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神戸の誇るべき技術力
公益財団法人 神戸市産業振興財団

公益財団法人

神戸市産業振興財団 事業紹介

起業・創業から事業承継まで、企業の成長段階に応じたサポートを通じて、経営者の皆様を応援します。

神戸発・優れた技術 とは …

｢神戸発・優れた技術」の認定・発信
神戸市産業振興財団

検索

https://www.kobe-ipc.or.jp/

神戸市産業振興財団について

●神戸市内の産業振興および経済の活性化を目的に神戸市が平成4年3月に創設

1. 目的

●様々な経済団体や支援機関と連携協定
市内中小製造業のうち、国内トップレベルにある優れた技術や製品づく
●起業・創業、経営課題解決、販路開拓、事業承継、新分野進出、産学官連携等の多岐にわたる事業メニュー
りを行う企業を「神戸発・優れた技術」として
（公財）神戸市産業振興財
●ニーズに沿ったトータルでの伴走支援
団（以下、財団とする）が認定し、
ウェブサイトや冊子を通じて全国に発信
することにより、認定企業の販路開拓等を支援している。

1 起業・創業支援

2. 認定制度の概要

■神戸開業支援コンシェルジュ

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3202

■食のスタートアップ支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

■インキュベーション神戸ハーバーオフィス

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3202

（1）事業開始：1997
（平成9）
年度

（2）認定企業数：124社
（2021
（令和３）
年度認定）

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3203
■人づくり研修
（3）対象企業：神戸市内に本社または事業所
（工場等の生産・開発を行う事業所等）
を有し、1年以上事業を営む、
製造業又は情報サービス業等の中小企業者
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（4）審査基準
（認定要件）
：
経営・販路開拓支援

① 得意技術・独自技術分野等で国内トップレベルの高い技術を有している。
または、地域の特長・特殊性・強み等を活かした
TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3203
■専門家派遣
技術が高いレベルであること
② ①を適用・応用した製品の機能
・性能・品質等が優れていること
■販売チャレンジパイロットショップ

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

③ ISO9001の認証取得や技能検定資格者等を有し、
品質管理に優れ、
そのマネジメントシステムが有効に機能していること
TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3220
■出張型中小企業支援
④ その製品が全国的に高いシェアを占めていること
■神戸セレクション

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3210

⑤ 確立された企業倫理をもって、持続的企業経営を行っていること

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

■ふるさと納税返礼品・新商品開発支援

⑥ 社会・環境へ配慮した経営を行っていること

3 事業承継支援

3. 認定企業に対する支援内容
■100年経営支援（事業承継支援）

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3220

財団では、認定企業への支援施策をものづくり支援の基幹事業と位置づけて積極的に取り組んでいる。

4 新分野進出支援

ウェブサイト
（Biz Search KOBE）やデータブック
（Made in KOBE 神戸の誇るべき技術力）に掲載して全国に紹
介するなど企業情報の発信はもちろんのこと、ビジネスマッチングや展示会への出展推薦等の販路開拓支援、
「人づくり研修」への参加等の人材育成支援及びメールマガジン等による経営
・技術に関する各種情報提供など
■航空機産業参入支援
TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3208
多様な支援を行っている。

■水素産業参入支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3208

5 会議室・ホールの提供
■会議室・ハーバーホールについて（平日9:00〜17:00）
応募・問合せ先

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3200

公益財団法人神戸市産業振興財団 ビジネス開発部ビジネス開発グループ
■会議室・ハーバーホールのインターネット予約について
電話：078-360-3209 お問合せフォーム https://www.kobe-ipc.or.jp/business/jtech/
24時間いつでもインターネット予約が可能 「神戸市産業振興センター貸会議室」で検索
https://www.kobe-ipc.or.jp/facility/
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2021年度新規認定・再認定企業

「優れた技術」を
ライズテック株式会社

語る

日精テクノロジー株式会社（2021年度再認定企業）

長年培った開発力と柔軟な発想で

独自の光学テクノロジーで、

大手電子部品・電気機器メーカー、総合科学メーカー、開発会社などで電子写

当社は1923年に大阪で創業し、2009年に神戸に移転してきました。まもなく

真製品などの開発に携わりその後、2016年に当社を設立。先の企業での開発業

創業100周年を迎えます。超精密分野で光学部品・ユニットの設計や製造を行

務の経験を活かし、電子写真エンジン部の企画、電子写真装置の開発・設計、

いグローバルに展開する企業です。

機能部品の開発、装置及び部品の開発業務、自社開発製品及び部品の販売を

極限に小さく精密な私たちの製品は、グローバルなプロダクトや、世界最先端

行っています。

の製品にも数多く搭載されています。例えば、スマホやミラーレスカメラ用の

メーカー勤務時からあわせて38件の特許を取得（独立後は5件）。2019年には

レンズやそのユニット、今後の自動車の自動運転に欠かせないビューイングカ

「兵庫県 経営革新計画」に承認され、「ひょうご活性化センター チャレンジ企

メラやセンシング用の光学ユニット、プリンタやOA機器の精密部品、さらに

業」に認定、さらに「兵庫県発明賞」「近畿地方発明奨励賞」を受賞。同年、

近年需要が拡大するウェアラブル製品の光学ユニット、医療分野では血液セン

開発に3年かけた上向き自動液体噴出装置「リキッドジェット（LJ-01）」の製

シング用ユニットに採用されています。

造・販売を開始、兵庫県の「ひょうご新商品」にも認定され、ご好評をいただ

電子の目、つまり光学テクノロジーがより一層求められるトリリオン（１兆

いています。

個）・センサーの時代はすぐそこに来ています。その中で私たちは様々な分野

これからも確かな開発力と新しいことに対する柔らかい発想で“他にないもの”

で“nissei inside”を実現し、技術革新に貢献していきます。

“他にないもの”を創出します。

世界の様々な分野の技術革新に貢献します。

を創り出していきます。
代表取締役

庄司

進

代表取締役 社長

辻花 龍吾

2020年度 新規認定企業（８社）
【五十音順】（代表者敬称略）

株式会社旭

代表取締役社長 田上 英利

麺など棒状製品の計量・計数・搬送装置

三伸工業株式会社

代表取締役 加地 重久

大型鋼構造物の一貫製造技術

情報セキュリティ株式会社

代表取締役社長 松島 寛和

LINUX、Robot Operating System、オープンCVを組み合わせた制御システムの設計技術

株式会社センサーズ・アンド・ワークス

代表取締役 堀江 聡

赤外線検知による低価格・電池駆動の人流センサと人流データ分析サービス

代表取締役社長 鈴木 義久

Operational Technology環境に対応したSecurity Operation Centerの運用技術

株式会社昭和製作所

新和工業株式会社

代表取締役 奥野 成雄

発泡ウレタンなど軟質材の加工技術

株式会社 T - I C U

代表取締役社長／医師 中西 智之

医療者に寄添う遠隔相談システム及び患者の病状・医療データの遠隔モニタリングシステム

株式会社トータルブレインケア

代表取締役社長 河越 眞介

認知機能の見える化とトレーニングのためのクラウドシステム

2020年度 再認定企業（２社）
【五十音順】（代表者敬称略）

株式会社水登社

代表取締役社長 平井 大介

建設機械用高圧配管の一貫生産技術
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株式会社正真鉄工所

代表取締役 真島 昌伸

機械加工用治具の設計・製作・コンサルティング技術
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三和テクノ株式会社

33

神戸発・優れた技術とは

双和化学産業株式会社

2021（令和３年）年度
新規認定・再認定企業「優れた技術」を語る。

2021（令和３年）年度 再認定企業

根村産業株式会社

34

2020（令和２年）年度 新規認定企業

ユタカ産業株式会社

35

株式会社若林精機工業

株式会社ニッセイ機工

製缶板金業

株式会社シンプロ

27

印刷業、総合デザイン・ディスプレイ業

日本ライニング工業株式会社

タガミシール株式会社

「送り焼き」技術

28

37

神戸天然物化学株式会社
鋳型関連化学品

株式会社三和

塩化カルシウム系吸湿剤である高性能吸湿剤EXｰDRYを製造販売

株式会社シクロケム

神戸ステンレス株式会社

30

カルモ鋳工株式会社
非鉄金属素形材造業

株式会社三徳

石油製品・石炭製品製造業

非鉄金属精錬・精製業

松村石油株式会社

31

潤滑油・グリース製造業

太陽鉱工株式会社

日精テクノロジー株式会社

22

株式会社糸井樹脂製作所

11

三伸工業株式会社

23

株式会社大野社

32

宇津原株式会社

NEW

光学部品・レンズユニット・精密エンプラ部品の設計、開発、製造
各種樹脂・金属精密加工、医療用ファントム製造、ベークライト・FPR・絶縁物の販売及び加工
工業用プラスチック製品加工業

神戸バイオロボティクス株式会社
理化学分野におけるプラスチック器材の開発

4
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株式会社佐野鉄工所

精密度の高いエンジン試験装置部分を安定した技術と生産設備で供給

51

NEW

株式会社ＯＫＡＭＵＲＡ

41

株式会社河田鉄工所

52

精密部品加工業

神戸造機株式会社
精密部品加工業

53

43

株式会社千代田精機

44

東亜機械工業株式会社

産業機器商社・大型鋼構造物製造・非鉄金属加工
建設用・建築用金属製品製造業

大島金属工業株式会社

試作から量産まで 技術提案型モノづくり企業

超高圧・極低温ガスなど あらゆる産業ガス関連機器・システムの設計・製造・販売

日本テクノロジーソリューション株式会社

54

飲料、半導体製造、医療、宇宙開発、及び一般産業用高圧ガス容器用バルブの専業メーカー

日本ノズル株式会社

化学繊維紡糸用ノズルのパイオニア

株式会社福原精機製作所

編組機械製造業

55

マーテック株式会社

あらゆる現場で安全、安心を提供する釣り具総合メーカー・ベンダー

株式会社前田精密製作所

物流運搬設備製造業

株式会社ネリキ

日本ジャバラ株式会社

機械器具部分品・付属品製造業
包装・荷造機械製造業

精密部品加工業

NEW

ISO9001、ISO14001、ISO13485認証取得

食品機械・同装置製造業

株式会社ジェイテック

金属製品製造業

株式会社田中鉄工所

精密部品加工

永田醸造機械株式会社

水処理、発電関連装置で、設計・政策・調達ワンストップサービスを実現する技術商社

関西真空株式会社
42

昭和精機株式会社

電子と機械、二つの制御技術が一体となり独自製品を国内外に展開

神港精機株式会社

一般産業用機械・装置製造業

非鉄金属素形材製造業

9

株式会社正真鉄工所

精密部品加工業

株式会社コスメック

金属加工機械用部分品・付属品製造業

真空装置・真空機器製造業

40

フェロアイ、
モリブデン・バナジウム化成品、希土類元素化合物等の製造販売

福辰合金株式会社
プラスチック製品製造業

50

ユニタイト株式会社

締めやすく、緩みにくい産業分野のねじを提供

43

株式会社コーセイ

非金属用金型・同部分品・付属製品製造業
化学機械・同装置製造業

はん用機械器具製造業

非鉄金属製造業

近畿工業株式会社

破砕機・分級機などの設計・製造・販売・メンテナンス

コーベックス株式会社

マヤ工業株式会社

精密部品加工業

有機化学工業製品製造業

松村石油化成株式会社

49

金属プレス製品製造業

40

エスアールエンジニアリング株式会社

油圧・空圧・永電磁等による金型交換システム

日下部電機株式会社

航空宇宙から医療分野までの精密加工部品製造

自動制御及び芯下げ法による自由鍛造

株式会社アルファ技研

お客様の声をカタチに！
「課題解決型」エンジニアリング会社

電縫鋼管製造ブランド設計、製造から現地での据付、操作指導

山城機工株式会社

大和化成グループ
その他の化学工業

48

株式会社藤製作所

幅広い用途に対応したマヤブレード 安心と信頼の品質を提供

岡本鉄工株式会社

NEW

水処理機械製造業

溶接加工

プレテック株式会社

鉄鋼業

29

精密板金加工

ガス機器製造業

39

シクロデキストリン応用技術を基に製品・技術を開発

22

38

製鉄・土木・エネルギー・鉄道・医薬・造船・産機分野へ貢献する工業用ゴム設計製作

神戸理化学工業株式会社
塗料、接着剤、粘着剤の3本柱で高付加価値のカスタマイズ製品中心の開発、製造

21

特殊なゴムバンドの生産、製品づくり

環境試験装置の設計開発

六菱ゴム株式会社

有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業

坂井化学工業株式会社
20

有限会社浜部製作所

株式会社旭

食品機械・同装置製造業

有限会社共栄コントロールズ

株式会社布引製作所

精密打抜スクリーン
（パンチングメタル）
の専門メーカー

東華護謨工業株式会社

47

厚みをつけながら鋼管への表面処理として錆止め塗装

ゴムと書く異種材料との接合

化学工業

10
46

日本ヴィクトリック株式会社

パイプラインを地震から守る伸縮可とう継手の設計・製造

ゴム製品製造業

タカヤマ株式会社

19

生産用機械器具製造業

新日本溶業株式会社

摩耗対策のコンサルタント＆エンジニアリング

36

印刷・同関連業

ミツ精機株式会社

クラフトマンシップの伝承 × 技術の伝統

樹脂・セラミック・断熱材全般、難削材の加工

認定企業紹介

18

46

ジェミックス株式会社

工業用プラスチック製品加工業

18

甲南発條株式会社

加熱のワンストップ・ソリューション

汎用からスーパーエンプラまでの樹脂切削加工、金属切削加工、樹脂・金属の大型加工

26

株式会社ヘンミ

ディーゼルエンジン始動用空気槽、ステンレス製各種容器、汽水分離器、機関用燃料油供給装置用容器、各種圧力容器

神戸のばね工房

株式会社ハンシン

兵神装備株式会社

産業用ポンプ「ヘイシン モーノポンプ」
「ヘイシン モーノディスペンサー」専業メーカー

オリエンタル鍍金株式会社

工業用プラスチック製品加工業

2021（令和３年）年度 新規認定企業

45

金属被覆業（電気めっき等）

高耐久・高品質・低環境負荷に優れた屋上駐車場・屋上緑化のFRP防水システムの展開

25

株式会社奥谷金網製作所

総合金網、パンチングメタルメーカー

自信のトナー飛散防止技術

精密部品加工業

56

精密小型機械部品製作・精密小型歯車製作

和田金型工業株式会社

非金属用金型・同部分品・付属製品製造業
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Made in KOBE 2022
神戸発・優れた技術 認定企業データブック

印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業

業務用機械器具製造業

56
57

65

株式会社岡崎製作所

株式会社オオナガ

計量機・測定器具等製造業

山名總鉄酸素株式会社
産業ガス事業および鉄工事業

66

株式会社ロッコーエンジニアリング
物流運搬設備製造業

74

最も得意とする図形処理技術を活用し、高度な問題解決策をご提案

ゴム製品製造業

コムネット株式会社

鉄鋼業

ジュピターアドバンスシステムズ株式会社

非鉄金属製造業

汎用ソフトウェア製品の企画製造販売、導入コンサルタント業務

金属製品製造業

株式会社ドーン

三協精工株式会社

GIS（地理情報システム）の開発・官公庁向け情報発信 クラウドサービスの提供

精密部品加工業

はん用機械器具製造業

株式会社中谷鉄工所

生産用機械器具製造業

精密部品加工業

68

株式会社兵庫精密工業所

自動車・バイク、産業用ロボット、医療機器、航空宇宙機器などの金属加工

電子部品・デバイス・電子回路製造業

その他の医療に附帯するサービス業

16

有限会社松本工作所
航空機用原動機製造業

旭光電機株式会社

各種センサー・コントローラーの開発、設計、製造

59

株式会社カコテクノス

鉄道車両用部分品製造業

67

プラスチック製品製造業

アンドール株式会社

印刷・包装・サイン業界に特化したシステム開発

航空機部品の精密機械加工

計量機・測定器具等製造業

58

73

航空機エンジン部品に関わる生産技術力・品質管理体制

株式会社山本電機製作所
58

上村航機株式会社

69

安福ゴム工業株式会社

株式会社 T - I C U

業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業

NEW

遠隔での救急・集中治療に関連するサービスおよびシステムの提供、救急・集中治療に関するスタッフトレーニング（教育）
病院におけるコンサルテーション（医療安全等）

電気機械器具製造業

自動車部分品・付属品製造業

株式会社坪田測器

輸送用機械器具製造業

大電流、高密度基板電子機器製品のエキスパート 提案型生産技術力で課題を解決

東洋電機株式会社

その他の製造業

電子回路製造業

電気機械器具製造業

14
60

新和工業株式会社

その他の電子応用装置製造業

NEW

電子応用装置・製造・開発

奥井電機株式会社

配電盤・制御盤をISO9001：2015の品質保証体制で一貫生産

慧通信技術工業株式会社

独立電源システム製造、遠隔計測システム製造業

61

75

株式会社ケー・シー・シー・商会

その他の電気機械器具製造業

製造支援（試験・分析）

公益財団法人 神戸市産業振興財団 事業紹介

8

ライズテック株式会社

13

株式会社昭和製作所

69

株式会社イデア

70

株式会社創発システム研究所

70

株式会社テクノフローワン

71

神戸インターナショナル株式会社

その他の製造業

索引

NEW

情報サービス業

液体自動噴出装置（リキッドジェット）
の製造、販売
工業用模型製造業

その他の医療に附帯するサービス業

NEW

鋳造用モデル製作、試作用モデル製作

試作モデルのデザイン、設計、製造までを社内一貫生産します

世界の空へ羽ばたく、神戸が誇る精密技術力

換気制御システムから車両検知器まで

“究極のエコエネルギー”水素社会の実現に取り組む

神戸エアロネットワーク

神戸水素クラスター

独自の塗工技術 コーティング・ラミネート加工

航空機部品の国産化のニーズにこたえるものづくり企

水素は環境負荷を限りなく低減できるクリーンエネル

日本ジッコウ株式会社

業が集まり、ネットワーク内で材料調達・加工・検査を

ギーです。未来の子どもたちのためにも、私たちは水素

行い、完成品を納品する一貫生産体制を構築します。

コンクリート施設の劣化を防止する技術サポートと適材適所製品の提供

神戸水素クラスター

社会の実現に向けた取り組みを始めています。

貿易、
および照明器具の開発～生産～物流

62

新光電機株式会社
電気計測器製造業

日本ジッパーチュービング株式会社
配線結束保護チューブ・EMC・熱対策部品

63

阪神機器株式会社

加工外注から設計込み製品外注まで工業用部品・装置

製造支援（試験・分析）

71
72

株式会社村元工作所

カーオーディオ及びAV機器製品の金型設計・製作、プレス部品加工、樹脂成型、2次加工、最終部品組立

64

株式会社協同病理

株式会社神戸工業試験場

病理学試験研究の受託および臨床検査

株式会社水登社

NEW

産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業

64

伊福精密株式会社
精密部品加工業

6
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15
17

名

社

名

本紙
掲載

社

アークハリマ株式会社

64

伊福精密株式会社

55

株式会社前田精密製作所

IMIジャパン株式会社

ハカイする シケンする 壊して材料の限界を知る仕事

65

株式会社オオナガ

68

有限会社松本工作所

64

伊福精密株式会社

株式会社シミズテック

30

カルモ鋳工株式会社

マルイ鍍金工業株式会社

47

エスアールエンジニアリング株式会社

44

株式会社ネリキ

医療機器の試験および製造

情報サービス業

67

社

株式会社兵庫精密工業所

72

12

名

神戸水素クラスター（29 社）

神戸水素クラスター

本紙
掲載

68

配電盤・電力制御装置製造業

輸送用機械器具製造業

社

本紙
掲載

株式会社イノテック

各種試験片製作、材料試験

明興産業株式会社

神戸エアロネットワーク（22 社）
本紙
掲載

情報セキュリティ株式会社

NEW

インターネット附随サービス業

NEW

株式会社協栄

39

山城機工株式会社

23

株式会社大野社

63

阪神機器株式会社

株式会社神戸工業試験場

57

株式会社山本電機製作所

56

株式会社岡崎製作所

68

株式会社兵庫精密工業所

佐藤精機株式会社

56

和田金型工業株式会社

40

株式会社ＯＫＡＭＵＲＡ

38

株式会社藤製作所

60

奥井電機株式会社

42

株式会社ジェイテック

金澤鐵工株式会社

45

下里鋼業株式会社

共栄テクノス株式会社

55

大東化学株式会社
27

センサ開発設計および製造販売、センサシステム開発設計および製造販売、上記に関する一連のサービス事業

株式会社トータルブレインケア

日本シリコロイ工業株式会社

株式会社佐野鉄工所

セキュリティに関するアセスメント、自社開発・製品取り扱い、導入、運用、サイバートレーニング、セキュリティコンサルティング事業

63

名

株式会社坪田測器
日本アスコ株式会社

50

NEW

株式会社センサーズ・アンド・ワークス

59

72

藤田酸素工業株式会社

株式会社神戸工業試験場

株式会社ヘンミ
株式会社前田精密製作所
マルイ鍍金工業株式会社

三神鋼管工業株式会社

57

山名總鉄酸素株式会社

株式会社テックラボ

30

株式会社三徳

57

株式会社山本電機製作所

阪神機器株式会社

51

神港精機株式会社

株式会社阪神メタリックス

43

株式会社千代田精機

タカヤマ株式会社

美岡工業株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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その他の製造業

2021年度新規認定

2021年度再認定

プラスチック製品製造業

ライズテック 株式会社

2010年度初回認定

日精テクノロジー 株式会社

https://www.risezero.co.jp

https://www.nisseig.com

電子写真技術及び制御技術を基盤とする各種開発設計、
並びにコロナ対策用消毒液の上向き自動噴出装置の開発

世界のリーディングカンパニー・プロダクトの技術革新に貢献
ワンストップソリューション

‐All for The Best Products‐

レンズ精密成形
エンプラ精密成形

創業以来一貫してものづくりを核とし、時代
とともに技術を磨き続けてきた歴史があり、
現在は「精密」と「光学」を主なビジネス領
域としています。近年はエレクトロニクス・自
動車分野を中心に「センシング技術」の採用
が進んでおり、新たなビジネス領域を拡大し
ています。最先端テクノロジーの革新に貢献
することを社員全員が誇りとしてきました。
当 社 独 自の価 値を提 供し、ステークホル
ダーの皆さま、社員、社会にとって存在意義
のある企業であり続けるために、
「すべては
最高の製品のために」を誠実に実践しこれ
からも進化を続けていきます。

事業領域・製品情報

世界の技術革新への貢献

世界初の上向き自動液体
噴出装置が誕生！！
「リキッドジェット」は、手を触れることな
く清潔に、手指に消毒液や除菌液を塗布
することができる上向き自動液体噴出装
置（特許取得済）
です。
カラープリンターや
製版機等の開発に長年携わり、培った技
術力をベースに世界で初めて誕生させま
した。手をかざすだけでセンサーが感知し
て、適量の液体を噴射するので簡単便利。
上向き噴射は液だれの心配がなくお手入
れもラクラクです。置くだけの簡単設置な
ので使用場所を選びません。除菌や噴射
に適した濃度や成分の除菌液も併せて開
発・販売しています。

●受託生産品

リキッドジェットは
業務用・ご家庭用の2タイプ
業務用におすすめの「LiquidJet LJ-01」は
会社や事務所、公共の場にも似合うすっ
きりキューブデザイン。全5色から使用場
所やお好みに合わせて選べます。単一乾
電池2本で動くので電池寿命が長く、ホテ
ル、医院、介護施設、官公庁、学校、幼稚
園、
イベント会場、
飲食店、
小売店など様々
なシーンでご使用ください。
ご家庭用にお
すすめの「LiquidJet Cplus3 LJ-02」は丸
みを帯びたコンパクトフォルム。
カートリッ
ジ式なので液交換が簡単。詰め替えない
のでお好みのボトルに付替えできます。単
3乾電池とUSB接続の２WAY方式で、玄
関、
リビングルーム、食卓、洗面所、学習机
などどこにでも置けて便利です。

確かな技術に
裏付けされた開発力
「リキッドジェット」のごく少量の液体を噴
出させる技術や、モータの回転をセンサ
で検知して制御する技術は、いずれもカ
ラープリンター等の開発時の技術をベー
スにしています。
これまでの国内特許の取
得件数は個人で33件（共同出願分）、会社
で5件（共同出願分4件、独自出願分1件）
です。高 い 技 術 力 、開 発 力 でリキッド
ジェットの他にもデジタル製版機、印刷機
用搬送ベルト、
カラーラベルプリンターの
受託開発や、
シール材、ローラー、ベルト
の部品開発を行っています。

レンズユニット
撮像
センシング
TOF・EVF

光学素子

撮像レンズ
フレネルレンズ
自由局面レンズ
センサー用レンズ

光学素子その他

DOE
MLA
ポリゴンミラー
プリズム
光コネクター

Topics
国際ホテルレストランショーに出展しました。
たホテルやレストラン向きの展示商談会「国

精密エンプラ部位

越しになり、熱心に商品説明に聞き入られて

いました。

8
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〈超精密金型・超精密成形技術〉
中心ずれ精度１ミクロン以内のレンズ金型
を自製化する設備インフラと周辺管理技術
を構築しています。
極限の精度を実現する加工技術と超精密成
形の典型であるレンズ成形において、設計
段階で生成した曲面を金型/製品に完全に
転写し、量産時その再現を安定持続させる
技術を確立しています。

Topics

学ユニット薄型化のキーパーツとなるもので

「LiquidJet」のブースには多くのお客様がお

TEL. 078-652-1229

〈光学設計・金型設計技術〉
各種レンズユニットの仕様検討から設計を行
い、
また、
幅広いノウハウと最新の3D/CADシ
ステムにより短期間に金型設計が可能です。

I-Cutレンズとは、非円形レンズの一つで、光

際ホテルレストランショー」に出展しました。

●創業／2005年 ●設立／2016年4月 ●資本金／350万円 ●従業員数／2名（男性1名、女性1名）

R&D拠点（神戸市）
と海外生産拠点（ベトナ
ム、マレーシア）がグローバルに連携し「光
学・機構設計」
「金型設計」
「金型加工」
「成
形」
「コーティング」
「組立」
「評価・解析」ま
で、光学製品・精密プラスチック製品のワン
ストップソリューションを実現しています。

技術紹介：
プラスチック I-Cutレンズ

2月15日～18日に東京ビッグサイトで行われ

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通7-4-27 別棟2F

当社の技術は世界のリーディング
カンパニー・プロダクトの技術革
新に様々な形で貢献しています。
近年では、
「スマートフォンにおけ
るレンズ・レンズユニットの薄型
化 や 軽 量 化 など目 覚ましい 進
化」
「自動車の安全走行や自動
運転技術を実現するためのセン
シング技術」
「ウォッチ・XRグラス
など新たな分野での技術応用」
「医療分野における血糖値測定
器、光学センシング技術」など製
品開発・量産化により、その技術
革新の一躍を担っています。

光学製品・精密プラスチック
レンズ製品の一貫生産体制

エンプラ
ギア
バレル/ホルダー

ライズテック株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町3-2-8

す。当社のI-Cutレンズ技術は、筐体が厚くな

りがちな望遠レンズやズームレンズにおいて
も、薄型化・超薄型化を実現します。

TEL. 078-306-5960

●創業／1923年 ●設立／1953年4月 ●資本金／6,000万円 ●従業員数／連結2,000名

日精テクノロジー株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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生産用機械器具製造業

2020年度新規認定

金属製品製造業

株式会社 旭

2020年度新規認定

三伸工業 株式会社

htpps://kabu-asahi.com/

http://www.sansin-ind.jp/

麺など棒状製品の計量・計数・搬送装置

大型鋼構造物の一貫製造技術
「運ぶ」
「量る」
「束ねる」
「数える」にこだわり続けて
半世紀

国内パスタメーカーへの
豊富な納入実績
国内パスタメーカー生産ラインの
90%程度には弊社の搬送設備（技
術）
を導入頂いております。計量機・
計数装置もトップシェアを誇ります。

食品業界等、国内外産業の
発展に貢献する企業を
目指します
棒状の整列・計数・計量・搬送に関
する多数の特許を有しており、棒状
製品の取り扱いに自信を持ってお
ります。
当該特許などの独自の技術をもっ
て、お客様のニーズに合わせたプラ
ンをご提案し、物流ラインの合理
化・省力化の向上を実現させて頂き
ます。

弊社は、主にパスタ・乾麺の生産工
場で使用する設備機器の製造を生
業としております。特に、細く長い棒
状製品の整列→計数→計量をする
機器をオーダーメイドで製造するこ
とを得意としております。
一般的に、軽量で細い棒状の搬送は
たいへん困難で、一度まっすぐに整
列させなければ搬送をスムーズに行
うことができません。
どのような棒状
製品でもまっすぐに整列させること
はテクニックを必要としますが、当該
工程にて製品挙動をコントロールし
たうえで、後工程の計数→計量へと
繋げていきます。弊社では、長年の経
験で培った技術を駆使し、直径0.6
㎜のピアフロスから1.5㎝の棒菓子
までの幅広い対象物（お客様製品）
に対応した搬送機器を開発・設計・
製作から調整試運転までを一気通
貫でご提供させて頂いております。
また、上述の製品を結束する機器の
製造や、異物混入を除去するライン
設備の製造も得意としており、これ
らの機器についても多数納入させて
頂いておりますが、当該機器を導入
頂きましたお客様からは、異物混入
による不適合件数が激減した等、概
ね良好なコメントを頂いております。

高い技術力で巨大な
「ものづくり」の一翼を
担います。

H3ロケット発射台

工場で製品を作る工程に
必要な全てを「最適化」
します
お客様の新設工場立ち上げ時や改
修工事の際、ニーズにあったレイア
ウトや改善提案を致します。
使用用途と機材特性のマッチング
を考慮したメーカーの選定はもとよ
り、既製品のカスタマイズや自社工
場との連携によるオーダーメイドの
設備作りによって、
「より良い工場
づくり」のための、あらゆる課題を
解決します。

