


ごあいさつ

　八潮市には、多種多様な業種が集積しており、

特に製造業を営む事業所が多いことで知られてい

ます。

　八潮市内の製造業を営む事業所は、1430事業

所あり、その数は、埼玉県内では第3位、全国でも

第54位と、国内有数の工業都市として成長を続け

てきました。

　この「八潮こだわりのモノづくり企業50社」は、

平成27年度に八潮市製造業実態調査を実施した

際に、自社ブランド製品をお持ちの事業所や自社の

誇る技術・技能者が従事する事業所を把握し、こ

れら事業所を市内外に広くPRすることを目的に、事業所の協力を得て掲載いたしました。

　この他にも、大変優れた技術を保有している事業所がございますが、取引先との関係

による制約がある場合や、特殊技術を保有しており情報公開が困難とされる多くの事業所

につきましては、残念ながら掲載することができませんでした。

　八潮市内では、世界水準の高品質な製品も多数製造され、また、「匠」の域に達す

る優れた技術や技能をお持ちの方も数多くおり、各分野でご活躍されています。

　「ものづくりのまち　八潮」で製造された「Made in YASHIO（メイド・イン・八潮）」

の製品は、皆様のビジネスや生活におきまして、きっとお役に立てるものであると自信を持っ

ております。

　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方は、是非、八潮市内の事業

所との取り引きをご検討いただきたく、心よりお願い申し上げます。

　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、厚くお礼を

申し上げます。

平成30年12月
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中身を保護や広告宣伝にお役に立つシュリンク包装材

得意とする技術分野や設備

・ お客様の容器に合わせたシュ
リンク包装材の形状を設計

・ シュリンク包装材を短納期に
納品する生産能力

・ 製袋機：3台
・ ドリル：1台

多様な形状の容器に合わせて最適なシュリンク包装材をご提供します

有限会社池
いけ

田
だ

加
か

工
こう

所
しょ

シュリンク包装材は、食品や薬品などを入れる容器を

保護するだけでなくコンビニやスーパーの棚に並べた

時に手に取ってもらう広告の役目もあります。当社は、

約30年以上に渡って包装材の製造を手掛け、包装材

の豊富なノウハウを持っています。シュリンク包装で

お困りの際は是非ご連絡ください。

各種シュリンク包装材の見本 自動製袋機（変形シール用）
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企業概要

代表者  池田博雄

資本金  300万円

電話番号  048-996-4211

FAX  048-998-4234

事業内容  各種包装材料用品製造業
  〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚279番地5

従業員  3人

本社所在地



株式会社イワコー商品例

得意とする技術分野や設備

・ 立体消しゴム
・ プラクリップ
・ 小型鉛筆削り
・ 定規
・ 射出成形機：11台
・ 生産能力：20万個／日

文房具の枠を飛び越えて、子どもから大人まで笑顔と

感動を呼び込む「おもしろ消しゴム」は、400種類以上

のラインナップと高い技術で国内海外から高く評価さ

れています。企画～出荷まで当社による安心商品で、

毎週土曜と、団体の場合平日も行う工場見学は大盛

況です。国土交通省観光庁主催の魅力ある日本のお

みやげコンテスト「日本の匠の技を集結～日本のアー

ト消しゴム」金賞・銅賞受賞。

「おもしろ消しゴム」は当社の商標です

株式会社イワコー
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企業概要

代表者  岩沢 努

資本金  2,000万円

電話番号  048-995-4099

メールアドレス  info@iwako.com

ホームページ  http://www.iwako.com

  プラスティック文具の製造・
販売

  〒340-0822
埼玉県八潮市大字大瀬184番地1

従業員   社員50人

事業内容

本社所在地

「スイーツ」 　
頑張った子供へのご褒美に

「回転寿司」　
日本のアート消しゴムです



細部へのこだわりが違
う金型（口金）技術

配合によってゴムの機能が決まる 押出成形を中心としたものづくり

株式会社右川ゴム製造所の製品例と設備

得意とする技術分野や設備

・ 高復元ゴムスポンジ　
・ 低硬度ソリッドゴム　
・ 超発砲ゴムスポンジ　
・ ソリッド被膜スポンジ　
・ 耐オゾン性スポンジ　
・ 導電性・半導電性ゴム
・ 難燃性ゴム配合設計

一般的な量産対応にとどまらず、ゴムの配合設計、

機能素材開発、口金設計、試作対応などお客様のご

要望の全てに対応したサービスをご提供しております。

押出成形を中心に社内工場と製造ネットワークによって、

あらゆるニーズにお応えし、様々な業種のお客様のお

役に立っております。100年以上蓄積された熟練の技

術とノウハウを御社の課題解決にぜひご利用ください。

（平成18年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

ゴムでお困りのことありませんか？

株式会社右
う

川
かわ

ゴム製
せい

造
ぞう

所
しょ
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企業概要

代表者  右川誠治

資本金  2,000万円

電話番号  048-995-7481

メールアドレス  info@ukawa-rubber.co.jp

ホームページ  http://www.ukawa-rubber.co.jp/

事業内容   ゴム製品製造・販売・雑貨事業
  〒340-0834

埼玉県八潮市大字大曽根
290番地

従業員   社員37人

本社所在地



三恵工業株式会社の低圧用電気絶縁手袋

得意とする技術分野や設備

低圧用電気絶縁手袋の開発・製造
低圧用電気絶縁手袋を材料か
ら製造する設備一式
・ 浸漬装置
・ 回転乾燥装置
・ 耐電圧試験装置
・ 物性試験装置
生産能力：4000双／月

電力・電気工事業界向けの丈夫で長持ちポリウレタ

ン製・二重構造タイプ　〈PWシリーズ〉

ハイブリッド車・電気自動車の製造・整備業務や、

計測業務、電機機器のメンテナンス業務向けの耐油性・

耐電解液性タイプ　〈IGシリーズ〉

新発想で更に細かな指先の作業に適したインナータ

イプ　〈INシリーズ〉

これらの各種用途に適した低圧用電気絶縁手袋を素

材開発から製品まで一貫してひとつひとつ丁寧に作っ

ています。

低圧用電気絶縁手袋の専門メーカーです

三
さん

恵
けい

工
こう

業
ぎょう

株式会社

当社製品（厚労省型式検定合格品）　
INシリーズ　電気絶縁インナー型手袋（左）
IGシリーズ　ハイブリッド型電気絶縁手袋（右）

手袋製造装置（平成27年6月に『ものづくり補助
事業』として改修した絶縁手袋製造装置の一部）
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企業概要

代表者  代表取締役　中村貞之

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-5225

メールアドレス  mail@3k-glove.com

ホームページ  http://www.3k-glove.com

  低圧用電気絶縁手袋の製造・
販売

  〒340-0813
埼玉県八潮市大字木曽根
624番地1

従業員   6人

事業内容

本社所在地



原料撹拌 スピン系テンション
ラバー

表ソフトラバー

世界標準の卓球用ラバーの製造

得意とする技術分野や設備

・ 現代卓球のニーズに合った
ラバーの開発・製造

・ トップシート、スポンジ、張
り合わせのすべてを自社開
発・製造

当社は、卓球用ラバーの開発・製造・加工までの一

貫生産メーカーです。社内一貫生産により、ゴム練

りから完成品までを手掛けることで、高レベルの品質

と、お客様の様々な要望にお応えできる製品づくりが

可能です。国内外のトップ選手に使用されており、ユー

ザーが求める品質・性能に応え、特注品の生産にも

対応しています。

お客様の要望に応える製品づくりをモットーに ！

大
だい

起
き

ゴム工
こう

業
ぎょう

株式会社
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企業概要

代表者  代表取締役　高橋成禎

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-9602

ホームページ  www.daikirubber.jp

事業内容  各種卓球ラバーの製造
  〒340-0823

埼玉県八潮市大字古新田
600番地3

従業員  45人

本社所在地



高性能設備で高品質製品を製造

得意とする技術分野や設備

・ 防振ゴム、工業用ゴム製品、ゴム成型型物、押出品、ゴム板加工、ゴムと金属の加硫
接着、シリコーン・フッ素・合成ゴム・天然ゴム、導電性プレート、絶縁ゴム製品の製造・
販売、防振ゴムの設計、バネ定数の測定、振動測定、新規パーツの試作・たち上げ

・ 真空プレス（台湾製）×16台、圧縮試験機（アメリカ製）、油圧プレス×14台、オープ
ンロール、自動生地カッター×2台、2次加硫窯×2台、ブラストマシン×1台

産業用機械は急速に進歩、増大してきましたが、そのために発生する振動公害の対策が必

要不可欠。当社の開発製品である「防振ゴム・フリックマット」は低振動・高振動や低周波・

高周波など様々な分野の振動対策に使用されております。

防振ゴムの決定版　吸盤状のゴムがあらゆる振動をキャッチ ！

株式会社フカエ

真空プレス 自社製品「フリックマット」（防振ゴム）
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企業概要

