
大田区「優工場」歴代認定企業
※記載内容は認定当時のもの【認定期間5年】

認定年度 部門賞 社名 業種・得意分野
1 平成7年度 株式会社エーディーケイ メッキ加工業
2 平成7年度 株式会社金森製作所 精密板金加工業
3 平成7年度 有限会社河村螺子製作所 金属挽者加工業
4 平成7年度 北野精機株式会社 精密機械製造業
5 平成7年度 株式会社倉本計器精工所 精密機械器具製造業
6 平成7年度 小松ばね工業株式会社 小物ばね製造業
7 平成7年度 株式会社三恵 精密機械器具製造業
8 平成7年度 株式会社南武 油圧シリンダの製造・販売業
9 平成7年度 株式会社三津海製作所 精密機械器具製造業

10 平成7年度 宮城精工株式会社 精密機械部品製造業
11 平成8年度 株式会社石川精器 精密機械製造業
12 平成8年度 有限会社梅田製作所 精密機械加工業
13 平成8年度 株式会社サヤカ 一般機械器具製造業
14 平成8年度 城南電気精器株式会社 電気部品製造業
15 平成8年度 有限会社信和ダイカスト工業所 ダイカスト業
16 平成8年度 東洋機械株式会社 包装機械の製作、販売業
17 平成8年度 平和工業株式会社 プラスチックへのメッキ加工業
18 平成8年度 三葉化学株式会社 プラスチック成型加工業
19 平成8年度 株式会社ヤマト 合成樹脂総合加工業
20 平成8年度 理化工業株式会社 電気計測器製造業
21 平成9年度 アサヒビール株式会社東京工場 酒類製造業
22 平成9年度 有限会社岩田精密製作所 金属加工業
23 平成9年度 王大工業株式会社 機械部品製造業
24 平成9年度 興國機工株式会社 石油プラント、流体荷役装置設計製造業
25 平成9年度 株式会社三和電機製作所 電気機械器具製造業
26 平成9年度 大明工芸株式会社 特注家具・什器製作・店舗内装業
27 平成9年度 株式会社戸塚鉄工所 一般機械器具製造業
28 平成9年度 株式会社東邦精機製作所 精密機械製造業
29 平成9年度 有限会社ファクトリー八千代 精密機械加工業
30 平成9年度 株式会社ユタカ 精密機械器具製造業
31 平成9年度 六光電業株式会社 精密機械製造販売業
32 平成10年度 総合部門 江崎工業株式会社本社工場 パイプ加工部品設計・製造業
33 平成10年度 総合部門 大肯精密株式会社 ガス・水道官路用機械・工具開発、製造業
34 平成10年度 総合部門 株式会社吉野電機 精密金型設計製作及び複合部品加工業
35 平成10年度 人に優しい 有限会社陸奥製作所 ＮＣ旋盤、ＮＣフライス、ＭＣ加工業
36 平成10年度 まちに優しい ムソー工業株式会社 金属材料試験機及び材料試験片の製作・加工業
37 平成10年度 エスジー精密株式会社 超精密金型部品製造業
38 平成10年度 株式会社共栄精範製作所 超精密ねじ研削・切削加工業
39 平成10年度 有限会社スヤマ精密 機械器具加工業
40 平成10年度 有限会社相馬技研 精密部品加工業
41 平成10年度 大裕工業株式会社 工業用ゴム、プラスチックの製造・販売業
42 平成10年度 南旺工業株式会社 超精密機械の加工・組立・販売
43 平成10年度 株式会社富士薬品機械 機械設計・製造、制御システムの構築業
44 平成11年度 総合部門 株式会社加藤研磨製作所 各種精密研削加工業
45 平成11年度 総合部門 株式会社三美テックス 浄油機、自動加工機、巻線機、冷媒充填機などの開発・設計・製作業
46 平成11年度 総合部門 株式会社タンケンシールセイコウ メカニカルシールを独自の技術で顧客ニーズに合わせ提供する専業メーカー
47 平成11年度 総合部門 株式会社吉田工場 消火装置用バルブ、プラント向け特殊バルブ製造
48 平成11年度 人に優しい 株式会社城南キー 内外径のキー溝加工角穴・スプライン等加工業
49 平成11年度 まちに優しい 有限会社葭原彫刻所 樹脂モデル試作加工
50 平成11年度 有限会社イソノ 精密金属加工業
51 平成11年度 株式会社中山電機工藝社 アクリル等各種合成樹脂　厚物マシニング加工
52 平成11年度 有限会社岩井製作所 大径精密変心物・小径長物シャフト・肉薄パイプの旋削加工業
53 平成11年度 株式会社タチバナ技研 精密金型パーツの製作
54 平成11年度 株式会社日本テクノ 低周波振動流動攪拌機とその応用製品の開発