ベルトコンベア

【岸壁を利用した製缶・溶接から大
型組立まで】
当社は、ロケットの発射台や橋梁・ク
レーン・プラント・鉄構等、大型鋼構
造物の製作を始めとして、ロケット関
連及び航空機関連の各種装置・超高
層ビルの制振装置・大型～超精密な
機械加工などの多種多様な製品の
製造が可能です。
塗装ヤードを保有しており、製缶→
溶接→塗装を社内で完結させること
が出来ます。
2018年4月から新たに開設した播
磨第一工場は、台船や499船の着岸
が可能な岸壁と大規模製品の仮組
を可能とする5,600㎡のヤードを有
しております。
また、工場内と岸壁に
それぞれ50tクレーンを2基保有して
おり、陸送では運ぶことが出来ない
大型構造物の受注が可能となりま
した。
【産業機器・各種工具等を取り扱う
商社機能】
弊社は、
もともとは造船や鉄鋼関連
分野に、保護具、金物等を納入する
商社から始まったという側面があり、
産業機器の販売にも力を入れるとと
もに自社工場で使用する消耗品に
ついて、
コスト削減に努めています。
通常の鉄工所では手に入らないよう
な特殊工具や機材等を使用する案
件（航空・宇宙関連等が特に多い）
に
ついても、商社機能を利用すること
で一括受注することが可能です。

アンローダー

Topics

Message

Topics

Message

食品設備機器を製造する上で細心の注意を払う必要
があるのが、異物混入対策です。お客様へ安心と安全
を提供するため加工場と組立・出荷場を完全に分離し
た組立・出荷専用の第二工場として本社屋に隣接する
地に建設しました。異物を、発生させず・持ち込まず・ク
リーンな状態で製品を出荷することを心掛けています。

将来にわたりお客様のご期待に添えるよう環境と安全に配慮の上、最新・最適技術
を駆使し、効率向上・省力・省エネを図った完成度の高い設備を開発します。
株式会社旭は従業員10名程度の小さな会社ですが、一丸となって創業者の名前に通
じる『切磋琢磨』に努め、お客様、協力会社様と共に未来を見つめ成長していく所存
です。

直近では、
バイオマス発電に必要な木質ペレットの荷役設備（ニューマチックア
ンローダ）
を、部材の製作から大組→艤装→電気工事まで一貫して受注してい
ます。
岸壁に面した仮組ヤードを利用し、現地で使用できる状態まで完成させたもの
を台船に積み込み、現地に直送しております。

大型構造物や特殊機械のリーディングカンパニーを目指し、社会
インフラ事業・カーボンニュートラルに向けた製品群・宇宙開発事
業に注力することで社会貢献事業に寄与します。
目指すはオンリーワンです！

2021年６月・新組立工場を竣工

〒651-2132 神戸市西区森友1丁目114番地

旭は未来を見つめている

TEL. 078-926-1806

●創業／1972年 ●設立／1982年1月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／11名（男性9名、女性2名）
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弊社にしか出来ない強みを生かして

株式会社 旭

計数

計量

整列

〒653-0012 神戸市長田区二番町2丁目2-1

TEL. 078-576-6191

踏み出す未来にワクワクした足跡を

●設立／1958年12月16日 ●資本金／4,000万円 ●従業員数／35名（男性26名、女性9名）

代表取締役

加地 重久

三伸工業株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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情報サービス業

2020年度新規認定

その他の製造業

情報セキュリティ 株式会社

株式会社 昭和製作所

https://www.isec.ne.jp/

https://www.showa-seisakusyo.co.jp/

Operational Technology環境に対応したSecurity Operation Centerの運用技術

発泡ウレタンなど軟質材の加工技術

製品開発から導入～運用、
教育まで包括的にサポート

軟質材加工でお客様の
モノづくりに貢献

iSECでは、情報セキュリティ分野に
特化したサービス
（i-Cybertech）
を
展開しています。
Audit（監査）、Consulting（コンサル
ティング）、Development（ 開発）、
Operation（運用）、Training（教育）
の全てを担い、顧客のセキュリティを
包括的にサポートします。高性能な
セキュリティ製品（最新鋭のパート
ナー社製品および自社開発製品）
を
導入し、それらを効果的に用いるこ
とで質の高いサービスを、コストを
抑えて提供することが可能となりま
した。

昭和製作所は、試作模型・実験用模
型、検査・組立治具などの製作を通
じて、自動車、航空機、造船をはじめ
とした製造業のモノづくりを支援し
ています。弊社の技術は、軟質材料
の加工を専門としています。ポリウ
レタン、ABS、
ケミカルウッド、
スポン
ジ、木材などの加工のご要望を承り、
数量1個から製作いたします。軟質
材加工のプロフェッショナルとして、
用途に応じた使用材料の提案やコ
ストダウンにつながる仕様の提案
なども積極的に行っています。

i-Cybertechサービスによる
セキュリティ基盤強化

i-Cybertechサービスの
特徴

セキュリティ上の欠陥を発見する調
査。
しかしその通信による通常業務
への支障を懸念し、調査が適切に
行われず、脆弱性が放置されたまま
になっているケースがあります。こ
の 問 題 を 解 決 するの が 、当 社 ソ
リューション「i-Cybertech」です。
通信機器に影響を与えない調査機
器や手法を用い、業務を妨げないよ
う最大限配慮し、ネットワークの脆
弱性を特定します。
さらに改善支援
やセキュリティ教育までを一括で担
い、安全で快適なネットワーク利用
を推進します。

●兵庫県におけるセキュリティ設計、
開発・構築、保守運用の実績をも
とにした、信頼性の高いサービス。
●顧客の課題に応じたソリューショ
ンを、短納期・低コストで提案・提
供。
●セキュリティ分野のサポートを一
括で担い、無駄のないサービス展
開を実現。
●他社では導入されていない最新
鋭のセキュリティ製 品を活 用し、
新たな脅威にも素早く対応。
サイバーセキュリティの専門企業が
提供する安心のワンストップサービ
ス。リスクアセスメントから24時間
365日体制でのセキュリティ運用、エ
ンジニア教育まで幅広く対応します。

昭和製作所の製品事例

100年企業の最新技術と
海外展開

〈試作模型・実験用模型〉
自動車部品の意匠確認用や、船舶開
発における水流実験用の模型を製
作しています。曲面の多い複雑な形
状や、全長1m以上あるような大きな
サイズの製品を得意としています。

弊社では、最新設備による機械加工
と創業100年以上にわたり培ってき
た手加工の双方を活用し、高品質
な製品づくりと短納期を実現してい
ます。機械加工においては3軸およ
び5軸マシニングセンターによる精
確な切削加工を、手加工では機械
での加工が難しい微調整や精巧な
仕 上 げ を 行 い ま す。複 数 の 3 D
CAD/CAMや3次元測定器を所有し
ており、設計や精度検査、リバース
エンジニアリングによるデータ作成
のご依頼も承っています。
また、海外
拠点として2014年にインドネシア
に工場を設立し、現地で日本クオリ
ティの製品提供を行っています。

〈組立治具・検査治具〉
生産ラインにおける組立作業の品質
向上および効率化を図るための組
立治具や、製品の精度検査で使用す
る検査治具の製作を行っています。
設計から品質管理まで弊社内で行う
ことが可能です。航空機業界や自動
車業界のお客様に多数の納入実績
があります。

Topics

Message

Topics

Message

企業でのDX推進（製造におけるスマート工場化）に伴い、セキュリティ面にお
ける脆弱性や脅威も増大していくことが予想されており、
まずは社内にはどの
ようなリスクがあるのかを現状把握し、様々な情報を可視化する必要がありま
す。iSECはそれらをセキュリティ対策の第一歩として、お客様の安全を守り、
よ
り企業の成長をサポートいたします。

情報セキュリティの面からお客様のビジネスをサポートし、
さらに
社会全体の情報セキュリティ向上への貢献を担う当社では、更な
る技術向上に取り組んでいます。
今後は制御システムのセキュリティ運用において国内トップシェア
の実現を目指してまいります。

近年は医療用枕やインソールといった医療関連の製品や、海洋エネルギー活
用のための装置のような環境関連の製品での製作実績が増えてきています。
今後は、
インドネシア工場との連携も活かしながら、得意としている軟質材加
工のノウハウを応用して、
より多くのお客様に製品の提供を行ってまいります。

製造業において、何より重要なものは「製品の良さ」だと考えま
す。
これからもお客様に満足いただけるモノづくりを続けていける
よう、既存技術の研鑽はもちろんのこと、時代の流れに対応するた
めの新たな技術開発にも取り組み、常に向上心を持ってチャレン
ジしてまいります。

OT環境にもセキュリティ対策を

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目9-26 西北神ビル3階（受付）・7階・8階

TEL. 078-381-8980（代表）

●創業／2014年 ●設立／2014年9月 ●資本金／3,000万円

12

2020年度新規認定

神戸発・優れた 技 術２０２２

セキュリティの脅威から顧客を守る

代表取締役社長

軟質材加工製品をより多くのお客様に

鈴木 義久

情報セキュリティ 制御セキュリティ OTセキュリティ 工場セキュリティ
SOCサービス アセスメントサービス セキュリティトレーニング スマートファクトリー

世界に一点しかないモノづくりにチャレンジ

代表取締役

〒653-0015 神戸市長田区菅原通6丁目3番地

TEL. 078-576-7122

●創業／1919年 ●設立／1964年10月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／13名（男性9名、女性4名）

木型

試作

模型

奥野 成雄

組立治具

検査治具

神戸発・優れた 技 術２０２２
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電気機械器具製造業

2020年度新規認定

情報サービス業

新和工業 株式会社

2020年度新規認定

株式会社 センサーズ・アンド・ワークス

https://shinwa.co.jp/

https://www.sensorsandworks.com/

LINUX、Robot Operating System、オープンCVを組み合わせた
制御システムの設計技術

赤外線検知による低価格・電池駆動の人流センサと人流データ分析サービス
人流計測からデータ解析まで
一貫してサポート

私たちは電子のチカラで
社会課題を解決する
技術集団です
当社は船舶用航海計器の修理事業
から発足し、その後、電子機器の開
発を開始。
それまで船舶業界で培っ
た無 線 技 術と電 子 技 術を融 合し、
無線技術を応用したODM開発をス
タートしました。代表的なODM製
品として量販店の出入口付近でよ
く見られる「ストアセキュリティー機
器（ ゲート）」や 視 覚 に 障 が いを
持った方を音声でご案内する向け
の「音声案内誘導装置」などがござ
います。

独自のプラットホームを
使用した提案型開発へ

医工連携での自社製品開発

素子から自社独自で開発を行った
「Sign」は、人流検知に特化したコ
ンパクトIoTセンサです。建物内や街
中にセンサを設置し、人流計測を行
います。
プローブデータでは扱えな
いメッシュの細かい人流計測も可
能となっており、移動方向の判定・
滞留人数の判定といったバリエー
ションを取り揃えております。
２４時間リアルタイムでの計測が可
能であり、様々なシーンに合わせた
計測が可能な機器となっており、
ニーズに合わせたカスタマイズも
行っております。

高 性 能 な C P Uとマイコンをワン
ボードにした自社プラットホーム
「YAWARA」を開発しました。
「YAWARA」を使用することにより、
制御系から情報系まで幅広いニー
ズに対応した開発が可能になりま
した。
また「YAWARA」に標準搭載され
たLINAX（OS）やオープンソース
（OPEN CVやROS等）
を使ったシス
テム開発により、構想段階からのご
提案から開発・試作・量産まで一気
通貫したものづくりを実現しており
ます。

病院内で使用する3.4L酸素ボンベの残時間をカウントし、音と光で事前にお知らせする「かん
たんO2タイガー」を開発しました。神戸市機械金属工業会「医療用機器開発研究会」の医工
連携事業の中で医療従事者から「搬送患者の搬送中の酸素切れによる低酸素状態を防ぐ機
器（方法）」といったニーズがあり、医工連携メンバーによるブレストから医療従事者へのヒア
リング
（25施設78名）
を経て製品仕様を決定。
その後プロトタイプでの臨床評価を経て製品化
を実現しました。
第３回日本臨床工学技士学会 工連携アワード 理事長賞（最優秀賞）受賞
第４回Medtech イノベーション大賞 チャレンジ賞受賞

Topics

Message

Topics

Message

パリティ・イノベーションズ社の光学素子「パリティミラー®」を使用し、空中映
像を映し出し、IRセンサー指を検知することにより非接触での操作が可能で
す。
「YAWARA」プラットホームボードと高輝度LCDを組み合わせて、高い視認
性と操作性を実現しました。開発自由度が高く、ハードウェア、
システム、コン
テンツ等のカスタマイズ対応が可能です。

令和元年に当社は70周年を迎えることとなりました。
これもひと
えに永年にわたる皆様の温かいご愛顧ご支援のたまものと心か
ら感謝いたしております。
これからも、
ますます加速する時代の変
化を「人々の価値観の変化」と捉え、常に新しい技術に挑戦し、社
員一丸となって努力を重ねてまいる所存です。

人流データを活用し、肌感覚だった人の流れや人数を数値化することで施設
運営の効率化、経済効果の向上、地域貢献に繋げております。
ただ計測を行うだけではなく、
データを利用したリアルタイムでの混雑状況の
表示サイトの制作や、
シミュレーションをもとにした未来予測を行い、災害対策
や人流変化を可視化できるシステムの開発も行っております。

人流データはポストコロナ社会での密管理だけでなく、DX・UX、
SDGｓの観点からも欠かせないデータとなってきております。人流
を活用した新たな体験をお客様に提供していくのが弊社の使命
と考えています。

非接触での操作が可能なタッチレスモニターを開発しました。

〒650-0015 神戸市中央区多聞通5-3-13

TEL. 078-382-2231

変化を見据え、新しい技術を

●創業／1949年 ●設立／1949年5月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／14名（男性10名、女性4名）
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人流センサ「Sign」

「Sign」は人検知情報取得を目的と
した赤外線センサです。秘匿性が高
く個人の特定を行わないため設置
場所は問いません。
センサ自体も低
消費電力化に成功しており、電池駆
動で電源不要となっているため、屋
外であっても電源確保の必要があ
りません。
また夜間でも昼間と変わ
らない計測を行うことが可能となっ
ております。
「Sign」はリアルタイムで通信を行
うことができ、いつでも最新の情報
を取得することができます。
イベント
などの利用人数の把握や、施設内
回遊状況のリアルタイムでの可視
化といった、現場状況の情報発信な
どを行うことができ、計測データか
ら混雑緩和にも役立てることが可
能となっております。
計測データを蓄積・可視化するだけ
でなく、データの分析にも力を入れ
ており、人流計測からお客様の課題
解決に取り組んでおります。
自社での開発・製造はもちろんのこ
と、設置施工・システム設計・データ
分析まで一貫してお受けしておりま
す。ご要望に合わせたカスタマイズ
からデータの利活用サポートまで
行っております。

神戸発・優れた 技 術２０２２

代表取締役

計測データから未来予測へ

松島 寛和

新和工業株式会社

〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1-2-25 神戸市ものづくり工場C棟305

人流データ活用で変わる社会に貢献

代表取締役

TEL. 078-335-6515

●創業／2011年 ●設立／2011年4月 ●資本金／4,182万円 ●従業員数／10名（男性6名、女性4名）

堀江

聡

人流 赤外線センサ ポストコロナ DX スマートシティ センシング

神戸発・優れた 技 術２０２２
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その他の医療に附帯するサービス業

株式会社 T-ICU

2020年度新規認定

情報サービス業

2020年度新規認定

株式会社 トータルブレインケア

https://www.t-icu.co.jp/

https://tbcare.jp/

医療者に寄添う遠隔相談システム及び患者の病状・医療データの
遠隔モニタリングシステム

「認知機能の見える化」で生涯現役の実現に貢献します
認知機能のチェックと
トレーニングができる
クラウドシステム

すべての病院に
集中治療科医を
私たちは、“どこでも最高の医療が
受けられる環境を創造し、全ての人
が安心して暮らせる社会をつくる”
というビジョンのもと、集中治療科
医・集中ケア認定看護師のチームを
擁し、病院向けに専門性の高いサ
ポートを提供する日本で唯一の事
業会社です。
【遠隔相談サービス リリーヴ】
全国的に専門家が不足する重症患
者診療の現場を、集中治療科医・集
中ケア認定看護師で構成されたメ
ディカルチームが24時間365日サ
ポート。命に関わる重症患者診療を
担う医療スタッフの不安に寄り添い、
呼吸・循環管理、鎮静・鎮痛、感染症
治療などの全身管理を最新の知見
と豊富な経験で支援する遠隔相談
サービスです。

日本から世界へ、JICAの
プロジェクトとして遠隔ICUで
世界約10カ国を支援
株式会社シー・ディー・シー・イン
ターナショナルと共同企業体（JV）
を組み、独立行政法人国際協力機
構（以下「JICA」）の技術協力「新型
コロナウイルス感染症流行下にお
ける遠隔技術を活用した集中治療
能力強化プロジェクト」を受託しま
した。開発途上国の集中治療に従
事する医師・看護師と、日本の集中
治療科医・看護師を遠隔で結び、集
中 治 療 にかかる研 修 や 遠 隔 I C U
サービスによる技術的助言を10ヶ
国を目途に実施します。

広がるCogEvoの
用途と連携

【遠隔モニタリングシステム
クロスバイ】
ベッドサイドに配置した高性能カメ
ラにより、
これまでにない患者観察
が可能に。患者の表情や顔色、呼吸
様式の観察までもが可能となり、人
工呼吸器を含む各種医療機器と接
続することで、多面的な患者情報を
院内の離れた場所へ届けることが
可能な遠隔モニタリングシステムで
す。COVID-19患者受け入れ病院で
の医療の提供と医療従事者への感
染防止策としても、導入頂いており
ます。

5つの認知機能
CogEvoはインターネットを利用し
て、認知機能のチェックとトレーニン
グを両立したクラウドシステムです。
認知機能を「見当識」
「注意力」
「記
憶力」
「計画力」
「空間認識力」の5
つに分け、
これらの機能を12種のタ
スクを使い特性を測定します。結果
は5角形のレーダーチャートやグラ
フで表示。MMSEとの相関もあり、
脳の変化の予兆をつかみ認知症へ
の移行の早期発見・予防に役立て
ます。更に職場やアスリート分野で
も認知機能をトレーニングする事で、
パフォーマンスアップや安全性の確
保に繋がると考えております。

CogEvo［コグエボ］は、三次予防（リ
ハビリ）から生まれ、二次予防（早期
発見）
でのエビデンス取得のための
臨床研究を行ってきました。医療・介
護・自治体での実績を踏まえ、今後
は一次予防（発症予防）でのエビデ
ンスの取得、様々なソリューションと
組み合 わ せた 仕 組みづくりや、ス
ポーツ、健康経営分野への活用が期
待されています。

Topics

Message

Topics

「認知機能の見える化」で社会課題を解決

2022年1月、
大阪梅田にTMC大阪
（TeleMedicine Center）
を新設いたしました。
このセンターは、NEDOの助成事業TRYのプロジェクトで、西日本電信電話㈱と
医療法人医仁会さくら総合病院と共に、本事業の成果と通信を組み合わせた
遠隔ICUシステムの導入を目指す実証実験となります。

我々は集中治療科医の不足を解決し、
どこでも質の高い医療が受
けられる環境を創造します。遠隔ICUの確立により；
●医師や看護師の負担軽減や更なる知識向上・最新情報の収集に貢献
●医療の質や医療安全の更なる向上による診療体制の強化
そしてより多くの重症患者様を救えるよう取り組んで参ります。

認知機能のチェック＆トレーニング

CogEvo［コグエボ］は、高次脳機能障害のリハビリテーションで使用されてい
るツールをICT化したものでMMSE（ミニメンタルステート検査）
と高い相関が
あり、
日本の認知症研究（J-MINT研究）
では国立長寿医療研究センターなどが
アセスメントツールとして、SSAPではトレーニングツールとしても採用されてい
る、エビデンスベースのクラウドシステムです。

「労働力人口の減少」や「超高齢社会」などの社会課題も「認知機
能の見える化」からのアプローチで角度を変えて見る事で、新たな
解決法を見つける事ができます。私たちは、産官学との連携で、人が
その人らしく活き活きと暮らせる社会づくりを目指して参ります。

24時間モニタリングルームを新設

世界中の人々に最高の医療を

代表取締役社長

〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル605

TEL. 050-5213-8950

●創業／2016年 ●設立／2016年10月 ●資本金／1億円 ●従業員数／24名（男性18名、女性6名）
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私たちは、日々のストレス・疾病・老
化などによる脳へのダメージで、認
知機能低下を伴う健康被害にさらさ
れています。 弊社では体重計や血圧
計でのセルフチェックと同様に、気軽
に認知機能をチェックとトレーニン
グでき脳の健康管理（メタ認知）
を可
能にするCogEvoを開発しました。
CogEvoによる「認知機能の見える
化」で、労働寿命と健康寿命を延伸
し、生涯現役の実現に貢献します。

神戸発・優れた 技 術２０２２

T-ICU

中西 智之

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-1-1

ポートアイランドビル6F

Message

代表取締役社長

TEL. 078-335-8467

●創業／2015年 ●設立／2015年11月 ●資本金／1億3,982万円 ●従業員数／5名（男性2名、女性3名）

河越 眞介

株式会社トータルブレインケア

神戸発・優れた 技 術２０２２
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印刷・同関連業

化学工業

【初回認定】2000年【再認定】2012年

株式会社 シンプロ

http://www.spsinpro.com

あらゆるゴム製品へ印刷を！
医療や介護など新分野へも挑戦

印刷業から総合サイン・
ディスプレイ業へ業態転換

工業印刷部門では、自動車関連部品用のマーク印刷を中心
に、主にゴム（加硫前）にマークや柄などを転写できる技術を
培ってきました。特殊加工紙・特殊インキを使用することで、安
定した発色で堅牢性の高い製品を
作り出せます。ゴム成型品（加硫後）
への転写（ヒート転写）も可能で、
さ
らに技術の向上を目指し開発を進め
ています。今後は医療や介護など新
たな分野の関連部品や展開製品な
ゴム手袋、
ゴム長靴等
どへも挑戦していきます。

シルク印刷では、金属、
ガラス、木、
ゴ
ム、布、
プラスチック等の素材にも印
刷できるほか、大型のインクジェット
印刷機も保有。これ
らを活かしてディスプ
レイ部門を設置し、
商業用・公共用サイ
ン、ディスプレイの企
画から制作・施工ま
で行っています。
案内板の点字

（成型品）
のマーク

「テクノケミカル」で顧客ニーズに応える鋳型用化学品のトップメーカー
日本ではじめてフラン樹脂による
鋳型用粘結剤を開発

当社の「Xfuran」は、
日本ではじめて開発された自硬性フラン樹
脂バインダーです。砂型の強度や寸法精度などの機能性向上は
もとより、砂の回収率も95％以上可能、
さらには鋳込み時のガ
ス発生量を抑える環境面配慮など優れた特長で、高い評価をい
ただいています。
このほか粘結剤では、
フェノール樹脂やウレタ
ン樹脂など、用途や求められる機能に応じて豊富にラインナッ
プ。
この内、
フラン樹脂の主原料はトウモロコシの芯を原料とし
たもので、環境にやさしいバイオマス樹脂です。

篠山工場外観

鋳型の上下型を密封する鋳物製品に
不可欠なシール材「NONFIN」

研究開発型企業として多様な
ユーザーニーズに対応

本社および本社工場に隣接した研
究所では、10名以上の研究員が、
主に多様なユーザーニーズに応え
るオーダーメイドによる研究を中
心に取り組んでいます。近年はとく
に環境配慮型製品開発への要求
が高く、臭い、粉じんの抑制や、低
ホルムアルデヒドなど次々に環境
対策製品の開発を進めています。

湯漏れ防止効果が高いほか、切れにくさなどの作業性に加え、芯止めに金属を使用しないなど
オールペーパーで環境にも配慮しています。

合成試験装置

Topics

Message

Topics

Message

点字印刷では、
さまざまな種類の案内板に対応できるノウハウを確立していま
す。自社で点字データベースから作成し、オリジナル工程での印刷を実施。
ス
イッチ等現状の機材の上に貼る事ができる点字シールや手すり用点字など、
ご
要望に応じて製作可能です。

世の中はデジタル化が浸透しております。
しかし、
デジタルだけでは作り
得ない、人の手と経験による技術も沢山あります。
これからも自社の技
術で、自社のブランドを確立し、新しいものづくりに挑戦して参ります。

鋳物工場で発生する問題を解決する製品を開発しています。最近は、環境にや
さしい製品を多数開発しました。
フラン樹脂、
フェノール樹脂では、金属量の低
減や、人体にやさしい溶剤への変更。使用時に発生するホルムアルデヒドなど
の臭気を低減させた製品などを開発しています。

1945年の創業以来、鋳物の発展と共に歩んで参りました。
ご要望に応じてバインダー、
シール材、接着剤、離型剤など、多様な製品を製造販売しており
ます。
これからも、鋳物に関わる不具合を解決すべく、提案型の開発に取り組みます。

オリジナル工程での点字印刷も！

〒651-0068 神戸市中央区旗塚通2-2-15

新しいものづくりをめざして

化学工業

環境対策バインダー開発

代表取締役

TEL. 078-241-3456

●創業／1954年 ●設立／1966年11月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／43名（男性24名、女性19名）

シンプロ

湊 恭太郎

化学工業

神戸理化学工業株式会社

【初回認定】2000年【再認定】2012年

http://chem.co.jp/sakaikagaku/

「お客様のお役に立つ、社会に貢献する」

培養量産設備

TEL. 078-841-1591

高木 幹生

坂井化学工業 株式会社

https://www.kncweb.co.jp/

当社は、有機化学品の研究・開発・生産ソ
リューション事業を主たる業務としていま
す。具体的には、顧客が製品開発及び製造
販売のために行う研究、
開発及び生産活動
において必要なサンプルや製品を供給す
るとともに、製造方法の検討を実施してい
ます。製品の研究から量産に至る過程では
種々の課題が発生しますが、当社は顧客と
協力しながら製造方法等の課題を解決し
て、顧客の求めるサンプルや製品を供給し
ています。対象としている有機化学品は、主
に医薬分野、情報電子分野で用いる機能
性を持った化学品及びその中間体であり、
一般的な化学品を原料として製造します。

代表取締役

●創業／1945年 ●設立／1950年6月 ●資本金／1億円（授権資本4億円） ●従業員数／60名（男性50名、女性10名）

【初回認定】2012年

【神戸天然物化学の魅力】

研究開発型企業

〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号

看板

神戸天然物化学 株式会社
顧客要望に応える
「スピードと対応力」を大切に！

長年の受託事業の経験から、特に開発段階で
は、お客様が時間との勝負の日々を送っている
ことをよく知っているからです。
また、当社は専門
性の高い技術スタッフがフラットに組織されて
おり、お客様の多種多様なご要望にフレキシブ
ルに対応しています。

医薬品原薬製造設備

機能性有機材料の製造工場

自動車、電子材料、建材に使う接着剤、塗料、樹脂で 他社にない“機能性”製品をグローバル展開
ボディサイド・スポンジ処理剤

サンルーフ用スポンジ処理剤

グラスラン
内装用塗料
スポンジ処理剤

自動車関連製品

本社・明石工場

三木工場

Ｐ.P.用下塗料

丹波工場

「独創的な新技術」
「新商品の開発」
「新市場の開拓」を合言葉に
“新しい何か”を生み出す

当社の技術は、履物用塗料や接着剤
に始まり、半世紀を越えて様々な分
野で多様化する材質に対応してきま
した。さらに各大学との共同研究を
通じてグラフトゴム等の坂井化学と
しての基盤技術を習得して成長。現
在、私たちの技術は自動車、建材、情
報機器メーカーなど数多くの企業の
製品を通じて人びとの暮らしを支え
ています。

「水系」
「導電」
「UV 硬化」
「防汚」…
最適な“機能”を求められる製品に

自動車関係
グラスラン塗料（自動車の窓枠に使用、
ゴム表面の植毛にか
わる塗料。機能性表面コーティング剤）ゴムスポンジ用塗料
（ドア廻り等のゴムスポンジの機能性表面コーティング剤）
建材関係
屋上用シート防水用副資材（接着剤、
プライマー、
シール剤、
シールテープ、表面仕上げ塗料、難燃性軽歩行材軽舗装材）
電材関係電材関係副資材
情報機器、家電製品など多様化する製品群の様々な用途へ
の粘・接着剤
工業用品関係
履物用接着剤・塗料、
ウエットスーツ関係、各種シートフィル
ム用処理剤、
ミラブルウレタン関係、耐熱無機系処理剤

Topics

Message

Topics

働き易さ・やりがい

こんな事もやります

2021年3月28日放送の読売テレビ「BEAT～時代の鼓動～」で弊社が紹介され
ました。番組ホームページに動画が掲載されておりますので、
ご覧ください。
読売テレビ「BEAT～時代の鼓動～」番組HP
https://www.ytv.co.jp/beat/?bcid=6242557181001

研究開発から量産までの課題を解決するソリューションビジネスを拡大
するため、生産設備の増強を推進。
さらに新事業・新技術の創出に向け
て自社開発にも取り組んでいます。

働き方改革の推進のもと、年齢、性別に関係なくやる気のある人に仕事を任せ
自由闊達な思考・行動を尊重します。

弊社の化学品製造の基盤技術を応用出来る貴社のアウトソーシングの需要（受託加工/製
造）
を積極的に請け負います。
特に、ゴム、樹脂類の溶解、化学反応等、弊社製造の上流部分になる仕事を得意としており
ますのでお困りの事があれば何でもご相談下さい！
代表取締役社長 鷲尾 欣也

