


すみだ優良工場推進運動

フレッシュゆめ工場 認定企業
2015年度～2017年度
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フレッシュゆめ工場の概要

審 査 事 項

認定証・認定板

認 定 期 間

フレッシュゆめ工場について

魅力的で働きがいのある職場づくりに取り組んでいる区内中小企業
を「フレッシュゆめ工場」として区が認定し、広くＰＲすることで、
区内企業のイメージアップと優秀な人材の確保を図ります。
認定にあたり、すみだ中小企業センターの企業相談員と職員による
実地調査及び学識経験者、区内産業団体代表者から構成される審査会
による審査を行い、前回から継続して認定した２６社、前々回に認定
した１社、計２７社を改めて認定しました。

次の点をもとに審査・認定を行いました。
①従業員の福利厚生の充実化などの雇用の安定への取組み
②定期健康診断の受診、労災対策などの労働の安全・衛生への取組み
③危険物・有害物の管理、火災対策などの防災・安全への取組み
④騒音・臭気・振動対策などの近隣への配慮に対する取組み
⑤経営計画やビジョンの明確さ、後継者育成、機械設備などの改
善への取組み

平成２７年４月から平成３０年３月までの３年間です。

認定企業には、認定証及び
認定板を授与しました。
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主要設備

マシニングセンタ１０台、ＮＣフライス３台、放電加工機５台、
ＣＮＣ治具ボーラ５台、ＮＣ旋盤８台、ＣＡＤ／ＣＡＭ１５台	ほか

主要製品・加工内容
ラバーインジェクションモールド、ト
ランスファーモールド、コンプレッシ
ョンモールド、自動車用ゴム金型、弱
強電用ゴム金型、油圧用ゴム金型、医
薬用ゴム金型、各種プラスチック用金
型ほか

会社の特色・ゆめ工場への取組

昭和２７年の創業以来、ゴム用金型メーカーとして最短納期・最高
品質の金型の追求をテーマに、最新のＣＡＤ／ＣＡＭシステムや最先
端の工作機械を多数取り揃えるとともに、設計・製作面での技術向上
に努めてきました。
平成２１年に品質管理システムの強化を目指し、ＩＳＯ９００１の
認証を取得しました。平成２７年にはお客様のニーズに応え、タイ工
場を設立しました。
また、地元中学校等の職場体験には実践的なメニューを体験しても
らうなど積極的に協力し、モノ作りの魅力に触れる機会を提供してい
ます。

代表者　　雪野　利一
所在地　　墨田区東向島４-３８-１１
電　話　　０３-３６１２-２１７５
ＦＡＸ　　０３-３６１０-２８６８
Ｈ　Ｐ　　http://www.asahi-seikei.co.jp
創業年　　昭和２７年
従業員　　６２名

朝
あさ

日
ひ

製
せい

型
けい

株式会社
（ゴム用・プラスチック用金型設計製作）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要製品・加工内容
硬質クロムめっき、
装飾クロムめっき、
工業用ニッケルめっき、
分散めっき

主要設備

めっき設備一式、排水処理設備一式、排気設備一式、マイクロスコープ等の測定
機器一式、めっき実験設備一式、分析機器一式

会社の特色・ゆめ工場への取組

１．新技術の追求
特許取得と大学との共同研究により他の追随を許さない特徴のあ
る会社を目指しています。
２．社員の教育
新入社員は全員職業訓練校に行き、各種資格を取得することを義
務付けています。
３．まかせられる企業をめざします
取引先からＱＣＤすべてについてご満足いただける企業を目指
し、ＩＳＯ９００１を取得しました。

代表者　　山田　英佐夫
所在地　　墨田区吾妻橋３-１０-９
電　話　　０３-３６２２-８１１１
ＦＡＸ　　０３-３６２２-８１０７
Ｈ　Ｐ　　http://www.azuma-p.co.jp
創業年　　大正１３年
従業員　　８名

株式会社 東
あずま

電
でん

工
こう

舎
しゃ

（電気めっき）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

プレス、パイプベンダー、溶接機、組立機器

主要製品・加工内容
大型乳母車（保育園向き）、
ベビー育児用品、
介護機器（歩行補助器、車いす）

会社の特色・ゆめ工場への取組

「ひとりひとりのニーズに合った製品作り」を目標として、少量・
多品種な製造に対応すべく、製品の内製化を積極的に進めることで、
お客様の声を反映したベビーカー、介護機器を製作しています。一例
として、お客様からご要望のあった中・大型犬用ベビーカーを開発
し、好評を頂きました。
製品開発だけでなく、従業員にも働きやすい職場を目指して、快適
な労働環境づくりにつとめています。
また、古くから墨田区で操業してきた町工場として、地域に貢献出
来る工場を目指しています。