代表者  代表取締役社長　深江直人

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-3547

メールアドレス  frickmat@fukae-rubber.co.jp

ホームページ  www.fukae-rubber.co.jp

  工業用ゴム・防振ゴム製品の
製造

  〒340-0815
埼玉県八潮市八潮七丁目
35番地14

従業員  26人

事業内容

本社所在地



得意とする技術分野や設備

電解コンデンサー用ケース
・ 化粧品プッシュ
・ ネジ部・建築金物（リベット
フランジ部）

・ 埼玉環境大賞優秀賞受賞
・ エコアクション21認証
・ 150台のプレス機
・ 炭化水素使用洗浄機

キャパシタ用アルミケースの製造方法であるハトメ方

式は、防爆弁の信頼性・作業性に優れ、金型構造

のシンプル化、設備コスト低減化、短納期化、多品種・

小ロット化（通常サンプル納期は半日～2日にて対応

可能）極小径（φ3）対応を実現しております。エポキ

シ樹脂皮膜をコーティングする技術と安定的製造技術

は、キズやスジのない表面加工を実現し、業界内で

高い評価を頂いております。

お客様のご希望の試作を短納期で提供します

来
らい

ハトメ工
こう

業
ぎょう

株式会社

「電解コンデンサー
用ケース」自動車・
電化製品で使われて
いる当社主力製品

「化粧品プッシュ・
ネジ部」アルミ深絞
り加工により、段差
のある円筒形、上面
側面の穴の開いた円
筒形の加工

「150台のプレス機」
1,500万個／日の製造
能力で多品種多量対応

「炭化水素全自動洗浄
機」環境面・効率面に
優れた設備2台導入

来ハトメ工業株式会社の製品例と設備
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企業概要

代表者  代表取締役社長　来 昌伸

資本金  3,500万円

電話番号  048-995-5138

メールアドレス  yashio@rai-hatome.co.jp

ホームページ  http://www.rai-hatome.co.jp

  金属材料を使用する容器、
ケース、ガイドの製造

  〒340-0822
埼玉県八潮市大字大瀬203番地1

  役員3人、社員15人、
パート22人

事業内容

本社所在地

従業員



得意とする技術分野や設備

① 湿式粉砕機：ビーズミル、
三本ロールミルを中心とした
微粒子化装置

② 受託粉砕：数キロから数ト
ンまでナノ粒子の受託生産

③ プラスチック押出成形：引
取機、切断機、巻取り機な
ど高度なご要望に対応

〈基本方針〉

「アイメックスは、お客様とともに日々革新を続け、人

間性の尊重と、愛される商品づくりを通じて、国際社

会に貢献します。」

年々、高度化、多様化するお客様のニーズに対し、

機械装置の販売を通じて最適なソリューションを提供し、

お客様の満足度を高め、ともに発展していける環境

づくりを目指します。

ナノ領域の超微粉砕機や押出成形付帯装置で産業インフラに幅広く貢献

アイメックス株式会社

ビーズミル等のナノ粒子製造装置のパイオニア

AIMEX 超微粒子製造装置：
ALPHA MILL-10L

押出成形：引取機
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企業概要

代表者  代表取締役社長　五十嵐 康雄

資本金  4,500万円

電話番号  048-931-5691（代）

メールアドレス  info@aimex-apma.co.jp

ホームページ  http://www.aimex-apema.co.jp/

  超微粒子製造装置、湿式粉砕受
託加工、押出成形付帯装置

  〒340-0831
埼玉県八潮市大字南後谷62番地

従業員   43人

事業内容

所在地



得意とする技術分野や設備

・ 各種アンカーボルト ・  ターンバックルボルト ・  長尺六角ボルト
・ 切断ライン ・  ねじ切旋盤（ランヂス型） ・  転造盤
・ ロボット溶接機 ・  熱間ボルトライン（鍛造）など ・  ねじ＝M8～M64
・ 鋼種＝SS400、SNR鋼、異形棒鋼SD295A、345、390、490、
ステンレス鋼SUS304他各種、
構造用鋼S45C、SCM435、SWCH、SWM等

建築用ボルトの多様なニーズにお応えします

株式会社アキテック

建築用ボルトの製造において、早くからISO9001を登録し品質管理に努めております。鋼材

の適正在庫を常に維持しお客様の小ロット多品種のご要望にも短い納期でお応えいたします。

また、ストレートかつ短いP柱アンカーボルトでは施工も併せて受託することにより、従来工

法の取扱いにくいJ型等アンカーボルトの短所を改善し、工期短縮によるトータルコスト削減

を可能にいたします。

アンカーボルト製造から施工のプロ集団です

良い仕事は良い環
境からの思いで建
てられた本社ビル
には、衛生面にお
ける配慮も盛だく
さん

弊社所有の東日本
でも数台しかない
ボルトの頭打ち設
備のニーズは、現
在急上昇中です
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企業概要

代表者  秋山孝広

資本金  1,500万円

電話番号  048-995-3281

ホームページ  http://www.akitec.co.jp/

事業内容  土木・建築用ボルト製造 
  〒340-0812

埼玉県八潮市大字中馬場2番地

従業員  50人

本社所在地



旭パーカライジング株式会社塗装製品例と製造設備

当社は金属精密部品塗装の会社です。中でも、真空含浸処理、3価クロメート処理焼付塗装、

粉体塗装を得意としております。特に真空含浸処理は、高い封止効果があり、自動車部品・

油空圧機器部品・水道等配管部品などに施されています。今後も常に高品質の工業塗装

製品を提供していきたいです。お客様が必要なときに必要なだけ納入できる当社にぜひご

相談ください。

含浸処理で漏れを止めるノウハウがあります

旭
あさひ

パーカライジング株式会社

得意とする技術分野や設備

・ 封孔真空含浸処理 ・  三価クロメート（ALT-610）処理 ・  金属製品焼付塗装
・ パーカライジング処理（リン酸亜鉛、リューブライト） ・  バネ塗装
・ スクリーン（シルク）印刷（曲面印刷も可能）　　・  板金加工（シャーシ）

三価クロメート（ALT-
610）処理した金属製
品焼付塗装

スプリングでも短納期
で納入できます

封孔真空含浸処理中の
釜

封孔し真空になってき
ています

12

企業概要

代表者  代表取締役　加藤誠哉

資本金  1,000万円

電話番号  048-994-2111 

メールアドレス  asahiparker@yahoo.co.jp

ホームページ  https://asahiparker.com/

事業内容   金属製品塗装業
  〒340-0811

埼玉県八潮市大字ニ丁目
1078番地

従業員  40人

所在地



得意とする技術分野や設備

・ 各種金属・樹脂の精密切削加工を専門としています。複合CNC自動旋盤でワンチャック加工するので、公差
5/1000mm、角度0.001度の精度を達成します。

・ 主要マシン：複合・主軸移動型CNCマシン　5台
・ 各種工作機：フライス盤、ベンチレース、ボール盤など
・ 計測器：デジタルマイクロメーター、デジタルノギスなど多数
加工可能径 0.2mmφ～26mmφ　加工製品寸法長 0.1mm～300mm
試作、開発用の部品生産が多く、一点ものから数百個程度の小ロット生産が中心です。
特殊加工はもちろんのこと、業務提携先も多数ありますので量産品にも対応できます。

各種金属・樹脂の切削加工を専門としています。医療機器、OA機器、各種精密機械の部

品を高い精度で製作します。一製品につき、複数回の検査を基本としていますので、お客

様からもご信頼いただいています。精密加工、重切削加工、難材加工、サンプル加工、

少数加工、量産加工が可能です。お客様から頂いた図面を重視して忠実に製作しますが、

お客様の利益につながる材料選択や加工法などを積極的に提案させて頂きます。

（平成22年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

精密加工の道一筋に進む ！　一進製作所

有限会社一
いっ

進
しん

製
せい

作
さく

所
しょ

当社の精密加工部品例をご覧ください

ステンレス加工部品例 SK材加工部品例 アルミ加工部品例 真鍮及びテフロン加工部品例
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企業概要

代表者  石倉俊一

資本金  300万円

電話番号  048-929-2572

FAX  048-929-2573

メールアドレス  kyisshin@basil.ocn.ne.jp

ホームページ  http://www.isshinn.com

事業内容  各種精密挽物加工

本社所在地   〒340-0833　
埼玉県八潮市大字西袋677番地5

従業員  4人



得意とする技術分野や設備

手術トレーニング用品、RCカー
スポンジタイヤ、NC機械加工
3D-CAD、マシニングセンター、
NC旋盤、ワイヤー放電加工機、
3次元測定機、NCベンダー、
自社製専用機多数