読売テレビ「BEAT～時代の鼓動～」に取り上げられました

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-19

更なる成長に向けて

TEL. 078-955-9902（人事部）

●創業／1985年 ●設立／1985年1月 ●資本金／19億9,510万6,630円 ●従業員数／301名（男性234名、女性67名）

18

神戸理化学工業 株式会社

http://www.koberika.co.jp/

「水と空気以外ならなんでも印刷できる」をモットーに、常に新しい技術を追求

自動車や自転車のタイヤ、ゴムベルト、ゴムマット、ゴム管等のマーク

【初回認定】2017年

神戸発・優れた 技 術２０２２

代表取締役社長

Message

宮内 仁志

有機合成 バイオ 化学 受託 ものづくり

〒651-2128 神戸市西区玉津町今津145

TEL. 078-912-5901

●創業／1923年 ●設立／1943年9月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／115名

坂井化学

神戸発・優れた 技 術２０２２
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化学工業

化学工業

【初回認定】2013年度

株式会社 三和

https://www.ex-dry.com/

【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

大和化成グループ

http://www.daiwafc.co.jp/

湿気由来のカビ・サビ・結露対策には、高性能吸湿剤「EX-DRY」
！！
高い吸湿性能で製品を守ります！

EX-DRYは高い吸湿性能で湿気を取り除くこ
とから自動車・建材・アパレルなど湿気に悩ま
れる様々な業界で採用頂いております。
また各
国の化学法規制をクリアしているため海外と
の輸出入の際でも安心してご使用頂けます。

「納得」して導入頂けます！

当社ではお客様に輸送環境を聴取しJIS規格に
準拠した計算式を用いて最適な推奨使用量・
推奨品番をご提案致します。実際にサンプルを
用いてのテスト輸送を実施頂けるため効果を納
得頂いたうえで、導入頂くことが可能です。

消臭タイプも
発売中です！

従来の吸湿性能はそのまま
に 、消 臭 機 能 が 加 わった
「EX-DRY Deo」シリーズを
昨年8月頃から発売開始致
しました。汗臭やアンモニア
臭などを、湿気と一緒に取
り込みます！
ご興味ある方は、是非お気
軽にお問い合わせ下さい。

Message

2021年6月に経済産業省の事業継続力強化計画の認定を受けました。
地震や台風など、予期しない自然災害に備えお客様へ安定した製品供給がで
きるよう様々な事前対策に取り組んで参ります。

高い吸湿力を持ちながら、地球環境に優しく安全な製品を目指し、失敗と試行錯誤を重ね
完成したのがEX-DRYです。
これからも安心・安全を一番のモットーとして、
お客様に「納得」
して頂ける製品とサービスの提案に励んで参ります。

安心・安全をモットーに物流をサポートする「EX-DRY」

代表取締役

〒652-0851 神戸市兵庫区材木町3番1号

TEL. 078-681-0338

●創業／1939年7月10日 ●設立／1951年1月10日 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／28名（男性20名、女性8名）

化学工業

環境負荷の低減に貢献する独創的新製品

福井 文望

吸湿剤 コンテナ 湿気 結露 サビ カビ

株式会社 シクロケム

http://www.cyclochem.com/

紫外線吸収剤の反応装置

当社では世界に先駆けて「非亜硝酸系の気化防錆材」を開発。
また、
「反応型
紫外線吸収剤」を開発・製造し、従来の紫外線吸収剤が抱えていた問題を払拭
し、自動車や建材用途などで要求される10年以上の長期耐候性も実現しまし
た。

化学技術の世界は驚異的なスピードで進化しています。大和グループは
独創的な発想力を持つ人材育成を優先し、人が望む夢を実現する明日
に貢献したいと願っています。

〒652-0047 神戸市兵庫区下沢通2-1-17

弊社はシクロデキストリン
（＝環状オリゴ糖、以下
CD）の世界シェアを80％占めるドイツワッカー社
の日本代理店として、
α、
β、
γの3種の天然型ＣＤや化
学修飾型ＣＤといった高品質な製品を国内に販売し
ています。
また神戸の自社研究所にて、食品、繊維、
化学工業といった分野で役立つさまざまなCD包接
体製品開発およびその技術開発を行っております。
これらの技術は、練りワサビの辛み成分の保持や
食品の風味保持など身近な食品や汗など嫌なニオ
イを抑える商品に利用されています。特にα-CD（α
オリゴ糖）は健康・運動・美容に関わる食品素材と
して開発に注力しております。

TEL. 078-577-1345（代表）
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大和化成

松村石油化成 株式会社
掘削用シールドマシン用高水圧対応止水材など
オンリーワン製品で国内トップシェア

CDは、
その環状構造に疎水性分子を包接
することから、自己修復ゲルやスライドリ
ングゲルとよばれる強靭で伸縮性に優れ
た超分子ゲルの原料として検討されてい
ます。弊社はこれらの超分子ゲルの複雑な
反応工程を１つの反応槽（ワンポット）で
行う技術を開発しました。
これにより製造
コストを10分の1以下にできることから、
コスト面で導入が困難であった医療材料
や自動車部材など幅広い用途での実用化
が期待できます。

掘削機止水材「テールシーラー」
シールド工事現場3,000カ所以上で採用

東京湾アクアライン工事・川崎人工島（現在の「風
の塔」）から、４機のシールドマシンが発進した状況

スーパー食物繊維とヒトケミカルで健康寿命に貢献

「シーラントテープ」を開発しました

超高齢社会に突入した今、
αオリゴ糖やヒトケミカルなどCDの応用技
術を活用し、個人に合わせて栄養成分が選べるパーソナル化サプリメ
ントといった健康食品の開発を行い日本人の健康寿命に貢献したいと
考えております。
代表取締役社長 寺尾 啓二

【用途】
CFRP 成型時のシール材（ネオベルトRP-140）及び
デバルク
（真空引き）工程時のシール材

シクロデキストリン 環状オリゴ糖 シクロケム

公共事業に参入し、
トンネル工事で使われるシールド工事用掘削機の止水材に注力
してきた当社が開発製造する「テールシーラー」は、特殊な繊維が入っているため、水
圧による水の侵入を防ぐ特徴があります。難燃性を持つタイプも製品化し、現在まで
3,000カ所以上のシールド現場に採用され高い評価をいただきました。
さらに、ポン
プで自動注入する工法を掘削機メーカーに提案し、東京湾横断道路の工事に採用さ
れ、現在は世界最大口径16ｍのトンネルを造る東京外環道の工事でも採用されてい
ます。海外でもドーバー海峡、
デンマーク、
トルコの鉄道トンネルなど実績があります。
その他、推進工法用滑材や加泥材など様々なニーズにも対応しています。

Topics

腸内の水素産生にスーパー食物繊維を提案

神戸発・優れた 技 術２０２２

平田 融作

【初回認定】2018年度

αオリゴ糖をエサとして利用する腸内細菌の中には、他の食物繊維と比べて菌
の増殖や短鎖脂肪酸の産生量が増える腸内細菌（酪酸菌など）があることか
ら、
αオリゴ糖が腸内細菌の水素産生を促し水素水よりも効率よく水素を体に
吸収できる可能性を見出しました。

TEL. 078-302-7003

代表取締役

●創業／1963年 ●設立／1963年12月（大和化成株式会社） ●資本金／8,880万円（大和化成株式会社） ●従業員数／150名（グループ全体）
（男性119名、女性31名）

強靭・高伸縮性の超分子ゲル
製造コストを10分の1以下に

Message

●創業／2002年 ●設立／2002年7月15日 ●資本金／9,000万円 ●従業員数／12名（男性8名、女性4名）

企業使命は「世の中に無いものを創る」

http://www.matsumura-oil-chemical.co.jp/

練りワサビの辛み成分保持や消臭に

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目4番5

商社・メーカー・研究所の3つの機能をもつのもグ
ループの大きな強みです。有機、無機、金属などの幅
広い化学技術を持つスタッフをそろえた研究所。国
内に3工場に、2013（平成25）年に稼働を開始した
台湾工場を加えて、
よりタイムリーに低コストで安定
供給する生産および品質管理体制。化学知識の豊
富なスタッフが担当する営業。中でも防錆剤分野の
スタッフは全員防錆管理士の資格を有し、ユーザー
の皆様に適切なアドバイスを行っています。

Message

地球とひとの健康を考えるシクロデキストリン専門研究開発型企業

Topics

各分野のスペシャリストが緊密に
連携するグループ体制

Topics

「三創（独創・草創・共創）」の精神で製品開発

化学工業

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

当社は世界で初めてノンシアンの銀めっき液を開発
し、市場に導入しました。銀は、金属の中で最も優れ
た電気伝導性および熱伝導性、可視光域の100％に
近い反射率、耐酸化性に優れるなどの特性をもち、装
飾品から電子機器部品まで広範囲な分野で使用され
ています。
銀めっきは従来から猛毒のシアンを用いためっき液
が使用されていましたが、当社が開発した酸性浴で
は、ステンレス上への直接めっきが可能になったほ
か、人にも環境にもやさしい製品として、
ノンシアン銀
めっきとしてのシェアはほぼ100％です。

ノンシアン浴でめっきさ
れた部品類

小袋に充填された非亜硝
酸系気化性防錆剤

Topics

事業継続力強化計画の認定

有機合成をコアに金属表面処理、合成化学、食品基材の
3分野で独自技術を展開

Message

「練る・混ぜるの独自の配合技術」で解決

お客様が必要とするニーズ「何かを貼りたい・何かを止めたい・何かを
塞ぎたい」など困り事を「練る・混ぜるの独自配合技術」で解決します。
当社の強みは、お客様のご要望に速やかにお答えし、行動することで
す。何なりとお申し付けください。
ご連絡をお待ちしております。

代表取締役社長

〒651-2271 神戸市西区高塚台2丁目1番4号

TEL. 078-991-3355

●創業／1967年 ●設立／1967年 ●資本金／3,600万円 ●従業員数／26名（男性25名、女性1名）

道野 健一

松村石油化成株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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石油製品・石炭製品製造業

プラスチック製品製造業

【初回認定】2002年度【再認定】2013年度

松村石油 株式会社

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

株式会社 大野社

http://www.matsumura-oil.co.jp

http://www.ohnosha.co.jp

神戸水素クラスター

-100℃の超低温から400℃の超高温までカバー 日本の潤滑油産業のパイオニア

シール製品加工で100年を超える実績
ふっ素樹脂の成形・加工でも独自技術を蓄積

特殊な温度環境を作り出す潤滑油技術

バーレルフリーズ®
潤滑性、低温流動性、冷媒との溶解性、
熱化学安定性に優れた、多彩な冷媒、
温度範囲に対応する合成系冷凍機油です。
バーレルサーム®
－70℃～370℃までカバーできる耐熱性に
優れた合成系有機熱媒体油です。

Topics

ユーザーニーズに迅速に対応する研究開発
潤滑油は機械の一部であり、人にたとえるなら血液であるという創業の精神の
もと、常に技術の向上を目指しています。
全国の営業所から集められる新たなユーザーニーズに対し、国内外トップの新
素材メーカーと連携し、最適の素材を駆使し商品開発を行っています。

〒652-0883 神戸市兵庫区明和通2-2-31（神戸工場）
〒530-0047 大阪市北区西天満2-8-5（本社）

当社は、産業界の新しいニーズを先取りして様々な特殊潤滑油を開発し、製造販売
しています。
〈エネルギーの有効利用を支える加熱・冷却用熱媒体油〉
熱媒体油は、広範囲な温度領域で、間接加熱の媒体液として、精密な温度コント
ロールが必要な製造工程や廃熱回収などに使用されています。当社は、熱媒体油の
国内トップメーカーとして、
－100℃の超低温から＋400℃の超高温までをカバーで
きる優れた耐熱性、低温流動性を有する熱媒体油シリーズを取り揃えています。
ま
た、油の劣化診断など、ユーザー密着できめ細かな技術支援サービスを提供するこ
とで信頼を得ています。
〈空調から極低温冷凍まで、各種冷媒に適応する冷凍機油〉
エアコンや冷凍倉庫の冷凍機に用いる冷凍機油では、低温流動性に優れた合成系
冷凍機油を開発しました。
これまで難しいとされていた－50℃以下の超低温を作り
出す冷凍システムで採用され、食品の鮮度保持や冷凍加工など、冷凍食材の品質向
上に貢献してきました。
また、様々な冷媒、温度に対応できる冷凍機油シリーズは、
超伝導や超高真空に応用されるヘリウム冷凍機などの絶対零度（－273℃）に近い
極低温分野でも採用。幅広く産業界に貢献しています。

Message

1907（明治40）年に創業し、国内初の船舶用
のロープ状パッキンを開発。以来当社のパッ
キン、ガスケット等のシール製品は船舶、車
両、陸上プラント、バルブ、ポンプなど多様な
分野で貢献。
フッ素樹脂（PTFE・PCTFE）
・プ
ラスチック（PEEK・PI・MCナイロン・POM
等）、ゴム、金属など多種多様な素材に対応
しています。

バルブシート・Ｖパッキン

ふっ素樹脂成形・加工品

代表取締役

TEL. 078-671-2931

松村 誠一郎

近年社会全体で脱温暖化の取組がなされていますが
我社は近年顧客の重工メーカー殿・バルブメーカー殿
が製造する燃料電池・水素関連の商品に使われる精
密製缶部品・シール材の開発を進めています。

明治40年船舶用シール材を開発し現在は車両・建設・電力・化学等多く
の分野に商品を納入しています。
シール材は目立たないですが必要な
ものです。商品を通じ社会に貢献していきます。

プラスチック製品製造業

株式会社 糸井樹脂製作所

代表取締役社長

TEL. 078-591-1051

3D精密加工した産業用
機器部品

PET・MRI・CT検査の評価
ファントム

3D脳ファントム
（人の頭をイメージして作成、
灰白質・白質・
脳質の構造）

http://www.robo-robo.co.jp

①工業用樹脂及び金属の精密機械加工部品
試作から量産まで行っています。材質は各種対応可能
です。
②医療用ファントム及び医療用機器部品等
NEMA規格ファントムや、
ヒト3D脳ファントム、
ラット
3Dファントムなど全国の大学・医療機関の納入実績
があります。

樹脂製品の中で切削加工を必要とする物の多くが小
ロットもので、弊社のノウハウや新型の設備を駆使しあ
らゆるジャンルのニーズに応えていきます。

お客様のニーズに対応技術の伝承はもちろん、新たな加工方法を考え
出す力を持つ人材・新たな加工が可能な環境を広げていきたいと思っ
ております。

Topics

技術の伝承と開拓で

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」2017 を受賞

代表取締役

●創業／1950年 ●設立／1975年6月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／13名（男性10名、女性3名）
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神戸発・優れた 技 術２０２２

当社は理化学・バイオテクノロジー分野におけるアッセンブリーロボットに用い
られるプラスチック器材の開発を主体とした企業です。特に2次元コードを付与し
た保存チューブは大手製薬メーカーやバイオバンク、大学の研究施設でのサンプ
ル管理に欠かせないものとなってきました。
日本はもとよりアメリカ、
ヨーロッパ
諸国で特許を取得した「ジャケットチューブ」は、3種類の表現方法（1Dバーコー
ド、2Dバーコード、
ヒューマンリーダブルナンバー）
でレーザー処理されている世
界唯一の次世代保存チューブです。保
存チューブの危機管理（情報消失）を
限りなく追及したこの商品は、競合す
る海外の企業の商品と比べても優位
性を持つ商品です。

新しい分野・技術にチャレンジします

急速に進む開発品の形状の複雑化やスピード感に対応すべく５軸加工機を導入

TEL. 078-681-7121

オンリーワンよりネクストワン！

ファントムの更なる高精度化を目指してマシニングセン
ターを導入。

Message

〒652-0874 神戸市兵庫区高松町2番3号

理化学・バイオテクノロジー分野での
プラスチック器材の開発

医療用ファントムが得意！

Topics

５軸加工機を導入

株式会社 大野社

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

樹脂・金属の精密加工技術をベースに 医療機器の性能評価に貢献するファントム分野へも
エンジニアリングプラスチックの精密加工を柱に、
産業機器・医療器・食品機器部品を中心に、試作か
ら量産まで、一貫生産を行っています。
とりわけ小型
精密樹脂加工では、孔径0.3Φの穴明け加工、2mm
角の小物部品、寸法精度10μなど優れた技術力を
持っています。
ファントム、医療、研究開発用途向け
等の精密樹脂加工製品については、データと加工
技術を蓄積しているため、非常に短納期で対応で
きます。
（納期はご相談下さい）
●エンプラ樹脂（ナイロン・ジュラコン・ポリカーボ
ネート・テフロン・PBT・PPS・PET・PEEK等）
●熱硬化性樹脂（ベークライト・エポキシガラス・シ
リコンガラス・ポリエステル等）
●各種金属（SC材・SKS材・SKD材等）

大野 光夫

神戸バイオロボティクス 株式会社

http://www.itoijusi.com

精密樹脂製品を短納期機械加工で対応！

Message

シール材を通じて社会に役立つ企業へ

●創業／1907年 ●設立／1943年1月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／95名（男性70名、女性25名）

【初回認定】2007年度【再認定】2018年度

①ポンプ・バルブなど摺動部に使用されるパッキ
ン、配管継ぎ手、エンジン、ボイラーなどの固定
部分に使用されるガスケットの工業用シール製
品。金属やゴム、樹脂はもちろん、天然繊維、合成
繊維、炭素繊維等多様な材料が可能です。
②ふっ素樹脂などのエンジニアリングプラスティッ
クの材料調達、成形から機械加工まで一貫生産。
PEEK、
ベスペル等の高機能樹脂の加工も可能。
③薄板特殊鋼を主とするレーザー切断から曲げ溶
接および精密板金・製缶。

水素・燃料電池等脱温暖化社会にむけた取組

〒651-1011 神戸市北区山田町小部惣六畑山5-3

松村石油

パッキン・ガスケットのシール技術

エンジニアリングプラスチック加工品

Topics

当社は、1907年（明治40年）
に神戸市兵庫区で創業致しました。創業以
来、潤滑油の製造販売に携わり、
お客様のお役に立てる商品を提供する
ように努めております。

●創業／1907年 ●設立／1937年4月 ●資本金／7,000万円 ●従業員数／160名（男性135名、女性25名）

プラスチック製品製造業

無ければ漏れる、動かない…
産業の縁の下の力持ちです

理想を現実に・・・
バイオテクノロジー分野の限りある未来に向けて挑戦します。

Message

目標とするところは

TODAY'S INNOVATIONS FOR TOMORROW'S STANDARDS
（我々の開発した製品は、
明日にはスタンダードなものとなる。）

糸井 将之

糸井樹脂製作所

代表取締役

〒657-0047 神戸市中央区港島南町3-3-18（神戸工場）
〒673-1336 加東市東垂水402-3（本社）

TEL. 0795-46-2750

●創業／2001年 ●設立／2001年9月 ●資本金／1億4,000万円 ●従業員数／61名（男性43名、女性18名）

上山 幸夫

神戸バイオロボティクス株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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プラスチック製品製造業

プラスチック製品製造業

【初回認定】2018年度

三和テクノ 株式会社

根村産業 株式会社

http://www.t-sanwa.co.jp/

http://www.kobe-ipc.or.jp/jdb/detail.asp?ID=930

シール機能を徹底して追求・開発
日米中で50件以上の特許取得

当社では、高速スピードで回転する複写機カートリッジ関連のシール材料の開
発にチャレンジし、パイル編の活用で微細なトナー粒子の飛散防止技術を開発
しました。
その結果、顧客の要望に合致し、採用にこぎつけ、現在では当社の取
得特許の約半数がトナー関連となっています。自動車で
も、
シール機能をはじめ、緩衝材や吸音など多様な機能
で当社製品が採用され、ハイブリット車やEV車の普及
「関西機械要素技術展
に伴う新たな機能開発が課題となっています。
（M-Tech 関西）」出展
これまでの開発成果を整理し、系統立ててシール機能
を追求すべく設置した研究開発室を拠点とし、営業・研
究開発・製造一体で取り組む製品開発型企業として次
経済産業大臣より
世代に向けて邁進していきます。
「地域未来牽引企業」として

大分キヤノンマテリアル株式会社様より
品質最優秀賞受賞ほか、壁一面に並ぶ
特許証
研究開発室

選定されました

Topics

Message

2019年7月生産能力拡大のため、本社・苅藻
工場から徒歩3分の場所に神戸工場を開設。
8月から本格稼働を開始いたしました。

1995年の阪神・淡路大震災以降、
「一人でも多くの人が働ける場所をつ
くる」ために、“シール”という機能の開発に真剣に向き合う、世界一の
シール材メーカーを目指しています。

新工場を開設

代表取締役社長

TEL. 078-682-7171

●創業／1965年 ●設立／1965年4月 ●資本金／9,000万円 ●従業員数／246名（男性103名、女性143名）

プラスチック製品製造業

福井 和郎

プラスチック製品製造業

ぐりんぐりん
（福岡県）

代表取締役

TEL. 078-681-0767

根村 啓太

根村産業

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

http://www.kk-hanshin.co.jp

可能性をカタチにする樹脂と金属加工のラボラトリーめざす
樹脂と金属の組み合わせなど
試作から量産まで最適な加工をご提案

屋上駐車場の防水・屋上緑化の防水
当社のもっとも得意とするのが、大型店舗
等の屋上駐車場や屋上緑化で採用されて
いるウレタン・FRP複合防水工法です。柔軟
性に富むウレタン塗膜防水と、強靭なFRP
防水を複合させた防水システムで、下地挙
動追従性、耐根性に優れ、防水機能はもと
より、舗装材としての機能をあわせもつ軽量
かつ耐久性に優れた工法です。

エンジニアリング
プラスチック

金属部品

エンジニアリングプラスチック＋異種材料

試作品
3Dプリンター

大型機械

樹脂・金属ともに複雑な形状の多種多様な製品の最適な加工。
さら
に、わずか数ミリの極小の高精密部品から、数メートルにわたる大型
構造物に至るまで、様々な大きさの製品加工を可能にする豊富な設備
と技術があります。
とくに樹脂と金属を組み合わせた製品では、永年積み重ねた技術に
よって、各々の長所を活かした製品が製作できます。
金属の一部分に樹脂を使用、あるいは樹脂の一部分に金属を使用し
て補強、軽量したい場合や、金属では薬液で溶ける場合など、形状・素
材・納期・加工条件など、
ぜひ一度ご相談ください。
また、実験的な小ロットサンプルから量産まで大小あらゆる加工に対
応しています。

Topics

Message

Topics

Message

市場のニーズを汲取り高付加価値製品の開発及び取扱を進めます。
海外新興諸国でのFRP防水材を軸としたフィージビリティスタディの開始、海外
製品の輸入販売、環境対応商品の取扱等も展開します。

弊社はおかげさまで設立73年目を迎えました。
多様なニーズをキャッチしお客様の利益となる商品開発やサービスを
心がけ、未来永劫に存続する強い企業を目指し邁進致します。

樹脂と金属の両方で、数mm╳数mmの小物から4m╳6mの大物まで切削加
工ができ、1個試作から数百個の量産までカバーいたします。
そして、樹脂と金
属の切削を発注される調達や設計部門の方は、複数の会社に発注する必要は
ございません。
また、品質管理部による検査測定表の作成も可能です。

切削加工を通じて、従業員、協業先およびお客様の満足度向上に邁進
いたします。
また、お客様のお困りごと解決に貢献できるよう新技術開
発や業務プロセス改善に取り組んでまいります。

グローバルな展開を模索します

未来永劫に存続する強い企業を目指して

代表取締役

〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通1-2-26

TEL. 078-651-6262

●創業／1947年 ●設立／1950年5月 ●資本金／4,500万円 ●従業員数／40名（男性28名、女性12名）
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創業以来、厳しい品質管理と品質の向上を心がけて参りました。今後も
全社一丸となって「モノづくり」精神とチャレンジ精神を忘れる事なく、
業務に努めて参ります。

株式会社 ハンシン

防水システムの開発・製造で
街を、人を、未来を守るテクノロジー

大阪国際空港駐車場（大阪府）

Message

「モノづくり」精神とチャレンジ精神を

●創業／1967年 ●設立／1989年3月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／10名

https://www.sowa-chem.co.jp

大型駐車場（東京都）

お客様の希望されるプラスチック精密加工製品を、長年培った技術を生かして、最適な金型設計と、
それを用いた加工条件を自社で技術開発。
また、
ピン打ち込みから、
プレス加工、超音波溶着、
ホット
スタンプ印刷などの加工技術を有し、製品組立まで一貫で行なうこともできます。
その他、離型を容易にする方法や、固着しやすいモノを固着させずに製作する技術機械設備や工具
など、成形サークル上や業務に関わるものに対して、常に高効率で最適になるように独自の技術でカ
スタマイズしています。
主な精密電子材料用プラスチック成形部品
可燃性ガスセンサ（ガス漏れ警報機・CO検知警報機など）、冷媒用ガスセンサ（フレオン、
アンモニア
など）、空清用ガスセンサ（空気清浄機・換気扇・電子レンジなど）、
アルコールチェッカ用ガスセンサ
（口臭チェッカー・アルコールチェッカーなど）、等広範囲にわたるガスセンサー部の金具を保持する
樹脂部分やケースカバーなどを成形しています。ハーフピッチ端子板・超小型コネクタ・自動車部品・
電化製品（テレビ・DVDレコーダー・プロジェクター・携帯電話など）
の部品なども製作しています。

当社は、
プラスチック加工、射出成型により、工業部品、自動車部品、弱電部品、
家電から雑貨まで製造致します。
常にお客様の立場に立ち、一緒に考え理解し、
より良い品質と低コストの製品
とサービスを提供できるようにすべてに最善を尽くしております。

〒653-0024 神戸市長田区浜添通2-2-20

三和テクノ

双和化学産業 株式会社

当社は、FRP（ガラス繊維強化プラスチック）
を用いた屋上防水システム「ポリルーフ」の
開発、製造、販売を行っています。
FRPの30年以上にも及ぶノウハウ、実績を
集積させて開発されたFRP複合防水工法
「ポリルーフ」は、大型店舗における屋上駐
車場や木造住宅バルコニーでの独自工法
を確立し建築物の軽量化、大幅な工期短
縮、
さらにはコストダウンに貢献し、日本の
建築防水業界に大きな波紋を引き起こしま
した。

ギアプーリー
用途：自動販売機など

ニーズに最適かつ高効率な金型設計から成形加工、組立まで

「人・地球にやさしい」技術開発を！

【初回認定】2002年度【再認定】2013年度

FRP防水システム「ポリルーフ」

ディスク読取レンズホルダー・
SDスロットカバー類・ケーブル
コネクター類・お守りストラップ

プラスチック精密加工製品の射出成形による
少量から大量までの生産技術

Topics

神戸で一人でも多く働ける会社を

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通7丁目4番27号

センサー台 ピ
ン及び金具等を
樹脂の中に挿入
した も の（イン
サート成形）
主 用 途：ガス警
報機・空気清浄
機・アルコール
検知器など

多様なシール材の開発で装置・自動車メーカーの課題を解決

ダイハツ九州株式会社
様より品質優秀賞受賞

【初回認定】2002年度【再認定】2013年度

神戸発・優れた 技 術２０２２

安田

切削加工に『ハンシン削り』。
その理由は…

宏

双和化学産業株式会社

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-3-12

TEL. 078-998-4000

切削加工を通じて地域社会に貢献する。

●創業／1977年 ●設立／1977年2月 ●資本金／4,000万円 ●従業員数／70名（男性60名、女性10名）

代表取締役

田窪 宏充

株式会社ハンシン

神戸発・優れた 技 術２０２２
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プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

ユタカ産業 株式会社

タガミシール 株式会社

https://yutakasangyo.co.jp

http://www.tagamiseal.co.jp/

あらゆる樹脂・セラミック・断熱材、
とくに難削材の加工はお任せください
１個から５万個まで対応

お客様から図面をいただ
き、材料は自社で購入あ
るいはお客様から支給し
ていただき、
マシニングセ
ンター、NC旋盤などの工
作機械を使って、様々な樹
脂・セラミック・断熱材お
よびガラス繊維やカーボ
ン繊 維と樹 脂 の 複 合 材
（FRP、GFRP、CFRP）
を加
工します。

セラミック加工品

樹脂加工品

【初回認定】2018年度

断熱材加工品

高機能ゴムシール材料でオンリーワン製品 独自の「送り焼き」技術を新分野にも拡大

最適な材質をご提案します。

当社の主な特長
①樹脂・セラミック・断熱材全般を扱っているが、特に以下
の様な加工性が悪い材料を得意としている。
●ガラス繊維やカーボン繊維と樹脂の複合材（FRP、
GFRP、CFRP）
・断熱材・耐熱材（ガラス繊維、セメント、
マイカなどを主原料とした硬質断熱板）
・セラミック・
カーボン
②樹脂・セラミック・断熱材全般を扱っているので、ほとん
どの材料を供給可能。
③マシニングセンター、NC旋盤、研磨機、歯切盤など様々
な機械により大抵の形状は製作可能（外注所有設備を
含む）。
④1個から5万個まで様々な製作数量に対応可能。
⑤材料の在庫を置いているので短納期対応が可能。
⑥各種樹脂・セラミック・断熱材の特性を把握しているた
め、
要求に応じた最適な材質選定が可能。

多品種少量生産に適した「送り焼き」で大口径、高品質、短納期を実現

当社が得意とする「送り焼き」とは、
ゴムシール材の製造方法の1種です。
プレス圧縮成型した短い材
料の両端が未加硫のものを必要数量製作し、未加硫部分を加硫していくことで、注文の寸法までつ
なぐという製法です。
このため、量産に適した金型成型と比較して、製品寸法を自在に調整でき、多品
種少量生産に適しています。押し出し接着品や焼き継ぎ製品に比べ、繋ぎ目部分が分かりにくく、汎
用金型成型品に比べても性能は劣りません。
同業他社では金型成型を中心とする会社が多く、熟練作業者を必要とすることもあって、
「送り焼き」
を中心とする会社は少数です。
押し出し接着品や焼き継ぎ製品に比べ、繋ぎ目の部分が分かりにくい「送り焼き」
汎用金型成型品に比べ性能が劣るという事はありません。
また、金型
成型品の為、JIS 規格相当品となります。
弊社所有保有の金型を使用した場合、金型を作る必要はなく、少ロット
の製品ならば低コストで製作可能です。他にも押し出し成型・一般金型
成型で製作が困難な形状の波状のリングベルト等も製作可能です。

