新しい分野にも挑戦していく。

ニッカ電測の本社工場内

カップ容器のトップフィルムシール不良を
検査する装置。トップシール面をローラー
でなぞりながら搬送し、シールの膨らみ状
態を測定する

Top Message

代表取締役社長　櫻井則美さん

検出機の心臓部にあたるセンサーはすべて、
メイドイン川越。これからも川越を拠点に、
生活の安全につながるものをつくっていきたいと
思っています

●
業
務
用
機
械
器
具
製
造
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微小金属検出機

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ニッカデンソク
ニッカ電測株式会社
業種：業務用機械器具製造
川越市下赤坂710
代表取締役社長　櫻井則美
4500万円
1955年7月

主な事業内容
●金属検出機、微小金属検出機、重量選別機、マグネット式除鉄装置、ピンホール検査機、光学測定機器、
シールリーク検査装置、セキュリティ機器

希望するマッチング情報

製造機器全てにおいて、設計・製造・検査の各カテゴリーで詳細な検査項目を
設け、厳重なチェックを行い、万全の出荷体制を整える。メンテナンスについ
ても専門の部署を配置し、サービス部員を派遣し対応する。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

当社が今まで取り扱っていない分野や製品（例えば注目を集めるリチウムイオ
ン電池の生産設備など）にも大きなニーズを秘めている可能性
があり、チャレンジして行きたい。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

受注設計生産方式により、顧客の要望に応じて機器の仕様を決め、設計を行っ
ている。これにより、さまざまな検査対象、設置環境にも柔軟に対応できる。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.nikka-densok.co.jp
メール head-sales@nikka-densok.co.jp
FAX 049-266-5810
電話 049-266-7311

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
金属異物検出装置、ピンホール検査機器、磁性体検出装置、充填量検査装置及
びその方法などで特許取得

●知的財産権取得状況

2009年Japan Pack Awards2009 審査委員長賞受賞
平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞受賞
平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞

●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE08

株式会社根岸製作所
コーティングライン・遠赤外線乾燥機・VOC脱臭装置などの製造
認定製品・技術
防塵・クリーンルーム対応可能遠赤外線乾燥機、遠赤外線アニール機
平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　粘着テープを作るにはテープに粘着液をコートする必要がある。根岸制作所
はさまざまな用途の機能性フィルムを製造するための機器を開発し、製造・販
売している。そして、同社が開発した画期的な機器が「防塵・クリーンルーム
対応可能遠赤外線乾燥機、遠赤外線アニール機」だ。
　機能性フィルムの製造ラインでは、熱を利用して素材になんらかの物資＝機
能を付与した後に、フィルムを乾燥させる工程が必要になる。従来、この乾燥
には電熱による温風が利用されていたが、同社は遠赤外線セラミックヒーター
を実用化した。防爆環境では取り扱いが難しいと言われていたが、同社の製品
は国の防爆検定をいち早くクリアした。さらに他社には真似ができない、プラ
スマイナス2℃以内で最高650℃まで温度を上げることができる。これにより

「熱の浸透にムラがなくなり、今までにはない大きなアニール（焼き鈍
な ま

す）効
果が得られるようになった」（代表取締役社長・根岸俊次さん）。結果として、
製造工程の飛躍的なスピードアップと品質の安定を実現するこができた。
　この技術は紙、不織布、建材などの製造にも使用することができる。根岸製
作所は規模は小さくとも、研究開発力で機能性フィルム加工業界を牽引する。

機能性フィルム加工業界のあらゆる悩みに応える研究開発型企業

独自技術・強み
　遠赤外線を製品の乾燥工程に導入することで、より低コスト・短時間で、品
質が安定した機能性フィルムを製造できる防塵・遠赤外線乾燥機、遠赤外線ア
ニール機を開発。

展望、事業連携
　従来、フィルム加工機はオーダーメイドだったが、当社が開発した、遠赤外
線を利用した乾燥工程を含めた全工程をこなす汎用型「モジュラーコーターラ
イン」の販売に注力したい。

熱風方式に比べて、短時間で高品質な乾燥
を可能

フィルム・紙・不織布・建材製造過程にお
いて使用される遠赤外線乾燥機

Top Message

代表取締役社長　根岸俊次さん

私たちはものづくりが好きな人間が集まった開発型
企業。機能性フィルムの製造現場では、さまざまな要
望にお応えすべく汗を流しています。悩みがある会
社の方は、ぜひショールームに相談に来てください

●
印
刷
・
印
刷
関
連
／
生
産
機
械
器
具
製
造
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遠赤外線アニール機

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ネギシセイサクショ
株式会社根岸製作所
業種：印刷・印刷関連、生産機械器具製造
川越市下赤坂347-3
代表取締役社長　根岸俊次
1000万円
1964年9月

主な事業内容
●印刷機器の開発・設計・製作
●塗工機器の開発・設計・製作
●乾燥機の開発・設計・製作
●各種自動機及び脱臭装置などの開発・設計・製作

希望するマッチング情報

設計から製作・試運転に至る各工程で、社内関連部署間の品質管理・環境対策
（排気、CO2）会議を実施。CO2排出のないVOC脱臭装置の開発を終え、埼玉
県内の事業所向けて納入している。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