腹腔鏡手術向練習器具等の開発、製造・販売

昭和59年に金属部品加工を主に創業した町工場です。

3年前に医療分野に参入。医師が個人購入できる低

価格の手術トレーニング用品を自社開発・製造し、

直営のネットショップを中心に販売しています。町工

場の小回りを活かし、スピーディーな開発・製品化で

医師のニーズに応えています。個人の医師をはじめ全

国の大学・病院等へ幅広くご導入いただいています。

（平成27年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

株式会社寿
ことぶき

技
ぎ

研
けん

手術トレーニング用品関連事業

腹腔鏡手術トレーニ
ングボックス各種

手術トレーニング
モデル各種

渋沢栄一ビジネス大賞特別賞受賞
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企業概要

代表者  代表取締役　高山成一郎

資本金  1,000万円

電話番号  048-997-1794

ホームページ  http://www.tech-kg.co.jp

  医療関連機器、ラジコンレース
用スポンジタイヤ製造、NC機
械加工他

  〒340-0835
埼玉県八潮市大字浮塚190番地2

従業員   16人

事業内容

本社所在地



得意とする技術分野や設備

NC自動旋盤にて公差をシビアにコントロールし少量多品種のものを迅速に作れます。
ステンレスの切削加工にも多くの実績あります。
・ cincomL16（4台）、G16（1台）、GL30（1台）
・ フライス盤 ・  卓上旋盤　　　・  卓上ボール盤、卓上高速ボール盤
・ 転造盤 ・  投影検査器

創業以来50年、一貫して金属の切削加工を行ってきました。特にNC自動旋盤による精密切

削加工とその2次加工を得意としています。又、ステンレス材の加工や試作対応や量産加工

までの対応についても多くの実績があります。設備としてはNC自動旋盤、フライス盤、卓上

旋盤、卓上ボール盤、卓上高速ボール盤、転造盤等を保有しています。

各分野の製品の精密部品切削加工が得意です

株式会社塩
しお

幡
はた

精
せい

機
き

株式会社塩幡精機の機械設備一例

L16NC自動旋盤 縦横兼用フライス盤
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企業概要

代表者  代表取締役　塩幡幸一

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-0632

メールアドレス  shiohata-seiki@arrow.ocn.ne.jp

事業内容  金属切削加工業
  〒340-0834　

埼玉県八潮市大字大曽根
790番地

従業員  3人

本社所在地



得意とする技術分野や設備

スチール缶・アルミ缶などの製
造が得意で、各種金型を豊富
に取り揃えております。特に七
味缶のような小型円筒形の缶
を製造できる数少ないメーカー
のひとつです。
・ プレス：4台
・ 乾電池ボディー（丸缶）製造機

金属缶のことなら角缶（高型・平型）・丸缶なんでも

お任せください。菓子等の食品用、工業用を問わず、

またオリジナル単品から量産品まで幅広く対応いたし

ます。缶のみならずガラス瓶、プラスチック容器、ほ

うろう製品も取り扱っております。ぜひお電話等でお

問い合わせください。浅草かっぱ橋道具街に店舗を

構えておりますので、現物を手にご覧になれます。

各種の菓子缶、食品容器等の製造販売

高
たか

村
むら

製
せい

罐
かん

株式会社八
や

潮
しお

工
こう

場
じょう

缶の製造販売で創業70年の老舗です。本社店舗で各種容器を手に取ってご相談に応じることができます。

浅草かっぱ橋道具街の店舗
です

ガラス製やプラスチック製の
食品容器、化粧品・アロマ容
器も扱っております

美しく、機能的なキッチン容器
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企業概要

代表者  代表取締役社長　高村雅夫

資本金  1,000万円

電話番号  八潮工場　048-996-9743

FAX  八潮工場　048-997-7853

メールアドレス  sales@takamura-can.or.jp

ホームページ  http://takamura-can.co.jp/　

  菓子缶・七味缶など各種金属缶
の製造販売、ガラス瓶・プラスチッ
ク容器・ブリキ玩具等の販売

  〒340-0813
埼玉県八潮市大字木曽根
666番地1

従業員   10人（正社員6人、パート4人）

事業内容

所在地



得意とする技術分野や設備

・ 様々な建物、避難用途に合
わせた「避難器具」の生産、
施工、販売

・ 室内外用階段、廊下手すり
の生産、施工、販売

・ LED照明付階段滑り止め、
LED照明付手すりの生産、施
工、販売

・ 自社開発の自動カシメ機

私たちナカ工業は「顧客のニーズを満たし、人と環境

にやさしい品質本位のものづくりに努める」を経営理

念に事業活動を進めております。昭和7年の創業以来、

創意工夫とパイオニア精神によって品質重視の製品

開発に努め、国内外の建築物に大きく貢献してまいり

ました。これからも時代のニーズを敏感にキャッチし、

社会の要請にマッチした“やさしい”製品を提供してま

いります。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます

ナカ工
こう

業
ぎょう

株式会社東
とう

京
きょう

工
こう

場
じょう

屋外手すり施工例溶接ロボット

高品質で安心・安全な製品づくり
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企業概要

代表者  代表取締役社長　笹嶋敏之

資本金  8億6,000万円

電話番号  048-932-0121
  ホームページ内に問い合わせ

フォームあり

ホームページ  www.naka-kogyo.co.jp

  医療福祉施設関連製品、公共施
設関連製品、オフィスビル関連
製品、住宅関連製品・避難器具、
リニューアル関連製品

  〒340-0807
埼玉県八潮市大字新町39番地

従業員   59人

メールアドレス

事業内容

所在地



洗浄装置、乾燥装置の製造・据付例

得意とする技術分野や設備

超音波洗浄装置、（塩素、臭素、
炭化水素）超音波溶着機、探傷
装置

洗浄装置、乾燥装置及びプラントの設計、製造、組

立なら当社にお任せください。長年培った技術・ノウ

ハウでオンリーワンの設備、プラントを提案可能です。

また、据付、稼働後の保守・点検もお任せください。

海外への輸出実績もあります。

洗浄装置、乾燥装置の設計、製作はお任せください

有限会社日
にっ

邦
ぽう

工
こう

機
き

縦型揺動洗浄装置 真空ベーパー洗浄装置
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企業概要

代表者  代表取締役　所 文夫

資本金  300万円

電話番号  048-995-9861

メールアドレス  nippo@aqua.ocn.ne.jp

ホームページ  www.nippo-koki.com

  各種洗浄装置、各種乾燥装置、
各種産業機械設計施工

  〒340-0835
埼玉県八潮市大字浮塚368番地6

従業員   3人

事業内容

所在地



世界的高級ブランドのアイラッシュカーラー

得意とする技術分野や設備

アイラッシュカーラーの分野で
追随を許さない圧倒的な品質
の製品づくりと生産能力。年間
200万個。国内シェアは70％。
海外シェアは20％。

世界に誇る逸品としての八潮ブランド認定品製造事

業所です。当社が製造するアイラッシュカーラーは、

平成28年度に八潮市より八潮ブランドとして認定され

ました。金型製造から完成品までの全ての工程を自

社で行っています。世界レベルの高品質を追求する

高級ブランド化粧品の企業様から受注をいただいて

おります。

アイラッシュカーラー業界No.1

株式会社沼
ぬま

澤
ざわ

製
せい

作
さく

所
しょ

使いやすさ 美しい輝き

徹底した検査・出荷体制
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企業概要

代表者  代表取締役　沼澤明夫

資本金  1,300万円

電話番号  048-995-6605

メールアドレス  numazawa.co.ltd@gmail.com

ホームページ  http://www.numazawa-ss.co.jp

  金属プレス加工、化粧用具の
製造・卸

  〒340-0831
八潮市南後谷672番地

従業員   40人

事業内容

所在地



ソーラーデジタル温度計
（－59.9～99.9℃　測定温度）

電気保温びつ（すしシャリ用、ライス用）

温度管理技術を生かした製品

得意とする技術分野や設備

電気びつ、電子保温コンテナ、
ソーラー温度計、各種温度セ
ンサーの開発、製造
検温槽

外食産業の近代化が進み、生活文化の創造と食生活

を支援するサービス産業として急発展してきました。

外食産業が根付くとともに、「食」に対する安全性・

品質を再検討しなければならない問題も発生しており

ます。当社は、安全かつ高品質な食品提供のお役に

立てるよう、長年培った温度センサー技術を生かした

食関連の製品づくりに努めております。

「食」に関する温度管理の専門メーカーです

株式会社熱
ねつ

研
けん

 八
や

潮
しお

センター
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企業概要

代表者  代表取締役　清水悟史

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-7000

メールアドレス  yashio@netsuken.jp

ホームページ  www.netsuken.jp

  厨房機器及び各種温度計の製造・
販売

  〒340-0811
埼玉県八潮市大字二丁目
1045番地5

従業員  6人

事業内容

所在地



丸吉刃物研磨工業（株）の刃物例と製造設備

得意とする技術分野

・ 紙工品刃物 研磨及び販売 ・ 金属用刃物 研磨及び販売 
・ ポリ・樹脂・フィルム用刃物 研磨及び販売 ・ 産業廃棄物用刃物 研磨及び販売
・ 食品包装機械用刃物 研磨及び販売 ・ プラスチック用刃物 研磨及び販売