当社のOリングは、1本からでも製作可能。
保有金型も豊富なため多様な内径・線径にも対応できます。

Topics

Message

Topics

Message

たとえば樹脂・ゴム・ダイカスト用金型・成形機の断熱板、超電導マグネットの
絶縁部品、H2Aロケット用電池ケースなどを加工・製作しています。

品質・価格・納期に関しご満足いただくことはもちろん、例えば材質選
定のご相談など、樹脂・セラミック・断熱材のコンサルタントとしてもお
役にたてるよう努力しております。

高機能Oリング「Exzeus®」エグゼウスシリーズは、
これまでの製品以上に特殊
な用途にも対応した高機能シールリングシリーズです。半導体関連や生産設備
熱処理・塗装設備などの過酷な環境に対応可能な耐熱、耐寒、耐プラズマ、耐
アミン、非粘着等様々な機能材料をラインナップしています。特殊形状のシール
材料・リングなど、他社ではできないものもご相談ください。

当社は、ゴムシール材料製造だけに捉われず、異業種参入や業務多角
化などお客様ニーズに対し柔軟に発想し対応できる会社を目指してい
ます。今後は、自社の強みを活かしつつ、他分野での新たな用途開拓な
ど積極的に展開してまいります。
代表取締役 田上 嘉一

難削材の加工が得意

製造業であり満足を提供するサービス業

代表取締役

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-2-4（神戸複合産業団地内）

TEL. 078-995-3393

●創業／1947年 ●設立／1968年4月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／14名（男性12名、女性2名）

プラスチック製品製造業

豊田 正宏

様々な高機能シーリングも開発

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通1丁目4-2

断熱材

TEL. 078-515-6074

ゴム製品製造業

株式会社 若林精機工業

https://www.w-seiki.com/

【初回認定】2011年度

タカヤマ 株式会社

http://www.tkym-co.jp/

切削と成形、匠のバリ取り技術で
「ピカイチ」の製品をご提供します

手作業でのバリ取り

樹脂製品での嵌め併せ

0.5tの樹脂バネ（切削品と成形品）

当社は特殊構造金型技術と熟練の技と経験で、
穴交叉部にバリの無い極めて精密な部品を多
品種、極少量生産で供給します。そして、成形工
程と切削工程を自社で行えるため、金型設計時
点で、後加工を考慮した成形化設計ができます。
また、医療機器等の高精度ニーズに応えるエン
プラ・スーパーエンプラ樹脂の切削加工と射出
成型加工を行っています。切削技術と成形技術、
そして、バリ取り技術で「ピカイチ」製品をご提
供します。

Topics

お客様の夢を実現するために

〒651-2132 神戸市西区森友4-94-2（神戸工場）
〒561-0822 大阪府豊中市三国2-4-6（本社）

神戸発・優れた 技 術２０２２

【営業理念】
“小さな事からコツコツと”の精神でお客様に
対応し、我々のアイデアと経験を活かすことによ
り、最高のパートナーになることを目指します。
我々は、ただ単に「物」を「作る」
「形にする」の
ではなく、設計者が求める機能や性能を発揮す
る「使えるもの」を創ります。
その為に、小さな案
件であろうとも即座に対応し、我々のアイデアと
経験をご提供し「使えるもの」の実現にご協力
をさせていただきます。

この〈経営ビジョン〉の様な会社組織を創り、
メイド・イン・ジャパンに貢
献する！

TEL. 078-922-6871

過酷な環境にも耐える
強固な接着を実現

最高のパートナーを目指して！

『我社で仕事ができてとても良かった。』
『我社と仕事ができてとても良かった。』

●創業／1957年 ●設立／1979年8月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／71名（男性31名、女性40名）
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ゴムと金属・樹脂など異素材を強力に接着する
加硫接合技術のエキスパート

Message

【経営理念】
「努力で生み出す技術力、技術で出来る社会貢献」
我々の努力とは、
日々勉強、
日々挑戦「ならどうする」を追究することです。
テク
ニカル性と人間性の両輪が技術力となり、更にその技術力を通して、働く私た
ちの人生を明るくし、
そして社会のお役に立つことを目指します。

タガミシール

●創業／1979年 ●設立／1997年9月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／30名（男性21名、女性9名）

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

匠のバリ・ヒゲ除去技術
熟練経験者が10u単位まで除去

新たな発想で、新分野にも挑戦します

代表取締役

若林精機

若林 繁正

プラスチック

写真① プラットホーム用櫛櫛櫛櫛
櫛櫛櫛櫛櫛
用 途：電車とホームの隙間を埋める緩衝材

写真② 釣竿用リールシート
用 途：釣竿のリールを固定する
シートグリップ

写真③ 肩パッド
（リコイルパッド）
用 途：ライフルの肩パッド

加硫とは生ゴムに硫黄を混ぜ合わ
せ、加熱する事によって起きる化学
反応を言い、
このゴムの加硫と同時
に、ゴムと金属、ゴムと樹脂、ゴムと
ゴムなどの異種材料と接合する技
術を加硫接合と言います。
タカヤマの加硫接合技術は過酷な
環境下にも耐え得る強固な接着を
実現しています。

ゴムとの複合化をご提案いたします！

●落下防止のため、
プラットホームと電車の隙間を少
なくするための櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
PVCの接着に、弊社の強力な加硫接合技術が使わ
れています。
（写真①）
●釣竿のリールを固定するリールシートです。
長時間の持ち疲れ軽減のため、ナイロン樹脂のグ
リップ部の接着に弊社の加硫接合技術が使われて
います。
（写真②）
●ライフルの柄部の肩パッドです。
高硬度のゴムと低硬度のゴムの接着に、弊社の加
硫接合技術が使われています。
（写真③）

Topics

Message

女性従業員は主婦の方が多く、働きやすい職場にするために柔軟な働き方に
取り組んでいます。子供の送り迎えに対応した勤務時間や学校行事などの休
暇取得、子供や親の病気による急な休みにも対応できる職場にしており、
その
結果ワークライフバランスの取れた職場環境を実現しています。

お客様及びお取引先様にお役立ちできるように、
「常に前へ、常に
挑戦」し続け、
ゴムと異素材とを強固に接合する加硫接合技術をと
おし、社会貢献することを宣言いたします。

イキイキと長く働き続けれる職場環境づくり

〒651-2228 神戸市西区見津ケ丘2-4-5（本社工場）

技術を通して社会貢献

TEL. 078-995-2341（代表）

●創業／1999年 ●設立／2001年8月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／48名（男性20名、女性28名）

代表取締役

髙山 正史

タカヤマ ゴム

神戸発・優れた 技 術２０２２
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ゴム製品製造業

鉄鋼業

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

東華護謨工業 株式会社

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

岡本鉄工 株式会社

http://www.toka-gom.co.jp

http://www.kobe-ipc.or.jp/jdb/detail.asp?ID=171

特殊なゴムバンドの生産量と種類の豊富さでは国内トップクラス
多種多様な特殊ゴムバンドたち

（写真①）

（写真②）

（写真④）

（写真③）

Topics

特殊な配合・特殊な用途

こんな輪ゴムがあったのか

体が入ってしまうような大きなものから、
ツインバンド、
ストッパーバンド、
シャレバンといった変わり種
など、
みなさんが今まで出会ったことのないゴムバンドを造っている会社です。
特殊なゴムバンドの生産では日本一を自負しています。種類の豊富さが自慢です。農水産用、工業用、
耐候性、耐油性など用途に合わせた配合で生産しています。
そして鮮やかで色とりどりのカラフルな物
まで、多種多様な対応をしています。
日本では当社でしか生産をしていないゴムバンドがたくさんあり
ます。星形やハートのゴムバンドなど楽しいものもいろいろありますので、ぜひHPものぞいてみてくだ
さいね。
～＃120
（内径304㎜）
まで品ぞろえのゴムバンド
●＃7（内径11㎜）
（写真①②）
●ツインバンド…いろいろなラッピングやお弁当に
●ツインバンド…色の組み合わせは自由自在（写真③）
（写真④）
●ネットバンド…雑誌やファイルの結束に
（写真⑤）
●ストッパーバンド…様々なものを結束可能に

（写真⑤）

●いろんな企業の情報を知り、お互いの欠点を補えるような物づくりを目指
し、新たな分野への挑戦を！
●工業向け・農水産向けの分野での新商品の開発
●ゴムの特徴を生かしたゴム製品の開発（ゴムバンド以外にも）
●オンリーワンを目指して！

ものづくりの基本を！

TEL. 078-431-2551

ゴム製品製造業

2000tプレス
芯下法による一体型大型クランク軸の製
造技能を有しています。

代表取締役社長

東

Message

熱間成形理論に基づいた塑性加工を行っています。世界の主要船級協会の工
場認定及び、国内専業者としては初のISO9001の認証取得など、品質重視の
企業文化と先進性を追求しています。

日進月歩の時代に応じた需要家各位のニーズに即応し得る不断の研修
こそ、業界に対する奉仕と心得て勉強しております。

TEL. 078-681-0271

●創業／1905年 ●設立／1910年6月 ●資本金／4,500万円 ●従業員数／45名（男性41名、女性4名）

鉄鋼業

六菱ゴム 株式会社

http://www.mutsubishi.co.jp/

老朽化するインフラ設備の維持管理用製品、近
年多発している自然災害への国土強靭化・安全
対策製品、原子力発電施設廃炉に向けた気密性
の高い密封技術など、社会に貢献する製品を提
供しています。

災害対策製品
津波や集中豪雨から重要施設を守るための水密
扉や壁貫通配管部シール材を開発。ヘキサゲー
トプラグは、
シール機構を持つシールドトンネル
内の仮壁で、豪雨時雨水幹線トンネルを暫定的
な貯水として使用出来る製品です。

神戸ステンレス 株式会社

伝統に培われた配合・生産技術で
高品質・長寿命な製品を提供します
100年の実績を持つゴム配合技術、小径品
から大断面の大径品まであらゆる形状の製
品を成形し、小ロット品から量産品まで、お
客様のニーズにお答えします。
他社では生産困難な特殊形状のチューブ
シールの成形、及びフッ素ゴム、
シリコンゴ
ムを用いた耐熱、耐薬品性に優れた特殊ゴ
ム製品を開発し提供します。
次世代全自動固形
製剤工場向け
BLAT
Type-Ⅱ・PAT

レーザー切断SUS304
厚16×巾148×長148mm
切断溝幅が狭く精密切断
に最適。

ウォータージェット切断SUS304
厚100×巾120×長120mm
素材に熱を加えないため変質・変
色・歪が発生しない。
プラズマ切断SUS304
厚55×巾143×長140mm
切断速度が最も速く、
ガス切断が困
難なステンレス鋼の切断に最適。

各種設備の特性を組合せ、
ベストパフォーマンスをご提案！

当社の工場設備は、ウォータージェット切断機3
台、最も切断速度が速いプラズマ切断機4台、
よ
り切断精度が高いレーザー切断機2台、
シャーリ
ング切断機4台、バンドソー8台を保有し、各種設
備の特性を組合せ、蓄積した技術を駆使し、お客
様のニーズに合った最適な切断加工をご提案い
たします。この度、開先加工の出来るプラズマ切
断機に続き、最新鋭のレーザー切断機を導入し
たことで、切断速度がアップし、切断面も向上しま
した。
さらに「低コスト」
「短納期」
「高品質」を提
供することが可能となりました。

Message

時代の変化に対応出来る企業を目指して

より速く、
より美しく、
お客様の要望に対応

「顧客満足」を第一に推進中の神戸工場「お客様感動作戦」プロジェクトに加
え、3社合同DX化「お客様感動作戦」プロジェクト、営業部「お客様感動作戦」
プロジェクトを新たに発足、社員全員参加で、
お客様と社員が感動出来る取組
みをしています。

大正11年創業より100年目の節目となる年、工業用ゴムの専門メーカー
として歩んできた六菱ゴムは、
お客様へ更なる安心・安全な製品を提供
し続けるため新製品の開発に邁進いたします。

当社は、
ステンレス鋼材の切断加工では、創業58年の実績があり、今後も蓄積
した技術と充実した設備、更に鋼板、形鋼、丸棒、パイプ等豊富な在庫で、お客
様の多様な要望に対応していきます。

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-3-5

TEL. 078-995-3331

●創業／1922年 ●設立／1952年11月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／106名（男性97名、女性9名）
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小物から大物製品まで「低コスト」
「短納期」
「高品質」で
ステンレス鋼材を主とした切断加工販売のトップランナー

Topics

お客様に感動して頂ける企業を目指して

神戸発・優れた 技 術２０２２

岡本鉄工株式会社

http://www.kobe-stainless.co.jp/

創立100周年を迎える「技術の六菱」
優れた高機能製品を提供します

LNG船安全弁メンテナンス用
IsolationBalloon
Type-Ⅱ・PAT

岡本 圭司

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

製鉄・造船・原子力・土木・製薬・上下水道など多彩な分野で不可欠なシール材を製造

トンネル内止水壁
ヘキサゲートプラグ
（HGP)

良品を適正価格で誠意をもって顧客に提供

代表取締役社長

〒652-0823 神戸市兵庫区東出町2-2-3

【初回認定】2004年度【再認定】2015年度

1000tプレス
職人芸的色合いの濃い鍛造作業では、
自動化は無理とされてきましたが、当
社は世界で初めてパソコンによるプロ
グラム自動鍛造ライン構築に成功しま
した。

Topics

崇明

東華ゴム

世界初！！
パソコンによるプログラム自動鍛造

クランク軸

1000tプレス

船舶・電力・産業機械等の分野で品質重視！

「よし 今日も お客様の為に いいものを造ろう」
この考えのもと、製品造りを行なっています。
2022年1月11日に社長就任いたしました。
今後ともよろしくお願い致します。

●創業／1926年 ●設立／1957年3月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／42名（男性27名、女性15名）

日本で2社のみ技術を保有・継承！
芯下法による
一体型大型クランク軸鍛造

2000tプレス

Message

先ずはご相談を！

〒658-0015 神戸市東灘区本山南町6-5-10

船舶、産業機械などのクランク軸、
シャフトなど
基幹部品製造のオンリーワン企業

代表取締役社長

Topics

和田 剛二

六菱ゴム株式会社

金属、樹脂、ゴム、ガラス等
材質を選びません

特に、ウォータージェット切断では、吐出圧力最大
87,000PSL/600Mpaのハイパープレッシャーウォー
タージェットを導入し、
レーザー・プラズマでは不可能
であったステンレス材換算板厚200mmまでの厚板の
精密切断を可能にしました。また、熱切断では難し
かった材質（チタン・アルミ・銅）、各種樹脂、セラミック
ス、カーボンゴム等々の新素材まで多種多様の材質
を、簡単な形状から複雑な形状まで自在に切断致しま
す。複雑な切断加工精度を求めるお客様の要望にも、
営業担当者と切断機オペレーターが連携し、積極的に
取り組み、多くの実績を上げています。

Message

「個」の特性と「集」の力で

平成23年3月ISO9001認証を取得し、
「品質マネージメントシステム」の
継続的改善に取り組んでいます。更に品質管理体制の充実強化に努
め、今後とも最新設備の導入を志向し、
「個」の特性と「集」の力で優れ
たステンレス鋼材の切断加工を追求してまいります。

代表取締役

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町9-1-34

TEL. 078-681-6971

●創業／1958年 ●設立／1958年12月 ●資本金／4,800万円 ●従業員数／48名

神戸ステンレス

吉川 孝一

切断

神戸発・優れた 技 術２０２２
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非鉄金属製造業

非鉄金属製造業

【初回認定】2008年度【再認定】2019年度

カルモ鋳工 株式会社

【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

太陽鉱工 株式会社

http://karumo.com/

http://www.taiyokoko.co.jp

社内一貫生産体制によるアルミ・銅合金の
精密鋳造技術および高精度の機械加工技術
業界随一の最新設備と
精密鋳造技術を核に

自動車エン
ジン用部品

新幹線用各種部品

3D/CAD、高速・高精度同時5軸加工マシニ
ングセンター、高性能3次元測定器など業界
随一の最新設備導入で、試作開発品から多
品種・小ロットの量産品まで、
アルミニウム・
銅合金の砂型から金型鋳造品までを製作。
鋳造では、薄肉・複雑鋳造品、面粗度良好品
など、長年培った独自の精密鋳造技術で高
品質を実現しています。

レアメタル、
レアアースの国内専業メーカーとして
生命科学、IT、環境、エネルギーなどの分野に貢献

一貫体制で
高精度・短納期対応を実現

型設計／制作から鋳造、機械加工、検査に
至る社内一貫体制を実現しています。新幹
線のN700系のブレーキ回りの部品を、
ア
ルミニウムや銅などの鋳造品で製造する
ほか、自動車エンジン部品等の難易度の高
い部品を独自の精密鋳造技術で、加工完
成品にて高品質・短納期でお客様に届け
ています。

フェロモリブデン

中性子散乱実験用試料ホルダー

金属バナジウム
（円板）

各種産業機械部品

当社は業界に先駆けて製造開始したフェ
ロモリブデンをはじめ、時代のニーズに的
確に応えるレアメタル新素材の開発で、急
速な経済成長を支えてきました。鉄鋼業や
化学産業だけでなく、次世代のハイテク産
業の技術革新に対応する製品供給ととも
に、地球環境の保護や、安全で快適な社会
の創造に貢献しています。
また、1978（昭和
53）年に使用済の石油精製触媒からモリ
ブデンやバナジウムなどの貴重な資源の
リサイクルシステムを構築しています。

社会基盤、環境、情報技術など
あらゆる分野で活躍

＜モリブデン、
バナジウム＞
●鉄鋼添加剤：ビルや橋梁、機械、船舶などの構造用合
金、石油パイプラインやタンクなどの高坑張力鋼、工
具などの高速度鋼、自動車、鉄道車両、航空機などの
特殊鋼に使用。
●化学工業用製品：石油脱硫触媒や大気汚染防止用触
媒、肥料や顔料などに使用。
この他、
セリウム、
ランタン、
ネオジムなどのレアアース、
ジルコニウムやビスマス、
ス
ズなどのセラミック原料は、光学レンズや液晶パネルな
どの研磨剤や、積層コンデンサーやサーミスター、セン
サーなどの電子部品などに使用されています。

Topics

Message

Topics

Message

独自の精密鋳造に加え、CAD/CAMなどのデ
ジタル技術、高性能加工機を活用した新工法
の開発により、試作開発品や小ロット品の更
なるリードタイム短縮に取り組んでいます。

お客様の思いを敏感かつ迅速にくみ取りながら、
お客様から選ばれ、必
要とされるものづくり企業として、
カルモ鋳工はたゆまぬ努力と変化を
積み重ねてまいります。

新規事業では、航空機用アルミバナジウムの認証取得に向けて検査機器を導
入し、本格的にチタン合金メーカーへの販売を目指してまいります。
また、バナ
ジウムの特性を活かした水素関連事業への取り組みを進めてまいります。

独創的な自主技術開発を基に、豊かな社会の実現に努めてまいりま
す。

総削り品・新素材分野へも躍進

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-45

品質や技術は当然として対応力とスピードが重要です

代表取締役

TEL. 078-991-1414

●創業／1944年 ●設立／1949年6月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／51名（男性44名、女性7名）

非鉄金属製造業

2021年4月より中期経営計画スタート

代表取締役社長

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通1-1-39

アルミ鋳造 銅合金鋳造 機械加工 アルミ加工 アルミ鋳物

非鉄金属製造業

神戸水素クラスター

素材から高機能マテリアルまで可能性を追求 世界をリードするレア・アースの総合メーカー
三徳の歴史は希土の歴史、希土の歴史は三徳の歴史。
当社は1940年代からレア・アースの研究、工業化に着手。通産省（現経
済産業省）
をはじめ関係省庁からの研究開発補助金を受け、
レア・アー
スの分離精製や金属精錬を中心に革新的な技術を開発し、最先端技
術産業のニーズにお応えしてきました。

レア・アースのリサイクルによる循環型産業の確立。
当社は1950年代半ばから溶融塩電解の研究をスタートし1972年（昭
和47年）世界で初めて酸化物によるミッシュメタルの電解法を工業的
に開始。
日本で唯一溶融塩電解法によって高品位のレア・アースを製造
しています。溶融塩電解法によって製造したレア・アース金属は、ニッケ
ル水素二次電池や希土類永久磁石用合金原料として利用されていま
す。使用された磁石は弊社の培った精錬技術を用いてリサイクルを
行っており、循環型産業に向けた取り組みを推進しております。

次世代冷蔵システムの鍵：磁気冷凍材料開発
現代社会にクーラーや冷蔵庫は不可欠ですが、温暖化ガスの代替フロンが使
われ、脱フロンが求められています。三徳は磁石と磁気冷凍材を用い、磁場を
冷熱/温熱に変えるクリーンな磁気冷凍に注目、磁気冷凍材料高性能化に希
土類合金製造で培ったノウハウと共に取り組んでおります。

〒658-0013 神戸市東灘区深江北町4-14-34

TEL. 078-431-0531

レアメタル

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

http://www.fukutatsu.com

「少量多品種」と「一貫生産体制」で信頼を築く大型鋳物業界のトップメーカー

水素社会に貢献が期待される
水素貯蔵合金の開発
近年、地球温暖化対策として余剰
電力を水素に変換し、貯蔵・活用
する取組が脚光を浴びています。
特に住宅地では高い安全性が求
められ、水素を固体状態で貯蔵可
能な水素貯蔵合金が注目されて
います。
とりわけ低コストな水素
貯蔵合金の開発に当社は取組ん
でおり、今後の水素社会への貢献
を目指します。

鋳造技術の限界に挑戦します

遠心鋳造品+砂型鋳造品+
鍛造品を一体物に溶接組立
した製品

鍛造から鋳造への製法変更に
成功した製品
モニュメント
（神戸ルミナリエ希望の鐘）

当社は素材から加工完成までの一貫
体制を構築し、徹底した品質管理のも
と従来鋳造では対応できなかった高品
質の製品づくりに挑戦しています。
大型肉厚品は内部の鋳造欠陥が出や
すいため、一般的には鍛造で製造され
ていました。当社では、鋳造でも品質が
確保できる製造技術を確立。製法変更
による大幅なコストダウンに成功して
います。今後も長年培った多品種少量
生産の技術を活かし、多様化するお客
様のニーズにお応えし続けます。

非鉄金属のスペシャリストの
誇りをもち製品を開発・提供
します

お客様の多様なニーズにお応えしてい
く中で得た経験・知識をもとに、当社独
自の高い強度や耐摩耗性に優れた合
金を開発しています
（FH5、FH20）。
ま
た、非鉄金属の溶接技術を活かして鋳
造品と製缶品を溶接で合体させた複
合製品も生み出しています。

Message

Topics

Message

1937年創業時「国の為はた人の為我が為と思い立ちけり神よ守らせ」
と詠んだ歌の三つの徳の精神を受け継ぎレアアースの特性を活かした
物作りにて社会に貢献出来る事を目指します。

非鉄金属という特殊な分野で培った鋳造技術で金属加工法の原点である鋳
造・鍛造・溶接製缶加工等の会社との協業により、技術の融合と新たな発想を
得て高度なニーズにお応えできる企業を目指します。

1938年の創業以来、我が国産業界の発展の一翼を担って参りました。
今後とも知識だけに頼らず創造性、独自性のあるモノづくりで社会に貢
献できる企業を目指して参ります。

「三つの徳」

●創業／1937年 ●設立／1949年9月 ●資本金／15億円 ●従業員数／266名（男性238名、女性28名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

鈴木 一史

福辰合金 株式会社

http://www.santoku-corp.co.jp

Topics

TEL. 078-231-3700

●創業／1919年 ●設立／1949年3月 ●資本金／2億円 ●従業員数／180名（男性144名、女性36名）

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

希土類永久磁石用合金（NdFeB合金）

自社技術・自社ブランドで新しいものづくりへ

髙橋 直哉

株式会社 三徳
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先端産業を支える材料供給と
資源リサイクルで地球環境保全に貢献

新しい発想によるモノづくりを提案

代表取締役社長

株式会社三徳

鋳造技術で未来を拓く

角田 達彦

代表取締役社長

〒658-0012 神戸市東灘区本庄町3-2-1（本社）

TEL. 078-991-2201

●創業／1938年 ●設立／1958年10月 ●資本金／5,500万円 ●従業員数／85名（男性80名、女性5名）

髙塚 清江

福辰合金

神戸発・優れた 技 術２０２２
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金属製品製造業

金属製品製造業

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

宇津原 株式会社

株式会社 奥谷金網製作所

http://www.utsuhara.co.jp

https://www.okutanikanaami.co.jp

日本のトンネル掘削機200以上に採用された
シールドマシンカッターフェイス製造ではトップクラス

「KOBEリング」デザイン作者
塚脇淳氏

立体駐車場

Topics

〒675-0164 加古郡播磨町東新島10番地（二見本社工場）

「社会に貢献する企業」の経営理念のもと、新しい時代に新しい技術力
と新しい考え方を随所に取り入れ、社員一人一人が自分で考え、自分
の可能性を試せる場となれるよう。
また、様々な分野の技術に触れて学
ぶ楽しさを知ることのできる企業を目指し100周年に向けて努力邁進し
続けます。
代表取締役 宇津原 彰一

TEL. 078-941-1170

●創業／1930年 ●設立／1951年1月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／77名（男性72名、女性5名）

金属製品製造業

当社は大型板金構造物の設計～製缶～機械
加工～組立～試運転（仮組立）
までを一貫し
て行う事が出来ます。工場建屋の大きさがそ
れを可能にして、
また強みにしています。
JIS溶接士、WES2級溶接管理技術者、UT、
PT等非破壊試験技術者、一級建築士など多
数有資格者を擁し、高い技術力でお客様の
ニーズに合ったものづくりを行っています。
また、ISO9001を始めとする国内外の新しい
管理手法を駆使し品質の高い製品を製作し
ています。

Message

ターンテーブル内蔵型、ハイルーフ車収容型、電気自動車対応型など、様々な
使用に応じた立体駐車場を製作して代表メーカーへOEM供給しています。
こ
の他、護岸工事や土石流対策に貢献する地盤強化のための杭打機の製造でも
定評があります。

創業から100年を超えて培った金属プレス成形技術を
ベースに、鉄×非鉄の精密プレス加工、精密板金加工、
ア
センブリを行います。
お客様に必要とされるビジネスパー
トナーになることを目指し、開発段階から参画させて頂
き、安定品質、適正価格、納期短縮のためのご提案をさせ
て頂いています。
またお客様の
使用される各種治具を共同で
考案し、設計、製作させて頂い
ています。これらの結果、品質
面・技術面でお客様から高い
評価を頂き、多数の表彰を頂
スマートフォン向け薄板ケース加工 いています。

技術提案と品質確保の体制構築

『モノづくり』と『課題解決』にチャレンジ

大ロットの順送プレス、中ロット単発プレス、小ロットの板金製品まで顧客ニー
ズに合った製品を生産いたします。加工技術力と品質保証体制で安定供給を
実現するため日々より良いモノづくりに励んでいます。

幅広い分野に挑戦するため、幅広い知識の習得と活用でモ
ノづくりにチャレンジし、様々なアイデアで課題解決にチャレ
ンジできる環境・体制づくりに取り組んでいます。

代表取締役
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●自動車用機器部品、船舶用機器部
品、鉄道車両用部品、航空機用部
品、医療機器用部品、産業機器用
部品など幅広い分野での加工を行
います。
その他各種素材
●金属・樹脂・ゴム、
部品の加工品をセットで納入いた
します。
●中国・上海工場においても、国内
同様の生産体制を構築しており工
場間の輸出入物流を含めて生産
対応が可能です。

Message

TEL. 078-995-4591

●創業／1912年 ●設立／1950年1月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／58名（男性40名、女性18名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

当社の製品は様々な業界、分野で
使用されています。原子力・石油化
学プラント・水処理プラント/航空
機・船舶・ストレーナー（1次フィル
ター）/造粒機・整粒機・粉砕機/選
別機（トロンメル）

Topics

Message

2019年、熱可塑性炭素繊維強化プラスチック
（CFRTP）
シートを網状に加工し
た「CFRTP EXメッシュ」を共同開発。軽量、高強度の特徴を生かし、車載用など
の部材として用途開拓中！

当社は今年で創業127年を迎え、
「安心・信頼・信用」の3点をモットーに
他社には真似できない世界トップレベルの技術をめざし社会貢献して
いきます。

業界初「CFRTP EXメッシュ」を共同開発

パンチングメタル技術で世界一へ！

代表取締役社長

TEL. 078-351-2531

奥谷 智彦

奥谷金網

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

http://www.oep.co.jp/

仕事でお困りではございませんか！
『陸・海・人』あらゆる分野の
100年の加工技術の蓄積でお客様のニーズにお応えします。 部品を供給します！

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-1-8

CFRTP EX メッシュ

従来、板厚より小孔径・小ピッチの孔開け加工は、切削加工・レー
ザー加工でしか出来ませんでしたが、当社はパンチング加工では不
可能と言われた加工を可能にしました！
従来のパンチングメタルよりも開孔率を維持したまま、板厚を厚く
する事で高耐圧・高耐久・長寿命を実現。
また、切削・レーザー加工
に比べて、
コストが安く、短納期でご提供できます。
その他、プラスチックシートやCFRTP（熱可塑性炭素繊維樹脂）
シートのパンチング加工も可能。製品名「樹脂パンチング」は、金属
に比べて軽量化による省エネ実現と対サビ・対腐食性に優れます。
CFRTPシートのパンチングシートは、
（ 東レグループ／東レプラス
チック精工㈱）
との共同開発により実現しました。
（特許第6122375号）