遠赤外線によるフィルムアニーリング装置の拡販、遠赤外線技術のさらなる展
開を目指して各業界への紹介を推進。県内溶剤使用事業者向けにVOC脱臭装
置の紹介を推進する。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

新製品の開発に対応した、大手企業にはない迅速かつきめ細かい行動力で、遠
赤外線式乾燥機の技術力を提供する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://negishi-mfg.co.jp
メール cov@negishi-mfg.co.jp
FAX 049-242-5672
電話 049-242-6162

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「揮発性有機化合物の除去用吸収剤」特許取得●知的財産権取得状況

平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞●表彰等実績
現在企画中●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE09

初野建材工業株式会社
建材販売・残土処理、外構工事設計・施工
認定製品・技術
6価クロム浄化剤「再生6出なし」
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　あまり知られていないが、解体された建物などから出るコンクリートは、現
在ほぼ100％再利用されている。細かく砕き、砂利・砂にしてアスファルト
の下に敷くことが多い。しかし困った問題がある。この砂利・砂から国の定め
る基準値を上回る有害物質6価クロムが検出されることがあるのだ。
　初野建材工業は、この業界の頭痛の種を勇猛果敢にビジネスチャンスに変え、
注目を集める。酸化還元反応を利用した6価クロム浄化剤「再生6出なし」を
2012年に販売、特許も取得した。また地盤改良に使用されるセメント系固化
剤からも、同じように基準値を超える6価クロムが検出されることがあるため、
これを除去する「改良6出なし」も販売した。すでに国よりも環境基準が厳し
い沖縄県の産業廃棄物処理業者から問い合わせがあり、この3月には国交省の
技術データベースNETISにも登録された。
　今でも同社の売り上げは、土や砂利・砂などの販売と、建物の外構工事に支
えられているが、「次の世代に持続可能な世界を引き継いでもらうために、こ
の技術を開発した」（代表取締役・初野直樹さん）。長年、建材を現場で見てき
たからこそ可能となった偉業である。

低価格でセメントから再生した砂・砂利から六価クロムを除去

独自技術・強み
　東京工科大学の杉山友康教授が発見した放線菌“ST13”を利用した6価クロ
ム除去剤「再生6出なし」は特許もあり、安価で、しかも使用法も簡単。競合メー
カーは存在しない。

展望、事業連携
　持続可能な社会を築くことは、人類の一大テーマ。いずれ顕在化してくる安
全・安心の課題に先回りして取り組んだことを、これからの自社のブランド力
とし、市場を広げたい。

Top Message

代表取締役　初野直樹さん

次世代に企業を引き継いでもらうためには、
人 に々信頼され、安心をもたらす企業にならない
といけません。そのために、大手がやりにくいこと
にこそピンポイントで挑んでいきます

●
化
学
工
業

地盤改良工事に使われる用土の中の6価ク
ロムを浄化する「改良6出なし」を散布する
現場

「改良6出なし」は国交省が管理運営する新
技術情報提供システム（NETIS）に登録済み
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再生6出なし

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ハツノケンザイコウギョウ
初野建材工業株式会社　
業種：化学工業
川越市宮元町82-1
代表取締役　初野直樹
3000万円
1960年7月

主な事業内容
●6価クロム浄化剤の開発・製造
●スポーツ用荒木田土、特殊砂の販売
●建設用骨材販売
●建築工事に伴う外構工事一式

希望するマッチング情報

現在弊社が最も力を注いでいる事業が、セメントを起因とする特定有害物質6
価クロムの浄化事業。この事業を通じ、地域の環境、土壌汚染予防に貢献して
いく。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

セメントに起因する発がん性物質6価クロムによる汚染問題は、至る所で発生
しています。KOEDO E-PRO認定商品「再生6出なし」を、国内外に広く展
開していく。

●今後の展望

製品技術情報

保守・管理／経営、技術コンサル募集

今年で創業60年、これまで築きあげてきた信用と信頼。これからもさらに「ハ
ツノに頼めば安心だ」と言って頂ける会社を目指す。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://hatsuno-kk.com
メール hatsuno-kk@hatsuno-kk.com
FAX 049-224-5209
電話 049-224-5131

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「六価クロム還元能を有する新規微生物及びこれを用いた環境浄化方法」
「六価クロムの浄化剤及び六価クロム含有物の六価クロム浄化方法」特許取得

●知的財産権取得状況

eco japan cup 2012入選
第2回 渋沢栄一ビジネス大賞特別賞
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO 奨励賞受賞
2014年かわさき起業家オーディション優秀賞

●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE10

株式会社三田屋製作所
医療用画像診断Ｘ線関連製品製造
認定製品・技術
MS X-RAY GRID（X線撮影時に使用するX線グリッド）
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞

　1946年にX線装置の部品製造で創業。50年代から国内初となるX線グリッド
の開発・販売に着手し、業容を拡大してきた。2012年に本社を東京から工場の
ある川越市に移し、名実共に川越のものづくり企業となっている。
　X線グリッドは、X線撮影の際に、被写体と受像部との間にセットするボード
のこと。X線検査時に撮影距離や部位に合わせて差し替えているのがこの製品
だ。X線が被写体を通過時に発生する、不要な散乱X線を除去するフィルター
の役割を果たす。散乱X線の透過を防ぐ鉛箔と、必要なX線を通すアルミ製や
ファイバー製のパーツ（インタースペーサー）を交互に並べてボード化している。
デジタル化でX線画像も高精細になり、それに合わせて箔を薄くするなどして、
配列ピッチの高密度化が進んでいる。材料の検査から加工、検査と約20工程の
細かい作業があり、人的な技能も必要で参入障壁も高く、競合メーカーが少な
いので販売価格も安定しているのが強み。今後は、アジアの新興国を始め、海
外販路をさらに拡大していく予定だ。

Xグリッド販売で世界市場の30％を占める国際メーカー

独自技術・強み
　主力のX線グリッドは、外国メーカ－２社と共に世界シェアを30％ずつ分
け合うビジネスを展開。精密な診断には欠かせない製品で、2～3年で交換す
る医療施設も多い。三田屋商事を系列に持ち、装置メーカーや代理店への営業
体制も整備されており、安定的な収益が維持できる。

展望、事業連携
　当社では、東北大学との産学連携で、金属加工技術と医療用X線装置のパー
ツ製造ノウハウを生かして、毎日X線撮影をしてその画像に変わりがないかど
うかを点検する器具「QCQAファントム」を開発、2016年から本格販売を始
めた。病院や大学などと連携して、商品開発にも力を入れる。

重要なパーツ短冊材。アルミ箔と鉛箔とを
接着して複合材を作製、断裁して薄い短冊
材を作る。それをX線の入射角に合わせて
角度をつけ、積層して焼き固める

MS X-RAY GRIDシリーズ。積層板に研磨
加工を施し、カバー材を貼り付け、検査を
経て製品になる

Top Message

代表取締役社長　飯田泰子さん

製販部門が川越のこの本社にあるので、顧客の要望
を共有でき、顧客（代理店）への技術サポートがきめ
細かくできます。箔を貼る技術には自信があり、新しい
ものづくりにもチャレンジしていきたいと思います

●
業
務
用
機
械
器
具
製
造
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MS X-RAY グリッド

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ミタヤセイサクショ
三田屋製作所
業種：業務用機械器具製造
川越市芳野台2-8-12
代表取締役　飯田泰子
1000万円
1946年5月

主な事業内容
●医療用精密機器製造（医療用画像診断Ｘ線関連製品）

希望するマッチング情報

創業時から全ての製品のトレーサビリティが確保され、数十年前に販売した製
品であっても、刻印された製造番号から仕様などが確認でき、薬事法規制に則
り内部品質に問題のない製品であれば、オプション加工なども引き受ける。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

画像診断分野で培ったノウハウ、金属加工や箔貼付け加工の技術をを活かし、
放射線管理分野や治療分野に裾野を広げていきたい。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

独自に考案したオートメーションシステムにより条件設定に応じた精密加工を
行うことで、高品質グリッドの安定供給が可能。また特殊加工したファイバー
を用いることで、放射線の被曝量を低減可能な新グリッドを開発。消化器など
の透視撮影用や小児撮影への効果が期待できる。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.mitaya.co.jp/
メール mail@mitaya.co.jp
FAX 049-225-7485
電話 049-225-1981

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
2007年MS- ３Pタイプ、CAPタイプ「KAITEKI」実用新案取得
2008年MS- ３Pタイプ、CAPタイプ実用新案取得

●知的財産権取得状況

2007年中小企業庁「元気なものづくり300社」選出
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO大賞受賞

●表彰等実績
ISO9001、ISO13485認証取得　●ISO等の認証・規格取得状況
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川越“きらり”ものづくり　FILE11

武蔵野ファインガラス株式会社
ガラス基板加工
認定製品・技術
ケミカル処理によるガラス加工
平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞

　ガラスのハートという言葉があるように、人は、ガラス＝もろい存在と考え
がちだ。だが欠損が一切ないガラスは、鉄よりも引っ張り強度が高いというデー
タもある。そのガラスを加工すればさらに強く輝き増す。ガラス加工処理には、
機械処理、熱処理、ケミカル処理の3種類があるが、武蔵野ファインガラスは
現在、おもに酸を用いたケミカル処理による加工を行う。酸によるエッチング
には、機械処理の際に生じる微小な傷を残すことなく、ガラスをさまざまな形
状に加工できる長所がある。同社の技術は、有機ELガラスの封止ガラス製造、
各種デバイスのタッチパネル片面のスリミングなどに広く使用されている。
　同社のエッチング技術の特徴は、独自ブレンドのエッチング液、そしてエッ
チング時に、酸に触れさせたくない部分を覆って保護するカバー材（対HFレ
ジスト）にある。同社は、東京応化工業株式会社と共同開発したこのカバー材
を用いたケミカル加工技術を特許出願した。「海外にもカバー材を用いたエッ
チングはあるが、日本のモノマネという領域を出ない印象ですね」（代表取締
役社長・森本茂彦さん）。28年の経験に基づくノウハウの蓄積を有する同社は、
ガラス加工業界におけるリーディングカンパニーである。

海外にも類を見ないガラス加工の精巧な技術

独自技術・強み
　緻密さを増すエッチング技術。現在、ガラスに直径0.1㎜の小さなへこみを
作る技術を研究中。実現すれば半導体のシリコンウエハーに、ガラスが取って
代わることができる。