代表者　　五十畑　雅章
所在地　　墨田区向島１-２９-９
電　話　　０３-３６２５-１４６３
ＦＡＸ　　０３-３６２５-１４６８
Ｈ　Ｐ　　http://www.isohata-swan.co.jp
創業年　　昭和２年
従業員　　２７名

五
い

十
そ

畑
はた

工業株式会社
（大型乳母車・介護用品製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備
ガラス溶融窯１基、徐冷炉２基、スピンドルマシン２台、油圧プレス機１台、
ハンドプレス機３台、圧迫成形機２台、旋盤加工機１台、サンドブラスト用版下
製作機１台、サンドブラスト機１台など

主要製品・加工内容
皿、鉢、
卓上調味料入れ（醤油注ぎなど）
フラワーベース、楯、
ペーパーウェイトレンズ、灰皿、
雑貨品など

会社の特色・ゆめ工場への取組

東京都伝統工芸品「江戸硝子」窯元

「東京都伝統工芸士」　　２名在籍

「江戸前すり口醤油注ぎ」がすみだ地域ブランド「すみだモダン」に

認証

代表者　　岩澤　康行
所在地　　墨田区立花４-１４-２０
電　話　　０３-３６１６-０４０１
ＦＡＸ　　０３-３６１８-２５７７
Ｈ　Ｐ　　http://www.iwasawa-glass.co.jp
創業年　　昭和２６年
従業員　　４０名

岩
いわ

澤
さわ

硝
がら

子
す

株式会社
（ガラス成形）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

普通旋盤、ＮＣ旋盤、フライス盤、ＮＣルーター盤、電気炉、電気ヒーター、
クレーン（屋外）ほか

主要製品・加工内容
硬軟質塩化ビニール板・パイプの加工
販売、メッキ槽・水槽・流し・塩ビラ
イニングの継手各種、アクリル機械ケ
ース・化学計器ケース等の各種樹脂機
械加工全般

会社の特色・ゆめ工場への取組

お客様からのご要望に対し、塩ビ、アクリル等の樹脂材料を用い

て、手加工及び機械加工全般に携わっています。

塩ビ及びプラスチック加工において、加工時に出るプラスチックゴ

ミを産業廃棄物とせず、一部を塩ビパイプメーカーに持ち込み、リサ

イクル塩ビパイプとして再利用してもらっています。

代表者　　後藤　節雄
所在地　　墨田区東墨田１-５-１６
電　話　　０３-３６１９-	３３８１
ＦＡＸ　　０３-３６１９-	３３８４
Ｈ　Ｐ　　http://www.gotou-ss.co.jp
創業年　　平成２１年
従業員　　４名

株式会社 後
ご

藤
とう

製作所
（プラスチック加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

KOMATSUバッテリーフォークリフト	1台、ワインダー機	1機	巻取コア	3イ
ンチ6インチ、スリッター機	2機	巻取コア	2・3インチ、小巻専用機	1機、芯棒
（紙管）切断機	2機、紙管金具圧着機	1機、自社倉庫（常温）、発送業務専用シ
ステム、出入口防虫カーテン設置、工場内防虫蛍光灯（wan	Lamp)採用、機械
設備周りクリーンルーム用ビニールカーテン設置	

主要製品・加工内容
スリッター加工（スリット加工）、巻取・巻替加工な
ど、紙の加工にまつわる幅広い業務に対応。また、切
断幅30mm～1900mm、素材は20g/㎡～300	g/㎡
と幅広いスリット加工に対応し、各種フィルム、アル
ミ蒸着紙、合成紙、不繊布特殊紙、剥離紙、粘着紙、
感熱紙、加工紙、印刷紙、包装紙、建材シートなどを
扱っています。

会社の特色・ゆめ工場への取組

弊社は巻取紙を平判に加工する工場として発足以来、洋紙、化学
紙、その他様々な紙の巻取紙加工専門スリット会社として成長してま
いりました。
工場内は、正確に作業を行うため、整理・整頓を心掛けるととも
に、業務の安全性にも配慮・工夫しています。常にお客様の立場にな
り作業を行うことをモットーに、正確で美しい加工を心掛けています。
また、従業員は共に成長する仲間として考え、大切にする方針か
ら、職場環境にも最善を尽くしています。

代表者　　小林　義明
所在地　　墨田区石原４-２７-２
電　話　　０３-３６２４-１８５６
ＦＡＸ　　０３-３６２４-１８５７
Ｈ　Ｐ　　http://ky-sikou.com
創業年　　昭和２１年
従業員　　７名

小
こ

林
ばやし

紙
し

工
こう

株式会社
（巻取紙及び各紙の断裁加工、断裁加工に付帯する一切の業務）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