丸吉刃物研磨工業（株）は刃物製造研磨専門会社として、刃物量産メーカーでは難しい短納

期あるいはオーダーメイド製品に対しても、柔軟に対応致します。特に研磨では関東一の実

績と技術をもっています。また、難材切断加工においての刃物製造研磨もご相談ください。

紙工、プラスティック、金属、粉砕の刃物に強い丸吉刃物研磨工業（株）へ是非ご相談ください。

機械刃物のパイオニア、製作と研磨ならお任せください

丸
まる

吉
よし

刃
は

物
もの

研
けん

磨
ま

工
こう

業
ぎょう

株式会社

粉砕用刃物の研磨作業風景
です

プラスティック製品の切断用
刃物です

研磨加工機の一例です
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企業概要

代表者  代表取締役　飯吉一彦　

資本金  1,000万円

電話番号  048-998-2811 

メールアドレス  info@maruyoshihamono.co.jp
  http://www.maruyoshihamono.

co.jp

  工業用の刃物製造および研磨加
工業

  〒340-0813
埼玉県八潮市大字木曽根
409番地

従業員   17人ホームページ

事業内容

埼玉工場



得意とする技術分野や設備

モーメントリミッター、ロードリ
ミッター、ホイスト用ロードリミッ
ター、和算式ロードリミッター、
ゴンドラ用ロードリミッター、
荷重計、マルソー試験機、クレー
ンにおける安全器

クレーン用ロードリミッター製品例

当社は、過負荷防止用安全器など、クレーン用安全

器の専門メーカーとして、数々の実用新案・特許製

品を開発し、製造・販売しております。クレーンメーカー

及び大手企業のクレーン機に使用されております。

クレーンの安全器は当社にお任せください

丸
まる

宗
そう

工
こう

業
ぎょう

株式会社

荷重制御盤ピン型ロードセル HLA型ロードリミッター
（イコライザーシーブ組込・吊下型）
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企業概要

代表者  代表取締役　田村文明

資本金  1,000万円

電話番号  048-997-1315

メールアドレス  info@marusoh.co.jp

ホームページ  www.marusoh.co.jp

  クレーン用安全器の開発・製造・
販売

  〒340-0808
埼玉県八潮市緑町五丁目
14番地21吉田ビル3階F号室

従業員   6人

事業内容

本社所在地



八潮製罐株式会社製品と製造設備例

得意とする技術分野や設備

・ チッソ充填缶（お茶缶）
・ のり缶
・ 丸缶
・ 寸法の小さなブリキ缶
・ フランジャー／フレンジ式形
・ ビーディングマシン
・ マルチフォーマー

昭和37年創業以来50年以上にわたりノウハウと技術

を蓄積してきました。お客様の要望に応じて、高品

質な各種の缶（お茶缶、のり缶、丸缶、紙缶など）を

短納期、リーズナブルな価格で提供して高評価を得

ています。寸法の小さな容器など他社では取り扱って

いない製品にも対応できます。是非ご相談ください。

高品質の缶製品を安定的に供給し社会に貢献

八
や

潮
しお

製
せい

罐
かん

株式会社

小さな寸法（深さ・直径40×40）のブリキ缶 中速のシーム溶接（シーリングウェルダ）製
缶設備
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金
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工
業

企業概要

代表者  代表取締役　鈴木昭章

資本金  1,500万円

電話番号  048-995-3131

メールアドレス  info@yashiocan.co.jp

ホームページ  www.yashiocan.co.jp

  お茶缶製造、その他各種缶の
製造

  〒340-1811
埼玉県八潮市大字二丁目31番地

従業員  22人

事業内容

本社所在地



　　　　　　 株式会社ワイ・エス・エム商品例

得意とする技術分野や設備

・ FFLP製造（意匠登録）
・ 導光板製造 
・ LED特注照明製造 
・ 内照式LEDサイン製造 
・ 建築金物製造

平成4年創業以来、建築金物を軸として、次世代照

明光源として期待されるLED照明器具や、新概念の

照明であるLED導光板を新事業として立ち上げ開発製

造販売に取り組んでおります。当社の開発したフレキ

シブル・フラット・ライトパネル（略称FFLP）は従来の

照明の概念を覆すフレキシブルな面発光パネルです。

小さな町工場が柔軟な発想と技術力を武器に唯一無

二の輝きを放ちます。

輝きの「フレキシブルな面発光パネル」

株式会社ワイ・エス・エム

日本最上級クルーズト
レイン「ななつ星in九
州」の特注照明です

JR KYUSHU SWEET 
TRAIN「或る列車」の
特注照明です

FFLP　当社開発のフ
レキシブルな面発光
板です

特注シャンデリア　
大型集合住宅メインエ
ントランスに取り付け
られました
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企業概要

代表者  代表取締役　八島哲也

資本金  1,000万円

電話番号  048-998-3610

メールアドレス  info@k-ysm.co.jp

ホームページ  http://k-ysm.co.jp

  LED導光板、特注照明器具、
LED照明器具

  〒340-0811
埼玉県八潮市大字二丁目
342番地1

従業員  正社員5人

事業内容

本社所在地



株式会社日幸の緊急脱出用梯子と三脚（収納時と使用時）

得意とする技術分野や設備

緊急脱出用梯子の（製造）販売
関連工場2カ所

当社の緊急脱出用梯子は、たためば1本の棒状となり、

普段は物干し竿として使えたり、別のタイプはスライド

式で短く収納出来、置き場所に困りません。当社三脚

も簡単に折りたため1本の棒状となり、携帯・運搬に

便利で、カメラマン用としてもまた、家庭の室内用とし

ても使えます。特に緊急脱出用梯子は地震による火災

や大雨による水害等が心配される昨今、家庭での必

需品です。万一の事故に備え保険も付いています。

株式会社日
にっ

幸
こう

株式会社日幸は緊急脱出用梯
はし

子
ご

を販売します

緊急脱出用梯子（右）と
三脚（左）　収納状態

緊急脱出用梯子（右）と
三脚（左）　使用状態
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電
気
機
械
器
具
製
造

企業概要

代表者  代表取締役　田中 武

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-5896

事業内容   緊急脱出用梯子の販売
  〒340-0822

埼玉県八潮市大瀬五丁目
7番地28

従業員   6人

本社所在地



日本ユーテック株式会社の製品

得意とする技術分野や設備

・ 電気器具組立
・ ケーブル加工・ハーネス製造
・ プリント基板の設計から組立
・ エレクトロニクス部品・機構
部品調達及び特注部品製造

・ 圧着機・電動圧着機
・ ROHS対応ハンダステーショ
ン・ハンダツボ

・ 実体顕微鏡・拡大CCDカメラ
・ 圧着ハンドツール各種

電気機器・周辺部品の企画から製品完成まで、どの

工程も承ります。電子部品の国内・海外の入手ルート、

成形品・精密板金メーカーとのネットワークを生かし

た資材調達力により、短納期・低コストで対応いたし

ます。お客様の仕様にもとづいた多品種少量生産を

得意としておりますので、エレクトロニクス分野だけ

ではなく、異業種との共同開発（コラボレーション）企

画のご相談も大歓迎です。

エレクトロニクス機器・パーツの製造・組立

日
に

本
ほん

ユーテック株式会社

通信機 コントローラ ハーネス各種
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企業概要

代表者  代表取締役　落合敏雄

資本金  1,000万円

電話番号  048-997-0473

メールアドレス  info@ni-youtec.co.jp

ホームページ  www.ni-youtec.co.jp

事業内容  電気器具組立製造
  〒340-0816

埼玉県八潮市中央三丁目
1番地23

従業員  2人

本社所在地



東屋米菓の「おせんべい」は安心です。

得意とする技術分野や設備

醤油煎餅の製造

当店では、創業以来60年にわたり、せんべい生地の

製造から焼き上げまで、一貫して製造してきましたが、

近隣の都市化により“おいしい水”で作られた山形県産

米（上山御前米）を使用した生地に切り替えました。また、

化学調味料は一切使用しておりません。「醤油名匠」

が作り上げた風味豊かな東屋煎餅をご堪能ください。

醤油名匠が「原料こだわり煎餅」を作っています

株式会社東
あずま

屋
や

米
べい

菓
か

当社開発製品の一例 梅ざらめ 無選別草加われせん
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食
品
工
業