展望、事業連携
　ガラスの可能性を知らない人が多い。特にプロダクツデザイナーに当社の技
術をもっと知ってもらいたい。そうすれば、これまで市場になかったアイデア
の商品が生まれるはずだ。

ガラスがもつ絶縁特性や透明性などにより、
エレクトロニクス分野や、機械加工ができ
ない薄板ガラス加工分野などでの応用が可
能

独自の耐HF性の保護材とHF系薬液との組
み合わせにより、ガラス加工形状の自由度
を上げ、かつ機械加工のようなひびを発生
させることもなく、ガラスがもつ本来の強
度に近づけた

Top Message

代表取締役社長　森本茂彦さん

企業は新しいものを作り続け、自社を象徴するワードを増
やすことで社会における認知力を高めなければ、前進で
きません。そのためには研究開発が重要。今も大手ガラス
メーカー、デバイスメーカーと共同研究を進めています

●
窒
業
、土
石
製
品
製
造
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ケミカル処理によるガラス加工

【会社の履歴書】
■社名

■住所
■代表者
■資本金
■設立

ムサシノファインガラス
武蔵野ファインガラス株式会社
業種：窒業、土石製品製造
川越市下赤坂617-3
代表取締役社長　森本茂彦
7850万円
1988年3月

主な事業内容
●ガラス部品の機械切断加工
●ガラス部品のケミカル処理による加工
●ガラスエッチング技術の販売

希望するマッチング情報

可能な限り濃度が低い組成の処理液を使用し、できるだけ多くのガラス処理を
行う。この事業を始めて15年ほど経過するが、近隣からのクレームはない。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

現在は、ディスプレイ関係を中心に営業中だが、今後は精密な加工（100ミ
クロン未満）を目指して、半導体・デバイス分野への展開を図る。また、デザ
イン性を重視した日用品の分野も狙っている。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

約30年のガラス加工の経験によりガラスに対するさまざまな知見がある。ケ
ミカル加工に必要な保護材をもち、処理液を社内でブレンドしている。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.mfg.jp
メール ー
FAX 049-266-8817
電話 049-266-3988

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「ガラス加工法、ガラスエッチング液及びガラス基板」（出願中）
「アチグレアガラスの製造方法」（出願中）

●知的財産権取得状況

平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO奨励賞受賞●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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●
化
学
工
業

【会社の履歴書】
■社名 トウヨウクオリティワン

株式会社東洋クオリティワン
業種：化学工業

主な事業内容
●PUF（ポリウレタンフォーム）、発泡エラストマーなどの各種フォーム及びフォーム加工製品の製造・販売
●これらの生産システムや機械設備の設計・開発

希望するマッチング情報

ISO9001の認証をもとに高い品質管理要求に応えている。環境分野では社内
で排水分析を実施、地域社会に公害発生で迷惑をかけないように留意し、自治
体と協力して近隣河川の汚染原因究明に貢献する。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

今後、さらに快適性を向上させる技術を追求するとともに、環境と人に優しい
技術開発を進めて、社会と共存・共栄できる技術を構築していく。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

国内唯一のフォーム専業メーカーであり、長年培った固有技術を有する。自動
車分野では、振動、騒音の対策を行い快適性アップに貢献。寝具、家具用など、
生活に身近な分野でも快適素材を提供する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.tq1.co.jp
メール mimura-shigetoshi@tq1.co.jp
FAX 049-232-6337
電話 049-231-2331

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市下小坂328-2
代表取締役社長　丸末一之
8億円
1935年11月

川越“きらり”ものづくり　FILE12

株式会社東洋クオリティワン

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「自動車用シートクッション製造方法」「シール用材料」「マットレス用材料」「衣
料用材料」など特許取得（31件）

「グリーンライト」「グリーンシール」「ルシーラ」など、155件の商標登録済み
ほか、意匠登録3件

●知的財産権取得状況

2008年彩の国工場指定●表彰等実績

ISO9001、ISO14001、ISO17025取得、計量証明事業所登録、作業環境測
定機関登録

●ISO等の認証・規格取得状況
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パーソナルレーザー加工機HAJIME【会社の履歴書】
■社名 オーレーザー

オーレーザー株式会社
業種：生産機械器具製造

主な事業内容
●レーザー加工機の開発及び販売、保守
●電気通信機器及びシステムの販売、保守
●ソフトウェアの開発、販売
●インターネットを利用した商品の売買

希望するマッチング情報

メンテンス、修理などアフターサービスは自社で責任を持って行い、常に最良
の状態を維持できるようにユーザーをサポート。これまでに販売したレーザー
加工機はすべて現役で実稼働している。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

本年は安全性を見直した新機種を発表し、さらに幅広いユーザー層への販路拡
大を進める。集塵機など周辺機器の開発も積極的に進め、業界におけるブラン
ドの確立を目指す。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

川越市の自社で開発・販売・保守を行い、生産は海外工場で行うことで、同性
能の他社製品と比べ安価なものを提供できる。現在、全国で約600台の販売
実績があり、複数台所有のリピーターも存在する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.oh-laser.com
メール info@oh-laser.com
FAX 050-3730-4692
電話 049-265-6046