ロボット熔接機　　　　　　　１台
フォークリフト（１．５ｔ）　１台

主要製品・加工内容
建築金物類・コンベア部品
各種の溶接加工（ロボット溶接）

会社の特色・ゆめ工場への取組

建築機械、ベルトコンベア等の部品や金物類、特に現在は数物を中

心とした溶接加工を行っています。中でもロボットによる熔接加工は

加工精度がよく、お客様に満足をいただいています。

ゆめ工場としての自覚を強く持って、お客様に喜んでいただき、近

隣に迷惑を掛けないよう、気配りを続けています。

代表者　　金野　行雄

所在地　　墨田区押上２-２３-８

電　話　　０３-３６２５-２３７９

ＦＡＸ　　０３-３６２５-２３７９

創業年　　昭和３７年

従業員　　３名

金
こん

野
の

工業所
（溶接加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

ＣＮＣ旋盤（複合機を含む）６台、センターレスグラインダー４台、汎用旋盤、
フライス盤など

主要製品・加工内容
医療機器、光学機器、精密機械などに
使用されるエンジニアプラスチックや
フッ素樹脂部品の切削加工、素材丸棒
のセンターレス加工

会社の特色・ゆめ工場への取組

「当たり前のことを当たり前に」をモットーとし、仕上がりや納期

を重視した製品づくりをしています。一個からの試作や小ロット生産

にも対応しています。

３０代・４０代を中心に、社員が一丸となって常に前向きな「もの

づくり」に挑戦しています。

「従業員は宝」という考えで、社員が安心して働ける環境づくりに

努めています。

代表者　　山部　敦行
所在地　　墨田区東墨田２-２２-３
電　話　　０３-５６３０-３０３１
ＦＡＸ　　０３-５６３０-３０３２
Ｈ　Ｐ　　http://www.santec-sumida.jp
創業年　　平成９年
従業員　　８名

有限会社 サンテック
（エンジニアプラスチック・フッ素樹脂切削加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業

−10−



主要設備

マシニングセンタ、NC放電加工機、研磨機、彫刻機

主要製品・加工内容
精密刻印、
金型パーツ加工、
切削加工、
放電加工

代表者　　小泉　源一郎
所在地　　墨田区東駒形２-１６-１０
電　話　　０３-３６２４-３３８１
ＦＡＸ　　０３-３６２３-６１７４
Ｈ　Ｐ　　http://www.shioiri.net/
創業年　　昭和４０年
従業員　　１０名

会社の特色・ゆめ工場への取組

高品質の維持・絶えざる技術の向上という会社設立以来のテーマを

追求していき、精密彫刻と精密金型の技術を融合した塩入製作所なら

ではの加工技術で、多様化するニーズに合わせ、努力しています。

また、毎日の朝礼で気になる点を指摘し合い、整理された工場を目

指しています。

株式会社 塩
しお

入
いり

製作所
（機械加工・工業彫刻）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、ＮＣフライス盤、汎用旋盤

主要製品・加工内容
銅合金を主とした非鉄金属部品加工
及び鋳造

会社の特色・ゆめ工場への取組

青銅・黄銅などの銅合金をメインに鋳造から高精度機械加工まで製

造し続けて９４年。非鉄金属鋳造加工一筋に、様々な産業機械製品の

部品を提供してきました。

その伝統とノウハウを熟練から若手へ着実に承継し、これからも日

本のものづくりを支えていきます。

代表者　　鈴木　彰
所在地　　墨田区八広５-２９-１４
電　話　　０３-３６１２-７２８１
ＦＡＸ　　０３-３６１２-４２９２
Ｈ　Ｐ　　http://www.suzuki-gk.com
創業年　　大正９年
従業員　　７名

鈴
すず

木
き

合
ごう

金
きん

工業株式会社
（非鉄金属加工・鋳造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備
革漉機５台・皮革面積計３台・高圧プレス４台・フィルム貼り機１台・ロールア
イロン１台・パンチング機３台・バフィング機１台・プリーツ機２台・インクジ
ェットプリンタ４台・バタ振り機１台・クリッカー１台・車両１０台ほか

主要製品・加工内容
革漉加工・皮革面積計量・フィルム、
箔貼り加工・パンチング加工・
バフィング加工・プリーツ加工・
インクジェットプリント・
カッティング・３Ｄ加工

会社の特色・ゆめ工場への取組

革の本場イタリアの素材と情報を元に、「メイドインすみだ」の流
行最先端の加工を提供いたします。当社は、加工のスペシャリストと
して革漉、皮革面積計量、型押、パンチング、カッティング更には３
Ｄ加工と、プリーツ、スペシャルドット、箔押、インクジェットプリ
ント等に対応しています。
皆様のご要望に応じ、貴社のご用意された革に、多彩な革の表情作
りをお手伝いいたします。
『あなたのおそばに墨田革漉工業』お気軽にご相談下さい。