企業概要

代表者  代表取締役　本間 彰

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-4080

メールアドレス  azumaya@eco.ocn.ne.jp

ホームページ  www.azumayasenbei.com

  米菓（せんべい・あられ）の製造・
販売

  〒340-0833
埼玉県八潮市大字西袋1394番地

従業員   13人

事業内容

本社所在地



得意とする技術分野や設備

・ ポテトチップ ・  国内産100％の生じゃが
・ 沖縄の塩をさらに焼いた焼き塩味 ・  できたてポテトチップ
・ 大型オートメーション・フライヤー：1台
・ コンピューター・スケール：3台
・ 縦型・ピロ包装機：3台

昭和39年6月よりポテトチップの製造販売を開始しました。生のじゃがいもと沖縄の焼き塩と

植物油のみを使って直火炊きで製造したポテトチップです。

じゃがいもの味がするポテトチップです。健康食品、お土産品、インターネット通販商品で

販売しています。

平成25年5月、第26回 全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞。

「じゃがいもの味」をお届けしたい。菊水堂のポテトチップを味わい下さい

有限会社菊
きく

水
すい

堂
どう

有限会社菊水堂のポテトチップ製造過程

皮をむかれたじゃがいも ポテトチップができあがり 一袋単位に計量
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企業概要

代表者  代表取締役　岩井菊之

資本金  300万円

電話番号  048-995-5311

メールアドレス  info@kikusui-do.co.jp

ホームページ  http://www.kikusui-do.co.jp/

事業内容  ポテトチップ製造販売業
  〒340-0824

埼玉県八潮市大字垳58番地

従業員  31人

本社所在地



草加葵のバラエティのあるせんべい・おかき

得意とする技術分野や設備

① 草加本焼き
② バージンオリーブオイルおか
き煎

③ スモークチーズおかき
④ 富山湾白えびおかき
⑤ スイートバジルおかき煎
・ 草加煎餅 押し焼機
・ 和菓子包餡機
・ 和菓子ガスオーブン機

堅焼きせんべいからソフト食感のせんべい・あられ・

和菓子を扱っています。使用する素材は幅広く、オリー

ブオイル、スイートバジル、スモークチーズ等、味の

バラエティをお楽しみいただけます。また、ハロウィ

ンの季節にはかぼちゃのおかき等、それに加えて、

季節感のある和菓子をラインアップしております。イ

ンターネットでの注文も可能ですので、是非ご賞味く

ださい。

草加せんべいを始めとし、オリジナルな米菓・和菓子を是非ご賞味ください

株式会社草
そう

加
か

葵
あおい

草加葵のせんべい　欧千楽です 草加葵は多種多様の商品を取りそろえてい
ます
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食
品
工
業

企業概要

代表者  代表取締役社長　安達宜秀　

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-3711

メールアドレス  info@soka-aoi.co.jp

ホームページ  https://www.soka-aoi.co.jp/

事業内容   米菓・和菓子　製造・販売
  〒340-0831

埼玉県八潮市大字南後谷
668番地

従業員   147人

本社所在地



「せんべい茶屋本舗」の商品

得意とする技術分野や設備

・ 煎餅でない煎餅
・ もみじせんべい
・ 喜馬暮だんご（きまぐれだんご）
・ こわれせんべい
・ 枝豆煎餅
・ 七転八起せんべい
・ 富士山七変化せんべい
・ 多様な煎餅に対応できる煎
餅焼き機

・ こわれせんべい製造機
・ 煎餅乾燥機

「煎餅でない煎餅」、を作り続けて50年。煎餅専業の

当社は、面白く、楽しめる煎餅を追求してきました。

その一つが「こわれせんべい」、そのユニークさが今

やメジャーとなりました。様々な種類の煎餅を一つに

したスナック煎餅。味を楽しむだけでなく「目で色や形

を楽しみ、鼻で香りを楽しみ、耳で食感を楽しみなが

ら食べていただきたい」。今後も皆様が楽しめる煎餅

を作り続けます。是非アイデアをお持ちください。

さまざまな面白い煎餅を味わっていただきたい

株式会社東
とう

彰
しょう

八潮市は枝豆の産地。おいし
い枝豆をふんだんに使いました。

「七転八起せんべい」は、お題
目をお楽しみください。

「富士山七変化」は赤富士も入っ
て、楽しめるせんべいです。
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企業概要

代表者  代表取締役　押久保 彰良

資本金  1,000万円

電話番号  048-931-2222

メールアドレス  info@senbeijyaya.co.jp

ホームページ  http://www.senbeijyaya.co.jp/

事業内容   米菓子（煎餅）製造販売業
  〒340-0801

埼玉県八潮市大字八條236番地6

従業員   40人（パートを含む）

本社所在地



（株）大谷紙工の製品例

得意とする技術分野や設備

・ オーダーメイドのジグゾーパズル
・ 販促用のジグゾーパズル
・ 新製法によるカレンダー
・ 厚紙・マグネットなどの抜き
製品

 合紙機：4台
 抜き：5台

昭和45年の創業以来、ジグゾーパズルを製造してい

ます。写真をお預かりして、1つからの製造も可能です。

パズル製造のノウハウを生かした特殊な合紙、抜き

の技術があります。特許を取得した新製法でのカレン

ダーを開発しました。今までにないようなカレンダー

を提案します。是非ご相談ください。

オーダージグゾーパズルで“笑顔を”つくる

株式会社大
おお

谷
たに

紙
し

工
こう

オリジナルなジグゾーパズル マグネットの抜きと新製法カレンダー
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企業概要

代表者  代表取締役　大谷光徳

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-1399

メールアドレス  info@otani-shiko.jp

ホームページ  http://otani-shiko.jp

 ジグゾーパズル製造、合紙、
抜き
 〒340-0835
埼玉県八潮市大字浮塚885番地2

従業員   34人

事業内容

本社所在地



大貫紙工の合紙加工写真です

得意とする技術分野

・ 板紙合紙
・ マグネット合紙
・ スチレン合紙

大貫紙工は一貫して合紙加工に携わり続けて半世紀

となります。職人の技術とノウハウで、機械では難し

い合紙や、1回で3枚の合紙、薄物や12mmまでの厚

物の合紙まで幅広く対応できます。店頭POPやパッケー

ジ、マグネットやスチレンボードまで、お客様のご要

望に、大ロット・小ロットを問わず、短納期・適正コ

スト・高品質な合紙加工でお応えします。

POP、マグネット、薄物厚物選ばす、短納期で合紙をお届けします

有限会社大
おお

貫
ぬき

紙
し

工
こう

合紙は薄物・厚物選ばすお引き受けできます ローテク加工を駆使し多種多様な要望に対応
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企業概要

代表者  代表取締役社長　大貫留造　

資本金  300万円

電話番号   048-997-4691

メールアドレス  onuki-siko@yj9.so-net.ne.jp

ホームページ  http://www.onuki-shiko.co.jp/

事業内容   合紙加工業
  〒340-0834

埼玉県八潮市大字大曽根
2054番地6

従業員   10人

本社所在地



コーワ株式会社製品と製造設備例

得意とする技術分野や設備

・ 段ボール・包装資材
・ BTB、輪行箱（自転車用運送箱）
・ 物流サービス（企画、ピッキ
ング、セッティング、発送）

・ コルゲートマシン
・ フレキソグルアー

昭和36年7月より段ボール事業を開始しました。平成

17年にトータル・パッケージ・ソリューション部（TPS）

を創設。物流に関する企画、ピッキング、セッティング、

発送を一括して請け負い、お客様の梱包・出荷に関

わる問題を解決する物流サービスを承ります。「段ボー

ルとTPS」の2つの事業部門を有する段ボール製造、

物流加工会社、「コーワ」をよろしくお願いいたします。 

物流ピッキング、セッティングを一括して請負います

コーワ株式会社

段ボール製造の要「コルゲート」 物流加工施設での商品セッティ
ングの模様

ネット通販扱いの自転車運送
用梱包材「輪行箱」
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企業概要