55 平成12年度 総合部門 株式会社上島熱処理工業所
ハイス・ダイス鋼等の焼入焼戻し、TiN・TiCN・ガス、軟窒化・WPC等の表面処
理、摩擦圧接加工業

56 平成12年度 総合部門 株式会社太陽機械製作所 印刷機他、特殊産業機械の設計・製造・販売業
57 平成12年度 総合部門 東京メーター株式会社 各種教育用実験装置、動力計、オリフィス・ベンチュリ・ノズル等の設計、製造業
58 平成12年度 人に優しい 堀越精機株式会社 NC旋盤、マシニングセンタの切削加工業
59 平成12年度 まちに優しい 株式会社冨士特殊硝子製作所 産業用特殊硝子販売業
60 平成12年度 有限会社大森精工 一般プレス加工・深絞り加工業
61 平成12年度 株式会社オリオンテック 精密機械部品の加工、治工具・金型の設計・製作業
62 平成12年度 株式会社城南 OA機器等の外観カバー製作、筐体設計、樹脂・板金の設計・製造業
63 平成12年度 土屋工業株式会社 金属プレス加工業
64 平成12年度 株式会社藤原製作所 各種金属製品の部品加工業平成
65 平成12年度 富士測範株式会社 精密部品加工、MC加工、半導体・FA関連各種装置組立業
66 平成12年度 株式会社室賀シボリ へら絞り加工業
67 平成13年度 総合部門 株式会社ナノ 超精密工作機械及びマイクロマシン製造・販売業
68 平成13年度 総合部門 平賀機械工業株式会社 キャップ、容器関係、包装関係、一般産業機械の設計・製作業
69 平成13年度 総合部門 株式会社ミクロン 歯科用医療機器の設計・開発・製造業
70 平成13年度 人に優しい 大志技研株式会社 切削工具の研磨・加工及びコーティング加工業
71 平成13年度 まちに優しい 株式会社日興製作所 情報・通信機器の設計・製造、pt板実装、ケーブル・束線加工業
72 平成13年度 池田工業株式会社 各種金属挽物加工、各種表面処理業
73 平成13年度 株式会社金森製作所 精密板金加工業
74 平成13年度 株式会社神田鉄工所 大物部品の高剛性・高精度の穴明け、切削加工業
75 平成13年度 城南電気精器株式会社 端子台の製造業
76 平成13年度 株式会社大成 非鉄金属材料加工・製造業
77 平成13年度 株式会社平川製作所 各種パイプ曲げ加工（丸・角・偏平など）と関連加工業
78 平成14年度 総合部門 株式会社オリエンタル工芸社 精密機械加工、仕上組立加工業
79 平成14年度 総合部門 三益工業株式会社 金属部品の精密加工業
80 平成14年度 総合部門 平和工業株式会社 プラスチック製品製造業
81 平成14年度 人に優しい 有限会社チカラ製作所 プラスチック射出成形用金型、精密治工具製造業
82 平成14年度 まちに優しい 株式会社三越環境デザイン 特注家具の製造・販売、店舗等の内装設計・施工・監理業
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83 平成14年度 株式会社酒井製作所 省力化装置、油圧ユニット、工業印刷機、周辺機器の製造業
84 平成14年度 株式会社間宮製作所 ステンレス材加工、仕上業
85 平成14年度 株式会社旭製作所 各種板金加工業
86 平成14年度 株式会社イソダメタル インゴット各軸受、機械加工業
87 平成15年度 総合部門 株式会社小宮商会 機械工具販売業
88 平成15年度 総合部門 有限会社大和発條製作所 三次元複雑形状・高精度ばねのフォーミング成形加工業
89 平成15年度 総合部門 株式会社渡辺鍍金工場 微細部品等への各種金属メッキ加工業
90 平成15年度 人に優しい 株式会社ニューマシン 流体継手（カップリング）、管継手（パイプクランプ）製造業
91 平成15年度 まちに優しい 株式会社昭和製作所 各種試験片（非破壊検査用、破壊検査用）、特殊精密試作部品製造業
92 平成15年度 株式会社ヒタチスプリング 精密スプリング製造及び精密板金加工業
93 平成15年度 日進工業株式会社 プラスチック射出成形組立加工業
94 平成15年度 株式会社マテリアル アルミ材料販売及び精密機械加工業
95 平成15年度 真空光学株式会社 真空紫外分光器、軟Ｘ線分光器、ＳＯＲ関連装置の設計・制作・販売業
96 平成15年度 合資会社大洋ツール製作所 切削工具製造業
97 平成15年度 有限会社相信製作所 各種機械部品精密加工製造業
98 平成16年度 総合部門 株式会社笹川製作所 大型機械の特殊材質の機械加工
99 平成16年度 総合部門 日章電機株式会社 6分力検出器（6方向の力を検出するセンサー）、検出器を利用した応用製品