代表者　　佐藤　功
所在地　　墨田区八広４-４３-４
電　話　　０３-３６１３-２１３１
ＦＡＸ　　０３-３６１９-５３８０
Ｈ　Ｐ　　http://www.sumidakawasuki.com/
創業年　　昭和２７年
従業員　　４２名

墨田革
かわ

漉
すき

工業株式会社
（皮革加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業

−13−



主要設備

サンドブラスト、バフ研磨、硬質クロムめっき、各種無電解ニッケルめっき

主要製品・加工内容
ゴム・プラスチック・プレス用金型・
機械部品等へのサンドブラスト加工、
硬質クロムめっき及び各種
無電解ニッケルめっき処理

会社の特色・ゆめ工場への取組

当社は昭和２８年の創業時より今日に至るまで、東京都墨田区内に
おいて硬質クロムめっき及びその関連表面処理業者として活躍してき
ました。
市場の求める新技術の開発、最先端設備への更新及び増強を図り、
お客様のニーズに積極的にお応えできるよう努めています。また、社
員への福利厚生の充実、教育制度、資格認定制度の積極的な導入な
ど、人に優しく明るい会社作りを目指しています。
現在も地域との共存共栄を目標に、公害防止等に十分配慮した企業
として努力しています。

代表者　　石﨑　利一
所在地　　墨田区八広４-１５-１１
電　話　　０３-３６１３-３３１１
ＦＡＸ　　０３-３６１３-３３１２
Ｈ　Ｐ　　http://www1.speednet.ne.jp/~sumidacr/
創業年　　昭和２８年
従業員　　４名

墨田硬
こう

質
しつ

クローム鍍
め っ き

金有限会社
（めっき）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業

−14−



主要設備

ＤＴＰ編集・出力フロー、オフセット４色印刷機

主要製品・加工内容
デザイン・編集・ＰＤＦ校正印刷版出
力・印刷等の加工フローで、カタロ
グ、取扱説明書、販促パッケージ等の
ほかＰＢ製品を製作

会社の特色・ゆめ工場への取組

主には、業務用、商業用等の印刷製品の製作受託ですが、自社で立
案・開発した印刷製品、印刷複合製品等のＰＢ製品製作、販売も行っ
ています。
当社が	事業理念とする		「３つの保証」１)価格保証、２)品質保

証、３)納期保証	等の取組みと、企業価値として掲げ認証取得した、
Ｐマーク（個人情報保護規格）並びに、ＧＰマーク（印刷業界のSR	
環境保全規格）の持続的向上を図りながら、併せて認定「フレッシュ
ゆめ工場」への一層の深化に向けた取組みに努めてまいります。

代表者　　石毛　秀孝
所在地　　墨田区緑２-５-６
電　話　　０３-３６３４-２８２１
ＦＡＸ　　０３-３６３３-６４１８
Ｈ　Ｐ　　http://www.seieido.com
創業年　　昭和３２年
従業員　　１５名

株式会社 盛
せい

栄
えい

堂
どう

印刷所
（印刷）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

高圧釜、長板捺染台、水洗機、ガスボイラー設備

主要製品・加工内容
絹、綿、麻、ポリエステル、皮革等の江戸小紋染、
江戸更紗染

会社の特色・ゆめ工場への取組

不景気の渦中迷走しながらも前に進む努力を惜しまず独自の染色方
法を常に開発し、絹以外でも他社にできない技法で商品を作り出しま
す。また、後継者育成にも力を入れ、伝統工芸を伝承していきたいと
思います。
平成２０年１１月に「現代の名工」（厚生労働省）、平成２５年４
月に「黄綬褒章」（内閣府）をそれぞれ拝受しました。
また自社工場壁面に葛飾北斎作「富嶽三十六景」赤富士を掲げ、名
所出現的なイメージで完成させました。

代表者　　中條　隆一
所在地　　墨田区八広２-２６-９
電　話　　０３-３６１１-５０１９
ＦＡＸ　　０３-３６１１-３５３３
Ｈ　Ｐ　　http://edokomon-daimatsu.com
創業年　　昭和２７年
従業員　　９名

有限会社 大
だい

松
まつ

染
せん

工場
（江戸小紋・江戸更紗　染色）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

組立ターレットプレス、ホットメルト接着機、超音波ウェルダー接着機、
エアーブレスなど

主要製品・加工内容
化粧品容器、口紅容器

会社の特色・ゆめ工場への取組

製造の大部分は中国・天津工場へ移行しましたが、長年のノウハウ
を生かし高付加価値を見出し、高精度で精密なものづくりを行ってい
る化粧品容器メーカーです。
独自にフレッシュゆめ工場活動を行い、退社時には机上に電話とパ
ソコン以外の物を置かないようにしたり、各部門では防塵・防臭・照
明・空調等の作業環境を整えています。
ＩＳＯ９００１を取得し、「製品開発・品質保証」をモットーに製
品作りを行っています。