代表者  代表取締役　高橋 將

資本金  9,880万円

電話番号  048-928-1001

メールアドレス  h-general@j-kowa.co.jp

ホームページ   http://www.j-kowa.co.jp

  段ボールケース・シートの製造、
販売、包装資材の販売
  物流サービス（ピッキング、セッ
ティング） 、自転車梱包段ボー
ルのインターネット通信販売

  〒340-0832
埼玉県八潮市大字柳之宮45番地

従業員  123人

事業内容

本社所在地



ジャパック株式会社によるパッケージ例

得意とする技術分野や設備

・ 化粧箱・段ボール製品
・ パッケージの企画・製作・
デザイン

・ 包装用品全般
・ 商品の梱包・保管・発送

当社は創業2年の若い企業で知名度は高くありません

が、若い力でパッケージのデザインや設計・製作を

一括して受託しお客様の信頼を得ながら着実に成長

を続けています。印刷等の設備を持たず、常に最適

な企業の協力を得て一貫したパッケージ関連業務を

柔軟に且つ幅広くこなします。パッケージの企画・デ

ザイン・製作について御用命下さい。

パッケージの企画・デザイン・製作に自信あり

ジャパック株式会社

当社に係るパッケージ製品類

化粧関連のパッケージ例
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企業概要

代表者  根賀 千寿八

資本金  100万円

電話番号  048-948-6952

メールアドレス  japack@live.jp

  パッケージの企画・設計・製作・
販売

  〒340-0815
埼玉県八潮市八潮五丁目
5番地15大原コーポ103

従業員   2人

事業内容

営業所



万全の環境対策でグリーンプリンティング

得意とする技術分野や設備

軟包装グラビア印刷（食品包装、飲料ボトルのラベル、その他プラスチックフィルム全
般の印刷）
・ グラビア輪転印刷機：5台（2色～9色） ・  スリット機：4台
・ 巻き返し検査機：2台 ・  巻き返し機：2台 ・  VOC燃焼装置
・ 印刷紙幅：600～1280mm ・  スリット機カット幅：65＝1300mm

グラビア印刷に携わって60年有余、セイユーはプラスチックの出現による包装革命と共に歩

んでまいりました。食品包装用途を中心に、ポリプロピレン・ポリエステル・シュリンクなど

各種のプラスチックフィルムのグラビア印刷及び加工を専門にしております。環境と調和し

た循環型社会を目指してグリーンプリンティングを実践しております。

軟包装グラビア印刷はセイユーにおまかせください

株式会社セイユー

グラビア印刷輪転機　9色機

巻き返し検査機 VOC燃焼装置（大気汚染防止
法・埼玉県条例 対応）
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企業概要

代表者  代表取締役　大月裕樹

資本金  1,000万円

電話番号  048-996-0700

FAX  048-996-1639

メールアドレス  info@seiyu-p.jp

ホームページ  http://www.seiyu-p.jp/

事業内容   軟包装グラビア印刷
  〒340-0802

埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根
973番地

従業員   50人

本社所在地



数多くのバッチ類
の制作実績があり
ます

ハイーヒールのかかと塗装ポッティングで七宝焼きと同様な
効果を発揮します

匠の技でブランドマークを一段と引き立てます

得意とする技術分野や設備

バッチ類を手がけて半世紀を迎
えます。バッチは、金型、彫刻、
プレス、メッキ研磨、塗装、樹
脂加工を経て完成します。当社
は、これらの各工程の企業との
深いネットワーク力を活かして、
ニーズに会った最適な製品をご
提供いたします。

昭和43年創業以来、バッチやメダルの色入れエポキ

シ樹脂盛りなどの精密で風格のある製品を作り続けて

きました。今まで、国の機関、学校、各種クラブ、

イベント用バッチなどロゴやマークを象徴するバッチ

を作ってきました。精密な模様に正確な色つけを短

納期で行います。

また、もう一つの事業として、ハイヒールのカカトの

塗装作業も行っております。

バッチ類の事なら長年のノウハウを駆使してお客様の

ニーズにあった仕様をご提案したします。なんなりと

お問い合わせください。

（平成29年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

バッチ、キーホルダー等の短納期加工はお任せください

有限会社ダイヤ工
こう

芸
げい
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企業概要

代表者  代表取締役　大森靖弘

電話番号  048-997-7587

メールアドレス  info@daiyakougei.jp

ホームページ  http://daiyakougei.jp

  バッチ・キーホルダー・
婦人靴ヒール

  〒340-0833
埼玉県八潮市西袋975

従業員  10人

事業内容

本社所在地



お客様の多様なニーズにお応えします

得意とする技術分野や設備

商業印刷・パッケージ及びSP
ツール等紙加工全般
・ L全判オフセット枚葉印刷機
6色機（UV）：2台

・ 打抜き（オートン）・製函機・
部分糊付け機等加工機多数

・ シュリンク包装機
・ オンデマンド印刷機　　等

紙素材を中心に商品を入れる箱から日常お使いの名

刺などの商業印刷物、さらに販促物としてのPOPや

SPツール等の製作を企画デザイン～最終のセット梱

包に至るまでトータルに御提案・御対応致します。

お客様の「創りたい」を高い品質とアイデアで全力で

サポートいたします。お気軽にお問合せくださいませ。

紙加工品でのお困りを全て解決いたします

株式会社ナルシマ

クリーン化が徹底された本社・工場です。
これからも常に高品質の製品作りを続けて
まいります

紙の加工品と言っても、様々な形状がござ
います。小さな箱から大型の什器まで、何
でも御相談くださいませ
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企業概要

代表者  代表取締役　鳴島英雄

資本金  2,000万円

電話番号  048-994-1540

ホームページ  http://www.narushima.co.jp

事業内容   紙器・SP関連印刷加工
  〒340-0835

埼玉県八潮市大字浮塚265番地1

従業員   150人

本社所在地



薬品を一切使わない江戸時代から続く染色技法による天然藍染

得意とする技術分野や設備

100％天然藍染めの技術により、
和装着物・服地・ブラウス・
手ぬぐい・小物全般を得意とし
ており、世界に誇る逸品である
八潮ブランドに平成29年度に
認定されました。藍染は色が
褪せにくく、消臭効果・殺菌効
果・防虫効果があり、長くお召
しいただけます。

江戸時代から続く染色技法で、すくも藍100％を灰汁

発酵建てで建てた藍染めの色は使い込む事で色が冴

えます。最高品質の天然藍染めの着物やスカーフや

小物に触れてみてください。新たな発見ができますよ。

藍染体験もできます。絞り・板締め・ローケツにより

模様をつけて染め、ハンカチ・スカーフ・Tシャツ等

が作れます。（年2回開催）随時見学もでき（要予約）、

初めての方にも新設・丁寧にお伝えします。

本物志向の方に見てほしい蛙印の藍染め

蛙
かえる

印
じるし

染
せん

色
しょく

工
こう

芸
げい

株式会社

文久追掛け切れどり
訪問着

ハンドメイドの小物 天然灰汁発酵建て
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企業概要

代表者  代表取締役　大澤石雄

資本金  1,000万円

電話番号   048-996-4075

メールアドレス  kaeru3712@herb.ocn.ne.jp

ホームページ  http://tennen-aizome.com/

  天然藍染めによる呉服、
スカーフ、シャツの染色加工業

  〒340-0832
埼玉県八潮市柳之宮84番地

従業員   6人

事業内容

本社所在地



認知症対策として各自治体や介護関連施設が注目しています

得意とする技術分野や設備

業務用クリーニング・レンタル
ユニフォームで使用されるIDラ
ベルとして業界の過半数のシェ
アを占める耐洗ネームラベルの
製造販売

特徴の第一は薄さと柔らかさで、家庭用アイロンで

簡単に貼り付けが可能です、強洗濯でもほとんどは

がれず文字も薄れません。

第二は表面にコーティング加工を行っていないため、

肌に不快感・違和感がなく肌アレルギーなどの心配

もありません。

食品工場内などでフードディフェンスの有効なツール

として、また介護関連施設では施設内での洗濯管理ツー

ルとして広くご支持をいただいております。

国内過半シェアの耐洗ネームラベルです

株式会社昭
しょう

好
こう

食品工場内の監視カメラで
認識が可能に

肌触りがいいので年配の方にも優しい
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企業概要

代表者  代表取締役　佐野嘉彦

資本金  4,000万円

電話番号  048-999-3111

ホームページ  http://www.syoko.jp

事業内容   耐洗ネームラベルの製造販売
  〒340-0808

埼玉県八潮市緑町一丁目3番地7

従業員   30人

本社所在地



有限会社わたなべの製品例と縫製機械

得意とする技術分野や設備

・ 学校用運動マット
・ 幼稚園・保育園用運動マット
・ フィットネスマット・ストレッ
チマット

・ 介護用品・野球ベース・テ
ント

・ マット縫製マシン

昭和34年の創業以来、運動用マットの製造業として

ノウハウを蓄積してきました。環境やお客様の健康志

向の高まりに応じて、高品質で使い易い製品を全国

に提供して高評価を頂いています。多種多様な運動

具製品、小ロットのオーダーなどにも短納期で対応し

ています。インターネットで製品一覧がご覧いただけ

ます。是非ご相談ください。

お客様の要望に応じた運道具を製造しお届け

有限会社わたなべ八
や

潮
しお

工
こう

場
じょう

幼稚園・保育園用運動用カラーマット 当社主要製造設備であるマット縫製機械
です
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企業概要