100 平成16年度 総合部門 平和工業株式会社（成形工場）
プラスチック製品の金型からガスアシスト成形、表面処理までの一貫生産とリサ
イクルシステム

101 平成16年度 人に優しい 株式会社タシロイーエル NC旋盤・マシニングセンター・研磨等による精密部品加工
102 平成16年度 まちに優しい 株式会社クライム・ワークス 「開発支援」試作品製造専門メーカー
103 平成16年度 有限会社神永研磨 一般鋼・アルミニウム・ステンレス・チタン等の精密研磨加工
104 平成16年度 株式会社三信精機 精密部品加工から各種生産機器の開発・設計・製作
105 平成16年度 大明工芸株式会社 店舗用什器、特別注文家具製作、店舗内装
106 平成16年度 東商自動車株式会社 広い、安い、正確　交通事故の相談室
107 平成16年度 株式会社西居製作所 順送金型及びプレス加工、ラミネートプレス加工
108 平成17年度 総合部門 株式会社三輝 一般機械器具製造業
109 平成17年度 総合部門 株式会社巧電社 精密試作品製造
110 平成17年度 総合部門 森田鋳工株式会社 金型鋳物製造
111 平成17年度 人に優しい 株式会社橋本鋳造所 鋳造品製造業
112 平成17年度 まちに優しい 株式会社飯山特殊硝子 硝子精密加工
113 平成17年度 ティヴィバルブ株式会社 自動バルブの製造
114 平成17年度 株式会社城南製作所 円鋸刃研磨
115 平成17年度 有限会社米田金型製作所 金型製造業
116 平成17年度 エスジー精密株式会社 金属加工業
117 平成17年度 荏原印刷株式会社 印刷業
118 平成17年度 シミフレックス株式会社 フッ素樹脂配管材製造
119 平成17年度 ムソー工業株式会社 金属材料機械加工
120 平成18年度 総合部門 同和鍛造株式会社 大物までの様々な形状・材質の自由鍛造
121 平成18年度 総合部門 林総事株式会社 鉄道信号保安装置の開発及び製造
122 平成18年度 総合部門 株式会社藤原製作所 BTA方式、ガンドリル方式による深穴あけ加工
123 平成18年度 人に優しい 有限会社松浦製作所 精密機械加工、微細加工
124 平成18年度 まちに優しい 株式会社平川製作所 各種パイプ曲げ加工と関連加工
125 平成18年度 エスケー工業株式会社 金属製品加工、自動車製造ラインの治具、精密機械部品製造
126 平成18年度 ケィディケィ株式会社 樹脂（プラスチック）精密部品切削加工
127 平成18年度 東京金属工業株式会社 精密プレス金型の設計製作及びプレス加工
128 平成19年度 総合部門 株式会社TSS 各種コネクタ自動組立機の開発製造

129 平成19年度 総合部門 東ベ化工株式会社
プラスチック加工及び精密金属加工の小物から大物までの機構部品をマシニン
グ技術にて応えております。

130 平成19年度 総合部門 三益工業株式会社 多品種少量生産による精密機械加工ならびに真空熱処理

131 平成19年度 まちに優しい 株式会社リーテム
資源リサイクル及び廃棄物関連コンサルティング、金属資源購入（鉄、非鉄、レ
アメタル）

132 平成19年度 大隅化工株式会社
スーパーエンジニアリング材加工品、炭素繊維（CFRP）加工品、ガラスエキポシ
樹脂加工品

133 平成19年度 株式会社尾花製作所 レーザー加工機、ベンダ、プレス、溶接機、などを、つかっての精密板金加工
134 平成19年度 有限会社京浜精密製作所 光学部品精密金属切削加工・自動車レースパーツ・福祉機器開発
135 平成19年度 株式会社大成 アルミ合金厚板切断販売、機械加工、精密切断、非鉄金属材料全般