超耐圧・耐久性が要求される製品や
従来品では使用不可な場所（箇所）
でも可能

オリエンタル鍍金 株式会社

100年を超えて培った金属成形からアセンブリまで「多品種少量」ニーズに応える技術と体制構築

Topics

CFRTPパンチング

金属製品製造業

http://www.oshima-kk.com/

記念品（100周年プレート）

スーパーパンチング

●創業／1895年 ●設立／1948年5月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／57名（男性38名、女性19名）

大島金属工業 株式会社

船舶用機器部品／シャーシ

常識を変えた「スーパーパンチング™」は
強度アップやコスト削減を実現

〒650-0025 神戸市中央区相生町4-5-5

宇津原

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

自動車用機器部品／ブラケット

目指せ！業界世界一の技術力！
板厚より小孔径のパンチングプレス

設計から組立まで一貫した
大型構造物製造のプロフェッショナル

「社会に貢献する企業」をめざしています。

立体駐車場や巨大な杭打機でも定評

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

より高度で洗練された表面処理技術の開発で常に最先端分野に挑戦し続けています
帯状材料へのストライプめっき加工を中心に
身近なものから産業用ロボットまで

パラジウムめっき

ストライプ銀めっき

ストライプニッケルめっき

Topics

Message

当社の機能めっき加工品は、自動車や電子機器
といった身近なものから、風力発電用インバー
ターや産業用ロボットにいたるまで、数多くの製
品に採用されています。

大島 孝一郎

大島金属工業

当社は半導体パッケージの土台となるリードフレームへの連続
めっき加工を得意としています。
スタンピング前の帯状の銅板
に、銀またはニッケルめっきをストライプ状に施す「多条ストラ
イプめっき」は当社を代表する技術の一つです。
公差を±0.05～
0.07mm以内に抑え、1～30数条の高精度なめっきを施すこと
が可能です。
現在、150HV以上の硬さを有し、電気特性に優れた硬質銀めっ
き液を自社オリジナルで開発し、量産化を進めています。耐摩
耗性及び電気伝導性に優れた硬質銀めっきは、大電流・高電
圧製品の端子・コネクタ部分に適しためっきです。当社の強み
である連続めっき加工技術との組み合わせで、安定した品質と
高い生産性を実現します。

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通6-1-5

多様化する新しい時代の多彩なニーズに応える企業を目指して

イメージ
キャラクター
ときん丸

TEL. 078-671-4745

お客様の満足度や従業員の笑顔、家族や子供たちの未来のために、明
るい時代の一端を担える企業として、弛まぬ努力を重ね、更なる表面処
理技術の開発と新しい分野へ挑戦する気概を持ち続けたいと考えてお
ります。今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

●創業／1930年 ●設立／1956年12月 ●資本金／1,300万円 ●従業員数／97名（男性64名、女性33名）

代表取締役社長

高橋 宏禎

オリエンタル鍍金株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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金属製品製造業

金属製品製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

甲南発條 株式会社

新日本溶業 株式会社

http://www.kobe-ipc.or.jp/jdb/detail.asp?ID=156

https://www.snyg.jp

高品質、高精度、小ロットの特殊仕様製品専門の“神戸のばね工房”です

ばねのことなら何でもご相談ください！

品質を支える検査設備

医療用製品試作

各種製品

Topics

兵庫県下唯一の『ばねの総合メ－カ－』
当社は分野化されている業界の中に在って線径0.3mmから10.0mmまでのコ
イルスプリング、各種形状の止メ輪、異形線ばね等の製品を自社生産が可能
で、
スナップリングやスプリングピンといった各種工業用ファスナー類を取り
扱っております。

〒658-0027 神戸市東灘区青木2-7-16

Message

代表取締役

TEL. 078-411-7737

金属製品製造業

甲南発條株式会社

高品質な加熱技術を世界中でご提供

高周波加熱コイル

Topics

Message

令和元年7月に株式会社鳥谷溶接研究所に資本参加いたしました。
このことで
自社の持つ溶接技術に鳥谷溶接研究所の持つ材料開発技術が加わり、お客
様に向けたトータルなソリューションの提案を提供できるようになりました。

これからの社会ニーズを的確に捉え、新材料の開発や新製品の開発に
応えてゆくために、当社は更なる技術力の発展に向け“Customized
Cladding for Industries”をモットーに積極的に海外技術を導入、社会
に貢献できる新材料・新製品並びに先進の溶接技術をお届けしてまい
ります。
代表取締役 辻野 充

溶接技術と材料開発の融合へ

耐摩耗

特殊金属

溶接

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

0.03ミリから1ミリ程度の箔材料・極薄板材料の精密溶接加工のエキスパート
・Ni電鋳板突合せ溶接
光学フィルム製造に使われるNi
スタンパを突合せ溶接して大板
化、円筒化しています。ロール
Ni 0.50t突き合わせ溶接ビード ツーロール用にスリーブにご利
用いただいています。

薄肉真空断熱容器（0.2t）

当社の加熱関連機器は、最新化を図りつつ操作性も追及し、取扱説明書は不
要な機器がほとんど。
そんな機器を駆使して当社の技術員が施工すれば、難し
い加熱工事も簡単に見えてしまいます。加熱のプロが使う機器を自社開発し、
それを顧客にもご提供することが、当社の強みです。

人類が初めて火を手にした様な感動を、現代のお客様にもお届けする
ことを目指し、良質な加熱技術を、神戸から地域を定めずにご提供する
ことに努めております。

仕様

熱テクノロジーを、神戸から世界へご提供

●創業／1967年 ●設立／1968年3月 ●資本金／9,900万円 ●従業員数／37名（男性34名、女性3名）

代表取締役

平松 慶大

ジェミックス株式会社

ベローズ溶接

・真空断熱容器
薄肉溶接パイプを使用した真空断熱容器を製作しています。
必要に応じた材質・板厚・径で製作できることが強みです。

Topics

神戸発・優れた 技 術２０２２

TEL. 078-306-0515

●創業／1959年 ●設立／1959年1月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／70名

Message

TEL. 078-857-6100

夢と挑戦が創る技術、技術が創る信頼と価値

〒650-0047 神戸市中央区港島南町3丁目6番5号

Topics

〒658-0031 神戸市東灘区向洋町東2-7-9
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「加熱」を総合的にプロデュースします！

当社は1967（ 昭和42）年に英国クーパーヒート社 「加熱」に関しては、
ワンストップで問題解決を図る体
の技術を導入し、PWHT（溶接後熱処理）業界に参
制を整えておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
入。
その後、我が国では初となる炉外全体焼鈍を手
加熱工事
掛けました。1000tonクラスの大型機器や極厚・狭
全体焼鈍工事、局部焼鈍工事、耐火物乾燥工事、焼
隘など難物PWHTにおいては、パイオニア、
トップラ
抜・焼ばめ工事、架設炉の設計・構築など
ンナーとしての地位を築いています。
加熱装置
電気抵抗ヒータ、燃焼バーナ、誘導加熱などの熱源
熱処理炉、焼入れ・焼戻し炉、真空炉、ロータリキル
と周辺技術（真空技術など）に精通し、
また炉など
ン炉、誘導加熱装置など
の加熱装置の設計・製作及び工事請負や機材レン
資機材
タルなどテンポラリな加熱を行っており、
これらの
組み合わせで豊富なメニューのご提供が可能です。 ポータブル型加熱制御器、PWHT専用温度設定器、
また東南アジアに当社現地法人を持ち、
かつ英・米
熱電対溶接機、
その他加熱用資材・副資材
のパートナー会社と連携することで、高品質な加熱
※当社工事スタッフが使用している工事用資機材
技術を世界中でご提供しています。
は、
外販も行っています。

難しい加熱こそ、簡単にしたい

当社は技術力を何より重視しています。
レーザ溶接を行う最先端設備や大型肉
盛施工を可能にする大型機械等、様々
な技術に触れる事で将来はトップクラス
の技術者を目指せます。
少数精鋭企業だからこそ、意欲があれば
幅広い仕事にチャレンジ出来る環境が
あります。
ご自身の可能性を試してみたい、
という
仲間を募集しています！

http://www.nkw.co.jp

日本初の炉外全体焼鈍にはじまる大型溶接構造物のPWHTのトップ企業

制御機器

トップクラスの技術者を
目指しませんか？

株式会社 ニッセイ機工

http://www.jemix.co.jp

制御機器

耐摩耗のコンサルティング＆エンジニアリング会社として、建設
機械・産業機械の分野から石油化学分野、環境分野などへ、素
材から製品、技術サービスの提供まで、多様な事業を展開してお
ります。
新日本溶業は、多彩な技術と製品、
そしてノウハウを結集して、
「お客様の夢を実現する最適なソリューション」を提供していき
ます。

金属製品製造業

ジェミックス 株式会社

電気ヒーター

顧客の夢を実現する新日本溶業のソリューション

梶井 英也

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

中型の炉

溶接技術と新材料開発をコアとした、摩耗対策のコンサルタント＆エンジニアリング

創業以来、他社が敬遠する高品質、高精度、小ロットの特
殊仕様製品を専門に手掛けて来た“神戸のばね工房”で
す。機械加工では得られない精度も工程ごとに熟練作業
者が指導し、出来映えを確認しながらすべての不適合箇
所に修正を施すという工房的生産体制で品質の確保を
実施。客先設計者の意図と要求を100%満たすことがで
きる技術を継承し、構築してきました。
「動くところにばねあり」と言われるように、ばねはあらゆ
る機械製品の見えないところで機能部品として重要な役
割を担っています。当社は長年にわたって、航空機や鉄道
車両のブレーキシステムなど直接人命にかかわる部門に
携わってきた経験とノウハウを生かし、医療機器の設計
におけるばね部門のアドバイザーとして貢献しています。

69年の伝統と卓越した技術力で高精度なバネの製作を得意とし、
『創
意と工夫』を経営理念に小回りの利く特性を生かし、多品種・微量・短
納期にも迅速な対応でお応えします。

●創業／1953年 ●設立／1953年3月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／11名（男性7名、女性4名）

【初回認定】2015年度

箔・極薄板溶接、耐真空溶接で
技術・ノウハウを50年蓄積

精密溶接のパイオニアをモットーに箔・極薄板
溶接の受託溶接加工を行っています。
マイクロ
プラズマ溶接法で、最薄0.03ミリから1ミリ程
度の箔材料・極薄材料の溶接加工が弊社の強
みです。
ステンレス、
チタン、ハステロイ、
インコ
ネルなどの素材でオーダーメイド溶接パイプ
製作から機械加工品、真空装置の溶接まで実
施しています。
また、ISOクラス1水準のオープンクリンベンチ
環境、ヘリウムリークテストによるリーク検査
ができる作業環境で医療機器、極低温装置、加
速器施設装置部品など耐真空製品の組み立て
まで行っています。

溶接パイプ－ SUS304 t0.6 φ70×100L
材質：SUS304
板厚：t0.6
外径：φ 70
全長：100L

クライオスタッド容器
溶接パイプを使用しフランジ・蓋の気密溶接構
造でクライオスタッド容器を製作しています。
ベローズ組立溶接
ベローズと金具・端管の溶接加工。キャンド
モーター・マグネットカップリング用キャン製作
とユニット組立。
Ni電鋳板突合せ溶接
Ni電鋳製スタンパシートの突合せ溶接での大
板化 弊社溶接パイプは特注サイズを単品か
ら製作可能です。
このパイプを応用した溶接を
伴う組立加工が出来ることが弊社の特徴とな
ります。

Message

箔溶接、気密溶接はお任せください。

1972年の創業以来、半世紀にわたり培ってきた箔・極薄板溶接技術や
薄肉溶接製品、真空装置部品などのノウハウを継承発展させて誠実・
正直にお客様やニーズの課題解決に取り組んでまいります。

特徴
SUS304の突合せ溶接

〒658-0044 神戸市東灘区御影塚町3-6-10

超伝導・加速器・真空装置の
薄肉気密製品を溶接から組立まで

代表取締役社長

TEL. 078-851-6680

●創業／1972年 ●設立／1989年8月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／11名（男性7名、女性4名）

藤本

茂

株式会社ニッセイ機工

神戸発・優れた 技 術２０２２
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金属製品製造業
®

金属製品製造業

【初回認定】2004年度【再認定】2015年度

日本ヴィクトリック 株式会社

株式会社 布引製作所

http://www.victaulic.co.jp

http://www.nunobiki-s.co.jp

創立92周年を迎えた上下水道から各種プラントまで、高い信頼を得るパイプ継ぎ手の専門メーカー
地震や災害からライフラインを守る
伸縮可とう管や耐震補強継手

阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震・北海道胆
振東部地震のような大震災がいつ来てもおかしくな
い状況の地震国日本において、高い耐震性能で上下
水道を守る伸縮可とう管や耐震補強継手を提供して
います。国土強靭化政策の下、大きな課題となってい
るインフラ老朽化に対応し、当社は不断水で耐震補
強できるリペアー工法を持っており、大震災における
有効性に高い評価を受けています。更なる高性能化
をとのお客様のニーズに応えるべく日々、改良・改善・
開発を推進しています。

リペアスリーブヴィクセンサーⅡ取付

リペアスリーブ施工

“より小さく、
より細かく”パンチングメタルを究める 1インチ平方に0.25㎜φの孔が4055個

先進技術で地震時のインフラを
監視します。

製品は、地中に埋設することが多い事から、製
品の挙動を監視し、見える化できる変位計層装
置ヴィクセンサーⅡを開発し、
「第一回インフラ
メンテナンス大賞」の厚生労働省部門の優秀
賞も受賞し、今後はIOT（情報通信技術）
とセン
シング技術をもとにデータサービスのクラウド
化も進めて行きます。

ヴィクセンサーⅡ計測BOX

金型からプレス機も自社設計
1944（昭和19）年の創業以
来、小孔径・多孔・特殊形状の
パンチングメタル（精密打抜
スクリ ーン ）ひと筋 の 専 門
メーカーです。2000種以上の
金型を始め、全てのプレス機
も自社設計するなど、冶具・
工具・計測器具に至るまで独
自の製造技術の開発に注力
し、設計から生産まで一貫し
た製造工程から、様々なニー
ズにきめ細かく応えられる優
れた製品が生まれます。

小孔・高密度の限界に挑戦

パイロスクリーン

マイナス孔スクリーン

独自の製造技術開発に注力

①小孔・高密度の限界に挑戦
パンチング業界では不可能とされた、小孔径・高密度製品の加工限界
に挑み続け誕生したのが、1インチ平方に0.25㎜φの孔が4055個開い
ている、開孔率30.7％のスクリーンです。孔径1.0㎜φ以下で高密度の
製品開発に特に注力しています。

②厚さの限界に“風孔”
今までのステンレス材料のパンチング加工は、一般的に孔径に対して
80％～100％の板厚が限界とされていましたが、布引製作所は孔径よ
り板厚の厚いもの
（マイナス孔）
の製造に成功しました。

③高温集塵フィルター
パイロスクリーンは油性、湿性、高温のダストやミストを高効率に捕集
します。
スクリーン製造技術で培われた独自の発想と技術で、慣性除
塵、衝突分離の原理を効果的に応用した集塵システムです。

Topics

Message

Topics

Message

「顧客満足」を第一に推進中の神戸工場「お客様感動作戦」プロジェクトに加
え、
３社合同ＤＸ化「お客様感動作戦」プロジェクト、営業部「お客様感動作戦」
プロジェクトを新たに発足、社員全員参加でお客様と社員が感動できる取り組
みをしています。

昭和4年の創立以来、
「安心・安全な製品を提供する」を経営理念に、
ISO90001・14001を取得し、永年培った技術力をもとに、耐震性に優れ
た製品の開発・改良を続けています。

2013年の最新式細穴放電加工機の導入を皮切りに、以降、ほぼ年1台のペー
スで大型レーザー加工機、
ラスメタル加工機、広幅高速プレス機を増設し、加
工範囲の拡大と量産品へ対応しています。

当社は、精密打抜スクリーンの専門メーカーとして、独自の製造技術の
開発・向上に注力し地道な努力を積み重ね、高い信頼と評価を頂ける
高品質な製品を提供します。

お客様に感動して頂ける企業を目指して

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-3-2

安心・安全な製品の提供を経営理念に

代表取締役社長

TEL. 078-994-6721

●創立／1929年 ●設立／1937年7月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／127名（男性116名、女性11名）

金属製品製造業

製造設備の増設、更新による加工範囲の拡大

日本ヴィクトリック株式会社

（写真①）内面
無溶剤エポキシ

（写真③）防食矢板
杭の防食事例

TEL. 078-431-1105

隆

パンチングメタル

【初回認定】2019年度

http://www.hamabe-ss.jp/

水道・電力施設、各種プラント、災害復旧工事等 特殊防蝕技術で日本のインフラを支える
弊社の防食技術は、戦前の旧海軍への供給に
始まります。これをベースに日本での水道用
塗料は規格化されました。古い技術にも目を
開き、自然にあるものを活用し、人を掛けてで
も、ゆっくりと低コストでできる技術と施工法
の確立も目指しています。新技術への対応で
は、特に、人にやさしい省エネルギー・環境対
応防食技術では、溶剤を使わない塗覆装が新
しい工法として認められ、水道・電力・各種プ
ラントの配管類、災害復興工事に使用される
鋼矢板、鋼管杭に無溶剤形エポキシ樹脂塗
装、ポリウレタン被覆が長寿命形塗装材料と
して採用され、需要が増えています。

〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町2-16-24

●創業／1944年 ●設立／1944年9月 ●資本金／1,500万円 ●従業員数／48名（男性41名、女性7名）

安藤

有限会社 浜部製作所

http://www.nippon-lining.co.jp

（写真②）外面ポ
リウレタン被覆

代表取締役社長

金属製品製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

海水・飲料水・汚水・燃料輸送パイプ等向け
各種防食塗覆装技術を保有しています

創意無限の精神で精密打抜スクリーンを製作

和田 剛二

日本ライニング工業 株式会社
あらゆる防食材料施工

精密板金技術を活かしカスタム加工もできる試験装置メーカー
リチウム電池試験用「２段積み空式恒温槽」
お客様の試験仕様・ご要望に対応

●直径50mmから3000mm迄の鋼管の下地処理から
塗装完成品までの一貫作業
●配管内面の代表仕様
水質に悪影響を与えない エポキシ樹脂塗装…写真①
防汚、摩耗性に優れたガラスフレーク入り樹脂塗装
●配管外面の代表仕様
埋設部には超厚膜形プラスチック材料 ポリウレタン
被覆…写真②
露出部には耐候性、防汚性に優れたふっ素・シリコン
樹脂塗装
●災害復旧工事
鋼管杭、鋼矢板の地際、
スプラッシュゾーンの防食
ポリウレタンエラストマー塗覆装…写真③、FRPライ
ニング

当社はリチウム電池用安全性試験機を自社製造。お客様個々
のニーズに対応し、企画提案から設計、電気・機械加工、組み
立てまで一貫生産管理体制による精密板金加工と高い溶接
技術で好評を頂いています。
例えば「限られたスペースで多重試
験を」という要望に応え、
リチウム電
池試験用「２段積み空式恒温槽」を
開発製作しました。
リベット接合を取
り入れ、職人の手で各段階のチェッ
ク、最終仕上げをするオリジナル組
立方式を構築。2017年３月には「第
29回優秀板金製品技能フェア」で経
済産業大臣賞を受賞しました。

企画・設計・製造の一貫体制と
職人の技術で抜群の製品安定力

リチウム電池用環境試験機を中心に、衝
突圧壊装置、釘刺し圧壊装置、標準洗濯
機など各種試験装置を企画。3次元板金
CADシステムによる設計・提案、製造によ
り、温度設定をはじめ、サイズ、デザイン、
コスト、納期にいたるまできめ細かい対
応が可能です。
さらに、熟練の溶接技術
で仕上げ、お客様のニーズにお応えして
います。

Topics

Message

Topics

Message

昨年よりベトナム人実習生、エンジニアの受け入れを始めました。
彼らの誠実で勇気ある行動が日本人若手社員の熱き心に火をつけたのです。
お互いに刺激し合い切磋琢磨しながら成長を続けています。

クレームはゼロにこしたことはありません。
その中でも大事なことは問
題を掘り下げ、解決策を練り合うことで思考が深まり横の繋がりがより
強固になり、信頼へと繋がります。

時間と手間を強いられてきた材料段取り・切断加工工程に新たな機械設備を
導入。種類ごとにストックされた金属板を取り出し、任意の大きさに切断、加工
後の搬出・集積まで、既に導入済みの設備とも連動するＣＡＤシステムで制御
し、24時間稼働。品質の高い製品の短納期を可能にしました。

お客様の要望に応じたカスタム仕様にも対応する技術力が当社の強みで
す。
さらに製品づくりでは、職人技が不可欠です。私自身が持つ溶接・精密板
金加工の技術を妥協することなく次の世代に伝承しつつ、
これからも、質の
高い製品づくりに努めてまいります。
代表取締役 濵部 晃

新しい人材が変革の嵐を巻き起こす

何事にも誠実に、失敗を恐れずチャレンジを！

代表取締役社長

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-10

TEL. 078-991-0957

●創業／1960年 ●設立／1960年7月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／35名（男性31名、女性4名）
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【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

神戸発・優れた 技 術２０２２

中川 裕子

日本ライニング工業株式会社

2019年10月、新たな機械設備導入

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-50

TEL. 078-991-1794

職人にとっての喜びは〝ものづくり〟妥協しない技術で質の高い製品を作る

●創業／1989年 ●設立／1992年6月 ●資本金／500万円 ●従業員数／22名（男性18名、女性4名）

浜部製作所

ハマベ

神戸発・優れた 技 術２０２２

37

金属製品製造業

金属製品製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

株式会社 藤製作所

マヤ工業 株式会社

http://www.fuji-sss.co.jp

神戸水素クラスター

業務用・工業用ガス機器の設計・製造を通じ「ものを加熱する技術」で未来を創造する
燃焼技術と品質管理の
技術・ノウハウ蓄積

排気ガスの脱臭処理装置

流動層焙煎装置

介護用品の蒸気除菌乾燥装置

LPガス、都市ガスを燃料とするガ
ス機器は環境の面からも注目され
ていますが、当社は工業用の御客
様の多様な品物を過熱するため
の装置の設計開発、組み立て、据
付、
メンテナンス、中でも燃焼技術
を得意としています。ガス機器（と
りわけ業務用ガス機器）は安心・
安全について厳しい品質管理が
要求されます。当社は、長年にわ
たり工場審査から製品審査までを
達成。品質面での技術・ノウハウ
も蓄積しています。

【初回認定】2016年度

お客様の課題を解決する別注機器を製造

http://www.maya-kogyo.co.jp/

創業以来、80年以上金切鋸刃製造に専念 電動鋸用の鋸刃で国内市場シェアトップクラス
湾曲した独自形状の鋸刃で特許取得※1
切断速度1.5倍、寿命約3倍を実現※2

ガス流動層焙煎装置
主に豆、穀物、ゴマの焙煎用に開発。装置の中で層状に
なった商品の下から熱風を吹き込んで、自由に浮かせな
がら焙煎します。生産性向上と省エネルギーに優れてい
ます。

熱処理設備

排気ガスの脱臭処理装置
主に飲料用の缶やレトルトパックラベルの印刷工場の排
気ガスをガスバーナで過熱し、溶剤と臭いを抜き取りま
す。熱は回収し余熱用として再利用します。

介護用品の除菌乾燥装置
レンタル会社に返却された介護用品を水道水による低圧
蒸気で除菌、乾燥する装置。薬品、
オゾンを使用しないた
め環境に優しい装置です。お客様からの要望で中小企業
の連携で共同開発したものです。

各種セーバーソーブレード
鋼管を切断する様子

※1：
「工機ホールディングス㈱」との共同出願
※2：当社ストレートタイプ品比
※3：OEM製品を含みます

Topics

Message

Topics

Message

工場設備用のあらゆるガス機器をお客様と共に形作って行きます。
燃焼技術の長年のノウハウを活かし、直接ニーズを聴く事で、
より使う人目線
の製品開発が可能となります。近年は、医療・介護分野の機器開発や農業支援
機器の開発にも着手しています。

あらゆるニーズに迅速に応えられる知識と技術を共に身に着け、最後ま
で決して諦めることなくチャレンジし続ける事をモットーにし地域・社会
貢献出来る、心の温かい人財を育てて行きたいと考えます。

金属解体用ブレードとしてコンビネーション刃の2シリーズ
（厚さ0.9㎜）
を発売
中です。高速切断と長寿命化を実現しています。従来の解体ブレード
（厚さ1.3
㎜）
とともに用途に応じてお使いください。

鋸の歴史は古く、古代ローマでは鉄製の鋸が使われています。以来、材
料、形状、加工法は進化し続けています。
これからも優れた製品を作る
ために努力を続けて参ります。

設計～メンテナンスまで一貫して行う企業

ユーザー重視のものづくりで地域貢献

〒652-0834 神戸市兵庫区本町2-3-11 〒675-1105 加古郡稲美町加古1901（本社）

代表取締役社長

TEL. 079-492-1421

●創業／1920年 ●設立／1944年12月 ●資本金／1,450万円 ●従業員数／33名（男性27名、女性6名）

金属製品製造業

独自のコンビネーション刃で性能アップ

代表取締役

〒658-0013 神戸市東灘区深江北町5丁目2番14号

株式会社藤製作所

TEL. 078-411-4623

●創業／1934年 ●設立／1951年8月 ●資本金／1,200万円 ●従業員数／20名（男性17名、女性3名）

金属製品製造業

【初回認定】2012年度

http://yamasiro.jp/

カラクリや自動化設備やlotによる見える化など
自社開発販売/ロボットを活用した省人化設備の
自社制作が可能です

プレス屋さんお困りごと解決隊
プレス機を中心にその周辺設備を自動化して、高付加価値
を生むシステムや設備ラインを自社製作しています。
また
社内の“プレス屋さんお困りごと解決隊”が外販向けのシ
ステムや装置の相談から提案、販売も行い協力会社や加
工メーカーへ提供しています。
lotによる工程の見える化
機械から集めたデータを集約し自動計算させ、製造ライン
の進捗具合をグラフなどを用いて現場に表示し段取りマ
ンが、いつ、なにを、
どれだけ準備したらよいかが、一目で
分る見える化を実現し効率化を図っています。

Topics

Message

2019年に100周年を迎え、
これまで培ってきた経験と技術を土台に、未来への
チャレンジを合言葉に単発サーボプレス機などの最新設備導入し更なる技術
向上、外国人技能実習生の拡充、自動車業界以外への参入など、挑戦・開発を
進めています。

100年以上の実績と新たなチャレンジ

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町27-8

TEL. 078-453-0012

機械加工一筋
航空宇宙、ロボット、医療などの幅広い分野で
精密加工部品を製造

厚肉バーリング

順送型内において、ナット組み付け
やタッピングの先進的な技術を投入
することで高品質・低価格を実現し、
これらを組み合わせて材料でナット
形状を作ったのが厚肉バーリングで
す。これは、絞り加工の技術を基本
に、塑性変形を積極的に活用するこ
とで生まれるもので、通常のバーリ
ングよりもかなり厚みを確保したも
のとなっています。今後ますます低価
格、軽量化が求められていく自動車
業界において、必須の部品になって
いくと思います。

お客様に満足して頂ける「技術力」を磨く

当社は昭和26年の創業より、神戸を支える基幹産業の
造船、鉄鋼、発電設備などから機械加工技術を培って参
りました。現在ではマシニングセンター、
ワイヤーカット
を中心にものづくりを展開しています。
長年の経験で培った技術を、世界基準でお客様にお届
けするべく、航空宇宙防衛規格を導入し、高品質な製品
を安定供給するための環境整備をしております。
『ひと』、
『もの』この両者を成長させ、
お客様に満足して
頂ける『ものづくり企業』を目指しております。

精密加工部品

HyperMILL CAD/CAM

様々な材質での加工実績
●一般鋼
●ステンレス鋼
●アルミニウム
●銅、真鍮
●チタン合金
●難削材
（インコネル、
ハステロイ等）

SVA800A 三次元測定機

変化への柔軟な対応と本来の目的である社会貢献も大切に

Topics

アルミの削り出し加工が得意！

Message

障害者雇用も積極的に行っています。
「いいものづくり」を100年、200
年と続けていきたいと思います。

経験により培ったノウハウとアルミに特化した加工
設備を融合させ、短納期かつ高品質で少量多品種
生産を実現（牧野フライス：19面パレット付5軸マシ
ニングセンター/DA300）

品質、納期、
サービスにおいて時代の流れと共に変化するお客様の要求
に対応すべく、
日々邁進しております。
常にお客様に満足いただけるよう全力で取り組んでまいります。

●創業／1919年 ●設立／1960年4月 ●資本金／3,600万円 ●従業員数／53名（男性44名、女性9名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

セーバーソーブレード

【初回認定】2015年度

「いいものをつくりたいんや！」をスローガンに お困りごと解決隊で開発・提供も

生産進捗の見える化
（自社製lotの導入）

マヤ

松田 喜宏

山城機工 株式会社

http://www.pretec.co.jp

自動内径検査機

長年の実績から進化し続け、優れた製品を

藤澤 信幸

プレテック 株式会社

38

当社は1934（昭和9）年に神戸市内で創業して以来、金切鋸刃製造に専念し、現
在まで80年以上にわたり鋸刃製造における技術と経験を培ってきました。
それ
らを生かして改良を続け、一歩一歩切断性能の優れた製品を提供してきました。
工機ホールディングス株式会社と共同で開発した湾曲ブレードは特許を取得し
ており、鋸刃を一般的な直線形状ではなく、湾曲した独自形状にすることで、従来
品と比較して切断速度で約1.5倍、寿命で約3倍を実現しました。市場でご支持も
高く、現在推定で3割以上の国内シェアを獲得しました。
この他、通常のストレー
トタイプの鋸刃でも改良を続け、性能向上を図っています。
これらすべての製品を
合わせると電動鋸用の鋸刃で国内市場シェアトップクラス※3となっています。