代表者  渡辺幸彦

資本金  500万円

電話番号  048-995-8717

ホームページ  http://www.watanabe-mat.com/

事業内容   体育用マットの製造
  〒340-823

埼玉県八潮市大字古新田
915番地1

従業員   6人

所在地



得意とする技術分野や設備

・ 皮革製品
・ OEM製品
・ オーダーメイド品
・ ナチュラルレザー、オーガニッ
クコットンなど環境に配慮し
た製品作り 

・ 『働く女性応援バッグ』が埼
玉県認定事業「女性いちおし
サービス」に選定

八潮市の伝統ある藍染め業者との提携によるジャパン

ブルーのバッグや、バッグの素材を吟味し、使う方の

立場になって開発した自社ブランドのバッグなど、お

もいやりとこだわりのメイドインジャパン製品を製造販

売しております。

バッグの多様なニーズに対し、OEMから自社ブランド

そしてオーダーメイドなど一点ものまできめ細かな対

応が可能です。是非ご相談ください。

（平成24年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

メイドインジャパンにこだわるバッグの製造

有限会社ジェイクラフトマン

日本の心でこだわりの商品をお届けします

弊社オリジナルブランド【RETRAMO】の商品群 弊社の経営理念
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皮
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製
造

企業概要

代表者  中村忠裕

資本金  300万円

電話番号  048-996-4447

メールアドレス  j-bagdesign@sky.plala.or.jp

ホームページ  https://jcraftsman.co.jp/

事業内容   ハンドバッグ製造販売
  〒340-0815

埼玉県八潮市八潮四丁目
21番地6

従業員   2人

本社所在地



河西工芸のガラスケースと本社風景

得意とする技術分野や設備

・ 節句用人形ケース全般
・ 日本人形用ケース
・ 各種置物用貴金属ケース
・ 当社企画開発商品（六角ケー
ス・アルミ柱ケース）

・ ガラス加工設備
・ アルミ柱組立工程
 他は手作り

お客様がご要望の木製人形ガラスケースをご用意できます

人形ケース一筋60年。人形ケースの企画・デザイン

から製造まで一貫して制作しています。ガラスケース

の種類は日本一、既製品ケース多数ございます。ガ

ラスの継ぎ目にアルミ柱を使用し、見た目がきれいで、

カラフルなケースが製造でき、さまざまなサイズにも

対応可能です。お客様がご要望の木製人形ガラスケー

スをご用意致します。是非ご用命ください。 

河
か

西
さい

工
こう

芸
げい

株式会社

アルミの継柱を使ったガラ
ス人形ケース

フィギュアのケースにもご用
命ください

平成26年より八潮市に本社を
移転しました
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企業概要

代表者  代表取締役社長　河西ひとみ

資本金  1,500万円

電話番号  048-924-3271

メールアドレス  info@kasaikougei.com

ホームページ  http://kasaikougei.com

事業内容   人形ケース製造販売業
  〒340-0833

埼玉県八潮市大字西袋733番地

従業員   40人

本社所在地



匠の技の数々をご覧ください

得意とする技術分野や設備

レーザー溶接では、熱影響が
少ないので、変形、歪み、酸化
が殆ど生じません。
同じ材質の溶接棒を使用する
ので硬度変化が少ない。窒化
処理への溶接も可能
ドイツVISION社120W機

約15年間に培った金型修理の技能で、お客様のお困

りごとを解決いたします。クロスレーザーでは各種金

型の修正肉盛等を行っております。

プラスチック金型、ダイキャスト金型、ゴム金型、精

密部品金型の傷修正、文字消し、カジリ摩耗、ピンホー

ル、角ツブレ、形状追加などの修正を行います。

（平成29年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

微細な金型の修正はお任せください

クロスレーザー

ドイツVISION社
120W機を駆使
した作業風景

精密な金型の
肉盛り作業

日本刀の腐食を
修正してます

レーザー溶接
の肉盛りの技
術で作成した
オブジェ
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企業概要

代表者  黒巣勝夫

電話番号  048-960-0032

メールアドレス  info@kurosu-laser.com

ホームページ  http://www.kurosu-laser.com

  レーザー溶接、金型補修、
肉盛り、各種金型の修正

  〒340-0816
埼玉県八潮市中央一丁目7番地1

事業内容

本社所在地本社所在地



佐藤家具製作所の製作家具

得意とする技術分野や設備

・ 装飾家具
・ 民芸家具
・ 婚礼家具
・ オリジナル家具
・ 家具修理

黒檀（コクタン）・けやき・さくら・なら・さわら・ラ

ワン等あらゆる木材加工技術を有しております。こだ

わりのお客様のご要望にお応えし、アイディアとオリ

ジナル性豊かな家具をご提供します。例えば、150年

前の先祖代々の大切な家具の修理のご依頼では、け

やきの美しさを蘇らせ、当時の職人が手作りで作成し

た金具を1つ1つ大切に再生しました。

（平成21年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

「木」そのものを生かす家具です

佐
さ

藤
とう

家
か

具
ぐ

製
せい

作
さく

所
じょ

オリジナル家具
（竹・松）

アイディア家具

民芸家具
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企業概要

代表者  佐藤好光

電話番号  048-996-0854

事業内容   木工家具製作

  〒340-0834
埼玉県八潮市大字大曽根219番地

従業員   1人

本社所在地



得意とする技術分野や設備

アスファルト加工技術をコアと
した、各種建設用資材。
住宅用防水・防湿資材、ビル
防水資材、土木用防水資材、
建築用制振材など

シズレキは、アスファルト防水材料メーカーとして、

60年以上に渡り木造住宅の防水事業を手掛けてきま

した。アスファルト加工技術をコアとして建設技術の

進歩とともに歩んできました。これからも住宅メーカー

様のご要望にそって、防水性はもちろんのこと、耐久

性、安全性、施工性にも優れた製品をご提供してい

きます。 

アスファルト加工技術をコアとした防水用材料等のメーカーです

静
しず

岡
おか

瀝
れき

青
せい

工
こう

業
ぎょう

株式会社

住宅の上と下を守る代表的な住宅用資材

独自の表面加工により屋根材
が滑りにくい下葺防水材

特殊アスファルトの制振効果と防音効果を実現
した床下材
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企業概要

代表者  代表取締役　加藤博一

資本金  3,000万円

電話番号  048-936-7094

メールアドレス  tokyo@shizureki.co.jp

ホームページ   http://www.shizureki.co.jp/

  住宅用防水、防湿材、ビル用防
水材、土木用防水資材、建築用
防音材の製造、販売

  〒340-0807
埼玉県八潮市大字新町42番地

従業員   60人

事業内容

事業所



シミ・ジャー工業の商品例

得意とする技術分野や設備

・ サンゴ浄水器
・ サンゴカルシウム製品
・ サンゴカルシウム入り海塩
・ 家庭用浄水器レンタル
・ 自動粉体充填機：1台
・ 自動粉体混合機：1台

弊社が使用している「風化造礁サンゴ」は環境破壊と

は無縁の貴重な天然資源です。サンゴ浄水器から湧

き出る水には、炭酸カルシウムやマグネシウムなどの

ミネラルがバランス良く溶出しています。お米を研ぐ、

野菜を洗うところから使っていただけると、不足しが

ちなミネラルの補給にもつながります。不足しがちな

カルシウム、マグネシウムを自然に補給でき、おいし

いミネラルウォーターを飲みませんか。

サンゴ浄水器でおいしいミネラルウォーターを飲みませんか

シミ・ジャー工
こう

業
ぎょう

株式会社

サンゴ浄水器はレンタルで
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企業概要

代表者  代表取締役　中井文彦

資本金  1,000万円

電話番号  048-997-5111 

メールアドレス  info@4348.co.jp

ホームページ  http://www.4348.co.jp/

  サンゴ浄水器とサンゴカルシウ
ム製品の製造販売・家庭用浄水
器レンタル

  〒340-0808
埼玉県八潮市緑町一丁目
11番地24

従業員   7人

事業内容

本社所在地



得意とする技術分野や設備

金属やアクリル、木材、皮革等あらゆる素材にレーザーを使用した刻印が可能です。
お客様が作成したイラストレーター等のデータを簡単に金属などに刻印ができます。
・ YVO4（ワイブイオー）：4台　・  炭酸ガスレーザー：3台　・  ファイバーレーザー：1台

レーザー機器を使用して、溶剤にも強く消えづらい文字や目盛などを正確に刻印します。医

療機器や光学機器の型番、金属スケールへの目盛、バーコード等にご活用ください。 

（平成28年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

溶剤にも強く消えづらい文字や目盛をレーザーで刻印いたします。
レーザー加工技術のノウハウを駆使してお客様の多様なご要望にお応え致します

高品質・高精度な製品に適したレーザー刻印の事例

カメラ用フィルターの目盛として刻印した例 メジャーの目盛として刻印した例

株式会社ティアンドエスラボラトリ
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企業概要

代表者  代表取締役　佐藤 敦

資本金  1,000万円

電話番号  048-994-5505

メールアドレス  info@t-lab.co.jp

ホームページ   http://www.t-lab.co.jp

事業内容   レーザー彫刻品
  〒340-0815

埼玉県八潮市八潮三丁目14番地7

従業員  10人

本社所在地



東西の二製造拠点体制で国内全域をカバー

得意とする技術分野や設備

・ 蒸留精製技術が専門の会社です。有機溶剤（塗料・印刷インキのシンナーなど）を回収・
再生して製品化します。

・ 八潮工場（埼玉県八潮市）と生野工場（兵庫県朝来市）に溶剤回収用設備を保有しています。
 蒸留器：15基、及びそれらに関連するボイラー等の諸設備
 ローリー充填・缶充填等の製品出荷設備
 環境対策諸設備・産業廃棄物中間処理設備
 各種分析機器・蒸留実験装置
・ 沸点200℃（減圧で140℃程度）まで蒸留可能です。