136 平成19年度 大日精機株式会社
金属製品加工及び組立。試作単品から量産まで対応。3D加工、液晶半導体、ロ
ボットを得意分野とする。

137 平成19年度 株式会社太陽イービーテック 電子ビーム溶接、ＴＩＧ溶接、真空ロウ付け　受託加工、真空機器設計製作
138 平成19年度 大洋機械株式会社 産業用機械、装置の部品製造及び加工（大型で高精度）

139 平成20年度 総合部門 株式会社西尾硝子鏡工業所
一般板ガラスの加工卸、百貨店のテナント・ブランドショップ・ホテル・病院・レスト
ラン等での工事及び加工ガラス制作。

140 平成20年度 総合部門 株式会社西村製作所
精密プレス金型の設計製作及びプレス加工。薄物(ｔ＝0.04)のプレスを中心とし
てあらゆるお客様のニーズにお応えします。

141 平成20年度 総合部門 株式会社マテリアル
材料販売・NC加工・複合旋盤加工・金型設計製作・設計開発・量産までを社内
一貫生産。

142 平成20年度 人に優しい 株式会社陸奥製作所 精密機器・光学製品・試作部品加工。自社で蓄積した高精度・複合加工技術。

143 平成20年度 まちに優しい 睦化工株式会社
プラスチック射出成形。色調管理・色替え・樹脂替え技術・射出シリンダー内の
異物対策。

144 平成20年度 協和工業株式会社
板金加工の職人技と本型を使わずにシボリ加工のできる技術を融合させた、次
世代の板金技術（プレスレスフォーミング工法）。

145 平成20年度 シナノ産業株式会社
プラスチック部品精密切削加工。試作ものから量産ものまでのエンジニアプラス
チック加工。

146 平成20年度 フジメタル工業株式会社 すべり軸受の製造、ホワイトメタル、低融点合金、ハンダ、その他特殊合金の製
147 平成20年度 新日東電化協業組合 金属素材への各種電気めっきと無電解ニッケルめっき、並びにカチオン電着塗

148 平成20年度 株式会社萩原製作所
自動車のプレス金型、生産設備の製缶と機械加工及び電機メーカーの液晶パ
ネル生産設備の機械加工。

149 平成20年度 有限会社関鉄工所
産業機械に関する大型部品、小型部品の精密切削加工。機械装置の組立、
オーバーホール、出張作業。

150 平成21年度 総合部門 株式会社信栄テクノ
半導体・液晶・プラズマテレビの製造装置関連部品加工、医療機器・バイオ・薬
品業界の関連部品加工、研究所・新規開発品の試作加工等。
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151 平成21年度 総合部門 広沢電機工業株式会社
実績のある技術力・伝統技術とハイテク技術・ICT技術等の組合せによる最新の
総合力を駆使し、"制御技術の広沢"として各種設備の動力制御盤を主体に提
供させて頂いております。

152 平成21年度 総合部門 株式会社フルハートジャパン ソフト・ハード設計、基板実装、組立配線、メカ組立、精密板金加工

153 平成21年度 ひとに優しい 株式会社三越環境デザイン
建築に関するインテリア・内装・家具設計・施工・監理。特注家具・三越オリジナ
ル家具「ジャコビアン」「ブルージュ」の製造・卸売

154 平成21年度 まちに優しい 株式会社酒井製作所
設計から製缶板金・機械工作・組立（機械、配管、電装）さらに現地据付まで、社
内一貫体制でスピード対応

155 平成21年度 株式会社石井鐵工所　羽田事業所
石油貯蔵用各種常圧タンクをはじめ、球形タンク、低温タンク、高架水槽から食
糧用サイロまで。各種環境関連の施設や装置など。

156 平成21年度 株式会社エース 材料調達から特殊表面処理まで一貫した管理体制。
157 平成21年度 株式会社加藤研磨製作所 精密研削加工および研削加工を含む全加工、ミクロン精度での加工が可能。
158 平成21年度 株式会社気生堂印刷所 制作から印刷・製本・配送までをスピーディーに一気通貫で手がける事が可能。
159 平成21年度 サンテックワールド株式会社 中核を成す切削加工をはじめ、ワイヤーカット加工、研削加工など。

160 平成21年度 株式会社タシロイーエル
NC旋盤、NC研磨、マシニングセンター、放電加工、汎用旋盤、フライス盤研磨か
ら焼入、表面処理等により複合加工部品を製造。

