
墨田区産業PR冊子

UMIDA PRODUCT
こだわりをカタチに 人・技・すみだ

S
すみだプロダクト



はじめに
墨田区は近代産業の発祥の地であり、多種多様な企業が集積しています。

日本橋、浅草などの日本の流通拠点と隣接したこの地域には、江戸時代からすでに瓦焼

き、染色、皮革などの地場産業が存在し、明治以降には、ガラス工業、紡績、石鹸、靴、鞄

など日用品の製造やそれらに付随する加工技術が発達していきました。

このように国内でも有数なものづくりの伝統を持つ東京・墨田の製造業への信頼は厚く、こ

れまでも、そしてこれからも、Made in Japan 製品の根幹を支え続けると言っても過言では

ありません。また、今、この地域には、将来の産業のためにバトンを引き継いだ若手産業人

や、他都市の企業との交流などが次々と誕生しています。すみだのものづくりのエネルギー

が日本の新たな産業を創り出す源となるよう、皆が、常に挑戦し、切磋琢磨しています。

この冊子は、墨田区の産業力、技術力、そして区内産業に携わる人についてあらためて

知っていただき、皆さまのビジネスに大いにお役立ていただくことを願って作成いたしました。
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〈精密板⾦加⼯〉 株式会社浜野製作所
〈印刷・製本加⼯〉 株式会社NACAMURA
〈電動⾞椅⼦製造〉 有限会社さいとう⼯房
〈⾐料品製造〉 丸和繊維⼯業株式会社
〈プラスチック製品製造〉 吉⽥テクノワークス株式会社
〈なめし⾰製造〉 ⼭⼝産業株式会社
〈硝⼦製品製造〉 岩澤硝⼦株式会社
〈⽯けん製造〉 松⼭油脂株式会社

すみだプロダクトの現在形。



２３区製造業⼯場数（29,271⼯場）
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都⼼に隣接し河川に囲まれた墨⽥区は、近代産業発祥の地としてさまざまなものづくり産業が育
まれてきました。⼈々の⽣活に密着した⽇⽤品に付随する加⼯技術のほか、繊維・印刷など多種多
様な業種が集積する、都⼼に近い製造拠点であることが⼤きな特徴、メリットです。

ご紹介するデータは、「平成24年経済センサス -活動調査」に基づくものです。

印刷・⾦属・繊維・⾰など多様な業種が集積。
墨⽥区製造業の業種別⼯場数構成⽐

多種多様な業種が集積し、企業同士の交流が盛んなこの地域

で、「産業集積のメリット」を最大限に活かし、小規模企業の

多彩なネットワークとスピード、技術対応力によって、ユー

ザー・消費者のニーズに応える都市型のものづくりが展開され

ています。

東京２３区の中でも屈指の『ものづくりのまち』。
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区内産業は、全産業のうち、製造業の占める割合が多く、

様々な業種の製造業が集積し、大都市東京における多種多様

な需要に対する日常生活関連用品・技術の供給地となってい

ます。

『９⼈以下』の⼩規模事業所が８６％を占める。
従業員規模別事業所数（製造業）

IT化が進んだ現在でも、ビジネスにとって「取引先とのコミュニケーション」はとても重要で
す。多品種・小ロット生産・短納期を得意とする墨田区の企業と、顔や技術の見える距離・関係、
集積の多様性などを活かすことが可能です。

23区中 第3位
(2,802⼯場）

データで⾒る「すみだのものづくり」
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有限会社森川製作所
代表取締役
森川 明⼦⽒

株式会社ヨシズミプレス
専務取締役
吉住 研⽒

株式会社サンコー
経営企画室室⻑
有薗 悦克⽒

株式会社⼩倉メリヤス製造所
代表取締役社⻑
⼩倉 ⼤典⽒

特 集

「ものづくりの町 すみだ」の魅⼒とは？将来の区内産業を担う若⼿企業⼈に、
区内のものづくりの現状、将来への可能性・希望を⼤いに語っていただきました。

司会 まずは皆様の自己紹介と、取り組んでおられる事業のご紹

介をお願いします。

有薗氏 本業は印刷業です。自社の仕事はまずお客様から

依頼を受け、チラシを印刷するのですが、ここ数年、その

段階で「デザインからお願いしたい」と求められることが

多くなり、そのあと、ウェブサイトは、グッズは、という

ご要望にどんどんお応えしているうちに商売の幅が広がり

ました。その中で、いつか自社にクリエイティブなチーム

を持ちたいと思い、それなら自社をクリエイターの人達に

オフィスとして提供し、必要な時にパートナーを組んで仕

事が出来たらいいんじゃないかと考え、2015年からシェア

オフィス（co-lab墨田亀沢：re-printing）も始めました。

小倉氏 僕の会社は、カットソー製品、ベビー服・子ども

服の製造を中心に行っています。内容は、お客様からデザ

イン、指示書をいただき、そこから製品にするのが仕事

で、加工作業は自社工場を中心に行っています。今はもの

づくりの好きな女性などが作ったものを「ミンネ」や「ク

リーマ」などのハンドメイドマーケットサイトで販売し、

いま、すみだでものづくりをする。

⼩倉⼤典⽒／ (株)⼩倉メリヤス製造所代表取締役社⻑。⼤学卒業
後、教員として働く中で、教育ビジネスで夢や⽬標、志を持つ⼈を応援する
ことに影響を受ける。その後、現職場に⼊社、15年より代表取締役社⻑。

やがて会社を設立していくような「個」の時代。自社もそ

ういう人達を応援するシェアファクトリー「nuuiee（ヌー

イー）」を始めます。ミシン、インクジェットプリンタ、

刺しゅう機などを揃え、必要な生地やボタンは、うちを通

して仕入れてあげれば、自分でものづくりや販売が出来

る、そんな施設を作ろうと。

有薗氏 うちを通して、っていうと、怖いね（笑）。

小倉氏 それは僕の見た目（笑）。
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森川明⼦⽒／ (有)森川製作所代表取締役。06年に事業を引き継ぎ、
「町⼯場を明るく元気に！」をモットーに、医療機器部品の製造など多品種
⼩ロットにて幅広い分野での加⼯を⾏っている。

良い時期を知らない世代。
だから、すみだで挑戦する。

いのですが、それらに対応しながら日々忙しくやっていま

す。

吉住氏 自社はプレス加工業で、祖父が創業して６０年ほ

どになる会社です。それから現社長である父が入社し、蹴

飛ばしから動力の機械、そして自動化へと進んでいきまし

た。今、自社では色々な分野の部品を作っています。以前

の主力は某大手メーカーの電池部品でした。プレス加工に

絶対に必要な金型も内製するようにもなりました。ところ

がその後、弱電、家電メーカーからの注文が止まって、や

ることがない。これじゃいかん！と、それまでほぼ１社に

依存していた仕事をどんどん分野を拡げ、今では半分近く

がボールペンのクリップやハンコなどの文具関連ですが、

この他に自動車、スマホ、半導体関係の部品もあり、まさ

にいろんなものを作っています。最近、アパレル業界か

ら、パリコレに出すのでボタンを作ってください、ってい

う依頼があって驚きました。

森川氏 私の会社は金属加工をやっています。メインは手

術台の部品で、最近は金型装置の部品も増えてきていま

す。それが本当に短納期、３-４日で仕上げなければならな

森川氏 このところ業績が良く、新車の軽トラックまで買

いました（笑）。でも、私達の世代って「良い時を知らな

い」んですよね。とても景気が良い時を。“バブル景気”