代表者　　小林　和則
所在地　　墨田区八広２-５９-２
電　話　　０３-３６１９-９０８１
ＦＡＸ　　０３-３６１９-５９２９
Ｈ　Ｐ　　http://takeuchi-co.com
創業年　　昭和９年
従業員　　５０名

竹
たけ

内
うち

工業株式会社
（化粧品容器等製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

撹拌機、回転打錠機、自動組立機、
自動包装機、集塵機　ほか

主要製品・加工内容
電話機消毒薬（医薬品）、
電話機受話口用抗菌イヤーパッド、
携帯電話用抗菌シール、
パソコンマウス用抗菌製品

会社の特色・ゆめ工場への取組

創業以来６０有余年、電話機消毒薬の製造及び清掃消毒サービス業

務を通じ、公衆衛生に寄与してきた歴史を当社の誇りとし、現在はク

リーンな環境と健康をご提供することをテーマにしています。そのた

め、自社の工場からクリーンな環境づくりを目指し、生産ラインの機

械化により衛生的に組立・包装等を行い、整理整頓・制服の着用を義

務づけ医薬品製造としての環境を実現しています。

代表者　　石崎　凱啓
所在地　　墨田区菊川３-２２-１２
電　話　　０３-３６３４-２１１１
ＦＡＸ　　０３-３６３２-７１５８
Ｈ　Ｐ　　http://www.cleall.com
創業年　　昭和２６年
従業員　　５６名

電
でん

通
つう

セントラル株式会社
（医薬品製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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会社の特色・ゆめ工場への取組
弊社は絞り加工の一つの主流であるしごき加工を専門としています。高
い競争力を持つ絞り加工、順送金型を駆使しての２０ステージを遙かに越
えるステージ数を要する金型での加工を、錦糸町駅に近い「街なかの隠れ
工場」で生産しています。ずっと難しいものに挑戦し、「世界で１番最初や
日本で１番最初、墨田区で１番最初」を生む独創性で成長してきました。
難加工材にも挑戦し、お客様や協力会社様にも大変助けられながら、新

たな市場を開拓、これからも時代を先駆けるものづくりを追っていきます。
独創性の一部として墨田区で最初にＬＥＤ照明の開発を２００４年から手

がけＯＥＭ生産を用いて商品化し販売してまいりました。また、２００６年に
は墨田区に伊藤忠グループを誘致し弊社社屋内で共に研究開発に勤しん
でおります。２０１１年には墨田区で初めてレアアース、レアメタルの製造
販売を行ってまいりました。
ゆめ工場への取組みとして、従業員への昼食費補助や飲料費補助、２ヶ
月毎に社員の飲食会費負担、退職金制度の充実などを行っています。

主要設備
アマダＴＰプレス機、成形研削盤、旋盤、工具顕微鏡

主要製品・加工内容
モーターケース、弱電部品、自動車部
品、ＬＥＤ照明販売、レアメタル・レ
アアース販売、深絞り加工（しごき加
工、バラツキ傷がありません）

代表者　　仲田　裕一
所在地　　墨田区亀沢４-１３-４
電　話　　０３-５６１０-８６５５
ＦＡＸ　　０３-５６１０-５６３４
Ｈ　Ｐ　　http://nakata-sky.jp/
創業年　　昭和３８年
従業員　　１１名

株式会社 仲
なか

田
た

製作所
（金属プレス加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

マシニングセンタ、平面研削盤、円筒研削盤、ＣＡＤ／ＣＡＭ（２Ｄ、３Ｄ）　ほか

主要製品・加工内容
プラスチック金型、
連続パンチング抜型、
トムソン抜刃、
試作成形　ほか

会社の特色・ゆめ工場への取組

バキュームモールド工業は、昭和３３年の創業以来プラスチック製

品のシート成型用金型・抜型の設計、製作一筋に歩んできた専門メー

カーです。

食品包装用容器から家電製品に至る広範囲で、当社の金型が活躍し

ております。このようにモノづくりの原点ともいえる金型の製作を通

じて幅広い市場の展開、成熟に貢献しています。

代表者　　渡部　雄治
所在地　　墨田区墨田５-２３-１１
電　話　　０３-３６１４-１５５６
ＦＡＸ　　０３-３６１４-８４７２
Ｈ　Ｐ　　http://www.vmold.co.jp
創業年　　昭和３３年
従業員　　２００名