●
生
産
機
械
器
具
製
造■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市大中居94-2
代表取締役社長　繆 逸峰
500万円
2011年4月

川越“きらり”ものづくり　FILE13

オーレーザー株式会社

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
レーザー加工機意匠登録●知的財産権取得状況

平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
JISレーザー安全基準クラス1取得　ENISO12100CE認証取得●ISO等の認証・規格取得状況
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微定量シリンジポンプ

●
生
産
機
械
器
具
製
造

【会社の履歴書】
■社名 ホーユーテック

ホーユーテック株式会社
業種：生産機械器具製造

主な事業内容
●省電力機器・理化学機器などの精密機械設計・製造
●バイオ向け液体制御、分析機器や半導体業界向け検査機器分野の各種精密機器開発

希望するマッチング情報

地域に密着した協力活動等への積極的な参加。SO14001の実施。●品質管理／環境対策
　地域貢献

独自の技術を確立し、さらにユーザーに満足してもらえる提案開発企業を目指
す。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

液体技術・精密分注技術、粉体制御・分配技術、精密移動・部品整列搬送技術、
光学応用技術を保有し、企画、開発、製造まで一貫した受注が可能。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.hoyutec.co.jp
メール hyt@hoyutec.co.jp
FAX 049-222-6658
電話 049-225-6778

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市芳野台2-8-111
代表取締役社長　村井 實
5000万円
1976年1月

川越“きらり”ものづくり　FILE14

ホーユーテック株式会社

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「自動分析前処理装置」特許取得●知的財産権取得状況

2001年優良企業「特別賞」受賞（財団法人東京都信用金庫協会）
平成28年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定

●表彰等実績
ISO14001取得●ISO等の認証・規格取得状況
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過去と未来を繋ぐ「ワンオフスプリング 」【会社の履歴書】
■社名 コジマセイサクショ

有限会社小島製作所
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●各種スプリング、プレス加工
●アッセンブリ、商品企画・開発
●中古機器販売

希望するマッチング情報

4台のスプリング試験機や各種センサー、検長システムにより高品質の要望に
応える。弊社は川越市のゴールドエコオフィスに認定されている。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

機械では製造できない小ロットのバネを供給することにより、大学や研究所と
の交流を増やし、日本の産業に寄与することを目指す。

●今後の展望

製品技術情報

ＯＥＭ生産（発注者募集）

自社開発の治工具により、各種スプリングを1個から小ロット生産。商品を自
社開発し、アッセンブリをして納入することにより、お客様からのコストの要
望に対応できる。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://kojikojinet.com
メール kojima1970@nifty.com
FAX 049-292-0081
電話 049-292-0080

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市下赤坂315-6
代表取締役　小島正人
950万円
1980年1月

川越“きらり”ものづくり　FILE15

有限会社小島製作所

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「価格表示具」特許取得
「連結具」特許取得

●知的財産権取得状況

平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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●
金
属
製
品
製
造
・
加
工

【会社の履歴書】
■社名 トウトハツジョウ

東都発条株式会社
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●自動車、携帯電話、電気機器、医療機器、文具、鉄道などに使用されるスプリングの設計・製造

希望するマッチング情報

お客様の満足度を高めるため品質保証体制を最重要課題ととらえ、ISO9001
を取得。環境保全に努めることを社会的責任ととらえ、ISO14001を取得し、
日々改善を行っている。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

経営理念である「新しい価値の創造」と、80年培ったノウハウをもとにした
技術で価値あるものをお客様と一緒に考え、開発することで社会に貢献する。

●今後の展望

製品技術情報

ＯＥＭ生産（発注者募集）

ばねに求められるさまざまなニーズに対応し、設計から製作まで行うばねの総
合メーカー。新素材の開発から加工技術の確立、無人化生産システムの開発な
ど、金属製スプリングであればすべての需要に対応できる体制を整備している。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.tohtospring.co.jp
メール gyoumu@tohtospring.co.jp
FAX 049-223-3430
電話 049-224-3411

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市鴨田1380
代表取締役社長　川目慎介
4800万円
1954年5月

川越“きらり”ものづくり　FILE16

東都発条株式会社

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

―●表彰等実績
ISO9001取得、ISO14001取得●ISO等の認証・規格取得状況
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高効率の太陽光発電装置【会社の履歴書】
■社名 スカイテクノ

株式会社スカイ・テクノ
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●技術翻訳・抄訳、技術関係の支援
●メカトロニクス製品の設計・開発、試作、製造

希望するマッチング情報

現場を中心に目で見る品質確保と環境への対応を重視している。改善目標を数
値化し、改善後の効果を可視化できるようにしている。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

高齢化社会の中でゆとりある生活空間を提供するために、人に優しい製品開発
と小さくとも他社にないキラリと光る企業になる取り組みをしたい。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

技術経験の豊富なシニアネットワークにより、幅広い情報提供や実務対応がで
きる。お客様のアイデアを具体化するための調査から実際の製品化までのネッ
トワークを整えている。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://sky-techno.co.jp
メール sky-techno@circus.ocn.ne.jp
FAX 049-231-4364
電話 049-231-4295

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市大字笠幡4876-13
代表取締役社長　吉澤 茂
1000万円
2000年6月