を知らないんです。

有薗氏 失われた２０年、みたいな。。。ろくな経験して

ません！（笑）

吉住氏 弱電関係は、ある時海外にシフトして、国内では

需要がなくなり、プレス業もたくさん倒産しました。とこ

ろが今は、中国から撤退する日本企業がたくさんいます。

でも、戻ってきたものの日本ではもうプレス屋さんの数が

少ないから部品が作れない。実際、国内で出来るところが

ないので探しています、という話を最近よく聞きます。

小倉氏 ファッション業界も、業界のトップ企業がかなり

大規模なリストラを行いました。売れないから、その売り

上げを補うためにどんどん店を出し続けて、結局もっと売

れなくなって。中国で作っていた大量生産のものが売れな

くなってきたのに、どんどんコストは上がっていき、もは

や中国でも出来なくなっている。そこで生産を日本に切り

替えようとしても、やってくれる工場がない。今、日本製

の衣類は国内自給率が４％しかなく、この中でニット製品

は０．７％で、もう絶滅危惧種（笑）。でも、だからこそ

今残っている０．７％の企業にはメイド・イン・ジャパン

の価値で、良い風が吹いて来ると思っているんですが。

有薗氏 印刷業界はマーケットがなくなっていく一方で

す。スマホに入っているものは、昔は全部紙だったわけ

じゃないですか。だから、毎年毎年、紙だったものがスマ

ホ、パソコン、クラウドに入っていくことはあっても、

そこから紙に戻ってくることは基本的にはない。だから、

皆さん、うらやましいなぁ、って思って（笑）。

司会 そのような現状で、皆さんの世代がいろいろ苦しい

経験をされているからこそ、新しいものづくりに対して違

和感なく進んで行くことが出来るとも感じますが。

有薗氏 その辺は、頑張れば何とかなる、現状の延長線上

に未来がある、と心のどこかで願っている親の世代と、絶

対に現状の先に未来はないと思っている私達の世代との間

に、本質的に溝がある気はします。

吉住氏 すみだの町工場の集積って、言い方を変えるとと

てもコンパクト。それは利点のひとつだと思います。皆に

横の繋がりがあって、すみだの中で大体の仕事が完結出来

ます。最近、ある部品の仕事があったのですが、その部品

を作っている会社は日本でも数社あって、皆どれも大手企

業です。あるお客様がその大手企業に仕事を頼みに行った

ら、「数が少ないから作りません」と断られたそうです。

このお客様は困ってしまって。ないと困っちゃう部品なん

です。そこで、樹脂加工をやっている仲間と一緒になって

作ってあげたら、とても良いものが出来て、しかも大手が
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吉住 研⽒／(株)ヨシズミプレス専務取締役。微細絞り技術の習得やVA
（価値分析）提案に積極的に取り組む。プロダクトデザイナーとコラボレー
ションした商品開発に着⼿するなどプレス加⼯の可能性に挑戦している。

クリエイト(創造する)と「プロダクト
(⽣産する)」が反応する場所・すみだ。

小倉氏 墨田区は昔からニットやメリヤスの産地で、今も

区内に企業がまとまっているので、僕らの業界はここで固

まって何かを発信できる可能性はあるんです。今、ＴＫＦ

（東京ニットファッション工業組合）の会員はほとんどが

区内企業で、現在、会員が２２０社。１０年前に比べれば

激減したものの、それでもその数は、全国のニット組合の

中でも、和歌山、大阪、新潟の五泉と比べても一番大き

い。そのほとんどの会社が区内にあるというのは、何かま

とまってコトを起こす時、東京墨田とか、東京本所とか、

東京両国とか、すでにまとまっている産地である強みだと

思うんです。

有薗氏 すみだのメリットは、最終消費者に一番近いもの

づくりの町だというところではないでしょうか。一番人が

集まっている東京の中心地に一番近い生産地というのがこ

こ、すみだじゃないかな。しかも、ここと、ここと、ここ

が集まったらこんなものが出来るかもしれないという、い

ろんな業種がモザイク模様に集まっているのが、すみだの

面白さなのかな。

介在しない分、自社としても単価が良かったんです。この

ように大手が数を作らなくなって困っているものを供給し

てあげるということは、今後どの業種でも起こりうると思

います。

司会 ある区内企業の方がおっしゃるには、今、クリエイ

トする人はたくさんいるけれど、それを試作して、かつ製

品、量産までのイメージを与えてあげないと、ものなんて

出来ないんだ、と。それを与えることは、ＢtoＢ、ＢtoＣを

超えた「ものの産地」としての墨田区というところだから

こそやりやすいし、化学反応も起こりやすいのではないで

しょうか。

有薗氏 今、僕がいろんなクリエイターと一緒にいる状況

の中で思うのは、３Ｄプリンタを使ってプロトタイプを早

く作れるようになっても、それだけでは製品にならない。

最終的には量産機械に乗せなければならず、その過程でも

量産化を前提にした修正が必要です。また、個人が作った

ものでも、まず中規模な量産製品にしていくということが

必要で、それらはこのすみだという場所だからできると思

うんです。クリエイターのアイディアを、彼らの一番近く

で、しかもいろんなジャンルのものづくり企業があるすみ

だに持ってきたら何でも出来るという認識が、ファブラボ

などに集まっている人達に広まってきています。

小倉氏 すみだは“ものづくりの町”ってよく言うじゃな

いですか。ファッション業界で言えば、クリエイティブな

ことをやっている人達って表参道なんかにたくさんいる。

だけど、僕達は“プロダクト”する会社。すみだっていう

のは「プロダクトの町」なんだという方が、僕にはしっく

り来ます。

有薗氏 例えばファッションの世界では、工場とデザイ

ナーって、指示書かカラーチップだけでやり取りしていま

す。ところが、本当に染色の現場に行くと、一番その素材

にとって良い色って、染めている現場に行って見ないとわ

からないんです。ということは、作る人はデザインしてい

る人と同列で作っているという誇りを持って、プロダクト

側が良いものを作るためにどんどん意見を出せば、絶対に

良いものが生まれるはずです。この関係が日本のものづく

りを変えていくだろうし、それが出来るのは、クリエイ

ターの近いところにいる僕達、すみだのプロダクト企業の

仕事なんだと思っています。

小倉氏 そこに「セールス」、小売店で販売する部分が一

緒になって、クリエイトとプロダクトとセールスが一緒に

やっていく。今までは、どうしてもクリエイトとかセール

有薗悦克⽒／(株)サンコー経営企画室室⻑。お客様の「おもいをカタチ
に」する領域を広げるためのインフラとして、クリエイター専⽤のシェアオフィス
「co-lab墨⽥⻲沢︓re-printing」を運営している。
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すみだのものづくり、
そして、私達の近未来図。