バキュームモールド工業株式会社
（金型製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

２次元ＣＡＤ／ＣＡＭ、３次元ＣＡＤ（Solidworks）、３次元ＣＡＭ（CAM-Tool）、プ
レス機（～８００ｋＮ）、レーザー加工機、タレットパンチプレス、ＮＣプレスブレーキ、
ＮＣサーボベンダー、ＴＩＧ溶接機、レーザー溶接機、半自動溶接機、スポット溶接機、
プロジェクション溶接機、マシニングセンタ、ワイヤカット放電加工機、CNC画像測定
器、その他一般汎用工作機械、検査工具一式

主要製品・加工内容
設計開発、板金、架台、筐体製作、
レーザー加工、金属プレス金型設計、
試作品製作、金属プレス加工、機械
加工、各種アッセンブリ、OEM/ODM

会社の特色・ゆめ工場への取組

「『おもてなしの心』を常に持ってお客様・スタッフ・地域に感
謝・還元し、夢と希望と誇りを持った活力ある企業を目指そう！」を
経営理念に、明るく元気な若い力と経験豊かな熟練の技、最新鋭の設
備と皆のチームワークで常に挑戦し続ける会社です。インターン生の
積極的な受け入れや技能検定へのチャレンジに加え、墨田区の電気自
動車「ＨＯＫＵＳＡＩ」プロジェクトや、深海８，０００メートルに
挑む探査艇「江戸っ子一号」開発への参加など、会社の未来を創る活
動に日々取り組んでいます。

代表者　　浜野　慶一
所在地　　墨田区八広４-３９-７
電　話　　０３-５６３１-９１１１
ＦＡＸ　　０３-５６３１-９１１２
Ｈ　Ｐ　　http://www.hamano-products.co.jp
創業年　　昭和５３年
従業員　　３５名

株式会社 浜
はま

野
の

製作所
（金属加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

自動平盤打抜機、自動製函機、サンプルカッター、断裁機、結束機、
クラフト紙帯巻機、ＰＰバンド結束機

主要製品・加工内容
コートボール、
クラフトボール、
高級白板紙、
印刷紙器の打ち抜き加工、
貼り加工

会社の特色・ゆめ工場への取組

医薬品や食品などに使われる印刷紙器（箱）を中心に製造・販売を

しています。創業以来、狭い敷地内での従業員の働きやすい環境づく

りと、製品の品質管理に重点を置いてきました。常にお客様のニーズ

に対応できるよう、社員一人一人が自信と責任を持って仕事に取り組

んでいます。

世代交代に伴う新・旧社員の共存をモットーに、クリーンで活気の

ある職場づくりと、地域に密着した工場を目指します。

代表者　　熊田　光広

所在地　　墨田区太平１-２-４

電　話　　０３-３６２４-８７８１

ＦＡＸ　　０３-３６２２-９７４０

創業年　　昭和４０年

従業員　　７名

株式会社 ひかり紙
し

工
こう

（印刷紙器製造販売）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

石鹸鹸化釜、素地自動乾燥機、クーリングプレス、混合釜

主要製品・加工内容
化粧石けん、
透明石けん、
ヘアケア製品・ボディケア製品、
スキンケア製品

会社の特色・ゆめ工場への取組

釜焚き製法による石けんづくりは、昭和２１年から行っています。

現在では、洗うことから潤すことまでをトータルで考えた、ウオッシ

ュ＆ケア製品の企画開発・製造販売を行っています。墨田工場の誇り

は、昔ながらの釜焚き製法の技術です。大小６基の釜で、固形石けん

のベースになる石けん素地と、液体石けん素地を焚き上げています。

代表者　　松山　剛己
所在地　　墨田区東墨田２-１７-８
電　話　　０３-３６１３-１３３４
ＦＡＸ　　０３-３６１９-１３５８
Ｈ　Ｐ　　http://www.matsuyama.co.jp
創業年　　明治４１年
従業員　　１７５名

松
まつ

山
やま

油
ゆ

脂
し

株式会社
（石けん・化粧品製造販売）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

各種工業用ミシン、刺繍機、裁断機、ＣＡＤ

主要製品・加工内容
カットソー製品全般、
ポロシャツ、
パーカー、
トレーナー、
ニットドレスシャツ等

会社の特色・ゆめ工場への取組

宇宙飛行士船内被服の開発や産学官連携による藍染めの研究など、

ファッションを通した価値創造企業として活動しています。本社内に

生産ラインを保持し、取引先のあらゆるニーズに技術とスピードで対

応出来る体制を構築しています。

また、その技術の結晶としまして自社ブランドINDUSTYLE TOKYO
（ニットドレスシャツ）の開発と販売にも挑戦しています。

代表者　　深澤　隆夫
所在地　　墨田区亀沢１-８-６
電　話　　０３-３６２４-６６１１
ＦＡＸ　　０３-３６２４-６２２０
Ｈ　Ｐ　　http://www.maruwa-tex-ind.co.jp/
創業年　　昭和３１年
従業員　　４７名