川越“きらり”ものづくり　FILE17

株式会社スカイ・テクノ

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「太陽光追尾装置」特許申請中
「車椅子使用者向け回転収納棚」特許申請中

●知的財産権取得状況

平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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極細穴径の中空リベット

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工

【会社の履歴書】
■社名 ダイワコウギョウ

大和工業株式会社
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●リベット、中空リベット、段付きリベット、長尺リベット、ブレーキライニング用リベット製造
●自動車・トラック部品、家電、OA、建築における締結部品のリベット製造

希望するマッチング情報

ISO相当の品質管理要領を自社制定している。平成25年、環境に配慮した企
業などを選ぶ「彩の国工場」に指定され、環境に配慮した製品を扱い、「エコ
プロダクツ川越」にも出展している。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

メイドイン川越から世界へ！ を実現する。●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

リベット、中空リベット、段付きリベット、長尺リベットを製造し、特に先端
に穴のあいた中空リベットを得意とし、小ロット・短納期にも対応する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.daiwa-kogyo.jp/
メール info@daiwa-kogyo.jp
FAX 049-222-7428
電話 049-225-5855

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市福田205-1
代表取締役社長　名児耶健治
1000万円
1967年11月

川越“きらり”ものづくり　FILE18

大和工業株式会社

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定
2013年彩の国工場指定
2016年エコプロダクツ川越優秀賞受賞

●表彰等実績
―（ISO9001に相当する品質要領あり）●ISO等の認証・規格取得状況
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【会社の履歴書】
■社名 ニホンニュークローム

日本ニュークローム株式会社
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●メッキ加工、メッキの試作・開発から量産展開
●メッキ薬品（自社開発のノーシアン型銅錫合金メッキ液）の製造・販売
●グラビア印刷用ドクターブレードのメッキ加工

希望するマッチング情報

電子部品の量産メッキ加工などで高い品質要求を満たす。ニッケルアレルギー
対策として、銅錫合金メッキをノーシアンで実現する。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

これまでに培った開発力、量産技術力を生かし、新しい製品、素材へのメッキ
開発を推進。メッキ加工以外で自社の技術を生かすことも視野に入れている。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）

メッキの開発と量産加工の専門企業であり、メッキ液の選定や開発、メッキ仕
様の構築、メッキ設備の基本設計など、メッキに関するさまざまなニーズに表
面処理技術で対応できる。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.nihon-new-chrome.co.jp
メール y.iigo@nihon-new-chrome.co.jp
FAX 049-223-3333
電話 049-228-2322

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市芳野台2-8-24
代表取締役社長　金子高人
1000万円
1955年9月(創業1935年3月)

川越“きらり”ものづくり　FILE19

日本ニュークローム株式会社

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「銅-スズ合金めっき用ピロリン酸浴」特許取得
「ドクターブレード及びその製造方法」特許取得など

●知的財産権取得状況

―●表彰等実績
ISO9001 部門認証●ISO等の認証・規格取得状況
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ふっ素樹脂コーテ
ィングにおける規
格品アドロン
（L-Rシリーズ）

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工

【会社の履歴書】
■社名 フロロコート

株式会社フロロコート
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●難付着性（くっつきづらい特性）、すべり性、耐熱性、耐薬品性、はっ水、はつ油性、耐摩耗性、電気特性
などの有用な性能を表面に付与する、フッ素樹脂コーティングの受託加工

希望するマッチング情報

ISO9001:2008を取得、ISO9001:2015へ移行準備中。●品質管理／環境対策
　地域貢献

フッ素樹脂コーティングの受託加工ではトップシェア企業となるよう、日々難
しい課題に挑戦し続け、新しい産業分野での用途を開発している。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）

1957年、前身である東京シリコーンが日本で初めてフッ素樹脂コーティング
を提供。以来60年間、顧客の信頼を受け続ける企業としてフッ素樹脂の優れ
た特性を応用し、さまざまな産業分野で大きな成果を挙げている。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.fluorocoat.co.jp
メール ishikawa@fluorocoat.co.jp
FAX 049-223-1009
電話 049-225-4321

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市芳野台1-103-37
代表取締役社長　諏訪部充弘
2000万円
2005年3月

川越“きらり”ものづくり　FILE20

株式会社フロロコート

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
親会社：東京シリコーン株式会社が所有する特許権・商標権を優先的に行使●知的財産権取得状況

平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
ISO9001取得●ISO等の認証・規格取得状況
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【会社の履歴書】
■社名 カワゴエセイケン

有限会社川越精研
業種：金属製品製造・加工

主な事業内容
●自動車部品の試作加工
●ALケース、カバー類及び3D削り出しなどの製作

希望するマッチング情報

3次元測定機、形状測定機、面粗度測定機で加工品質をチェックできる。●品質管理／環境対策
　地域貢献

現有する5軸加工機の活用による3D製品削り出し、羽根車などへの挑戦を行う。●今後の展望

製品技術情報

試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

多品種少量生産、短納期、高精度。AL鋳造素材を加工製品化するために、横
型竪型マシニングセンターＮＣ旋盤などを活用して、高精度な製品をつくり、
3次元測定機などで証明出荷する。