代表取締役

プレテック

多田

修

〒653-0045 神戸市長田区駒ケ林南町1-79

お客様のニーズにお応えするために

TEL. 078-739-7030

●創業／1951年 ●設立／1961年3月 ●資本金／1,800万円 ●従業員数／18名（男性13名、女性5名）

代表取締役

岡西 栄作

山城機工

神戸発・優れた 技 術２０２２
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金属製品製造業

はん用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

ユニタイト 株式会社

【初回認定】2012年度

株式会社 河田鉄工所

http://www.unytite.com

http://www.kawata-tec.co.jp

あらゆる産業分野のねじと
自動車・建築土木用の鍛造部品を開発
様々な鍛造技術をベースに
新たな締結を発想する！

熱間・冷間鍛造部品、複合部品

ベーシックファスナー

イノベイティブ・ファスニング
システム

冷間鍛造・熱間鍛造・機械加工という
多様な設備を保有し、
それらの加工技
術を融合することで、あらゆる産業分
野に幅広いサイズのねじ部品、機能部
品を供給しています。弊社製品の技術
開発コンセプトは、ねじの締結だけに
拘らない、
フレキシブルな発想で締結
構造を創りだすことです。確実な締付
機能に省力化の要素を加えた、環境
にやさしい継手・締結金物を提供して
います。

Topics

建設機械用油圧関連部品や電力プラントのタービンなどで
高精度・高品質な特殊研削・加工技術を蓄積
球面や段付等特殊な研削技術

ねじ部品・機能部品の提供からコンポーネントの開発へ！

①ベーシックファスナー
（ユニトルシア、熱間ボルト、冷間ボルト、
熱間ナットなど）
建築土木、造船・重電、建設機械など多岐にわたる産業分野向
けのねじ部品です。
②熱間・冷間鍛造部品（ギアブランク、
シャフトなど）
ねじ部品で培った鍛造技術を活かし、塑性加工を高精度化した
自動車部品です。
③複合部品（ヨークジョイントなど）
熱間・冷間の複合技術、切削・研磨との複合技術、
さらにコン
ポーネント製品を視野に入れています。
④イノべィティブ・ファスニングシステム
（ＣＨジョイント、ポリゴン
ナットなど）
ねじ部品による締結だけでなく、継手・金物による締結部品を
開発しています。

●球面加工分野を得意とし2～3μmの許容精度
でも量産生産にも対応できる技術・能力を持っ
ている。
●研削技術、公差±0.003の精度で長尺物を歪み
無く段付研削できる。

油圧を制御する部品

●建設機械業界分野
建設機械用油圧機器部品で油圧をコントロールする
バルブ及びポンプ・モーター部品のコアパーツの精密
機械加工及び組立運転。
●自動車業界分野
小型自動車用足廻り部品の加工。
●電力業界分野
電力プラント部品の加工を主として生産しており、常
に高精度、高品質を追求し続けております。

ハンドルとタイヤを
繋ぐ部品

（上）建設機械の動きをコントロールする部品
（下）電力プラントの部品

社名と社章の由来

よろこびの創造を

Message

Topics

Message

社名ユニタイト
（UNYTITE）はUNI（ひとつ）
とTIGHT（固く結ぶ）
で一つに固く
結ぶを表しています。社章の外形は六角形で製品のボルト・ナットを表していま
す。上部はボルト、下部はナットを表しUNYTITEのUとTを形どっています。

ユニタイトが提供できる品質・サービスを更に進化させ、お客様によろ
こびと感動を与える魅力品質を作っていくことを目指しています。

普段の生活で使わない極小単位の仕事をみん
な当たり前にこなしています。

良い上司や先輩方に恵まれており丁寧に教えてもらえます。
またいろいろな仕事を任せて
もらえるので加工技術を身につけやすいのが魅力です。仕事のオンオフをきっちりわける風
潮で、時間にきっちりしているところと、有休消化しやすいところも魅力です。

極小単位の技術

代表取締役社長

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-12

TEL. 078-991-2233

●創業／1946年 ●設立／1953年8月 ●資本金／1億円 ●従業員数／128名（男性118名、女性10名）

はん用機械器具製造業

橋本

会社の雰囲気

潤

代表取締役

〒653-0053 神戸市長田区本庄町7-2-5（本社工場）

ユニタイト

はん用機械器具製造業

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

神戸水素クラスター

水処理、発電関連装置で、設計・製作・調達ワンストップサービスを実現する技術商社
設計から加工・組立までの社内製作による“ものづくり”

株式会社河田鉄工所

http://www.k-shinku.ecnet.jp/

真空ポンプにはじまる真空技術を核にお客様の課題を解決する自動化・省力化機器開発
真空、機械、熱処理、移送など
技術の融合で
素早く的確に応える！

産業用・発電用各種機器・部品の設計、加工、組立だけでなく、発電および水処理向け配電盤の設計、製作に

真空ポンプ・バルブでの真空
技術、省力機器・自動機での
機械技術、焼結・焼鈍の熱処
理技術、搬送ラインコンベヤ
の移送技術、などの各技術を
融 合させた総 合 技 術 力で、
「高品位の製品を素早く的確
に！」をモットーに、産業界の
多岐に亘るニーズにお応え
します。

取り組み、社内一貫体制による“ものづくり”を進めています。
2.技術力の高さ

発電所向け冷却水滅菌システムにおける、塩素ガス注入設備や食塩・海水電解式塩素注入装置、紫外線殺菌

装置、薬品注入・各種計測機器の設計、製作、組立を行っています。
また、塩素注入装置の経験を活かして、淡
水化プラント向け高圧配管や高圧膜容器の設計、製作、組立に取り組んでいます。

石英管カッティングマシン

3.総合力

水処理プラント向け装置・設備の設計・製作だけでなく、効率よく液体を流すための配管設計をはじめとして、
海水淡水化プラント向け製品の製作や各種パイプの調達を通して、水処理プラントをトータルにサポートし

ています。

ペール缶蓋口金部リークテスト機

真空熱処理装置

石英管球・缶体・超硬材・建築材・食品などの製造関連製品！

標準品として水封式ポンプ・油回転式ポンプ・油拡散ポンプの各種
真空ポンプと真空バルブを生産、OEM供給すると共に、各種受注品
の産業機器・装置の設計・製造・販売も行っています。右の写真はそ
の具体例です。
石英管カッティングマシン
高速回転するダイヤモンドソーによりФ5～30㎜の長尺石英管を、
一度に数十本を予め決められた長さに、個々の寸法精度および繰返
し精度を維持しながら連続高速切断処理を行う。
ペール缶蓋口金部リークテスト機
約1.5秒毎に流れているワークを真空方式による極少の洩れ検査を
行い、個々の良・不良の判定と仕分けを行いコンベヤライン上のワー
クを停滞させることなく全数処理を行う。
真空熱処理装置
高真空雰囲気や高純度ガス雰囲気中で、～1800℃の高温処理が行
える。

Topics

Message

Topics

Message

OKAMURAは、海水電解装置、塩素ガス注入装置
を始めとした水処理設備、機器を多種ご提供して
います。

設計力×製造力×調達力で社会インフラを支えます。

今後は、ポンプ関連のOEM生産を一社に限らず門戸を広げていくとともに、
メ
ンテナンス事業もいっそう充実させていきます。生産装置のみならず各種検査
装置の開発にも傾注し、厳しい品質が要求されるお客様製品の信頼性向上に
寄与します。
また、太陽電池やリチューム電池、LEDや有機EL等の新しい分野
でも新技術の研究と吸収を図り、
日々研鑽を重ねています。

顧客満足を得ることで、社会に必要とされ存在価値のある企業になり、
社会に貢献できることを誇りとし、社員の幸せを高進できる企業であり
たい。

適材・適質・適価を世界に

技術で拡げる確かな未来

新分野に挑戦し進化するニーズに応え社会に貢献したい！

代表取締役社長

〒652-0831 神戸市兵庫区七宮町1-10-1

TEL. 078-652-3151

●創業／1933年 ●設立／1954年2月 ●資本金／1億円 ●従業員数／76名（男性61名、女性15名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

豊

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

1.社内一環体制

薬品注入
ポンプ

河田

関西真空 株式会社

http://www.okamura-industry.co.jp

塩素注入装置フロー

TEL. 078-731-8151

●創業／1935年 ●設立／1935年8月 ●資本金／2,250万円 ●従業員数／103名（男性76名、女性27名）

株式会社 OKAMURA
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重要部品の多品種、大量生産

岡村 武和

OKAMURA インフラ

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通4-2-28

TEL. 078-651-5484

持てる技術に情熱とスピードを付加しお客様の信頼を！

●創業／1960年 ●設立／1960年2月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／20名（男性18名、女性2名）

代表取締役社長

永幡 明弘

関西真空

神戸発・優れた 技 術２０２２
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はん用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

神戸造機 株式会社

【初回認定】2009年度【再認定】2020年度

株式会社 正真鉄工所

http://www.kobe-td.or.jp/company/178/

http://www.syousin.co.jp/

金属機械加工専門として70年以上の歴史 油圧ポンプ・モーター等の精密機器部品を
最新の工作機械設備と技能士による
高品質とローコスト生産

●現在CNC旋盤、竪型及び横型マシニングセンター、
複合加工機等の工作機械33台を有効に稼働させ
るために、夜間無人化システムを構築しています。
●正社員の半数以上が国家資格の技能検定資格を
有してその技能士による加工時間の短縮、治工具
類の設計・製作等、常にカイゼンを推進し多品種少
量生産に対応しています。
●2009（平成21）年にISO9001の認証取得し運用実
施することによって高品質を維持しています。
●KEMSを2013（平成25）年に取得し、環境保全活動
にも自主的・継続的に取り組んでいます。

複合CNC旋盤による油圧機器部品

自社製作の加工冶具

安定品質＆安定供給

油・空圧精密機器部品加工

当たり前のようですが、10年近く客先発覚不適合
０件、納期遅延０件を継続していることが当社の最
大の強みです。
当社が大切にしていることは品質保証も納期管理
も全ては「人」が行うものであるということを基本
にしています。最新設備の増設も大切ですが、
それ
よりも職場環境の向上により多くの投資をしてい
ます。例えば社屋については「防振・耐震」構造は
当然とし、工場内は年間を通じて２２℃±５℃を保持
した「常温・常湿」工場で、温度変化による品質の
影響を最小限に抑え、尚且つ従業員の快適な作業
環境を実現することで、作業効率の向上を果たし
ています。

当社技能士たちの苦労が製品に生かされてい
ます。
①24時間稼働の複合CNC旋盤による油圧機器
部品。産業用ロボットにより素材から完成ま
で無人運転を可能としています。
②自社製作の加工冶具により1台のマシニング
センターで数種類の部品を加工し24時間稼
働を実現。
③当社技能士のノウハウによって展開された複
雑な加工工程の空圧機器部品。

複雑な加工工程の空圧機器部品

Topics

Message

スキルアップで製造力アップを目指す

若い活力で日々スキルアップ

30代、40代の正社員が機械技能士の資格を有し、
日々スキルアップ励んでいま
す。何時の時代でもものづくりの基本は人の技能によるものだと考え、弊社は
技能検定試験合格のバックアップをしています。

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和750-9（神戸鉄工団地内）

TEL. 078-974-0505

はん用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

株式会社 ジェイテック

（写真②）産業用ロボット部品

（写真③）
アンギュラーヘッド

●軸を偏芯させた特殊バックボーリングバー（写真①
上）や、市販品よりも剛性を高めた高剛性ロングアー
バ（写真①下）等のツールと横型マシニングセンター
用に最適化された治具により各種産業用部品（写真
②等）
の要求幾何公差をクリア。加えてFMS（Flexible
Manufacturing System）
を用いた長時間連続加工
で生産容量を大幅に拡大できる。
●また半導体関連部品の切削要求において、市販品で
はアンギュラーヘッドのホルダー部分がエンドミル外
径より大きくワークに干渉してしまう問題があったが
写真③のように、エンドミル外径よりホルダー部分
（写真③破線部）が小さくなるような特殊アンギュ
ラーヘッドを自社で設計製作し、問題を解決した。

TEL. 078-990-1711

5軸 コンサルティング 治具 金型 検査 業務管理 システム

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

http://www.chiyoda-seiki.co.jp

生産管理システムから専用治具・工具等も自社開発
独自の“考える切削”で、
ものづくりを追求
高剛性ロングアーバなど
特殊専用ツールでの切削！

当社の経営方針は『真の技術者』を育てることです

株式会社 千代田精機

http://www.jtec.ne.jp/

（写真①）偏芯バックボーリングバー
（上）
高剛性ロングアーバ
（下）

2022年8月設備導入予定の≪森精機ＤＭＧ製ＤＭＣ90Ｕ duoBlock≫の増設に
より、今まで対応出来なかったワークサイズの対応が可能に…
最大ワークサイズ＝φ1,000㎜×高さ1,450㎜ 外段取が可能な２パレット仕様
プログラミングはhyperMILLにより安全に、
そして、正確に加工が可能です。

当社が理想とする『真の技術者』とは
●失敗は挑戦の証。大切なことは失敗しないことではなく、失敗を糧にすること
●常に向上心を持ち、最新の工作機械・工具・加工方法を常に学び的確に活用できること
●お客様の要求する「品質・納期・コスト」に応えることは勿論、自社の利益貢献を忘れないこと
●常に謙虚に務めること「慢心こそ盛者必衰の理」
●真の技術はアナログであり、デジタル化は不可能 代表取締役 真島 昌伸

●創業／1950年 ●設立／1966年2月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／10名（男性8名、女性2名）

【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

当社の最大の売りはこの二点。
この
能力が当社の過去８年間に渡って、
客先での発覚不適合０件、納期遅延０
件を達成している根幹です。
また、そ
れはお客様のコンサルティングとし
て、見えない課題のあぶり出しから
根本原因の解決までの見える化を可
能にしています。今、ものづくり社会
の中で顕在化していない最大のニー
ズはまさしくこの二点です。

Message

〒651-2241 神戸市西区室谷１丁目６番５号

神戸造機

『課題発見能力』と
『課題解決能力』

Topics

最新５軸マシニングセンタの増設

正社員の半数以上が20歳代、30歳代の若い活力で金属加工に取り組
んでいます。
また、正社員の半数以上が機械技能士の資格を持ち、
日々
スキルアップに励んでいます。少数精鋭でグローバルスタンダードを目
指します。
代表取締役 港 清英

●創業／1946年 ●設立／1946年10月 ●資本金／4,200万円 ●従業員数／39名（男性37名、女性2名）

“高圧ガス制御技術”を核に信頼を築くCHIYODAブランド
高圧ガスを安全に供給するために
決して妥協は許されない！

「考える切削：iMachining」

ひとりひとりが切削における治具、工程について考え知
恵をだしあって、製品を完成させています。以下にJ.TECの
「考える切削」を紹介します！
①中大物異形鋳鉄部品の精密加工技術
自社で製作した専用工具と専用治具により、省工程、省
段取を実現し、長時間自動運転を可能にした生産技術
②研磨専用機を用いない仕上げ
（面粗度）技術
通常の旋盤加工だけでは不可能な面相度（Ra:0.63以
下）
を実現した研磨ホルダーでの仕上げ技術
③特殊ツールの設計製作技術
市販ツールでは切削が難しいワークにおいても特殊
ツールを自社で設計製作し、切削する技術
④自社開発の生産管理システム[JPMS]
（J.TEC Parts production Management System）
JISQ9100のプロセスに従い、受注から納品まで[JPMS]に
よる管理を行なっており、航空機産業のニーズに応えます。

神戸水素クラスター

大型炭酸ガス気化器（スチーム式）

シールドガス節約型圧力調整器

水素用圧力調整器

多くの企業で使用されている高圧
ガスは、気体や液体の状態で高圧
容器に充填されています。これら
を安全に取り出し供給するには、
ガスの物理的・化学的性質に関す
る知識はもちろん高圧のガス圧力
を減圧調整する技術、
さらに液化
ガスを気体に変化させる熱交換
技術など、設計・製造に特殊な知
識と技術が必要です。弊社はこれ
らの高圧ガスを制御する技術に優
れています。

あらゆる産業分野の開発・生産現場で
高圧ガス制御機器・装置・設備を設計、製造、販売！

①35MPa
（350気圧）
のガスを、
例えば使用圧力1MPa
（10気圧）
以下に減圧調整し、最大流量3000㎥/hのガスを供給できる
ものから、
特殊材料ガス・分析用ガス用、
一般ガス用など用途・
ガスの種類・使用条件に応じた圧力調整器。
②液化炭酸ガスを強制気化させて供給する炭酸ガス気化器は、
気化能力4000kg/hの大型特殊から20kg/hの小型まで25種
類以上。
③高圧ガス設備に使用する圧力42MPa以下の高圧バルブ類。
④マイナス253℃の液化ガスを液体のまま供給する真空断熱配管
は、
使用流体や顧客工場のレイアウトに合わせて設計・製造。
⑤クリーンルーム内で製作する高純度・特殊ガス用圧力調整器
や半導体用特殊ガス供給装置。
⑥水素ガス、
アセチレンガス等の可燃性ガスと酸素ガスによる約
3000℃の火炎で鋼板の切断・加熱加工を行うガス溶断器。
など多くの自社製品があります。

Topics
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Topics
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2019年2月に第2工場となる新工場が完成し
ました。エアコン完 備の快 適な工 場です。
2020年には最新式ターニングを追加導入し
ます。

2019年には休憩室も改装を行い、
より働きやすい職場になりました。
も
ちろんWiﬁも完備しています。顧客満足のためにはまず従業員満足か
ら！

地域経済を牽引する中核企業として、2019年経済産業省から「地域未来牽引
企業」に選ばれました。経営基盤の強化、充実を図り、地域経済の発展と共に
成長していきます。

全国11ケ所ある営業拠点の内、東京、大阪、名古屋、北九州の４拠点を移
転・刷新致しました。4拠点共にセミナー室を完備し、高圧ガス関連機器
の保安講習を開催可能にしました。

快適 第2工場竣工！

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750-10（神戸鉄工団地内）

快速Wiﬁ完備！

神戸発・優れた 技 術２０２２

経済産業省「地域未来牽引企業」に選定。

代表取締役社長

TEL. 078-974-0025

●創業／1966年 ●設立／1966年2月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／15名（男性13名、女性2名）
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次世代に引き継ぐ真の加工技術

高圧ガス関連機器の安全な取扱いを啓蒙する。

横道 壮太

ジェイテック 伊川谷

代表取締役

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町7-9-21

TEL. 078-681-8844

●創業／1946年 ●設立／1948年8月 ●資本金／7,100万円 ●従業員数／197名（男性150名、女性47名）

千代田

谷口 義博

調整器

神戸発・優れた 技 術２０２２
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はん用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

東亜機械工業 株式会社

兵神装備 株式会社

http://www.toakikai.co.jp

http://www.heishin.jp

「食の根源を支えています！」
“独創の開発技術で粉粒体装置の未来を拓く”
設計・製作・施工・メンテナンス
まで一貫サービスで

穀物貯蔵サイロ設備・飼料・製油・製粉
等の製造プラントを中心に、設計・製
作・施 工・メンテナンスまで一 貫した
サービスを提供しています。
〈特許関係〉
バケットエレベーターの残留粉粒物回
収装置
コンベヤのスライド式ゲート開閉機構、
及びそれを備えるコンベヤ
搬送装置 搬送路用保護材

穀物搬入用ベルトコンベヤ
（穀物搬送用 能力：1200ｔ/h）

バケットエレベーター用樹脂
バケット

チェーンコンベヤ
（穀物搬送用 能力：800t/h）

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

移送困難な液体を変質させずに送る流体移送のプロフェッショナル
様々な性状の液体を
高精度に定量移送する
技術

顧客が満足する「よい製品」を創る

〈チェーンコンベヤ及び排出ゲート〉
コンタミ
（異種混合）防止・低静音型・特殊アタッチメント
付チェーンコンベヤ／面一構造で残留しにくいゲート
〈バケットエレベーター用樹脂バケット〉
他の穀物・粉粒体用バケットに比べ、大容量・長寿命・ク
リーン排出が可能で又、粉塵爆発を防止できるエレベー
ターバケットです。
〈ダストレスローダー〉
多品種の穀物原料、脱脂ミールやフスマ等、船舶にバラ
積みする際に粉塵の飛散防止装置を備え無粉塵で環境
に優しい積み込み装置（ダストレスローダー）船積み用、
トラック積み用が有ります。

①高粘性液や低含水率液、あ
るいは固形物を含む液、気
泡を含む液など、様々な性
状の液を送れます。
②吐出量は常に一定で、流量
変更も瞬時に行えます。
③省エネ・静音で、粉塵も、騒
音も、悪臭も外部に漏らし
ません。

技術研究所

モーノポンプ

モーノディスペンサー

①モーノポンプ
接着剤やハチミツ、
グリスといった高粘度・高濃度液の移送に加え、
UV樹脂などの変質しやすい液や具入りスープなどの固形物を含ん
だ液、更にはトナーなどの粉体までも、性状を損なわず定量性を保っ
たまま送り届けることができます。食品、化学、製紙、土木、上下水道
など多くの産業分野で使われています。
②モーノディスペンサー
モーノポンプの技術を応用し、本体をロボットアームに取り付けて、
液体を自在に塗布・充填できる装置です。液性を選ばず、
また液ギレ
がよいため、容器や現場を汚しません。サーボモーターの使用によ
り、高精度の塗布・充填が行え、
タクトタイムを短縮します。自動車部
品の接着剤塗布や、薬品、化粧品、食品の容器への充填などに活用
されています。

Topics

Message

Topics

Message

当社は設立以来、半世紀以上に渡り粉粒体と共に歩んでまいりました。
これま
で蓄積してきたノウハウと、受注から設計、製造、施工、
メンテナンスまで全ての
部門を擁している事が最大の強みです。

あらゆる顧客ニーズにお応えできる様に、粉粒体関連技術の研究と更
に効率化機器及び省力化設備の開発に取り組んでいける技術者を育
てて社会に貢献してまいります。

滋賀事業所のプロダクトスクエアではモーノポン
プやモーノディスペンサーなど常時４０台を超える
製品を実演展示しています。ぜひ実際に見て・
触って、
その性能をお確かめください。

創業以来、
さまざまな液体の移送、充填、塗布に携わる産業用ポンプ
メーカーとして主力製品モーノポンプ、
モーノディスペンサーでお客様の
ニーズにお応えしています。

半世紀以上のノウハウと実績

確かな技術で安心をお届けします

代表取締役社長

TEL. 078-991-1717

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-21

●創業／1964年 ●設立／1964年6月 ●資本金／5,500万円 ●従業員数／80名（男性71名、女性9名）

はん用機械器具製造業

製品ショールーム｢プロダクトスクエア」

砂泊 昌浩

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町1-1-54

東亜機械

はん用機械器具製造業

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

神戸水素クラスター

TEL .078-652-1111

半導体用バルブ

医療用バルブ

宇宙向けガス
容器用バルブ

市田 邦洋

兵神装備

【初回認定】2017年度

http://www.hemmi.co.jp/

飲料、半導体製造、医療、宇宙開発、及び一般産業用高圧ガス容器用バルブの専業メーカー
近年、高圧ガスが様々な業界で多様な用途に利用され
るとともに、高圧ガス容器用バルブにもこれまでにな
かった機能、性能が求められています。
それらの要求を
カタチにし、高い品質レベルで製造することが当社の
使命と考えています。ユーザの声に耳を傾け
（そこにこ
そ新製品のヒントが隠されている）、
どんな要求にも全
力で全社一丸となって取り組みました。
その結果、開閉
表示Ｅｙｅシーハンドル付バルブの様にいっそう使いや
すく、安全なバルブづくりを実現し好評です。更に、圧力
制御や流量制御、容器内純度保持など複合機能をバ
ルブ本体内部にコンパクトに収納した高機能バルブな
ど、他社にない高付加価値製品やサービスに結実して
います。

代表取締役社長

株式会社 ヘンミ

http://www.neriki.co.jp

顧客のニーズに対して高度な技術力で応える
高付加価値製品

卓越した流体技術と創意で世界を支える

●創業／1968年 ●設立／1968年1月 ●資本金／9,950万円 ●従業員数／429名（男性294名、女性135名）

株式会社 ネリキ

エネルギー・輸送分野の圧力容器で
100年の歴史をもつ専業メーカー

さまざまな分野で信頼と高評価

BBB NERIKIブランド
①半導体製造用ガス分野では、非常に高い
信頼性が要求されますが、当社はこれら
の要求に対応してきた結果、国内シェア
№1として高い評価を頂いています。
②医療用ガス分野では、エンドユーザが一
般消費者（患者）
です。当社の医療用バル
ブは、性能はもちろん操作性やデザイン性
などの面でも高い評価を頂いています。
③飲料用炭酸ガス分野では、
インジケータで
液化炭酸の残量を目視確認できるバルブ
を開発。日本のビール業界の炭酸ガス容
器用バルブのほぼすべてにこの製品が採
用されています。

神戸水素クラスター

船舶用エンジンの始動用空気槽で
国内70％のシェアをもつ企業

NG クッションドラム（100㎡）

曲げ加工

船舶用圧力容器

LNG、LPG、
コンテナ運搬船などの船舶関連をはじめ、
エネルギー関連の各種圧力容器を中心に設計から製
造、試験・検査、販売まで一貫生産で行っています。
とりわけ船舶用エンジンの始動に用いる空気槽では
国内トップシェアを誇っています。
また常用・非常用発電機の始動用空気槽や燃料ガスア
キュームレータとしても多数納入しているほか、石油・
ガスなどの製造に関わる容器として、石油から不純物
を除去するためのプロセス容器、天然ガス貯蔵基地に
おける制御用エアー容器、天然ガス混合容器なども多
数納入しております。

国内外で多数の認可取得に
加え、一貫体制での品質保証

圧力容器の製造には、様々な法規制や
関係機関の認可が必要で、弊社は各国
の船級協会や所轄官庁からの認可を
多数保有しています。
それぞれで要求される試験・検査が異
なるため、設計や検査を含めた品質保
証が重要となります。各種免許・資格の
取得には、全社をあげてバックアップし
ています。

Topics

Message

Topics

Message

特長
●４箇所の開閉表示を上四方、横四方から確認可能です
●握りやすいハンドル形状を導入しました
●黒、灰、緑、赤、青の５色からガスの種類に応じて
選ぶことができます

小さい失敗を恐れず
（大きな失敗は困りますが）他人のやらないこと
（やれないこと）
に挑戦
する姿勢を持ち続けて社是の実現に努力し続けていきたいと考えます

「低炭素社会」
「水素エネルギー社会」。いずれもエネルギーを貯蔵・制御する
うえで圧力容器は不可欠です。
このような社会のニーズに対応すべく、液化天
然ガスや液化水素など「極低温」容器への対応準備や更なる技術の向上を目
指しています。

当社製品には溶接・切断・機械加工・組立など各工程に技量が要求さ
れ、
マルチな役割を担える人材育成に努めています。今後はエネルギー
関連にも注力し水素社会への対応も計画しています。

開け忘れ防止に開閉表示Ｅｙｅシーハンドルを！

〒651-2241 神戸市西区室谷2-7-6（神戸工場）
〒661-0975 尼崎市下坂部4-6-1（本社）

開発志向の継続と、社是“愛 情熱 科学”の実践

飲料用バルブ

神戸発・優れた 技 術２０２２

代表取締役

（Ｅｙｅシーハンドル付）

TEL. 06-6491-5101

●創業／1930年 ●設立／1952年2月 ●資本金／9,600万円 ●従業員数／190名（男性92名、女性98名）
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食品、化学、上下水道、自動車などあらゆる分野で
お客様のモノづくりに貢献しています

ネリキ

環境問題を改善する次の100年を見据えた取組み

大長 敏孝

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町5丁目2番40号

マルチな人材を育成し、水素社会への対応も計画

TEL. 078-681-0081

●創業／1914年 ●設立／1944年2月 ●資本金／4,800万円 ●従業員数／47名（男性41名、女性6名）

代表取締役

逸見 充伸

ヘンミ

神戸発・優れた 技 術２０２２
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はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年【再認定】2012年

ミツ精機 株式会社

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

エスアールエンジニアリング 株式会社

http://www.mitsu.co.jp

https://sr-engineering.co.jp/

0.05gの超軽量部品から、1tにも及ぶ重量級の部品まで
航空機・医療機器部品などの難削材の機械加工技術

社員の80％が技能士資格取得
“世界の職人”“世界一の技術”を目指す

●当社は創業85年以上、国家技能検定取得率
80％超の技能集団です。5軸MC機・複合加工機
をはじめ、工具研削盤等豊富な機械を揃え、精
密加工を得意とします。
●精密部品加工で0.05gという超軽量部品から、
1tにも及ぶ重量級の部品が加工できる業界無
比の生産技術力を持ちます。
アッセンブリー、航空
●また、部品加工のみならず、
機部品の非破壊検査までを含めた一貫した生
産体制の中で、高品質な製品をお届けします。

航空機展示場「翼の広場」

2021年

新工場を竣功

Topics

「省エネ」
「自動化」
「環境」
フルードパワーを核に独自技術で時代が求める製品開発に取り組む

難削材・難形状であっても常に高い
品質を実現します

次代を担う最先端技術を
高品質と共に！

これまで培ってきた技能を基盤に、
より高い技術
の求められる製品・新規分野への進出に挑戦して
います。
ミツ精機㈱ 4つの掟
が求められる製品
●常に高度な技術（加工・管理）
に挑戦し続ける
●積極的に教育の場を設け、技術者の技能向上を
サポート
●毎年、継続して最新鋭の設備を導入し、時代の
ニーズに対応
●相互啓発による品質意識の向上、改善の推進

高圧水素ガス
ブースタ

高圧水素ガス
自動弁

弊社は、永年培った高度な油圧・
空圧・水圧技術とメカトロニクス
とのコンビネーション技 術 や 電
磁・永電磁技術から生まれたオリ
ジナル製品の開発ノウハウを有し
ています。この製品開発を支える
優れた生産・品質体制と自社工場
での高精度加工を含む生産技術
力で各産業の生産設備の省力化・
自動化に広く貢献しています。