会場となった「co-Lab墨⽥⻲沢︓re-printing」。「ものづくりとクリエイティブが出会い、化学反応が起こる場」をコンセプトに、2015年３⽉にオープンした。

司会 それでは最後になりますが、皆様の会社で将来こう

していきたいという思いや、夢などがあれば、お聞かせ願

えますか。

吉住氏 プレス業界は、昔はよく３Ｋ、きつい、きたな

い、きけん、な世界と言われ、今もそういうイメージが付

きまとっています。そういうイメージを変えたい、変えて

いかないと、やはり若い人達も入ってこない。だから、自

社は町工場っぽくない工場にしようと、扉を赤くしたり、

作業着ではなくチームウェアを作ったり、そうしたら若い

人達が入ってくるようになったんです。そして、将来に向

ス主導のプロダクトだった。でも、プロダクトのことがわ

からないと、売る人も良いものが売れないし、良いものを

作ってくれとも言えない。プロダクトのことを理解した上

でクリエイトしようとか、セールスのことを分かったうえ

でクリエイトしようとか、この三角関係がうまく行けば良

いものが出来る。そこでいろんなものを試作するのも良

だからこそ出来ることだと思っています。そしてこの先、

ものづくり革命やＩｏＴの世界になった時に、本当にこの

町にはとても大きなチャンスがあると思っているんです。

だからこそ、この場所（co-lab墨田亀沢：re-printing）を、

新しい技術やデザインを持ったクリエイティブな人達と、

作る技術を持った職人の人達が出会うような「場」にして

いきたい。その結果として本業である印刷物は後から生ま

れて来る。そういう人達と一緒になって、印刷という仕事

の状況を打破していこうと考えています。

司会 「クリエイト」と「プロダクト」が反応する場所・

墨田区で新しい「コト」を起こすと何かが生まれるという

ことですね。本日は有難うございました。

いし、自分で作って売るのも良い。プロダクト側がデザイ

ン機能を併せ持つことは良いことなのかも知れないけれ

ど、僕としては、軸はやはりプロダクトに置きたい。そこ

がすみだのプロダクトメーカーであるという、自身のプラ

イドであるのかも知れないですね。

けて常に新しいこと、新しい分野というのを頭に入れてお

いて、チャンスがあればすぐ行動することを大切にしてい

ます。その結果、大手メーカーさんとの共同試作やアパレ

ル関係の仕事も少しずつ増えてきましたし、今後も精一杯

やれるだけやっていきます。

森川氏 今の自社は、会社が狭いにも関わらず従業員も多

く機械もいっぱい、という状況です。かつ従業員も多くが

高齢で、近いうちに世代交代の時が待っています。なの

で、建て直すか、引っ越すか、仮工場を借りて第２工場に

するか、まだ方向は定まっていませんが、とりあえず墨田

区からは出ませんので、それは安心していただいて

（笑）。そうして環境面を良くしていったら、良い人材も

入ってくるのではないかと思っています。

小倉氏 自社は、僕の祖父が1929（昭和4）年に創業し、今

年で８７年目になります。そのバトン、襷を渡していくこ

とが僕の使命で、仕事をする理由なのだろうと思っていま

す。だから、継承していくために洋服とか子供とか、そう

いうキーワードから何が出来るか、という逆の発想で、服

の製造に限らずできることは何をやってもいいと思ってい

るんですよ。あとは楽しくやりたい。仕事の価値を楽しさ

などに置く、そういうことも意外と大事だろうし、僕には

娘が３人いるのですが、もし彼女たちが継いでくれるな

ら、楽しくやってもらえればいいと考えています。

有薗氏 僕は、ものづくりとクリエイティビティが出会っ

て、何か新しいモノやコトが生まれていくことは、すみだ

7 すみだプロダクト



多種多様な業種が集積する墨⽥区には、⾃社の製品や技術への
強いこだわりや誇りを持った企業が数多く存在します。
ここでは、事業の⾼付加価値化・新分野進出などに果敢に挑戦

する量産型企業、オンリーワンの技術を持ち特定の分野で⼤きな
シェアを誇る企業、短納期・難加⼯・試作対応を得意とする企業
など、情熱あふれる企業を紹介します。

すみだ
プロダクト
の現在形。

墨⽥区の産業紹介

⾦属
加⼯ 印刷

製本

機械
器具 ⾐料

縫製

プラ
ゴム

⽪⾰

硝⼦
⽊

⽇⽤品

8すみだプロダクト



精密板⾦加⼯

浜野製作所は「おもてなしの心」をモットーに

お客様に高品質の製品を提供する、金属製品の製

造会社です。人の体内で使用される医療機器部品

や、携帯の基地局で使われるアンテナ部品、海底

ケーブルの固定金具など、生活の様々なシーンで

活躍する製品を手がけます。

すみだには面白いやつが集まっている。
このすみだをシリコンバレーにしたい。

株式会社浜野製作所

僕らのような中小企業を取り巻いている環境や状況はすごいスピー

ドで変化しているので、それに対応できるような企業体質、企業運

営、サービス、製品にしていかないと生き残っていけない。

最近の日本のものづくりって、全然悪くないと思う。都心では事業

所が減っているけれど、ある地方では増えている。そこでは企業同士

のネットワークが出来ていて、互いに補い合って仕事をしている。す

みだもよく似ていて、横のつながりがすでにあるから、悩みの共有が

出来、そこからいろんな交流が生まれている。今後はそこから異業種

間でのコラボレーションが生まれてくると、もっともっとすみだらし

いものづくりになってくると思う。

僕らのような町工場がすみだの地でやっていくためには、ものづく

りの上流で仕事をしていくことに価値を求め、この地域の最大の資源

を生かすことが大事だと思う。特に東京とか墨田区は市場に近いとこ

ろなので、お客様にどう喜んでいただけるか、それは単純に商品だけ

ではなく、サービスや情報も付加価値として考え、ものづくりに取り

入れていきたいと思う。

さらに言えば、この墨田区を“シリコンバレー”にしたい！本当に

今、うちのGarage Sumida（新ものづくり創出拠点→p.18）には全国か

ら面白いやつが来始めている。すみだが好きだと言ってわざわざここ

に来ている人を取り込まない手はない。ベンチャーキャピタルのよう

な役割を担ってくれるところがあれば、ものづくりの力があるすみだ

は絶対に日本のシリコンバレーになれるし、内外から「どうなってい

るんだ!?東京・墨田!!」っていろんな人がどんどん集まってくる。そう

していきたいし、今もすでにそうなりつつあると思う。

すみだプロダクト〈⾦属製品製造業〉

株式会社浜野製作所 代表取締役 浜野慶⼀⽒

⾦属
加⼯

9

本社外観 製造現場

すみだプロダクト

ひび割れしないゴム塗装／㈱優⼯社

超深絞り、⾓絞り加⼯／㈲豊岡製作所

⾹⽔が吸収される芳⾹めっき／㈱東電⼯舎 微細⾦属彫刻／㈱塩⼊製作所

外側ケースと内側パイプの⼀体絞り加⼯／㈱仲⽥製作所
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印刷・製本加⼯