●会社の強み

基本情報

企業サイト ー
メール tera71@estate.ocn.ne.jp
FAX 049-236-0557
電話 049-236-0556

●
金
属
製
品
製
造
・
加
工■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市大字古谷上4658-1
代表取締役社長　寺本英彰
1000万円
1947年4月

川越“きらり”ものづくり　FILE21

有限会社川越精研

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

―●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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●
樹
脂
製
品
製
造 【会社の履歴書】

■社名 リベロワークス
有限会社リベロ・ワークス
業種：樹脂製品製造

主な事業内容
●プラスチック製品、量産される前の試作品の製作
●シリコン型を用いた立体物のコピーといわれる、真空注型による多様なウレタン製品の製造
●個人客の1点物の復刻なども行う

希望するマッチング情報

製品のチェック体制による不良品の流出防止と、フィードバック改善による再
発防止に努め、材料のリサイクルを推奨。設立当初から加入している自治会以
外にも、地域行事へ積極的に参加している。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

他社に真似のできないスキルとフットワークの良さで、業務拡大を図るととも
に販路拡大を目指す。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）/保守・管理（発注者募集）

お客様のご要望に十分にお応えできる技術力、クオリティーの高さ。●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.libero-works.com
メール info@libero-works.com
FAX 049-230-3007
電話 049-230-3006

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市並木西町12-1
代表取締役　平塚利幸
300万円
2004年4月

川越“きらり”ものづくり　FILE22

有限会社リベロ・ワークス

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

2009年埼玉県経営革新計画承認●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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総金属エンクロージ
ャー（外箱）によるバ
ックロードホーン型
12cmスピーカー【会社の履歴書】

■社名 ヒラノセイサクショ
株式会社平野製作所
業種：生産機械器具製造

主な事業内容
●上下水道用継手金型及び住宅資材用金型の設計・製作、及び修理

希望するマッチング情報

川越東部工業会活動を通じ展開中。●品質管理／環境対策
　地域貢献

県内外への展開。●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/保守・管理（発注者募集）

金型製造技術を生かした金属加工。プラスチック成形金型のスペシャリスト。●会社の強み

基本情報

企業サイト ー
メール info@coomar.co.jp
FAX 049-224-4165
電話 049-224-4155

●
生
産
機
械
器
具
製
造■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市芳野台1-103-34
代表取締役　平野桂介
1000万円
1966年4月

川越“きらり”ものづくり　FILE23

株式会社平野製作所

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

平成27年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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マイクロ波ゴム加硫装置

●
生
産
機
械
器
具
製
造

【会社の履歴書】
■社名 ミクロデンシ

ミクロ電子株式会社
業種：生産機械器具製造

主な事業内容
●各種産業用マイクロ波応用加熱装置の開発・製造・販売
● 開発した装置はゴム工業、セラミック/窯業、食品工業、木材、繊維、医薬品など幅広い分野で採用され、

世界15カ国に輸出されている。

希望するマッチング情報

マイクロ波加熱により、周囲の空気を汚さないクリーン作業環境を実現。●品質管理／環境対策
　地域貢献

創業以来、ゴム加硫装置を主力製品としてきたが、近年はセラミック工業、食
品工業など他分野向け装置の販売が着実に増加。今後は、長年のマイクロ波加
熱に関するノウハウを活用してゴム工業以外への販路開拓を期待できる。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

創業44年、国内唯一のマイクロ波応用加熱装置メーカーとして、マイクロ波
応用加熱装置の開発・製造・販売を手掛けてきた。マイクロ波加熱に関するノ
ウハウと自社の各種テスト装置を使い、さまざまなテストが可能。

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.microdenshi.co.jp
メール eigyo@microdenshi.co.jp
FAX 049-225-7166
電話 049-223-0396

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市芳野台2-8-25
代表取締役　山中 亨
2400万円
1973年5月

川越“きらり”ものづくり　FILE24

ミクロ電子株式会社

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「モヤシ、芽出し野菜の原料の加熱殺菌方法」特許取得
「マイクロ波電力制御装置」特許取得
「マイクロ波木材乾燥装置」特許取得など

●知的財産権取得状況

1993年科学技術庁長官賞受賞「マイクロ波連続加硫装置」
平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定

●表彰等実績
ISO 9001取得●ISO等の認証・規格取得状況

0 4 0



地球にやさしくエコな棺桶（参考商品）【会社の履歴書】
■社名 ミツギサンギョウ

株式会社ミツギ産業
業種：パルプ・紙加工品製造

主な事業内容
●梱包資材の原材料の手配から生産まで
●梱包材のCADによる設計開発から製造、流通

希望するマッチング情報

安全性の追求、リサイクル対応、コスト削減を常に考え、最適な包装形態を提
案する。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

包装業界は、新規参入企業の増加による競争激化が見込まれる。その結果、価
格やサービスの多様化、特殊なニーズへの対応などへと分化が起こり、消費者
は個別のニーズに合わせたサービスを選択することになると思われる。今後は、
いかに他社との差別化を図れるかを考えていく。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/試作（パートナー募集）

お客様のニーズに対応するため、CADによって作成したデータからサンプル
を製作、納期に合わせた原材料の手配と生産を行います。輸出梱包については、
商品の洗浄・防錆作業も請け負う。 

●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.mitsugi.co.jp
メール info@mitsugi.co.jp
FAX 049-244-0694
電話 049-244-2491