丸
まる

和
わ

繊
せん

維
い

工業株式会社
（繊維製品製造販売）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業

−24−



主要設備

直線本縫ミシン、八方ミシン、コハゼ付用ミシン、仕上げ用各道具等

主要製品・加工内容
◎既製品は白足袋、
紺足袋、
柄足袋等
◎御誂え（フルオーダー）足袋

会社の特色・ゆめ工場への取組

常に丁寧な仕事を心掛ける足袋の専門店です。

今も丸包丁や約９０年前のミシンを使って足袋を作っています。あ

えて機械化はせず、お客様一人一人の細かな注文に技術と経験をもっ

てお応えしています。

東京マイスター、墨田区登録無形文化財保持者すみだマイスター認

定。

代表者　　石井　芳和（５代目）
所在地　　墨田区向島５-２７-１６
電　話　　０３-３６２６-１４１３
ＦＡＸ　　０３-３６２６-１４１３
Ｈ　Ｐ　　http://www.mukoujima-meugaya.com
創業年　　慶応３年（１８６７年）
従業員　　３名

向
むこう

島
じま

めうがや
（足袋製造・販売）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

なめし・染色用ドラム、スプレー仕上げ機、乾燥機、アイロンプレス機、
バイブレーション機

主要製品・加工内容
国産ピッグスキンを１００％使用した
皮革素材を、なめし・染色・仕上げ加
工まで一貫して行います。また、用途
やデザインに合わせた様々な委託加工
にも対応しております。

会社の特色・ゆめ工場への取組

工場見学会の開催・東京都若者ジョブサポーターへの参加・墨田区

フレッシュゆめ工場認定（６回連続）や東京藝術大学との連携による

工場外壁のランドマーク化など、すみだ発の資源ＰＲに努めていま

す。

弊社の強みは、技術力と開発意欲です。日本製豚革として初めてイ

タリア・ボローニャの展示会出展の実現など、物性だけではなく風合

いや色彩の面でも国際的な競争力を持てるよう取り組んでいます。

代表者　　山口　宗利
所在地　　墨田区東墨田３-１１-１０
電　話　　０３-３６１７-３８６８
ＦＡＸ　　０３-３６１３-３２３９
Ｈ　Ｐ　　http://e-kawa.jp
創業年　　昭和３７年
従業員　　５名

山
やま

口
ぐち

産
さん

業
ぎょう

株式会社
（皮革製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

塗装ロボット、手吹きブース、コンベアー式・バッチ式乾燥炉、
真空乾燥付脱脂装置、自動整列機、自動調色機、回転塗装機、恒温槽

主要製品・加工内容
アパレル関連付属金具
（ホック・バックル・他）、
自動車部品、
電子・電気部品、
建築金具への塗装

会社の特色・ゆめ工場への取組

金属製品を主に、樹脂やゴムへの塗装を小ロット多色から大ロット

まで、短納期で提供させて頂いております。調色機によるデータの保

存色数は数千色行っており、昨年度には試作開発型のものづくり助成

金の認定を受け人と環境にやさしい、前処理機を導入いたしました。

皆様の生活の一部に欠かせない企業になれるように努力致します。

代表者　　神尾　弘子
所在地　　墨田区八広	６-１６-４
電　話　　０３-３６１４-２３１１
ＦＡＸ　　０３-３６１０-０１３３
Ｈ　Ｐ　　http://www.yukosha.jp
創業年　　昭和７年
従業員　　２５名

株式会社 優
ゆう

工
こう

社
しゃ

（工業塗装）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備
自動プレス機34台（ストレートサイドプレス、サーボプレスetc）、ワイヤーカ
ット加工機5台、マシニングセンタ、NC放電加工機、形成研削盤3台、平面研削
盤、円筒研削盤、テンバー炉、CNC画像測定器3台、投影機4台

主要製品・加工内容
電子部品（リチウム電池端子やスマ
ートフォン向け基盤実装部品）、金
属文具部品（ペンクリップ）、自動
車部品（微細絞り加工）、オリジナ
ル商品APY	Hookシリーズ、オリジ
ナル簡易レベラー（特許取得済No，
3383929）

会社の特色・ゆめ工場への取組

綺麗で明るい工場で、品質の高い製品をお客様にお届けすることを
目標としています。同時に若い世代を魅了できるような町工場作りを
目指しております。職人としての誇りを持って社会に貢献し良い製品
作りを実践しています。
電子部品と文具部品を主に、金型設計製作、試作開発から順送プレ
ス量産加工まで一貫生産が可能です。高精度・短納期・大小ロットな
ど、精密プレス加工は弊社にお任せください。
平成21年7月　ISO9001とISO14001を同時に認証取得
平成23年8月　新本社工場を落成