フルードパワー、
クランプ

－Quick Die Change SYSTEM－
弊社の誇るQ,D,C（迅速金型交換）
クランプシステムの根幹をな
す製品群です。圧縮空気を動力源とし、高圧の油圧を発生させる
連続吐出型の増圧ポンプをはじめ、油圧制御機器、検出機器や
油圧クランプ等で構成され、
プレス機械やモールド&ダイカスト
機械の分野で活躍しています。
－水素ガス機器－
弊社のフルードパワー技術から生まれた、水素ガス圧50MPa
級、100MPa級の増圧器（ブースタ）
と遮断弁（自動弁）
の製品群
です。燃料電池車、同フォークリフトの水素供給インフラ用等の
必需機器として、水素社会の実現を目指します。

設備・人材教育への投資は惜しみません

よりワンストップに近い受注体制を

Message

Topics

Message

当社は毎年の売り上げの10％相当を設備投資、1％相当を人材教育に充てる
という基準があります。設備と教育の投資をルール化することで、皆が常にチャ
レンジする気持ちを持つことができています。

常に高度な技術・管理に挑戦し続けることが当社の基本理念です。今後
は航空機分野において、機械加工以外の前後工程までを含めた一貫受
注体制の構築を目指しています。

おかげさまで弊社は、創業50周年を迎えることができました。
これもひとえに、
皆様のご支援のたまものと感謝しております。
これを機に、更なる事業効率化
を図るため、本社を以下の住所へ移転する運びとなりました。
なお、旧本社は、
神戸工場として引き続き運営してまいります。

私たちは、お客様の声を早期に具現化すると共に、環境に
も配慮した「ものづくり」の現場から、お客様へ常に満足
いただける製品を提供し続け、社会に貢献いたします。

本社移転のご連絡

代表取締役社長

〒656-1522 淡路市下河合301

TEL. 0799-85-1133

●創業／1933年 ●設立／1962年4月 ●資本金／4,950万円 ●従業員数／246名（男性201名、女性45名）

生産用機械器具製造業

ミツ精機

三津 千久磨

難削材加工

Topics

固着したスケールを軟化させる能力

伝熱管に付着したスケールは熱交換を阻害し、
冷凍能力を低下させます。エコアイオンはス
ケールを軟化させ、熱交換器の汚れを抑えるこ
とで、エネルギーロスを低減できます。

「課題解決型」会社として、お客様の声に真摯に耳を傾け、新たな切り
口からお悩み事を解決し、社会に貢献できるような製品づくりを行える
よう今後も精進して参ります。

代表取締役

〒650-0033 神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル7階

TEL. 078-335-5581

●創業／1995年 ●設立／1997年2月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／32名（男性20名、女性12名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

【初回認定】2017年度

特許保有の紫外線消毒装置をはじめ
「安心・安全な水」の供給に貢献する装置を開発

安全な水道水をつくるための
高精度な技術

アルファ技研

古澤 達雄

沖縄から世界へ

当社は「安心・安全な水を未来へ」を企業理念に掲げ、
全国自治体の上水道施設で使用される水道水の消毒
装置を製造販売しています。主な製品は、次亜塩素酸ナ
トリウムの高精度注入に特化した液中ピストンポンプ
及び紫外線消毒装置です。特に、紫外線消毒装置では
紫外線ランプ保護ガラス管の効率的な洗浄を行うため
のワイパー部に複合洗浄機構を考案し、特許（特許第
4812850号）
を取得しています。
この洗浄機構によって
紫外線照射が妨げられず、殺菌効果を維持し、
メンテナ
ンスの手間の削減にも役立っています。

電解作用を高めるため、素材と形状にこだわっ
た電極を開発。また電極の酸化皮膜を自動で
取り去る独自技術の導入で、電極清掃の必要も
ありません。
さらに電気伝導率をモニターし自
動ブローを行います。高い電解能力をメンテナ
ンスフリーで維持します。

お悩み事の解決、社会への貢献のために

例えば「鉛に代わるような放射線遮蔽材が欲しい」という声を基に、鉛を使用
せず、柔軟性にも富んだタングステンシートを開発したりと、
お客様の声からプ
ラスアルファの製品を生み出すことが弊社の強みです。

本社

sr-engineering.co.jp

●創業／1972年 ●設立／1972年10月 ●資本金／4,800万円 ●従業員数／71名

メンテナンスフリーで
高い電解能力を維持

Message

お客様の声に、
プラスアルファの価値を

TEL. 078-306-2111

橋本 匡彦

http://kyoei-techno.com/

お客様の声を基に製品等を開発・設計・製造する「課題解決型」技術

冷却塔循環水は蒸発のため溶存物質の濃縮が
起こります。エコアイオンは電気分解によって無
機塩類やシリカを凝集・沈降分離させ、系外へ
排出する装置です。薬剤
を使用しないため環境
負荷の少ない水質改善
装置です。脱炭素、省エ
ネ、節水、SDGsへの志
向が高まり、お引き合い
も増えています。

代表取締役

有限会社 共栄コントロールズ

http://www.alpha-tr.co.jp/

省エネ、
コスト削減、
SDGsに貢献する水質改善システム
「エコアイオン」

社会への貢献

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-2-17

生産用機械器具製造業

【初回認定】2008年度【再認定】2019年

株式会社 アルファ技研
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神戸水素クラスター

2018年4月より琉球大学内にラボを
設置し、当社の技術を応用した製品
の研究開発に取り組んでいます。紫
外 線ランプを用 いた海 水 殺 菌 や、
UV-LED及び酸化チタンを用いた水
処理の技術を通して、国内にとどまら
ずASEAN諸国において手軽で安全
な水の実現を目指しています。

Topics

Message

琉球大学内にlaboratoryを設けてはや３年が過ぎました。沖縄はASEAN諸国
に進出を目指す弊社にとって、琉球大学様との共同研究は大変大きなプロ
ジェクトです。石の上にも３年のことわざにもあるように、
しっかりと地に足を付
け頑張ってまいります。

令和3年7月創業20周年を迎え、新たなる未来に向かって歩みを
はじめました。私達は品質方針に掲げた項目をしっかり着実に
進めることが責務と考えなお一層努力いたします。

琉球ラボ

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町8-4-10

新たなる挑戦

TEL. 078-984-5123

●創業／2001年 ●設立／2001年7月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／5名（男性5名）

代表取締役

巴月 和利

有限会社 共栄コントロールズ

神戸発・優れた 技 術２０２２
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生産用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

近畿工業 株式会社

株式会社 コーセイ

http://www.kinkikogyo.co.jp

http://www.ko-sei.jp

き

「砕く・剪る・選ぶ」で再生資源技術に挑む環境・リサイクル機械のリーディングカンパニー
80種以上の製品群をラインナップ。
自社で企画・設計から製作まで

使用済み家電リサイクルプラント

振動ふるい

二軸剪断式
破砕機

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

火力発電所で使用する石炭の粒度調整、山から切
り出した岩から道路用骨材製造、海洋埋立・地盤改
良工事の杭打ちなどインフラ整備に使用される装
置、家庭ごみや産業廃棄物まで、あらゆる資源の有
効活用や再生利用に、当社の環境・リサイクル関連
装置が活用されています。1953（昭和28）年の設立
以来、
これまで創り出してきた製品は80種以上。
そ
の中でも代表的な製品は、振動ふるいと二軸剪断
式破砕機です。近年は、
プラスチックごみの燃料化、
廃木材を原料としたペレット製造、焼却灰セメント
原料化、小型家電リサイクル等、様々な廃棄物処
理・リサイクルニーズにお応えするプラントシステム
も提供しています。

全国の粗大ゴミ処理施設等への
納入実績が証明する信頼性

プラスチック製品の金型部品でミクロ化する産業界のニーズに応える

人と機械で作る超精密金型部品

振動ふるい………2万台以上
砕石場やアスファルト製造プラント、石炭火力
発電所、
ダム工事現場などで使用され、石や石
炭を大量に効率よくふるい分けるのに適し、頑
丈で耐久性が高いため、お客様にご好評頂い
ています。

二軸剪断式破砕機………2000台以上
ペーパーシュレッダーの大型版のような装置
です。
タンスや布団、
マットレスなど、
そのままで
は焼却やリサイクルしにくい大型可燃ゴミを、
細かくカットできます。国内では他社に先駆け
て大型タイプの製品化に成功し、国内トップ
シェアを誇っています。

狭ピッチコネクター用金型部品

半導体封止金型部品

光コネクタ用金型部品

＜写真説明＞
写真のように製造された金型から成形されたプラスチック製品は
携帯電話、
スマートフォンの内部で電子部品として使われ、車では
エアーバックの起動用コネクタとしても使われています。
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東日本大震災以降、急速に設置が拡大した「太陽光パ
ネル」。実は処理方法がまだ確立されておらず、国を挙げ
た課題となっています。
そこに目を付けた当社は、2018
年に太陽光パネル処理設備「ReSola」を開発。様々な業
界からたくさんのお問合せをいただいています。

他社との差別化を図れるような製品開発とサービスで、景気に左右され
ない強固な経営体質を構築します。
また、新分野にも積極的に取組むこ
とで100年企業を目指しています。

これから代替わりされる高速・大容量通信の5G。自分の正確な位置が、誤差な
く瞬時に把握する必要のある自動運転。遠く離れた場所から、映像を見ながら
操作の必要な遠隔医療技術。
それらには、光通信が必要不可欠です。

少人数な会社でありますが、今後とも、高精度加工に傾注したく、考え
ております。

太陽光パネル処理設備「ReSola」

〒650-0023 神戸市中央区栄町通4-2-18（本社）

差別化図り景気に左右されない経営体質へ

代表取締役社長

TEL. 078-351-0770

●創業／1948年 ●設立／1953年8月 ●資本金／6,500万円 ●従業員数／183名（男性159名、女性24名）

生産用機械器具製造業

近畿

破砕機

TEL. 078-991-4414

●創業／1985年 ●設立／1985年7月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／20名（男性14名、女性6名）

超精密金型部品

【初回認定】1998年度【再認定】2012年度

https://www.kobex.co.jp/

世界でトップクラス 約30カ国で展開する電縫管製造プラントのスペシャリスト
設計製造から現地試運転まで

石油ラインパイプ製造
プラント

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-2-46

杉山 勝己

コーベックス 株式会社

http://www.kusakabe.com

自動車用
鋼管製造
プラント

精密加工で社会に貢献

代表取締役

生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

ロータリーサイジングミル

時代は、次世代通信の5Gへ

和田 知樹

日下部電機 株式会社

プラント設備、特に電縫管製造プラント設備の設計
製造から現地試運転までを一括して提供できる世
界でも数少ない会社です。自社内にプラント設計ス
タッフ、製品加工組立工場、およびプラント立ち上
げスタッフを有するとともに、徹底した品質管理体
制を構築しています。電縫管製造プラントは、ロー
ル成形技術、高周波溶接技術、切削技術など各要
素技術の集合体です。
それらをいかに上手く組み合
わせてプラントを完成させるかが、
メーカーに求め
られる技術となります。弊社製品は世界30ケ国で
採用。そのほとんどが商社等を径由しない直取引
のため、顧客のニーズを直接吸収できます。
アメリ
カ、
インドには100%自社資本の子会社を有し、営
業活動及びアフターサービスを行っております。

石油・天然ガスラインパイプや油井管、
自動車用鋼管製造プラントなどで使用

国内最多の小型溶剤再生装置納入実績と数多くの特許、発明表彰が証明する開発力
特許技術である独自の真空装置を軸にした
溶剤再生装置をラインナップ

●「溶剤再生装置」CLEAN-ACE 101シリーズ
業種を問わずあらゆる有機溶剤の再利用を可能にし
ます。再生量に応じた豊富な機種を取り揃えており、
ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。安全にコ
スト削減・省エネ・環境対策を図れる万能装置です。
●「真空蒸留連続回収装置」CLEAN-ACE 800シリーズ
「日本発明大賞」受賞した独自の技術を活かしつつ、
十分に安全機器を取り入れてさらに信頼性を向上さ
せた溶剤回収システムです。近年、溶剤再生の需要が
高まる中で国内・海外を問わず多くのユーザー様にて
採用いただいています。

●石油ラインパイプ製造プラントは、パイプ成形用
金型ロールが大きく、
その交換は大変な負荷と
なります。弊社では、金型ロールを兼用化した成
形機を開発し、
この負荷を軽減しました。
●自動車用鋼管製造プラントでは、ハイテン材も
成形可能な成形機を開発しています。
●プラント使用中の電動機の電流値、超音波探傷
のデータなどをリアルタイムで一元管理できる
システムを開発し、顧客の品質管理に貢献して
います。パイプ外径を無段階に調整できるロー
タリーサイジングミルは、
その革新性において、
業界で唯一無比な設備として高く評価されてい
ます。

溶剤再生の派生機種
（洗浄装置、VOC脱臭装置、
ウエス乾燥装置）

●溶剤再生装置の付帯設備として様々な製品
を展開しております。洗浄工程を自動化し、溶
剤を常時再生するクローズドシステムはすべ
てユーザー様のニーズに合わせた設計を行
います。脱臭装置やウエス乾燥装置は単独で
も使用でき、使用する溶剤量が少ないユー
ザー様でも作業環境改善、産廃削減に貢献し
ています。
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海外からの需要増に答えるべく社内体制を整えていきます。
海外の様々な文化の違いに柔軟に対応出来る人材を育成していきます。
既存技術を応用して、新規製品開発、及び周辺他業種への展開を図ります。

1つのプラントを完成させ、軌道に乗せるには、社員全員の協力が必要です。
この協力過程を通じ互いの信頼関係を醸成させ、業務の完遂を通じ、皆が
達成感を味わうことが出来る職場にしていきたいと考えています。

蒸留装置の付帯設備として新たに脱水装置をラインナップ。ゼオライト膜を使
用し、単蒸留では達成できない高精度の脱水を可能にします。省スペース・低
コストの付帯設備です。

弊社のシステム技術は多くの特許・賞を受けており高いバリューを提供
できます。
どの装置も安全性に優れ、
かつご希望に合わせた特注仕様が
可能です。
お気軽にお問合せ下さい。

海外事業拡充、新規製品開発

仕事を通じて社員の幸福感を高めていきたいと考えています。

新規ラインナップ

脱炭素社会に向けての貢献企業となる目的を果たす

代表取締役社長 日下部 良治

〒651-2241 神戸市西区室谷2-11-2

TEL .078-992-9101

●創業／1916年 ●設立／1948年5月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／100名（男性90名、女性10名）
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当社は、
プラスチック製品を作る為の金型心臓部の加工に取り組ん
できました。
高精度を要求される射出成形金型のコア・キャビティ部品を主に製
作しており、焼入れ材や超硬材においても、高精度な機械と高度な
職人技を駆使して加工にあたります。
特に要求精度の高い光コネクタの関連部品では、
ワイヤ放電加工・
研削加工で、形状精度・穴径・ピッチ共に0.5ミクロン以下の精度で
加工が可能です。

神戸発・優れた 技 術２０２２

日下部電機

代表取締役

〒650-0047 神戸市中央区港島南町4-2-12

TEL. 078-303-2501

●創業／1969年 ●設立／1970年6月 ●資本金／4,000万円 ●従業員数／12名（男性9名、女性3名）

コーベックス

平山 季藤

溶剤再生

神戸発・優れた 技 術２０２２
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生産用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

株式会社 コスメック

昭和精機 株式会社

http://www.kosmek.co.jp

http://www.showa-seiki.co.jp

モノづくりの現場で生産性向上に欠かせない独自の油圧・空圧機器を開発・製造
高能力・高精度・高剛性を
コンパクトに！

ロボットハンド
チェンジャー

エアワークサポート

パレットクランプ

当社は「高能力・高精度・高剛性をコンパク
ト」に内蔵した油空圧機器を商品化する技
術に優れています。すべての商品に独自の
技術と豊富な経験を詰め込み、お客様のモ
ノづくりにおける「難しい」を「当たり前」に
変えることに取組み、具現化し続けていま
す。高精度を要する加工において工作物の
ビビリを押さえるために開発した「世界初
採用の機構によるワークサポート」、数ミク
ロンの繰り返し精度で位置決めを可能にす
る機器、高能力・高寿命なエア機器等でお
客様のモノづくりに貢献しています。

すべての「モノづくり」現場の改善に！
ロボットハンドチェンジャー
業界最小・最軽量で、小型多関節ロボットやパラレル
リンクロボットのツールチェンジに最適です。あらゆ
るロボットツールの自動交換でロボットの汎用性・可
能性を大きく広げます。
また、位置再現性3μmの高精
度によってツール先端での細かな作業や精密部品の
組立て等の自動化も実現します。
パレットクランプ
切削加工のジグイケールやパレットを3μmの繰返し
位置決め精度と強力なクランプで瞬時にセッティン
グします。独自の二面拘束機構の採用によって高剛
性化を実現し、高負荷加工にも対応可能です。

電子と油空圧の高い技術力に裏打ちされた製品開発力

電機・電子・空圧・油圧制御機器のトータルメーカー

PDM Manager2

アングルシーケンサ“ASL”
レゾルバ（センサー）
からのイ
ンプット信号を、本体アンプ
の角度制御により自由にア
ウトプットします。対話型のプ
ログラム制御機器です。

PDM Progress
Viewer2
稼働率分析システム“PDM”
現場設備の稼働状況をリアルタイムに把握できます。世界のどの拠点
からでもインターネット通信によってデータの集中管理を可能にします。
自社開発のパソコン用アプリケーションソフトが便利です。

当社は1947（昭和22）年創業以来、
日本国内のみならず海外の産
業機械メーカーと数々の交流を重ね、電機・電子制御機器及び空
圧・油圧機器に関する独自の技術を培って参りました。電子制御
機器部門では、コンポーネント全体のハード設計及びそれらを動
作させるためのソフト設計を行い、空圧・油圧制御機器部門では、
標準品以外の客先仕様に基づく製品を開発しています。小企業な
らではの“細やかに、迅速に”をモットーに顧客満足を追求し、多品
種少ロットの“カスタマイズ製品”の対応を得意としています。
ま
た、全部門でオリジナルの製品ラインナップを数多く揃え、お客様
にご選定頂けるシステムを構築しています。
クイックダイチェンジシステム“QDCS”
プレス機械の金型交換装置です。
コンパクトでハイパワーな油圧シリンダー及び
油圧発生装置は、作業の省人省力に効果を発揮します。
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射出成形機やプレスマシンの金型交換クランプシステムを設立当初から開発・
製造・販売。
そこで培った技術力をもとにマシニングセンタ用ジグのクランプシ
ステムを拡大してきました。今後はものづくり全般において当社の技術力を展
開し、お客様の生産性向上、高品質化や環境改善にも積極的に取り組んでい
きます。

当社は「世界と未来をみつめモノづくりを通じて人々の幸福に貢献する」を社是とし神戸に
拠点を構えるメーカーです。
コア技術に磨きをかけ、営業力・開発力・製造力の総合力で世界
と戦える精鋭集団を目指し、産業の発展に貢献して参ります。

当社電子製品の主力商品の『PDM2』は開発以来継続してモ
デルチェンジを行っています。最新バージョンではスマホ対応
機能を新しく装備し、更なる利便性向上による付加価値をお
客様へ提供してまいります。

お客様のご要求を可能な限りかたちにする、“ものづくりのメーカー”と
して誇りと喜びをもって愚直に取り組んで行く企業を目指しております。

お客様のニーズにとことん応え続けます！

〒651-2241 神戸市西区室谷2-1-5

営業力・開発力・製造力を結集、世界と戦える精鋭集団に

代表取締役

TEL. 078-991-5115

●創業／1986年 ●設立／1986年5月 ●資本金／9,900万円 ●従業員数／273名（男性205名、女性68名）

生産用機械器具製造業

木村 公治

生産用機械器具製造業

TEL. 078-997-0551

少量多品種品も高品質短納期で提供

●素材調達から製缶・溶接を含む機械加工
完成までを、県外を中心とした幅広いネッ
トワークを用いた調達力と、自社内独自
の機械加工生産システムを駆使し、大型・
中型部品の少量多品種品を、高品質・短
納期で提供し続けることが可能です。
●特に、加工ノウハウが必要なNC横型中ぐ
り盤を大型、中型、小型と揃えており、
それ
らを駆使した大型・中型の軸受加工を得
意としています。

「3つのコア技術が先端産業技術を支える」
神港精機が作り出す「真空技術」
「熱処理技術」
「プラズマ技術」
あらゆる産業に様々な形で貢献

多業種にわたる生産設備・生産機械・
試験機の部品加工
●最も多いのがコラム・サドル・ベッド
等の主要部品を生産している工作
機械業界分野です。
●自動車業界分野ではリフトマスタ関
連部品、圧造機械関連部品
●航空機業界分野では量産品対応の
治具部品、ヘリコプターエンジン試
験機部品
●衛生業界分野では紙おむつ生産機
械のコア部品等

神戸水素クラスター

アーク放電型マグネトロンスパッタリング装置

スクリュー型ドライポンプ

真空半田付装置

アーク放電型マグネトロンスパッタリング装置
独自開発による高密度マグネトロンカソード
（アーク放電型マグネ
トロンカソード）
を搭載したスパッタリング装置です。従来型カソー
ドに比べ低圧力・低電圧・大電流での成膜が特徴です。独自の高密
度プラズマスパッタにより他のPVD法では得られない緻密で平滑
な薄膜が形成できます。金型、切削工具をはじめ、水素フリーのダ
イヤモンドライクカーボン膜も成膜可能で、自動車部品の摺動性
向上に活躍しています。
真空半田付装置
真空中ではんだを溶融させることにより、はんだ中のボイドを除
去します。
また、予備加熱を還元雰囲気中で行うことにより、
フラッ
クスレスはんだ付けを実現します。ハイブリッドカーや新幹線を始
め、高信頼性を要求される製品の製造に貢献しています。兵庫工
業会で会長賞、経済産業省「第2回ものづくり日本大賞」製品・技
術開発部門で優秀賞を受賞しました。
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弊社の最大の強みは、受注から納品までのスピードの速さです。
材料から製缶・溶接から機械加工・後処理工程まで、培われた知識、
ネットワー
クで対応します。

充実した生産設備、技術者の知識・技能で精密な公差にも対応可能で
す。
３次元測定機での最終検査も可能になりました。
オンリーワン企業を目指し邁進しております。

パワー半導体デバイス表面実装の飛躍的な省エネ化・エコ化・高効率化の実
現に向け、ボイドフリーかつクラックフリーで脆性破壊しない接合体の瞬間製
造プロセスを確立して事業化を目指します。
また革新的省エネ・ゼロエミッショ
ン実装技術の創出で地球環境問題の改善へも貢献致します。

充実した生産設備と培われた技術の結晶で！

代表取締役

〒651-2144 神戸市西区小山3丁目1-5

TEL. 078-923-0666

●創業／1956年 ●設立／1972年7月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／20名（男性18名、女性2名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

制御機器 精密機器 油圧 空圧

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

Topics

リードタイムの速さに自信があります

藤浪 智二

http://www.shinko-seiki.com

常に「モノづくり」の原点に立ち
難度の高い機械加工技術にチャレンジ

クラッチ耐久試験用ハ
ウジング

代表取締役

神港精機 株式会社

http://www.sano-iron-works.co.jp/

マニホルド

“誠心誠意”を社是として70余年！

●創業／1947年 ●設立／1947年8月 ●資本金／9,000万円 ●従業員数／35名（男性23名、女性12名）

【初回認定】2015年度

耐久試験機部品

IoTを使用し世界中を瞬時に繋ぐ！

〒651-2271 神戸市西区高塚台6-19-13

コスメック

株式会社 佐野鉄工所
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【初回認定】2008年度【再認定】2019年度

佐野鉄工所

梅原 久利

兵庫県最先端技術研究事業に採択

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-35

TEL. 078-991-3011

スクリュー型ドライポンプ
スクリュー型ドライポンプは、ポンプ内で真
空をシールするための油や液体を用いない
真空ポンプであり、半導体・電子部品・自動
車・化学・医薬品等の業界で使用されていま
す。
スクリュー型ドライポンプのロータは、
そ
の構造上内部スキマが線シールとなってお
り、吸入物による摩耗・折損・腐食等により、
性能を維持できなくなる場合がありました
が、
この線シールを独自設計によって面シー
ルとすることで、漏れが少なく、耐久性の高い
ドライポンプを完成させることができまし
た。
このスクリューロータは、
「日本機械学会
関西支部賞 技術賞」を受賞しました。

Message

「ものづくり」はより高度により高付加価値へ
神港精機に任せるのが一番、
ここしかできない、
この人でなければと世
界中のお客様から求め続けられるために、技術を伝承し情熱をもって
開発に取組んでいきます。

●創業／1949年 ●設立／1949年1月 ●資本金／3億7,500万円 ●従業員数／190名（男性166名、女性24名）

代表取締役社長

眞下

忠

神港精機株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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生産用機械器具製造業

【初回認定】2008年度【再認定】2019年度

株式会社 田中鉄工所

【初回認定】2001年【再認定】2013年

日本ジャバラ 株式会社

http://www.tanaka-iron.com/

https://www.jyabara.co.jp/

高い精密加工技術をもつ
24時間無人加工システム
2槽式炭化水素系
真空洗浄機、
CONCEPT-VN2 1台

5軸マシニングセンタ MAM72 8台
横形マシニングセンタ
DMGMORI
12面パレット 3台
双腕スカラロボット
duAro 1台

三次元測定機 XYZAX RVA800A 1台
三次元測定機 XYZAX FUSION NEX 9/10/6 1台
三次元測定機 XYZAX AXCEL 9/15/6 RDS

必要な部品を必要な数量だけ
必要な時にお届け出来るシステムです

●8台の5軸マシニングセンタと弊社オリジ
ナルのフレキシブル生産管理システムに
て、常時350面のパレットマガジンを自在
にコントロールすることにより、24時間無
人運転が可能になりました。
●汎用品の量産から複雑形状の短納期試作
品はもとより、自社の高度な技術力と提案
力がコストダウンと共に加工工程の短縮
を実現しています。

お客様にジャストインタイムと
在庫0を実現いたします！

取引先の80％は上場企業や一流企業
●完全受注生産で、多品種・小ロットにも関わらず、手技工程とロボットをコラボレーション
させた生産体制を構築している。
●若手を中心に、人とロボットの共働化を図り、短納期・高品質・低価格を実現。
●自らのアイディアや創造力が生かしやすく自社設備などの製作を含め改善提案件数は、年
間平均169件。
●ロボット工程でのプログラミングや、受け継がれた手技工程“巧のDNA”に磨きをかけて
いく。

●毎日1個でも一年に1回のリピー
ト品でも瞬時に対応可能です。
●350面のパレットマガジンを「お
客様の在庫センター」と考えてい
ただけるシステムです。

Topics

Message

Topics

安全な医療機器の製造、供給を目的とした、医療分野における品質マネジメン
トシステムです。弊社のモノづくりの技術が医療の世界でも必要とされ、
それが
人の命に係わる製品である以上、世界規格に基づいた品質保証を目指すこと
が、我々の使命であると考えます。

人間の持つ好奇心と高い潜在能力を引き出し、伸ばしていくフィールド
を整えることが経営者としての役割であり会社の在り方であると考え
ます。

弊社製品は完全受注生産の為、
お客様から注文を受けて製作を開始します。簡
単に言えば、飲食店で料理のオーダーを受けてから作り始めるのと同じです。
職人技の手作業も交えつつ、大型ロボットでの自動化も図っている為、
より低
価格・高品質・短納期を実現。幅広い分野で、活躍・挑戦し続けます。

ISO13485
（医療機器認証）取得

〒652-0898 神戸市兵庫区駅前通2-2-3

社員のポテンシャルを最大限引き出す

TEL. 078-579-8620

生産用機械器具製造業

田中鉄工所

田中 祥靖

神戸

永田醸造機械 株式会社

連続蒸米機

TEL. 078-576-7665

●創業／1957年 ●設立／1958年2月 ●資本金／4,000万円 ●従業員数／120名（男性98名、女性22名）

日本ジャバラ株式会社

【初回認定】2019年度

https://pack.solution.co.jp

醸造機械のパイオニアとして国内外の発酵食品メーカーに装置を提供

NFT 製麹装置

「伸縮防送の新しい可能性を追求する」多品種少量受注生産の開発型
企業です。国際市場の変化にスピーディに対応するため、常に理念経営
を推進し、
ものづくり技術と開発力に磨きをかけます。社員教育に力を
注ぎ、
「ものづくりは人づくりから」をモットーに、
これからも成長し続け
ます。
代表取締役 田中 信吾

日本テクノロジーソリューション 株式会社

https://www.nagata-bm.co.jp/

当社は、これまで醸造用機械のパ
イオニアとして、多くの新しい技術
を開発し、多数の特許を取得し、新
しい技術を開発してきました。時代
を先行する画期的な製品を生み出
し、全国の醗酵食品メーカー（清
酒、焼酎、味噌、醤油、酢）に装置を
提供しています。

〒652-0802 神戸市兵庫区水木通9-1-16

生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

醸造機械のパイオニア
として新技術を開発し、
多数の特許を取得

Message

「ものづくりは人づくりから」をモットーに

製品全て、
フルオーダーメイドです

代表取締役

●創業／1938年 ●設立／1938年6月 ●資本金／1,200万円 ●従業員数／45名（男性26名、女性19名）

全ての工程に備える充実の営業品目で設計・製造・据付・
修理までご対応
●清酒・焼酎・醤油・味噌・食品・化学薬品の製造プラント一連を設計・製
作しています。
●製品はいずれも、ユーザーのご要望に応じて設計・製作しています。具
体的な目的、工場の広さ、予算等に応じて必要な機械を製作します。
●新しい蒸気利用システムの採用で、蒸米の高品質化・均一化と省エネ
ルギーを実現する「新蒸気システム」を開発しました。
（特許取得）
●低コスト・高パフォーマンスをコンセプトに「原料処理冷却機」を開発
し、
サニタリ性、安全性、
メンテナンス性を向上させました。
●高精白米の少量洗米工程の自動化機器「自動計量洗米機」を開発し
ました。
コシキ肌
●コンパクトな一体型、蒸米品質を向上させる新蒸気システム、
を低減する蒸気循環型の保温機構を搭載した、吟醸用コシキを開発し
ました。