●
パ
ル
プ・
紙
加
工
品
製
造■住所

■代表者
■資本金
■設立

川越市今福9-2
代表取締役社長　比留間靖裕
5000万円
1977年9月

川越“きらり”ものづくり　FILE25

株式会社ミツギ産業

加入済み●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

平成26年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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組立式ダンボールベッド

●
パ
ル
プ・
紙
加
工
品
製
造

【会社の履歴書】
■社名 モストギケン

モスト技研株式会社
業種：パルプ・紙加工品製造

主な事業内容
●一般段ボール、強化段ボール、発泡スチロールなど梱包材の加工
●段ボール家具の製造

希望するマッチング情報

木箱梱包をリサイクル可能な特殊強化段ボールに切り替えることで、コンパク
ト化や軽量化を図り、物流コストと環境負荷の軽減に貢献。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

ベッド、トイレ、下駄箱など、特殊強化段ボールを活用した災害備蓄用、介護
用の段ボール家具の量産化を図る。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）/ＯＥＭ生産（発注者募集）

梱包材から内装緩衝材、段ボール家具に至るまで設計・開発が可能。●会社の強み

基本情報

企業サイト http://www.mostgiken.co.jp
メール misaki@mostgiken.co.jp
FAX 042-984-1356
電話 042-984-1355

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市霞ケ関北3-1-20
代表取締役　見﨑秀行
1050万円
1987年3月

川越“きらり”ものづくり　FILE26

モスト技研株式会社

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
「段ボールベッド（組立式）」特許取得など
「段ボールトイレ（組立式）」実用新案登録ほか

●知的財産権取得状況

2011年西海記念賞受賞
平成25年度川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定

●表彰等実績
ISO9001、ISO14001（取得後返上）●ISO等の認証・規格取得状況
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氷式木製冷蔵庫【会社の履歴書】
■社名 タジマモッコウショ

有限会社田嶋木工所
業種：家具製造

主な事業内容
●個人宅の特注家具の製作
●店舗などの什器製作
●氷式木製冷蔵庫は昭和初期から製造販売

希望するマッチング情報

木の性質に合わせて、製作過程を変えている。そうすることにより、でき上がっ
た後の歪みなどが起きない。

●品質管理／環境対策
　地域貢献

先代からの技術の継承、プラス新しい木工技術・デザインの発信で、海外へ日
本の木工の魅力・良さを広めていきたいと考えている。

●今後の展望

製品技術情報

開発（パートナー募集）

オリジナでル製作しているので、どんな要望にも対処できる。また、たくさん
の無垢材をストックしているので、一点物の家具なども製作できる。

●会社の強み

基本情報

企業サイト ー
メール ー
FAX 049-243-8855
電話 049-243-8855

●
家
具
製
造

■住所
■代表者
■資本金
■設立

川越市田町25-5
代表　鈴木賢治
300万円
1923年1月

川越“きらり”ものづくり　FILE27

有限会社田嶋木工所

―●ＰＬ保険加入状況

会社の実績
―●知的財産権取得状況

平成27年度川越ものづくりKOEDO E-PRO認定●表彰等実績
―●ISO等の認証・規格取得状況
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「川越きらり企業NAVI」が
始まりました！

風情豊かな“小江戸”川越――。

川越市は、埼玉県内でも有数の企業が集積する地域です。

「生まれ育った“地元・川越”の企業のことをもっと知ってもらいたい」

「川越で働くことの魅力を学生たちの皆さんに伝えたい」

「地元企業に未来のビジネスパートナーとの“出会いの場”を提供したい」

こうした思いから「まち・ひと・しごと」をつなぐサイトとして

「川越きらり企業NAVI」が生まれました。

かわごえのしごとサイトをご活用ください。
川越商工会議所

川越ものづくりブランドKOEDO 
E-PRO 認定企業を含む川越が誇
る優れたものづくり企業の優れた
製品や高度な技術、品質管理の取
り組みなどを紹介。 

『川越“きらり”ものづくり
企業ガイド』も発刊

NEWS!
https://kawagoe-kiranavi.jp
PCでもスマホでも



「川越きらり企業NAVI」とは？
川越市内の〝きらり〟と光る魅力的な技術力や
サービス力を持った企業がエントリー。しごと編
では、会社の業務内容や特色、多様な働き方への
取り組み、会社の雰囲気などを紹介。製品技術編
では、独自技術や企業情報、マッチング情報など
を掲載しています。 

就職や就活、ビジネスに役
立つリンク集もあります。

就活リンク

川越の魅力あふれる企業の
ご紹介と、実際に働く方々
からのメッセージをお伝え
します。

川越ではたらく
しごとの魅力

川越の高い製品技術を持つ
企業を紹介しています。

川越とビジネス
製品技術の魅力

しごと編、製品編別に
Facebookを用意して
役立つ情報を発信しま
す。

最新情報を
Facebookで

川越商工会議所
〒350-8510 埼玉県川越市仲町1-12
TEL 049-229-1850

【問い合わせ先】

keieishien@kawagoe.or.jp

「川越きらり企業 NAVI」
のしごと編、製品技術編に
登録されている企業の簡易
検索ができます。

企業検索

協力：川越市



 