161 平成21年度 有限会社東新製作所 主力製品は、ホッパー・バルブやタンクなどの立体的な構造物。

162 平成21年度 有限会社羽田精光
ダイカスト一貫生産・二次加工・アルミ・ステンレス・真鍮・フッ素樹脂・樹脂成型
一貫生産・量産・各種試作など

163 平成21年度 富士測範株式会社
精密機器、試作品、装置組立。材質を問わず高精度の部品を、三次元5軸加工
まで、一部品から組立まで総合的に対応。

164 平成21年度 株式会社星美製作所 多品種・小ロット・短納期の筐体製作、小物部品等

165 平成21年度 株式会社ヤシマ
自転車バッテリー・キャップ（液口栓：国内シェア60％以上）・バッテリーパック用
ケース・バッテリー用安全弁・各種絶縁版等。

166 平成22年度 総合部門 株式会社飯山特殊硝子 精密硝子加工
167 平成22年度 総合部門 株式会社笹川製作所 大型機械加工
168 平成22年度 総合部門 千蔵工業株式会社 自動ドア駆動装置の開発・製造
169 平成22年度 人に優しい ダイヤ精機株式会社 冷温熱鍛造用型ゲージ・治工具、精密部品の設計・製作・販売
170 平成22年度 まちに優しい クリストンダイヤモンド工業株式会社 ダイヤモンドホイール等の製造・販売
171 平成22年度 株式会社シンシ プラスチック板加工
172 平成22年度 ティヴィバルブ株式会社 自動バルブ・各種バルブの製造
173 平成22年度 日本エクストロン株式会社 合成樹脂成型加工及び関連機械の製造
174 平成22年度 株式会社ハタダ. 工業用ゴム製造・販売
175 平成23年度 総合部門 株式会社宇野澤組鐡工所 風水力機械製造販売
176 平成23年度 総合部門 小松ばね工業株式会社 精密ばね製造
177 平成23年度 総合部門 株式会社三信精機 精密機械加工及び省力化設備機器開発製造
178 平成23年度 まちに優しい 株式会社共立模型 産業用模型の製作、装置製作

179 平成23年度
審査員特別賞
技術・技能に優れた部門 東京高圧工業株式会社 アルミ、亜鉛ダイカスト鋳造

180 平成23年度 株式会社伊和起ゲージ 精密ボールねじ製造・販売及び治具・試作製造
181 平成23年度 株式会社北嶋絞製作所 金属ヘラ絞り
182 平成23年度 株式会社三陽機械製作所 油圧機器精密機械部品加工及び組立
183 平成23年度 太洋塗料株式会社 機能性特殊塗料の開発・製造
184 平成23年度 メイホー株式会社 各種素材の表面処理めっき及び加工
185 平成23年度 有限会社モステック 精密成型円筒研削
186 平成24年度 総合部門賞 株式会社クライム・ワークス 金属・樹脂切削、プラスチック金型製作、プラスチック射出成形
187 平成24年度 総合部門賞 株式会社タンケンシールセーコウ メカニカルシール、カーボン製品等製造・販売
188 平成24年度 総合部門賞 日進工業株式会社 樹脂成形、金型設計、開発
189 平成24年度 人に優しい部門賞 ケイディケイ株式会社 樹脂部分切除加工
190 平成24年度 まちに優しい部門賞 三栄精機株式会社 精密部品加工
191 平成24年度 有限会社今岡モールディング 樹脂成形、金型設計製作
192 平成24年度 株式会社城南村田 真空成形、金型製作
193 平成24年度 大和鋼機株式会社 特殊鋼試験片加工
194 平成24年度 株式会社ディープラ 樹脂部品試作加工

195 平成25年度 総合部門賞 株式会社西尾硝子鏡工業所
一般板ガラスの加工卸、百貨店のテナント・ブランドショップ・ホテル・病院・レスト
ラン等での工事及び加工ガラス制作。

196 平成25年度 総合部門賞 株式会社西村製作所
精密プレス金型の設計製作及びプレス加工。薄物(ｔ＝0.04)のプレスを中心とし
てあらゆるお客様のニーズにお応えします。

197 平成25年度 総合部門賞 株式会社マテリアル
材料販売・NC加工・複合旋盤加工・金型設計製作・設計開発・量産までを社内
一貫生産。

198 平成25年度 総合部門賞 睦化工株式会社
プラスチック射出成形。色調管理・色替え・樹脂替え技術・射出シリンダー内の
異物対策。

199 平成25年度 人に優しい部門賞 電化皮膜工業株式会社 めっき業。産業機器部品のアルマイト加工処理。
200 平成25年度 まちに優しい部門賞 高輪ヂーゼル株式会社 自動車部品修理。ディーゼル燃料噴射装置などの修理。