代表者　　吉住　巌
所在地　　墨田区立花４-２８-２
電　話　　０３-３６１２-７５４１
ＦＡＸ　　０３-３６１２-２８１９
Ｈ　Ｐ　　http://www.yoshizumi-press.com/
創業年　　昭和２５年
従業員　　１８名

株式会社 ヨシズミプレス
（精密金属プレス加工）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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主要設備

電動射出成形機、スクリーン印刷機、ＰＡＤ印刷機、ホットスタンプ機、
ＣＡＤ・樹脂流動解析ソフト

主要製品・加工内容
ornamentカードケース（すみだモダ
ン認証）・携帯電話・スマートフォン
ハウジング、スマートフォンカバー

会社の特色・ゆめ工場への取組

自前の人事評価制度、「MSH」を時代環境の変化に対応させ、う

ちで言う「できる社員」とは、一体何が出来る社員なのか？「やる」

とは、一体何をやることなのか？を徹底して議論し、社員の評価項目

へ反映させることによって、個人の能力アップとモチベーションアッ

プに繋げています。

また毎年７月２日を全社安全衛生点検日と定め、ヒヤリハットによ

るリスクアセスメントを積極的に実施しています。

代表者　　吉田　重雄
所在地　　墨田区文花２-１１-１２
電　話　　０３-３６１０-００８１
ＦＡＸ　　０３-３６１３-０２２８
Ｈ　Ｐ　　http://www.yoshida-tw.co.jp
創業年　　平成１６年
従業員　　１４０名

吉
よし

田
だ

テクノワークス株式会社
（プラスチック製品製造）

すみだ優良工場推進運動
フレッシュゆめ工場

認定企業
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フレッシュゆめ工場認定企業一覧

№ 企　業　名 所在地 業種 

1 朝日製型㈱		 墨田区東向島
４−３８−１１

ゴム用・プラスチック用金型設
計製作

2 ㈱東電工舎 墨田区吾妻橋
３−１０−９ 電気めっき

3 五十畑工業㈱ 墨田区向島
１−２９−９ 大型乳母車・介護用品製造

4 岩澤硝子㈱ 墨田区立花
４−１４−２０ ガラス成形

5 ㈱後藤製作所 墨田区東墨田
１−５−１６ プラスチック加工

6 小林紙工㈱ 墨田区石原
４−２７−２

巻取紙及び各紙の断裁加工、断
裁加工に付帯する一切の業務

7 金野工業所 墨田区押上
２−２３−８ 溶接加工

8 ㈲サンテック 墨田区東墨田
２−２２−３

エンジニアプラスチック・フッ
素樹脂切削加工

9 ㈱塩入製作所 墨田区東駒形
２−１６−１０ 機械加工・工業彫刻

10 鈴木合金工業㈱ 墨田区八広
５−２９−１４ 非鉄金属加工・鋳造

11 墨田革漉工業㈱ 墨田区八広
４−４３−４ 皮革加工

12 墨田硬質クローム鍍金㈲ 墨田区八広
４−１５−１１ めっき

13 ㈱盛栄堂印刷所 墨田区緑
２−５−６ 印刷

14 ㈲大松染工場 墨田区八広
２−２６−９ 江戸小紋・江戸更紗　染色

15 竹内工業㈱ 墨田区八広
２−５９−２ 化粧品容器等製造
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フレッシュゆめ工場認定企業一覧

№ 企　業　名 所在地 業種 

16 電通セントラル㈱ 墨田区菊川
３−２２−１２ 医薬品製造

17 ㈱仲田製作所 墨田区亀沢
４−１３−４ 金属プレス加工

18 バキュームモールド工業㈱ 墨田区墨田
５−２３−１１ 金型製造

19 ㈱浜野製作所 墨田区八広
４−３９−７ 金属加工

20 ㈲ひかり紙工 墨田区太平
１−２−４ 印刷紙器製造販売

21 松山油脂㈱ 墨田区東墨田
２−１７−８ 石けん・化粧品製造販売

22 丸和繊維工業㈱ 墨田区亀沢
１−８−６ 繊維製品製造販売

23 向島めうがや 墨田区向島
５−２７−１６ 足袋製造販売

24 山口産業㈱ 墨田区東墨田
３−１１−１０ 皮革製造

25 ㈱優工社 墨田区八広
６−１６−４ 工業塗装

26 ㈱ヨシズミプレス 墨田区立花
４−２８−２ 精密金属プレス加工

27 吉田テクノワークス㈱ 墨田区文花
２−１１−１２ プラスチック製品製造
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