使用済み溶剤のリサイクル事業を、関東と関西の二拠点体制で行なっています。収集運搬・

蒸留精製・製品充填・配送まで一貫体制を構築しております。事前の調査・分析・予備

実験等により、最適の回収・再生処理方法をご提案します。受託回収精製だけでなく使用

済み溶剤の買い取りもいたします。先ずはお気軽にお問い合わせください。

溶剤回収のプロ集団、東京精溜工業です

東
とう

京
きょう

精
せい

溜
りゅう

工
こう

業
ぎょう

株式会社八
や

潮
しお

工
こう

場
じょう

マテリアルリサイクルシステム（工程図）

八潮工場蒸留プラント（第一工場） 八潮工場蒸留プラント（第二工場）

48

企業概要

代表者  代表取締役　中村博保

資本金  2,000万円

電話番号  048-931-5550

FAX  048-935-2288

メールアドレス  info@tokyoseiryu.co.jp

ホームページ  http://www.tokyoseiryu.co.jp
   各種工業薬品から有機溶剤の回

収・蒸留精製
  〒340-0807

埼玉県八潮市大字新町29番地5

従業員   50人

事業内容

所在地



東鋼材株式会社の主な製品と設備

得意とする技術分野や設備

主な取扱製品
1. ステンレス鋼帯・鋼鈑、2. ば
ね用ステンレス帯鋼、3. ステン
レス帯鋼（箔）新鋼種、4. ベーリ
ング帯鋼、5. アルミ・銅、6. 鋼
スリッターライン2基、レベラー
ライン1基、スケヤーシャーリン
グ1基、エッジバリ取り機1基、コ
イル用梱包機1基、バー型スケー
ル1基、天井走行クレーン1基

当社は、業歴55年にわたり、ステンレスを専門に取り

扱い、培った特殊な技術力とノウハウで、鋼材に関す

るあらゆるニーズに対して、短納期とワンストップで応

えています。八潮工場の倉庫に常備する、板厚0.01mm

のコイルバネ材をはじめ豊富な在庫と、スリッターや

レベラーシャ等の加工技術がこれを支えています。

迅速かつ小回りのきく物流で常に即納体制

東
あずま

鋼
こう

材
ざい

株式会社

スリット切断加工機 納品するコイルの荷姿

49

そ
の
他
製
造
業

企業概要

代表者  代表取締役　東 浩司

資本金  2,000万円

電話番号  048-996-2135

ホームページ  http://www.azumakozai.co.jp

  ステンレス帯鋼、鋼板、鉄鋼切
断品の販売

  〒340-0813
埼玉県八潮市大字木曽根
613番地1

従業員   10人

事業内容

所在地



福田木工所の製作品

得意とする技術分野や設備

・ 黒檀加工技術
・ 重量軽量化技術
・ 20×24インチカメラ木部
・ 11×14インチカメラ木部
・ 8×10インチカメラ木部
・ 4×5インチカメラ木部
・ 2×3インチカメラ木部

最大20×24インチのウッド・ビュー・カメラは世界中

のプロカメラマンの憧れのカメラです。高級木材の

黒檀（コクタン）やマホガニーを使用し、様々なサイズ（イ

ンチ）のカメラ用の木部を製作しております。海外（米

国・ドイツ・ドバイ・中国・インドネシア・韓国等）

から様々な仕様のご要望に対応しております。日本で

はただ一人の黒檀加工技術保持者です。

（平成24年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

ウッド・ビュー・カメラ製作の第一人者です

福
ふく

田
だ

木
もっ

工
こう

所
しょ

4×5インチ（シノゴ）
カメラ（ジャバラは
鹿皮）

11×14インチカメ
ラの木部（黒檀）ドバ
イ輸出

20×24インチカメラ
の木部（黒檀）海外8か
国輸出

製作の様子
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企業概要

代表者  福田 宏

電話番号  048-996-3888

メールアドレス  hiroshi.fukuda@ac.auone-net.jp

  ウッド・ビュー・カメラの木工
部製造

  〒340-0808
埼玉県八潮市緑町三丁目24番地3

従業員   1人

事業内容

本社所在地



双葉商事株式会社の製品例と設備

得意とする技術分野や設備

・ 再生砕石類生産販売
・ コンクリートガラ処分
・ 大型コンクリートガラの破砕
・ ジャイアントブレーカー
・ バックホー（5台）
・ バックホーマグネット仕様
（1台）
・ 大型ダンプ（2台）

弊社は、都心に近いコンクリートガラの中間処理施設

として、関東一の再生砕石・砂の生産能力を有して

おります。ISO14001認定取得、工場内機械設備の

更新を行い、環境に配慮しながらも再生砕石のニー

ズの高まりに応えております。グループのリサイクル・

ネットワークの活用、各事業の相乗効果を最大限に

発揮し、総合的な資源循環型企業グループの一員と

して、発展してまいります。

関東一に迫る再生砕石製造プラント

双
ふた

葉
ば

商
しょう

事
じ

株式会社

コンクリート廃材が発生す
る解体現場

15本のコンベアーからなる
ピッキング加工ライン

加工された製品（左から、再生砂・
RM40・RC40）
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企業概要

代表者  代表取締役社長　杉本義幸

資本金  1,600万円

電話番号  048-997-4931

メールアドレス  futaba-syoji@futabasyoji-kk.co.jp

ホームページ  http://www.futabasyoji-kk.co.jp/

  建材販売・産業廃棄物処分（コ
ンクリート）

  〒340-0835　
埼玉県八潮市大字浮塚77番地

従業員   社員26人

事業内容

本社所在地



八潮理化硝子製作所の加工品

得意とする技術分野や設備

・ 理化学実験ガラス器具
・ ガラス食器
・ 医療器具
・ 照明器具ガラスカバー
・ イベント展示物
・ ガラス旋盤：2台
・ 電気炉：2台

平成8年創業以来、おもに理化学実験ガラス器具の

加工をしています。大学・企業様より様々なご要望に

短納期で対応します。高い精度を要求される実験器

具から結婚式のイベント展示物・芸術的ガラス商品・

照明器具ガラスカバー・医療分野・美容分野まで、

幅広い分野でのご要望を承ります。

（平成23年度八潮市優良技術者及び技能者表彰受賞）

ご要望にあったガラス容器を加工します

八
や

潮
しお

理
り

化
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硝
がら

子
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作
さく

所
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実験ガラス器具 ガラス工芸品

イベント展示物 ガラス旋盤
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企業概要

代表者  石井眞悟

電話番号  048-995-6764

事業内容   ガラス容器製造

  〒340-0814
埼玉県八潮市大字南川崎
90番地13

従業員   2人

本社所在地
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株式会社ヤマノケミカル化粧品例

得意とする技術分野や設備

・ 山野愛子どろんこ美容化粧品
・ 肌若々しく導く琥珀エキス化
粧品

・ 外部研究所との共同研究
・ 琥珀エキス特許取得
・ ISO9001認証取得
・ ISO14001認証取得

創業から45年、「美容を通して人を幸せにする」理念

のもと、化粧品開発を行っています。肌から不要な

ものを取り去るどろんこ美容と肌を若 し々く導く琥珀美

容を体現できる製品を開発から製品まで一貫生産し、

世界初の美容成分琥珀エキスは外部研究所との共同

研究により特許取得しております。エイジングケア粧品

「美道シリーズ」はモンドセレクション化粧品部門最高

金賞4年連続受賞しております。

美のパイオニア山野愛子の化粧品です

株式会社ヤマノビューティケミカル

『美道』4点セット 『美道』 モンドセレクション
化粧品部門4年連続
最高金賞受賞

肌本来の美しさを引き出す
自然派化粧品の研究開発

そ
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企業概要

代表者  代表取締役社長　山野幹夫

資本金  4,800万円

電話番号  048-935-8155

メールアドレス  k-takano@yamanobeautychemical.com

ホームページ  http://www.yamanobeautychemical.com

事業内容   化粧品の研究・開発・製造
  〒340-831

埼玉県八潮市大字南後谷
200番地11

従業員   正社員30人、パート12人

本社所在地
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