201 平成25年度 株式会社桂川精螺製作所
精密金属特殊部品の製造・販売。鉄、真鍮、アルミ、ステンレスを扱い、２～２００
mmのものを製造。

202 平成25年度 嵯峨電機工業株式会社 産業向け照明機器の製造。
203 平成25年度 株式会社志村精機製作所 事務機、カメラ、半導体の試作開発。マグネシウムやチタンなどの特殊加工も行
204 平成25年度 信和パーツ株式会社 部品供給装置製作。
205 平成25年度 株式会社タカハシ技型製作所 抜型の製造・加工。特許取得により、複雑な形状の抜型にも対応可能。
206 平成25年度 富士セイラ株式会社 ねじ部品および機械加工部品の製造。極小サイズのねじの製造を得意とする。

207 平成26年度 総合部門賞 同和鍛造株式会社
チタンやニッケルなど、高合金の鍛造技術ノウハウを有し、15ｔ以上の大型フォー
クリフトのツメの国内シェアは90％以上を占めている。

208 平成26年度 総合部門賞 広沢電気工業株式会社
創業以来、制御技術に関わる様々な製品を手掛け、ビルや工場に供給する空
調、給排水衛生、電気設備の動力制御盤や自動制御盤を強みとする。

209 平成26年度 総合部門賞 株式会社フルハートジャパン
医療、食品、建設、セキュリティーと幅広い産業設備に関する計測制御機器を扱
い、仕様書が未完成な状態からでも柔軟に対応します。

210 平成26年度 人に優しい部門賞 荏原印刷株式会社
紫外線を照射させ、瞬間的にインキを硬化させるＵＶ印刷と厚物印刷ができる特
殊な機械を導入して高度で新しい印刷に挑戦しています。

211 平成26年度 まちに優しい部門賞 サンテックワールド株式会社
半導体や医療機器などで使われる精密部品の加工を行い、試作部品の製作を
メインとしています。設備投資も進み、現在では量産にも対応しています。

212 平成26年度 株式会社アイシーテクノ
半導体や光学パネルなどの製造現場で使用される、洗浄や検査、組立を行う自
動製造装置を製作しています。
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213 平成26年度 有限会社里中精機
フライス加工、旋盤加工。それ以外の加工は町工場のネットワークを活用。銅、
鉄、ステンレス、アルミ、チタン、ニッケルをはじめ、あらゆる加工に対応していま

214 平成26年度 株式会社志賀機械製作所
SUPER　GT関連部品、水中撮影機材、半導体装置部品などの部品を製造して
います。鋳物加工も得意で、自力制御弁や油圧シリンダーなどの加工も手掛け

215 平成26年度 日本コーキ株式会社
国内ではろ過機のトップシェアを誇る。レストランから居酒屋、食品加工メーカー
などで使用される食用油ろ過機の製造、メンテナンスを行っています。

216 平成26年度 北栄電気株式会社
測定器や産業機器の組立配線を一貫生産で請け負います。特殊なレーザー印
刷機「YVO4」も保有し、消えない印刷にも対応します。

217 平成26年度 前場電機株式会社
大学や企業の研究機関で使用する試験器具・装置の設計、製作。オーダーメイ
ド品が多数を占めていますが、耐熱合金、難削材などの量産加工にも対応しま

218 平成26年度 株式会社リーテム
産業廃棄物中間処理業・コンサルティング業。「東京スーパーエコタウン事業」に
選定され、東京工場は全国の使用済み小型家電リサイクルしています。

219 平成27年度 総合部門賞 株式会社飯山特殊硝子 光学・医療機器用等の光学部品の製造・販売

220 平成27年度 総合部門賞 株式会社三輝 ガス流体継手・ＰＢ商品の設計・製造・販売

221 平成27年度 総合部門賞 クレハエクストロン株式会社 合成樹脂成型加工および関連機械等の製造

222 平成27年度 人に優しい部門賞 平賀機械工業株式会社 生産用機械器具製造

223 平成27年度 まちに優しい部門賞 ケーディークロート株式会社 医療用機器等の受託開発・製造

224 平成27年度
ネットワークチャレンジ賞
（特別賞）

株式会社エース 自動車関連部品等の製造・加工

225 平成27年度 株式会社極東精機製作所  車輌油圧部品等の製造・加工

226 平成27年度 株式会社文星閣  商業印刷全般