多彩な特殊加工、製本方法を提案し続ける
NACAMURAは、人にも環境にも優しい
「ECO*TOJI」、印刷する糊「SMART GLUE」、
外装と情報紙面を一体化したDMを自動ラインで
一貫加工する「TCPS」メイラーシステムなど、
世界中に求められるオンリーワンを目指している
企業です。

「紙だからこそ」っていうところに
こだわっていかないと。

株式会社ＮＡＣＡＭＵＲＡ

誰でも簡単に情報を得られるようになった昨今、紙の役割も変わっ

てきていると感じる。ただ情報を残すだけじゃなくて、触る、めく

る、破るとか、「紙だからこそ」の体験にこだわりたいというお客様

のニーズにこたえていくことが重要だと思う。

実際に、文章を伝える、絵や写真を見せる、といった媒体としての

機能的な価値だけではなく、デザインや企画の良さから、それを保存

しておきたいとか、手に入れたいという欲求に応える意味的価値を付

加した紙媒体をつくる、そのような仕事が最近多くなってきた。

NACAMURAは、オリジナリティのある加工技術を沢山持っている。

針金を使わないで水性のりで中綴じする「ECO*TOJI」、印刷インクに

のりを混ぜ込んで熱と圧力で張り付ける「SMART GLUE」。まだまだ

たくさんある。生き残るためには、自信を持った加工技術、ココでし

かできない技術をどれだけ持っているかが重要だと思う。

ものづくり産業は、最適効率、低コストで競争するものと、手間を

かけたユニークさで競争するものと両極の性質をもっている。お客様

がどちらを求めていて、それに合わせた作り方ができるか、その間口

の広さが必要になってくる。できるだけものづくりの川上を意識しな

ければならないし、原点（技術）がわかっていないと良いものはでき

ない。印刷企業でできること、紙加工企業でできることはそれぞれあ

るが、両社が協力することで新しい産業を作っていくことができると

思う。だからこそ、まだまだ紙製品は大きな可能性を秘めている。

株式会社ＮＡＣＡＭＵＲＡ 代表取締役社⻑ 中村健⼀⽒(左)
商品企画室 中村洋平⽒(右)

すみだプロダクト〈印刷・製本・出版・紙加⼯製造業〉 印刷
製本

COMME des GARCONS DM冊⼦ 折鶴のためのおり紙

ペーパークラフトシリーズ／
㈱古河

メモクリップ／㈱東北紙業社
うるし紙のクラッチバッグ／
㈱エス・アール・エス・スガヤ

樹脂製品への印刷・彫刻／オリオン⼯業㈱

メモブロック／
㈱伊藤バインダリー

すみだプロダクト



電動⾞椅⼦製造

さいとう工房では、一人ひとりの障がいに合わせ
たオーダーメイドの電動車いすを製作しています。
工作機械が置かれた工作室、シートの材料選びから
行う縫製室、コントローラの電子制御を作る部屋な
どが配置され、設計～組立までを自社で進める体制
を備えています。

有限会社さいとう⼯房 代表取締役社⻑ 斎藤省⽒

「電動⾞椅⼦」さまざまな姿勢に合わせて⾃由⾃在に稼動する。

有限会社さいとう工房

自社は車椅子の技術を通じて、アジアの発展途上国における障がい

者の方々への支援を行っています。自社に「レル community」 （新も

のづくり創出拠点→p.18）というものづくり交流の場を作ったことで、

日本でも著名な技術者たちが集まってもらえるようになり、次に生み

出すものは何か、皆で研究し合っています。ここでは主に、車椅子を

使用する障がい者の方々が生き生きと就労出来る、職場や在宅で楽に

仕事が出来るロボットのような「電動車椅子」を考えています。日本

は職場環境が狭いこともあり、車椅子を使用する障がい者の方々の就

労は、残念ながらあまり進んでいません。しかし、その環境でも自由

に動かせる車椅子があれば、働ける場もずっと広がる。ここでいろい

ろと知恵を絞った結果、今までの４輪の発想をガラリと変えて「６

輪」とすることで、これまでより３分の１程度の面積で旋回できる車

椅子が完成したのです。

自社では車椅子を量産することは考えていません。日常生活の中で

ユーザーが本当に必要としていることを見つけ出して、その解決のた

めに試作車を開発することが自社の仕事だと思っています。健常者が

出来ない機能を車椅子に搭載させることも出来れば、障がい者の就労

の可能性はますます広がります。カッコいい車椅子を使うことで働き

たい気持ちを呼び起こすきっかけになればと考えています。そういう

意味で自社は、車椅子づくりを通じて、問題解決や可能性開花の

「『社会モデル』を作っている」のだと捉え、その夢がものづくりの

面白さを後押ししてくれています。

すみだプロダクト〈機械器具製造業〉 機械
器具

11

自社の製品を通じて、障がい者の
方々の生きがいを作りたい。

すみだプロダクト

遊星⻭⾞式増・減速機／㈱AILE ⼤量⽣産可能な⾃動絞り技術／㈱⼤勝美術⽤免震装置／㈱エーエス

１mm以下の部品加⼯／牧野精⼯㈱ 真空成型⾦型／バキュームモールド⼯業㈱ 必要機能に特化したマイクロスコープ／㈱杉藤
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⾐料品製造

高付加価値商品を作って、
笑顔の連鎖をつなげていきたい。

丸和繊維工業株式会社

今、日本で売られているアパレル製品は９７％が輸入品で、日本製

はごくわずか。まさに絶滅危惧種と言われる所以です。でも一方で、

日本のものづくりは世界中で高い評価を受けています。そんな大事な

業界を、何としても残し続けて行かなければいけません。そのために

は多くの若い人達が製造現場に夢と希望を持って飛び込んで来てくれ

る、魅力のある業界にすることが重要です。

メーカーとしてコストダウンは大きなテーマであり、常に取り組ん

で行かねばなりませんが、行きすぎたコストダウンは技術力を停滞さ

せてしまいます。ですから安売り競争は絶対にしないし、させませ

ん。付加価値の向上を目指して努力していく中でこそ、新しい技術も

生まれ、そして、製造従事者の待遇も向上出来ます。さらに、言われ

たものをきちんと作るのは当然大事ですが、自ら新しいものを作りだ

す知恵を使う事で、ものづくりの楽しさにもあらためて気付きます。

当社の直営店では初めてのお客様に販売する時、必ず試着をして頂

いていますが、不思議な着心地からお客様の笑顔に触れることが出来

ます。その笑顔で私たちも本当に嬉しくなるし、笑顔を製造現場まで

共有することで自信や誇りにつながります。

今、力を入れていることは、会社そのもののブランド化を進めてい

くこと。そのためには日本人のおもてなしの心、気配り、思いやりや

こまやかさといった数値化できない感性の部分を磨くことが大切だと

思っています。

これは丸和繊維で作ったものだから価値あるものだね、ってわかっ

てもらえ、応援してもらえるものづくりを続ける会社にしていきたい

と考えています。

丸和繊維⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 深澤隆夫⽒

すみだプロダクト〈⾐料品・縫製・繊維製品製造業〉 ⾐料
縫製

すみだプロダクト

「動体裁断」のシャツ

江⼾⼩紋染／㈲⼤松染⼯場

御誂え⾜袋／向島めうがや

IKIJI（イキジ）
／精巧㈱・㈱テルタデザインラボ

新感覚ルームシューズ「merippa」
／中橋莫⼤⼩㈱

スイムキャップ／フットマーク㈱

動体裁断とは人間の皮膚を解剖、解析して開発
した被服設計。腕を上げても引き攣れず、裾が上
がらないシャツを中澤愈先生と共同開発しまし
た。その型紙を用いて丸和繊維工業では2010年3
月に自社ブランド「INDUSTYLE TOKYO」を販売
開始しました。



プラスチック製品製造

コスト、時間、手間をかけてこその工芸品。
「現代工芸」を未来に残したい。

吉田テクノワークス株式会社

墨田区は古くからの伝統工芸の町。そう考えたときに、私はプラス

チックで、金型と射出成形機を使って現代工芸を作っていきたい。そ

ういう考えは、日本の製造メーカーが生き残っていくために必要なの

ではないか。大企業が出来ないことをやっていく、それが私の考える

現代工芸。例えば、５０年先に、あっ、これは吉田テクノワークスの

インモールド成形技術じゃないか、と驚かれるみたいな。

大量生産・ものづくりのメーカーで、徹底的にコストを削減するっ

ていう考え方を持っている限り、工芸品にはなりえないと考えてい

る。インモールド成形はコストも時間も手間もかかる。こんなの商品

になりえないって普通は考える。でも、そういう考え方を持っている

人達には到底たどりつけないような異次元の世界、それが現代の工芸

品になりえるんじゃないかな。これには手わざ＝技術が必要で、そう

いう部分の価値、手間がわかってもらえたら。

当社にしかない技術をよそに提供するのはいやだし、国内大手メー

カーが自分たちでものをつくらなくなり、海外生産に切り替えてコス

ト競争にエントリーしていったとしても、やっぱり自分たちはいつま

でも自分たちの手でものづくりをしていたい。現代工芸を目指してい

る意味っていうのもそこにあって、自分たちでものづくりをしていな

ければそれは現代工芸、伝統工芸とは呼べないと思う。

吉⽥テクノワークス株式会社 代表取締役社⻑ 吉⽥重雄⽒

吉田テクノワークスは、インモールドの独自技

術を持ったプラスチック成形加工メーカー。1973年

にこの技術を世界で初めて実現したパイオニア

で、携帯電話やスマートフォンの液晶保護パネル

とボディのインモールド成形では、国内トップク

ラスの実績をあげています。

すみだプロダクト〈プラスチック・ゴム製品製造業〉 プラ
ゴム

13

ダブルインモールド ガラスインサートインモールド

すみだプロダクト

商品撮影キット「フォトラ」／㈲⼤⾥化⼯ プラスチック各種成形／墨⽥加⼯㈱

ゴム機能部品／⾦星ゴム⼯業㈱ 極⼩ゴムローラー／東商ゴム⼯業㈱ゴム・樹脂＋静電植⽑加⼯／㈱モリセイ
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なめし⾰製造

次の世代に引き渡すために、
やらないといけないことがある。

山口産業株式会社

当社は1994年、天然由来の植物タンニンを使って環境に配慮した

「ラセッテーなめし製法」を独自に開発しました。これは環境負荷を

低減する日本エコレザー基準（JES）の認定第１号です。また、2008年

からは、革と環境との共存を目指し、田畑を荒らす獣害被害の対策と

して、獲ったシカやイノシシの獣皮をなめし革にし、有効な資源にし

て産地へ還すことで地域活性に繋げる「MATAGIプロジェクト」も始

めました。

さらに、獣革などの皮革産地と靴やバッグなどを作るメーカー、デ

ザイナー、工房そして小売りを結びつけ、自由に企画やブランド、新

商品などを開発できるように「レザーサーカス」というビジネスネッ

トワークも立ち上げました。これは今までの業界の枠を超えたコラボ

レーションで、新しい革製品や革のビジネスを探る場にもなっていま

す。当社の革を使っているお客様が活躍できる場を供給するのみなら

ず、産地の人が直接メーカーなどに売ることができます。これによ

り、皮革業界を活性化できると考えています。

今は月に１度は必ず自社見学会をやっています。このことで、見学

に来られた方との交流が生まれ、知らないうちに販路開拓につながる

ことがあります。また、年２回の「東京レザーフェア」は工場を止め

てでも必ず出展します。私たちのような中小企業は自社製品を拡げる

ために、そこまでやらないといけないと思っています。

うちの技術を使ってもらえば、水はきれいだし、製品だけではなく

働く人も安全。技術を通じて、人と自然と環境を守っていきたい。そ

こがうちの存在意義だと思っています。

⼯場⾒学会 MATAGIプロジェクト

皮革製造技術“ラセッテーなめし”により、日
本エコレザー基準に適合した本革を国内製造して
います。地元小学生や百貨店バイヤーなど年間数
千名に工場見学会を開催しています。木製の回転
樽を使用し、その日の天気や気温、湿度と相談し
ながらの作業は、東京・墨田で代々受け継ぐ職人
作業です。

すみだプロダクト〈なめし⾰・⾰製品製造業〉 ⽪⾰

⼭⼝産業株式会社 代表取締役 ⼭⼝明宏⽒

すみだプロダクト

墨⽥産豚⾰トートバッグ／
㈲丸ヨ⽚野製作所

⾰素材のキーホルダー／㈱駒屋

鞄の製造・修理／㈱⼤関鞄⼯房

オリジナル⾰素材／福島化学⼯業㈱



硝⼦製品製造

デザインだけでなく、品質や機能も
優れたものを作らないといけない。

岩澤硝子株式会社

自社の技術や製品は、東京都の「伝統工芸品『江戸硝子』」、国の

「伝統工芸品『江戸硝子』」として認定されているので、その価値に

見合う商品として世の中に送り出しています。当社で作る以上は、責

任を持ってより良い品質のもの、より良いデザインのもの、機能的に

支持されるもの、そういうものづくりをしていこうといつも考えてい

ます。消費者の声を聞きながら前に進むこと、それと同じように、今

ある技術をしっかり維持していくこともまた町工場の良さであると思

います。

２０数年前から墨田区内で開催されている「すみだガラス市」には

開始当初から出店していますが、そこはお客様と直接触れ合う最良の

機会。お客様がどんなものを求めているかを常に聞いており、その時

代のニーズに合ったものづくりを心掛けています。

従来の販路だけではなく、インターネットでの販売やすみだガラス

市など一般の方と交わって販売するようなこともやっていかないとい

けませんが、消費者に近くなればなるほど要求も高度になってきま

す。お客様の中にはとても細かいところまで見てくれていて、指摘し

てくれる方もいらっしゃいます。だから、例えば、直せるところは

バーナーを当てて直したり、今までは気にしていなかった部分にも細

心の注意を払うなど、お客様のために改善の日々です。

江⼾前すり⼝醤油注ぎ ガラス製造現場

2010年にすみだ地域ブランド「すみだモダン」

（→ p.17）に認定された「江戸前すり口醤油注

ぎ」は液だれしない醤油注ぎとして百貨店や大手

量販店などを中心に全国で販売されています。東

京都伝統工芸品「江戸硝子」の窯元で、東京都伝

統工芸士が２名在籍しています。

すみだプロダクト〈硝⼦製品・⽊製品製造業〉 硝⼦
⽊

岩澤硝⼦株式会社 代表取締役 岩澤康⾏⽒

15

合理的な設置、無駄のない収納が可能な特注家具／㈱間中⽊⼯所

すみだプロダクト

⾃動成形技術による医療品／不⼆硝⼦㈱

職⼈技による江⼾切⼦
／㈲ヒロタグラスクラフト

職⼈技による多⾓形箸
／㈲⼤⿊屋
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⽯けん製造

モノづくりの現場を開くことで、
固有の価値が生まれる。

松山油脂株式会社

当社がB to BからB to Cに軸足を移したのは1995年。海外との競争が

激しくなった頃で、下請け製造のままでは立ち行かなくなる、という

危機感があったからです。そこで、自分たちで価格を決められる企業

に変革しようと自社ブランドを立ち上げて、製造販売を始めました。

B to C、最終消費財のメーカーにおいて、製品開発の起点はお客様の視

点。それも、顕在化している思いを集めてつくるのではなく、潜在的

に期待されているものをつくっていくことが重要です。お客様の気持

ちを想像し、求められているものをあらゆる角度から考え抜く。考え

た結果を社内の技術と結び付けて、まずはつくってみる。そのために

は、工場や会社を開かれたものにする必要があると思います。モノづ

くりの現場に色々な風が吹き込むように環境を整備し、お客様の声が

聴ける機会を増やすと、それをきっかけに驚くようなアイディアが生

まれ、固有の価値をもつ製品をつくることができます。一番よくない

のは、職人や高い技術、こだわりがあるから売れるはずだ、という自

己満足で、モノづくりの現場を閉ざしてしまうことではないかと思い

ます。

そのうえで、製品のよさ、安全性と環境性を揺らぐことなく守りな

がら、お客様にとって有用な製品であることは、しっかりと伝えなけ

ればなりません。いくらよいモノをつくっても、伝わらなければ選ん

でいただけないし、手に取ってもいただけません。１００点のモノを

つくっても、伝えることが５０点だと、その製品は５０点になってし

まうのです。B to Cにおいては、つくることと伝えることを両立できて

初めて、お客様に評価していただけるのだと感じています。

松⼭油脂株式会社 代表取締役社⻑ 松⼭剛⼰⽒

すみだプロダクト〈⽇⽤品〉 ⽇⽤品

無添加せっけんＭマークシリーズ せっけん製造現場

すみだプロダクト

消しくずが散らずにまとまる消しゴム／㈱ヒノデワシ

アルコールフリーの消毒スプレー／
㈱ユリカ

静電気除去ブラシ／
宇野刷⽑ブラシ製作所

機能＋デザインの落とし蓋／
㈱マーナ

⽣搾り製法による椿油／㈱⿊ばら本舗

1995年に発売した初めての自社ブランド、Ｍ
マークシリーズ。当時珍しかった「無添加せっけ
ん」も、消費者の潜在的な期待と自社の技術を結
び付けたことから生まれ、ヒット製品に。近年は
無添加だけにとらわれず、精油やエキスといった
植物の有用成分を活用。お客様が求めるものに常
に想像力を働かせた製品開発を続けている。



「すみだモダン」認証事業
「あたらしくある。なつか

しくある。」をコンセプト
に、すみだを代表する地域ブ
ランド商品として、優れた特
徴やそこに込められた想い、
こだわり等を幅広くＰＲし、
すみだの知名度向上とイメー
ジアップを図ります。商品部
門、飲食店メニュー部門の２
部門で認証しています。

墨⽥区の産業振興施策

17

ものづくりフェア

すみだが誇るものづくりに

ついて、次代を担う子どもた

ちに興味を持ってもらうため

のフェアです。毎回、区内企

業の方々による工作などの体

験型プログラムが盛りだくさ

んで、多くの子どもたちが来

場します。

墨田区は、江戸時代から、産業のまち、ものづくりのまちとして発展してきました。昭和５４

（１９７９）年には全国初となる「墨田区中小企業振興基本条例」を制定し、区内産業の活性化

を図ってきました。そして現在、日本のものづくりに「新しい『コト』を興す」ため、区内企業

の皆さまとともにさまざまな産業振興事業を行っています。

進 化 継 承 優れた部分を「進化」させ、次代に「継承」する。

アウト・オブ・キッザニア in すみだ／
現場で職人の話を聞きなが

ら、職人の方と同じ道具・機

械を使って作品を作る「アウ

ト・オブ・キッザニア」や、

芝浦工業大学との共同事業

で、実際にロボットの組立て

やロボットに関する講義や競

技会を行う「子ども科学教

室」等、子どもたちのものづ

くりへの夢を育んでいます。

⼦ども科学教室

共同研究等マッチング⽀援事業
大学とのマッチングを支援

し、区内企業の活性化を図っ

ています。また、産学連携に

よる製品などの高付加価値化

に関する企業ニーズの掘り起

こし・支援等も行っています。

当事業を活用し、㈱三代川製作所と早
稲田大学とが共同開発した電話用電線
の電柱固定用具は、NTT東日本から表
彰を受け、全国で使われています。

高い技術力を持った区内の

ものづくり企業と、日本を代

表するクリエイターのコラボ

レーションにより、自社商品

の開発を行っています。この

事業から、ヨーロッパやアジ

ア等の世界市場に飛び出した

商品が数多く誕生しています。

ものづくりコラボレーション

事業承継⽀援事業

“ものづくり資産”の譲渡を

希望する事業者と譲受けを希

望する事業者双方の状況を的

確に把握し、それぞれのニー

ズに沿ってマッチングを図る

ことで、区内でのスムーズな

事業承継を支援しています。

すみだプロダクト
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発 掘 創 出 眠っている資源を「発掘」し、魅力として「創出」する。

MMD／電気⾃動⾞HOKUSAIの開発

機械要素・加工技術を一堂

に集めた日本最大規模の専門

展示会「機械要素技術展」に

墨田区ブースを出展し、大

手・中堅企業などへの区内企

業の販路開拓を支援していま

す。

「機械要素技術展」への出展

フロンティアすみだ塾
地域産業の次代を担う若手

人材の育成を目指す、私塾形

式のビジネススクールです。

講義や・討議、企業視察、合

宿の実施などを通じて、全人

格的付き合いにより、直面す

る様々な課題を自ら考え、克

服する力を鍛錬・養成しま

す。

ゼロから始める起業ゼミ フォーラム・イン・すみだ
現役の経営コンサルタント、

弁護士、税理士などの士業を講

師に招き、ビジネスアイデアの

探し方からビジネスプランの作

成まで、起業・創業に必要な要

素を「ゼロから」学ぶことがで

きます。

地域密着型のビジネス交流

会です。区内の異業種交流グ

ループと区との共催で、毎年

テーマを決め、それに沿った

講演やシンポジウム、参加者

同士の親睦を図る交流会など

を行い、ビジネスの輪を広げ

ます。

新ものづくり創出拠点整備事業
区内事業者や区民等と連携

しながら新しい製品、技術、

サービスやものづくりのコ

ミュニティを創出する「新も

のづくり創出拠点」を整備し

ています。すでにここから、

将来の産業を変える、さまざ

まなビジネスや人材の芽が誕

生しています。

交 流 誘 発 技術とアイデアの「交流」を促し、時代を担う人材を「誘発」する。

ポスター製作プロジェクト
千葉工業大学デザイン科学

科の学生が区内企業を訪問

し、各企業の事業を深く理解

した上で、社や製品のＰＲに

つながるポスターを作成しま

す。制作後は、訪問企業と学

生とがポスターについて議論

したり、展示会によりＰＲし

ます。実際に事業に活用され

る企業もいらっしゃいます。

区内企業の技術力を結集させ、
早稲田大学との共同でマルチマ
イクロ発電機（MMD）、電気自
動車 （HOKUSAI）を開発しま
した。現在、すみだのものづくり
力のシンボルとして、さまざまな
ＰＲ活動や区内の公園などで活躍
しています。

電気自動車
「HOKUSAI」

マルチマイクロ
発電機（MMD)

「小さな博物館（Museum）」

「マイスター（Meister）」「工

房ショップ（Manufacturing Sho

p）」の３つを有機的につなぎ

合わせ、すみだの産業や産品の

魅力を伝え、ものづくりの素晴

らしさや大切さをアピールして

います。

すみだ３Ｍ運動

すみだプロダクト



墨⽥産業年譜

1700～
（江⼾時代）

⽔運に恵まれた⽴地で、
⼤消費地・江⼾を⽀えた
地場産業
隅田川とその支流を巡る川底の土が瓦

の素材に適していたため、大量に生産さ

れ、発達した大小河川によって四方に運

搬されました。また、小梅の新銭座では

元文元（1736）年に寛永通貨の銅銭を製

造していました。

江戸時代の本所は武家屋敷と町人の町、そして向島は豊かな水に恵まれた田園地帯が続く江戸の近郊農村でした。一方、墨

田地域ではその頃からすでに瓦・鋳鉄加工・材木商などの地場産業が発達していました。しかし明治維新と共に、我が国に

興った産業革命の嵐はこの地域を一変させていきました。東京という大消費地を控え、水運に恵まれ、労働力も容易に確保で

きたこともあり、墨田地域は日本の工業地帯のさきがけとなったのです。そして、この狭い区域内では、ほぼ全産業にわたり

中小企業が集中し、その槌音を響かせていったのです。

更に近年の産業構造の変化は、公害、労働力不足、用地狭小、都市化、大企業の区外転出などの問題を生み、区内企業に対

する体質改善、業態改革を求めるようになっています。

歴 史

本所地区の地場産業
・ ⾦物⼩細⼯物師（表町） ・ 碁盤師碁⽯摺⽴師（堅川通り相⽣町）
・ 釣道具師（元町） ・ ⾜袋股引所（⼆つ⽬相⽣町・⼩梅辺り）
・ ロウソク問屋（三⽬緑町・堅川通り ） ・ 鋳物⼯業 本所鍋、本所釜
・ 羅宇⽵問屋（堅川通り相⽣町） ・ 刷⽑細⼯師

19

1870～
この地域では、明治に入ってすぐ、近代産業が

発展していきました。本所地区においては武士の

没落による人的資源の余剰により早く工業の導入

が促進されました。一方、向島地区の工業発展の

道程を辿ってみると、ひとつは農家自体における

家内工業から発達してきた面と、地主達の大工業

導入運動による土地提供の結果、さらに輸送路に

着眼して大工場が進出した面の両方を見ることが

できます。

（明治時代）

明治以降、⽇本の近代産業発祥の地として発展

すみだプロダクト



1920～

1923（大正12）年9月1日の大震災により、本所区の95％、5人

以上の工場804か所が焼失してしまいました。その後多くの大

工場が郊外へ移転しましたが、昭和に入ると本所区はメリヤ

ス、紙製品、裁縫、玩具を中心に、中小企業の集積地となって

いきました。

また、震災復興工事によって基盤整備も進み、鉄道や道路が

都心と直結することで農地はさらに工業地帯に変貌し、工員や

関連業者らも集まって住宅地帯が形成されていきました。

（⼤正〜昭和初期）

関東⼤震災で本所地区は⼤打撃
⼋⾓尾⻑掛時計
（精⼯舎）

我が国の産業⾰命を⽀える産業が発達

• ⽪⾰産業の先覚者、⻄村勝三・弾直樹らが築地⼊船町
より本所須崎町に移り、操業（明治初期）

• ⻄村勝三らがメリヤス⼯場を深川から本所須崎町に移し
軍⽤靴下を製造。これにより本所地区に染⾊・裁縫などの
メリヤス⼯業が根づく（明治9年）

• 清⽔誠が洋傘製造会社を本所⻑岡町に設⽴
• （明治13年）
• 古河熔銅所、本所柳原に創業（明治17年）
• 古⾕秀三、本所中之郷平町にゴム製造所を設⽴
（明治19年）

• 鐘淵紡績、隅⽥村に創⽴（明治20年）
• 我が国初のセルロイド製玩具⼯場を曳⾈通り中之郷に設
⽴（明治22年）

創業当時の練紡機

関東⼤震災（吾妻橋の惨状）

⽟の肌⽯鹸（T2 芳誠舎）

我が国初の押出
管⼊練⻭磨

（M44 ⼩林富次郎商店）

⼤正末の花王⽯鹸吾嬬町⼯場
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1940～
（昭和戦前

・終戦） 1937（昭和12）年頃より、工場は漸次軍需工場

化していきました。1945（昭和20）年3月10日の東

京大空襲では、本所区の96％、向島区の57％が焼

失、そして敗戦を迎えました。1950（昭和25）年

に勃発した朝鮮戦争は、日本に朝鮮動乱特需景気

をもたらしました。これによって、いわゆる

「糸へん（繊維関連産業を指す）」ブームが起こ

り、繊維産業をはじめ、金属や機械などの生産を

活発にしました。

軍需・兵器⽣産のみに傾斜した⽣産体制
そして、敗戦、戦後へ

資⽣堂⽯鹸（S7）

両斜⾯消しゴム
（ヒノデワシ）

⼤⽇本ビール

すみだプロダクト



1960～
（⾼度成⻑期）

戦後の⾼度経済成⻑期に区内産業は⼤きく発展。
区内⼯場は1970（昭和45）年、9,703事業所とピークに

高度経済成長期に入り、都市化が進展しました。1960年

代に入っても区内にはどんどんと工場が増え続け、1970

（昭和45）年には9,703事業所とピークを迎えました。し

かし、用地狭小、公害、労働力不足、交通事情の悪化など

様々な問題が生まれ、1970年代中頃には、さらに多くの大

工場が工場拡張等のため、区外へ移転していきました。

区内企業の減少を受け、墨田区は早い時期から区内製造

業に対する支援を区政の重要な柱と位置づけ、中小企業の

実態を調査するべく、1977～1978（昭和52～53）年の２年

間で中小製造業基本実態調査を実施し、翌1979（昭和54）

年には全国初となる中小企業振興基本条例を制定しました。

玩具にもプラスチックが使われ始める
（須⽥⾦属製作所）

軟式野球ボール
（⻑瀬ゴム）

国産初のデスクトップ型
コンピュータ

（S45 精⼯舎）

朝⽇⻨酒吾妻橋⼯場（S42）

21

⼤⼯場の区外移転

• 鐘淵紡績東京⼯場閉鎖（昭和37年）
• 鐘紡、化粧品⼯場として再開（昭和38年）
• 合同酒精本所⼯場を閉鎖（昭和38年）
• 輸出玩具⼯場団地協同組合を栃⽊県壬⽣町
に建設、墨⽥区の玩具業界からも10数社移
転（昭和39年）

• ライオン油脂、本社を江⼾川区平井より横網に
移転（昭和40年）

• 朝⽇⻨酒業平橋分⼯場閉鎖（昭和41年）
• 久保⽥鉄⼯隅⽥川⼯場、⽣産を中⽌し船橋
⼯場に吸収（昭和42年）

• ライオン⻭磨⽣産設備を⼩⽥原⼯場へ移転、
東京⼯場閉鎖（昭和43年）

• 鐘紡閉鎖（昭和44年）

1980～
（バブル期）

産業構造変化、グローバル化への対応
1981（昭和56）年に、区内企業人、専門家、区職員からなる墨田

区産業振興会議が設置され、区の主要な産業施策がこの会議での

議論から生まれていくこととなります。ここから、1983（昭和58）

年にはすみだ産業会館、1986（昭和61）年にはすみだ中小企業セン

ターがオープンし、墨田区の産業施策が注目を集めます。1985（昭

和60）年にスタートした「すみだ３Ｍ運動」の一環として、1987

（昭和62）年には「小さな博物館」が開設されました。

すみだ中⼩企業センター開設
（昭和61年）

1990～ バブル崩壊と区内産業の停滞
80年代後半からのバブル経済で地価や人件費が高騰し、区内工場の減少が続

きます。区では、すみだの産業集積の維持・発展を目的に、1992（平成4）年に

八広に工場アパートを設置するほか、既存工場の建替え支援、新規創業支援な

ど産業立地支援に乗り出しました。しかし、バブル経済が破綻し、株価や地価

の暴落、消費の低迷、さらには、証券会社や銀行の破たんなど、「失われた

１０年」と言われる長期不況が起こりました。これにより、墨田区の中小企業

も大きな打撃を受けました。

（失われた１０年）

すみだマイスター
（すみだ３M運動）

すみだプロダクト



2000～
（区内産業の
新たな転換期）

2000（平成12）年、両国に国際ファッションセンター㈱が完成し、新

しい産業支援も開始しましたが、 1997（平成9）年には㈱精工舎が閉鎖

するなど、事業所の数は減少を続けます。一方で、その跡地に2006（平

成18）年、複合型商業施設「オリナス」が開業し、錦糸町駅北口再開発

を含め区内にサービス業が増え、産業構造の高度化が進展します。

墨田区では、後継者不足を最大の課題とし、2004（平成16）年から

「フロンティアすみだ塾」を開設するほか、2002（平成14）年には、早

稲田大学と包括協定を締結し産学官連携事業を開始、2006（平成18）年

に現・東京スカイツリー®の建設地が押上・業平橋駅周辺に決定したこと

を機に、墨田区では産業と観光の融合が推進されていきます。2009（平

成21）年には、すみだの優れた技術・商品・サービスを国内外に提供・

発信する「すみだ地域ブランド戦略」が開始され、すみだ３Ｍ運動と共

に観光との連動が図られます。

新しい産業⽀援のカタチへ

国際ファッションセンター㈱

22すみだプロダクト

新しいものづくりの時代へ
• ⽶国第4位の規模を持つ証券会社・投資銀⾏
であるリーマン・ブラザーズが倒産（リーマンショッ
ク）（平成20年）

• 東⽇本⼤震災（平成23年）
• メイカームーブメントにより、ものづくりが⾝近なも
のに

• 消費税が8%に（平成26年）
• IoT（モノのインターネット）⾰命 ・・・・・・

2010～ 中⼩企業のまち すみだから世界へ
2012（平成24）年5月に「東京スカイツリー® 」が開業すると、世界中から観光地としても注目を

集め、2015（平成27）年には区内人口が26万人を突破しました。2013（平成25）年3月に策定した墨

田区産業振興マスタープランでは、産業構造の高度化を踏まえ、産業と観光の融合、メイカームー

ブメントへの対応、新分野への進出などを打ち出しました。2015（平成27）年には、すみだ地域ブ

ランド戦略がグッドデザイン賞を受賞し、2016（平成28）年には、ワールドデザインキャピタル

台湾に出展するなど、すみだのものづくりの市場は新たに拡大しています。

このように、今、すみだから世界へとはばたき、高い評価を受けている製品が続々と誕生し、す

みだのまち、ものづくりが再び活気を取り戻しています。

（市場の拡⼤へ）

【参考資料】
「はばたき（墨⽥産業年譜）」墨⽥区
「⽬で⾒る墨⽥区の100年」郷⼟出版社

そして、未来へ・・・

東京スカイツリー

複合型商業施設 オリナス
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掲載企業（50⾳順）
(株)東電⼯舎／(株)伊藤バインダリー／岩澤硝⼦(株)／宇野刷⽑ブラシ製作所／
(株)エーエス／(株)ＡＩＬＥ／オリオン⼯業(株)／(株)エス・アール・エス・スガヤ／
(有)⼤⾥化⼯／(株)⼤関鞄⼯房／(株)⼩倉メリヤス製造所／⾦星ゴム⼯業(株)／
(株)⿊ばら本舗／(株)駒屋／(有)さいとう⼯房／(株)サンコー／(株)塩⼊製作所／
杉藤(株)／墨⽥加⼯(株)／精巧(株)／(有)⼤⿊屋／(株)⼤勝／(有)⼤松染⼯場／
(株)テルタデザインラボ／東商ゴム⼯業(株)／(株)東北紙業社／(有)豊岡製作所／
(有)仲⽥製作所／中橋莫⼤⼩(株)／(株)ＮＡＣＡＭＵＲＡ／バキュームモールド⼯業(株)／
(株)浜野製作所／ヒノデワシ(株)／(有)ヒロタグラスクラフト／福島化学⼯業(株)／
不⼆硝⼦(株)／(株)古河／牧野精⼯(株)／(株)マーナ／松⼭油脂(株)／(株)間中⽊⼯所／
(有)丸ヨ⽚野製鞄所／丸和繊維⼯業(株)／(株)三代川製作所／向島めうがや／
(有)森川製作所／(株)モリセイ／⼭⼝産業(株)／(株)優⼯社／(株)ユリカ／
(株)ヨシズミプレス／吉⽥テクノワークス(株)

当センターからの事前の承諾なしに、⽬的の如何を問わず、複製、改変、配布等の⼀切の利⽤を禁⽌します。

参考資料 「はばたき（墨⽥産業年譜）」墨⽥区、「⽬で⾒る墨⽥区の100年」郷⼟出版社