国内外で高い実績 熱旋風式シュリンク装置TORNADO®
発想の転換で美しい包装を可能にした
トルネード

TORNADO®（トルネード）は、容器にフィルムをか
ぶせ、熱で収縮させるシュリンク包装の装置です。
四方向から熱風を吹き出して竜巻のように渦を作
る、独自のトルネード方式を採用し、360度、瞬時
に美しいシュリンク包装することを可能にしまし
た。従来の熱風処理は、左右からの風のみだったた
め、
しわやムラができやすいものでした。
それがあ
たりまえという業界認知の中、蒸気式と同等の美
しい仕上がりを実現。水滴も残らず、熱や水に弱い
内容物でも品質に影響を与えることなく美しく包
装することが可能です。

熱旋風式シュリンク装置TORNADO®
トルネード方式

熱風循環機構で電気使用量を
1/3まで削減

炉内で熱風を循環させる熱風循環機構は、熱
風が外に排出されず、省エネルギーにつなが
ります。電力量を1/3（当社比）
まで抑えること
が可能。

容器包装の
プラスチック使用量を削減

ブリスター包装から台紙付きシュリンクにして
容器包装樹脂量50％以下を実現。
TORNADO®
は薄肉容器も変形することなくシュリンクでき
るので、容器の樹脂使用量削減に貢献。

熱風循環機構

Topics

Message

Topics

Message

当社の構造機械用技術は食品製造プラントへも応用が可能です。連続蒸煮
缶、連続式冷却機、新蒸気システム
（スチームソフトナ）、三点計量装置、蒸留装
置、各種粉砕・崩壊装置等で、当社の技術を生かせる食品プロセスを探してい
ます。

今後も、
日本、
そして世界の食文化に貢献する企業として、顧客ニーズに
呼応した技術と優れたものづくりを追求し、社会・文化の発展に努めて
まいります。

環境にやさしいシュリンク包装機No.1、仕上がり満足度No.1、包装機械メー
カー営業パーソンの対応力No.1の三冠を獲得しました！
（調査方法：インター
ネット調査／調査概要：2021年10月_サイトのイメージ調査／調査提供：日本
トレンドリサーチ）

街に隠れた優れた技術－。顧客が気づいていないニーズを先読み解決
することを目指しています。
ニーズ対応ではなくニーズ啓発、問題解決よ
り機会開発で世の中に貢献していきます。

食品製造への展開

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-1-1

100年を超えて醸造機械の開発製造に邁進

TEL. 078-995-4700

●創業／1906年 ●設立／1956年4月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／35名（男性28名、女性7名）

52

若さと想像性が武器！設備も自社製作！
最新技術と職人技能の融和

神戸発・優れた 技 術２０２２

代表取締役

永田醸造機械

荒木 基弘

No.1三冠達成！

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-2-8

PURPOSE『世界をワクワクに変える』

TEL. 078-304-4439

●創業／1976年 ●設立／1981年10月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／35名（男性11名、女性24名）

代表取締役社長

岡田 耕治

日本テクノロジーソリューション株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

日本ノズル 株式会社

マーテック 株式会社

https://www.nippon-nz.com

https://www.martec.co.jp/

化学繊維用ノズルの世界トップメーカー 6m大型ワークにも超精密微細加工を行う技術力
1）世界に誇る日本ノズル品質

紡糸ノズルの断面

メルトブローン紡糸

●自社製工具による化学繊維紡糸用ノズルの超精密
微細孔は通常公差で±2μm
●ミクロン公差の製品には、全てクリーンルーム内で
の最終検査を実施し異物の混入を防ぐ拘りの品質
●500倍の観察顕微鏡で数μmの加工不良も見逃さ
ない品質管理体制

2）大型ワークへのミクロン精度微細加工
●不織布用ノズルは全長6mの大型ワークに
φ0.1mm±0.002 10,000ホールを加工
●本社敷地内に大型加工用設備投資を実施予定

流動シミュレーション

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

大型メルトブローンダイ

3）装置メーカーとしての新たな事業方針

一歩進んだ商品開発で労働人口減少・脱炭素化の社会的課題に挑む
吊り具＝重労働のイメージを覆す
ユニークな商品開発とICTの活用で
安全性、利便性の向上・省力化を同時に実現

●不織布製造設備のトータルエンジニアリング
●最適な自動検査装置/強力超音波洗浄機のご提案
●QRコードによる在庫管理ソフトの共同開発

当社のクレーンフックは主要建設機械メーカー全てに
重要保安部品として採用されています。
こうした開発
力を生かし、
自在形アイボルト、
オートマチックフックと
いったユニークな吊り具を次々と製品化。
新たな建設機械アタッチメントとして昨年発売した
マグネットシステムには、機械本体とのCAN通信によ
るICTシステムを実装させるべくチャレンジしており、
吊り具の安全性・利便性・省力化を同時に提供できる
ソリューションを探求し成長し続けています。

コロナ禍のマスク需要において主力事業となった
日本ノズル製メルトブローン不織布製造装置

●お客様のニーズに合わせ機器の設計から製品開発
までトータルエンジニアリングをご提供
●製品フィルターの性能など
要求仕様の実現をご提案
●パイロット試験機から生産
設備まで納入実績あり

マーテックの取り扱う電動式スイーパー
は、NETISに認定された排出ガスゼ
ロの環境にやさしい商品です。当社
ではLiバッテリーシステムの開発も
進めており、
スイーパー・高圧洗浄機
といったあらゆる清掃機器への導入
を目指しています。

メルトブローン不織布製造装置

Topics

Message

Topics

Message

不織布関連事業を今後の成長戦略の柱の一つと考え、大型メルトブローンノ
ズル・ダイ製造の能力増強のため、2023年4月の操業開始予定で新工場・事務
所棟の建設及び、新規設備の投資を決定いたしました。

長年当社は、化学繊維・不織布分野に特化した専門メーカーでした。従
来のグローバル戦略に加え、
これから更に、神戸市近郊の企業とのお取
引を通じ、地域経済・地域社会へ貢献して参ります。

吊り荷から離れた安全な場所から吊り荷の重量、又は吊り具に掛かる張力を
監視・計測できる無線式ロードセルを2020年から販売開始しました。複数台
のロードセルの張力を同時に計測・記録できるソフトウェアもご用意。

この変化をチャンスとしてとらえSDGｓ、ESGに基づく開発テーマを模索
し、
『安全性』
『省力化』
『利便性』を理念とし次世代につながる価値の
創造を目指します。

事業強化のため大型設備投資を実行

地域経済・地域社会への貢献

代表取締役社長

〒651-2241 神戸市西区室谷2-1-1

神戸ハイテクパーク内

TEL. 078-991-6821

生産用機械器具製造業

無線式ロードセルによる吊り作業のデータ管理を提案

代表取締役

〒650-0046 神戸市中央区港島中町5-1-1

TEL. 078-302-0460

●創業／1974年 ●設立／1974年4月 ●資本金／9,900万円 ●従業員数／100名（男性78名、女性22名）

生産用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

株式会社 福原精機製作所

V-LEC7BSD36ゲージ機で
編んだモナリザ

ダブルニット電子柄編機
機種名：V-LEC7BSD
上のモナリザを拡大したもの

Topics

ユーザーフレンドリーなメーカーであり続けたい

常にユーザーフレンドリーなメーカーであり続けたい。
そのためには絶えず情
報を発信するとともに、ユーザーの声に耳を傾けることにより相互発展してい
くことが大切であると考えています。

●高速化、高信頼化したF型ストライパー（糸切替
装置）
の開発
●ファインゲージ電子柄編み機を世界に先駆け開発
●ウルトラファインゲージ60G対応シングルジャー
ジ編機
VXC－S3.2の開発
●現在、更なる生産性を高めた高速機のファイン
ゲージ化を推進中です。
スポーツウエア、
アウターウエア
●アンダーウエア、
などの衣料だけでなく、産業資材への用途も拡
がっています。
●写真はキャンパスに描かれた絵のような図柄を
再現可能な電子柄編み機V-LEC7BSDで編んだ
製品です。

お客様のご要望に応えるために日々課題解決に取り組んでいます

『お客様のご要望にキメ細かく応える事で、共に発展していく』その様な関係を大切に、社員
一同日々仕事に取り組んでおります。

TEL. 078-997-8800

神戸発・優れた 技 術２０２２

福原精機製作所

山田

剛

神戸水素クラスター

ミクロンを安定して実現する精密加工技術で
小型歯車・精密部品の中量生産から研究開発支援まで

絵画のような編み地

Message

●創業／1956年 ●設立／1956年10月 ●資本金／9,600万円 ●従業員数／243名（男性190名、女性53名）

マーテック

http://www.maeda-mss.com

代表取締役社長

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-5

洋

【初回認定】1997年【再認定】2012年

特許・実用新案取得46件の開発力と技術力で 世界のニット製品の品質を支えています
丸編機で製造される編地は、伸縮
性に富み、
さらにソフトな風合い
で、インナーウエアやベビーウエ
アには欠かせません。
ファッション
のカジュアル化やライフスタイル
の多様化中で、豊富な素材、柄が
選択でき、カジュアル性に富んだ
アウターウエアへのニーズはます
ます高まっています。
「ニット工場
に当社の丸編機があることが、そ
のまま品質保証となる」とさえ言
われています。

木下

株式会社 前田精密製作所

http://www.pfw.co.jp/

開発力は企業力

日本はもちろん世界を取り巻く外部環境の急速な変化に対応

藤原 邦裕

日本ノズル株式会社

●創業／1928年 ●設立／1950年9月 ●資本金／4,800万円 ●従業員数／90名
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あらゆる清掃機器を電動化へ
Liバッテリーシステムの開発も

部品加工・組立調整までの一貫生産

精密部品
AMPIロボット研究
会に設計・部品製作・
組立で協力
【世界最小レベル】
減速比50・外径6mmの
波動歯車減速機を試作

Topics

ISO13485(医療機器)・JISQ9100（航空宇宙）認定
前田精密製作所では、ISO9001に航空・宇宙分野の組織に対する要求事項が
追加されたJISQ9100認証と、医療機器に関する固有の要求事項が追加され
たISO13485を取得し、
それらに基づく品質マネジメントシステムを構築してお
ります。

〒655-0872 神戸市垂水区塩屋町9丁目26番17号（本社・塩屋工場）
●創業／1901年 ●設立／1954年5月 ●資本金／3,600万円 ●従業員数／59名

●精密小型歯車の製作（JIS規格・AGUM規格・DIN規
格の高精度歯車）
平歯車・ヘリカルギア・内歯車・傘歯車等・ウォーム
及びウォームホイル・ラックギヤー等、モジュール
0.08～5.0まで、DP規格も歯切り可能。
の設計・部
●各種歯車機構（高精度減速機・歯車機構）
品製作・組立調整までの一貫製作
●精密小型部品の製作
米粒大のサイズからの小物精密部品加工、高精度精
密旋盤での精密切削加工、横型マニシングセンターで
のアルミ高速切削、5軸マニシングセンターでの複雑
形状の切削加工、円筒研削・平面研削での精密加工。
●研究開発支援
お客様の研究開発のために部品製作だけではなく、組
み立てまで幅広く支援をさせていただいております。

医療・航空・宇宙などの
最先端分野で、一点ものから
中量量産までを対応
航空機部品、通信機器部品、油圧
機器部品、歯科用機器部品、医療
用 機 器 部 品 、ロ ボットアクチュ
エーター、宇宙関連機器、精密計
測機器等の分野で私たちの製作
した部品が活躍しています。

Message

私たちは精密部品を通してμの潜在能力を追求します

「QCD」
（Quality=品質、Cost=コスト、Delivery=納期）の理念のもと、
私たち前田精密製作所は、今、
この時も新たな領域へと展開を続けてい
ます。

代表取締役社長

TEL. 078-351-2424

前田

正

前田精密製作所

神戸発・優れた 技 術２０２２

55

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

【初回認定】2007年度【再認定】2018年度

和田金型工業 株式会社

【初回認定】2016年

山名總鉄酸素 株式会社

http://www.wadakk.co.jp/

http://www.yamanass.co.jp/

金型設計・製作で培った技術をベースに
ガスタービン部品など部品加工も拡大

手のひら大から2mまでの精密製品製造とガス供給、機材販売の3つの技術領域を結集
薄肉TIG溶接と精密機械加工を
連携させた生産技術

設計から機械加工・仕上加工・組立まで総合力でお客様に提案します。

設計風景

航空機部品を加工する5軸加工機

3次元測定機による測定

1922（大正11）年に神戸市内でゴム用金型業を創業して以来、自動車はじめ様々な分野で、
ゴム型・ブ
ロー型・インジェクション型など、
お客様のご要望に応じて金型の製作範囲を広げてきました。
＜主な特徴＞
●3次元CADによる金型や治具・測定具の設計や、CAMによる加工プログラミング。
●産業ガスタービンの部品加工では、千分の12mmの公差を求められる研磨加工や、機械加工では
無理な厚み調整を職人の手作業による加工で実施。非常用発電機設備や、常用型の発電機に使用
されています。
●自動車エンジン吸気系部品の試作金型を中心に、
お客様が考える製品を実現させるため量産化を
視野に入れた金型構造をお客様に提案・製作。
●スキーブーツ等の金型の製作や改造・修理を行える国内で数少ない企業。
●2018年6月より航空機部品の加工を開始。
●5軸加工機を導入。

ウエルディングセンター

マニホールドケーシング

性能試験

縦型CNC旋盤

長年培った溶接技術と精度の高い機械加工
を駆使して一貫加工できることが特徴です。
ガスタービン部品などは薄板かつ大型で歪
みの出やすい溶接構造物ですが、厳しい寸
法精度が要求されます。
溶接作業者はＪ
Ｉ
Ｓ、
ＮＫ資格やＡＷＳ資格の認
定を受け優れた技能により、ステンレスや
ニッケル合金などの薄板を均一に歪みなく
Ｔ
ＩＧ溶接を行うことができます。
更に付属の大型フランジなどもCNC旋盤に
より精度よく加工し、溶接と機械加工の一貫
生産により高い品質を維持し、短納期にも
対応できる体制を整えています。

専用刃具を生かした加工、
蓄積した油圧バルブのノウハウ

精密機械加工では、多品種少量のバルブマニホール
ドなどの製品の短納期要求に答えるため、生産技術
力を駆使し多種多様の専用刃具を製作して、少量生
産においても生産性の高い加工を行っています。
また、油圧バルブについては部品加工、組立、機能試
験まで一貫生産を行い、長年培ったノウハウを生か
して部品単位から組立品まですべての段階で高い品
質の維持に努めております。
2025年の大阪万博をはじめ各地の都市開発による
インフラ整備や大規模災害の復旧など建設機械向
け油圧ポンプや油圧バルブの引き合いが多く、
マシ
ニングセンタを増設し、益々生産量を上げてまいり
ます。

Topics

Message

Topics

Message

金型という一つ一つ形状が違うモノを加工してい
る少量多品種加工。金型屋だからこそできる一品
モノへの対応力。製作だけでなく、
メンテナンスな
どの修理や改造にも対応しています。

創業以来、人の移動手段に携わり続けてきた企業として、航空機分野へ
挑戦しています。
日々、変化するお客様からの要望に応え続けるため、常に改善の意識を
もって取り組んでいます。
代表取締役 酒井 誠

ガスタービンの燃焼器ケーシングや配管部品など小型部品から吸排気ダクト
部品など大型部品の溶接の量産に対応すべく、2020年に溶接専用工場（ウエ
ルディングセンター）
を開設しました。新たに機械加工設備も同センターに導
入し、溶接と機械加工の一貫生産の生産性向上を図っていきます。

産業用高圧ガスの販売をはじめ、単品・量産問わず小型精密部品から
大型機械製缶の複雑な部品製造、更に産業機器販売と、三位一体の新
しい技術領域の開拓に努めています。

金型屋だから出来る対応力

ものづくりで豊かな暮らしを支える

TEL. 078-991-3521

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-17

業務用機械器具製造業

ウエルディングセンターを開設

業務用機械器具製造業

株式会社 岡崎製作所

神戸水素クラスター

あらゆる産業の温度と熱の分野で
世界をリードするオンリーワンの企業

LNG貯蔵タンク用
温度センサ

原子力向速応答形測温抵抗体

あらゆる産業向けに工業用温度センサ、ヒータ等を提供します
一般産業用温度センサ
（熱電対・測温抵抗体）／原子力発電プラント用温度セ
ンサ・信号伝送用MIケーブル／半導体製造装置用マイクロヒータ・温度センサ
／給湯器・燃料電池用温度センサ など

TEL. 078-251-8200

神戸発・優れた 技 術２０２２

神戸水素クラスター

空調管理に欠かせない「微差圧計」で国内シェアナンバー1
微差圧計測とシステム制御技術を柱とした高い開発力

「マノスターゲージ」は、微差圧計の代名詞
既存技術を応用して革新を生み出しています

SM40
ガスタービンエンジン起動時、
十分なタービン出力が得られ
るまで本器がエンジンを回転
させます。
WO81
22レンジを取り揃えた超ベストセラー機。
取付方法やアクセサリなどのオプション品も豊富です。

Message

当社はお陰様で質量とも世界一と誇れるものを様々有しております。
今後とも温度計測業界のオンリーワン企業を目指し、挑戦心と誠実さ
を忘れることなく、飽くまでもお客様本位にて取組んで参ります。

●創業／1954年 ●設立／1954年1月 ●資本金／8,650万円 ●従業員数／290名（男性258名、女性32名）

http://www.manostar.co.jp

当社独自の技術により国内唯一、素材か
ら一貫して自社設備で生産しており、曲
げたり、
コイル状に巻き付けたりすること
ができ、銀ろう付け、溶接することも可能
です。
シース材質はステンレス鋼、
または
ニッケル合金鋼等を使用しており耐熱耐
食性が高く、外径が非常に細いものまで
用途に合わせて製作できます。

代表取締役社長

〒651-0087 神戸市中央区御幸通3-1-3

【初回認定】2004年度【再認定】2015年度

MIケーブル

当社は、MI（無機絶縁）ケーブルを基軸とし
て、温度を測り、熱を作る「温度と熱の専門
メーカー」に徹し、世界のどの企業も追従で
きない技術・品質・生産能力を培ってきまし
た。今や航空宇宙、電力、石油化学、鉄鋼、半
導体、繊維、自動車、環境、医療、食品など、あ
らゆる産業向けに工業用温度センサや電気
ヒータなどを供給しています。

Topics

山名 隆嗣

株式会社 山本電機製作所

https://www.okazaki-mfg.com

当社MIケーブルは、質と量で世界一を達成
世界最細0.08mm、生産量も世界一
（年間1万3000km）

代表取締役

●創業／1924年 ●設立／1949年9月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／88名（男性78名、女性10名）

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

宇宙ロケット航空機用温度センサ
（当社はHⅡA、HⅡBロケット
向け唯一のJAXA認定センサメー
カーです。）

つねに新たな可能性への挑戦。

〒673-0897 明石市大観町13番10号（本社）
TEL. 078-912-3939
〒651-2228 神戸市西区見津が丘1丁目2番の8（見津が丘工場）、〒651-2411 神戸市西区上新地4番地の3（ウエルディングセンター） 山名總鉄

和田金型工業株式会社

●創業／1922年 ●設立／1962年10月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／32名
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神戸水素クラスター

岡崎 一英

株式会社岡崎製作所

Topics

デジタル微差圧計ＱＤＰ33は、東北大学
との共同研究により開発したＭＥＭＳを
搭載し、30ｍｍ×30ｍｍと業界最小サ
イズ。高応答・高精度であり、
ＵＬやＣＥ
マーキングにも対応。
クリーンルームや
半導体製造設備のほか、
ＣＤＣガイドラ
インに準拠した医療現場感染対策の陰
圧（‐2.5Ｐａ）監視にも使用可能です。

Message

新技術で新たな分野へチャレンジ

明るく楽しく面白く愛ある人モノ社会を共に創ろう

IOT普及による半導体市場の拡大を想定し、新技術「微小電気機械システム
（MEMS）」を使用したデジタル微差圧計「QDP33」を開発。
さらに、航空機関
連機器や溶接関連機器など異なる分野への進出も視野に市場開拓に向けた
研究開発・製品づくりに会社一丸となって取り組んでいます。

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号

当社ブランドの「マノスターゲージ」は、微差圧計の
代名詞です。パイオニア企業であることがその理由
かもしれませんが、改良を重ねユーザーの信頼を
得てきた結果だと思っています。技術的特徴として
はバンドリンク機構、差動滑車方式など、当時画期
的なアイディアを果敢に取り入れたことにありま
す。非常用ガスタービンエンジン周辺機器において
もスタータモータ、電磁接触器、
イグニションエキサ
イタ、回転計ピックアップ、エンジンコントロール
ボックスなど、主要な製品を開発し提供しています。
これらは全てエンジンの重要部品であり、1975年
開発当時から改良を重ねながら使い続けられてい
ることは、当社の開発力の高さを証明しています。

極超低圧レンジ１０Ｐａ
「ＱＤＰ３３」

創意工夫や自分次第で仕事は面白くなる。未来は分からないからビ
ジョンではなく企業バリューを大切にする。
それが技術と品質向上、顧
客満足につながると考えています。

TEL. 078-631-6000

●創業／1948年 ●設立／1971年7月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／128名（男性76名、女性52名）

代表取締役社長

山本電機

山本 博和

マノスター

神戸発・優れた 技 術２０２２
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業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

【初回認定】2014年度

株式会社 ロッコーエンジニアリング

【初回認定】2013年度

株式会社 坪田測器

http://www.rokko-e.com

http://www.tsubota-sokki.com/

冷凍・冷蔵・温蔵コンテナの開発製造からレンタル・リースまで
コンテナ関連機器装置のオンリーワン企業を目指しています

神戸水素クラスター

大電流、高密度、多層基板などで高い生産技術力
少ロットの基板実装・多品種生産のエキスパート

コンテナ温冷蔵庫の自社独自の加工技術とノウハウ
様々な関連機器・装置も自社開発しています。

高い技術に裏付けされた、
多品種変量生産のエキスパート、
カスタム品の一台生産の一貫請負も

エージング

断熱材装着のコンテナを単体、又は複数接続で容器とし、温度コントロール装置を
取り付け－５０℃～＋８０℃の温度制御が可能です。

各温度域で色々な型式、商品があります。
●エージングコンテナ 温度域：常温～＋８０℃
危険物保管庫
高分子フィルム、
プラスチック類、
タイヤ、
インク類の熟成、各種原料のドラム溶解、等
●環境試験庫 温度域：－３０℃～＋５０℃
地上の温度を再現し、部品の収縮劣化、機械装置の高低温試験、
コントローラー・基盤・センサー等PC回
路の高低温試験
●危険物保管庫 温度域：－３０℃～＋８０℃
防爆仕様のユニットで保管物に合わせた温度域をご提供
他、
お客様のご要望で毎年２件以上の新製品開発に取り組み、付属商品の改良、改善にも取り組んでいます。

環境試験庫

産業機器内部配線

設計から、部品調達、組立まで一貫生産

Lサイズのアルミ異形基板の実装

Topics

Message

Topics

様々な業界のお客様のご要望に対して、屋外での設置・移設が可能等の長所
を持つコンテナに、独自の改造加工技術を加えることで応えています。
また、
コンテナに関連する様々な機器や装置も自社開発しています。

海上コンテナ容器をベースに、国内外の皆様から一流のプロ評価を頂
けるよう目標として社員一同目指して参ります。

3Dプリンタ、
コーティング装置など、常に最新の技術を導入し、外部専門家講
習にも参加して、お客様により良いQCDをご提供させていただくため、積極的
に活動をしています。

独自の改造加工技術

国内外で一流のプロ評価を

〒650-0045 神戸市中央区港島6-2-5

TEL. 078-303-3539

●創業／1977年 ●設立／1984年9月 ●資本金／3,000万円 ●従業員数／19名（男性14名、女性5名）

電子部品・デバイス・電子回路製造業

Message

常に新しいことにチャレンジしています

代表取締役

「モノづくり」の「オンリー・ワン」企業を目指して

ロッコーエンジニアリング コンテナ

代表取締役社長

〒651-2114 神戸市西区今寺5-1

TEL. 078-975-4400

●創業／1973年 ●設立／1980年12月 ●資本金／8,000万円 ●従業員数／70名（男性26名、女性44名）

電子部品・デバイス・電子回路製造業

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

東洋電機 株式会社

http://www.kyokko.co.jp/

坪田測器

http://www.toyo-ele.co.jp

産業用ロボット、建設機械、医療機器など
幅広い分野で産業用に特化した
エレクトロニクス専業メーカー

センサー・コントローラー、各種制御装置の開発設計から製造まで

当社は日本で初めて自動ドア用コントローラーを開発して以来、常に独創的な開発テーマを掲げ、
生活における安全性と快適性の向上に努めてまいりました。
また、
センサーとコントローラーの進
歩、高度化を担うべく、必要な要素技術の獲得に積極的な投資を行い、
より高い品質の製品をより
安価に提供できる体制づくりにも取り組んでいます。最近では長年自動ドア、鉄道、船舶の分野で
培ってきた要素技術を基に、宇宙用機器、医療機器、食品関連機器、福祉分野など新規分野へもビ
ジネスを展開しています。今後も、IoTに代表される情報社会の要望に応えて、
センサーネットワーク
の分野を含め、お客さまが真に望まれるセンサーとコントローラーの開発・供給に、全社一丸で努
めてまいります。
③ロボット用センシング技術
視聴覚・力触覚を備えた
ロボット遠隔操縦システム
Telexistence FSTなど新技
術に取り組んでいます。

④医療機器・福祉機器・宇宙用機器
POC機器、iPS細胞関連機器、高
齢者見守り装置、人工衛星用撮
像装置（JAXA向け2018年5月か
ら本格運用）など、新しい分野に
挑戦を続けています。

創業以来50年以上の経験で培った製造ノウハウを基盤に
挑戦を続ける！
！

表面実装
ライン

樹脂充填装置

双腕ロボット
duAroによる
電線チューブ
自動挿入装置

メカトロニクスを中軸とする先端技術を支えるプリント基板の製造を事業の柱に、
産業用に特化したその他各種電子機器ユニットの製造組立に携わってきました。
50年以上多様な顧客要求に対応してきた経験・実績を基盤として、“確かなモノづ
くり”への挑戦を続けています。
あらゆる産業用機器に要求される長寿命を支え、多品種少量生産に対応し、機器
の実使用相当の環境条件（温度変化）下での性能を評価する検査システムを確立。
電子部品の小型化・高密度化及び、鉛フリー半田はじめ環境対策に素早く対応、最
新鋭の実装ラインを完備しています。

Topics

Message

Topics

Message

「はかる・つなぐ・みせる」のIoTオールインワンデバイスを開発。6種類のセン
サーや外部接続端子を有しています。既存の設備や機器への後付け可能なた
め、導入済みの古い設備のIoT化が可能です。

これまでの培った技術でIoTセンサの開発、供給にも鋭意努力しており
ます。
これからもお客様のニーズを的確に掴み、安全で快適な社会の実現に
貢献してまいります。
代表取締役 畠田 真一

7インチリール（表面実装部品）
の保管をしている棚について、自社で装置機構
部と制御部プログラムを開発し、7インチリールを棚より自動で入出庫可能な
自動倉庫を製作しました。人が入出庫していた部分を自動化する事で大幅な
作業時間短縮を達成しました。

時代の趨勢をタイムリーにとらえ、たゆまぬ技術の研鑽に努め、
より高
い製品品質を追求してまいります。

世界一簡単なIoTを実現! SmartFit

〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町1丁目2-4

TEL. 078-515-8601

センシング技術で未来を創る企業へ

●創業／1947年 ●設立／1952年11月 ●資本金／8,500万円 ●従業員数／215名（男性130名、女性85名）
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坪田 桂一

【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

独創のセンサ技術とコントロール技術で新たなスタンダードを開発

②ビールサーバー用周辺機器
アサヒビール（株）様と共同開発。
ビールの
最後の吹き出しを防ぐ装置は累計8万台出
荷しました。
また好評の「後付けビール自動機」は、料飲
店に設置済みのビールサーバーに取り付
けるとボタン一つでビールの注ぎ出しや泡
付けが完了する商品です。

一歩先のニーズにお応えする「最先端技術」と設計開発段階からお客
様と製品を作り上げていく
「パートナーシップ」で、
お客様にご満足いた
だける高付加価値な製品提供してまいります。

大牟田 守

旭光電機 株式会社

①近赤外線反射方式センサーNサーチ
自動ドア売上No.1のナブテスコ
（株）様にご採用。新幹線のぞみ
やビルフロント等で当社のセンサーをご利用頂いています。新
商品72スポット全独立Full-MATRIX式センサーは、
スポット個々
の検出情報を基に人体の二次元位置や動線を算出して、最適
な自動ドアの開閉を実現。無目取付・無目下取付・無目内蔵と
取り揃えています。

多品種変量生産（1台から大量生産まで）
で月最大で500機種の生
産に対応出来る柔軟な生産体制と長年蓄積された生産技術力で、
要求品質の高い産業機器メーカーから高い評価をいただいてい
ます。基板、制御盤の設計、部品調達から対応させていただき、高
い技術力を持つ中小企業間ネットワークを構築し、技術的に困難
な課題を解決いたします。技術力をさらに向上する目的で分析し
た品質データを使って、独自の教育訓練制度を構築し、
より安定し
た品質の製品を実現します。

神戸発・優れた 技 術２０２２

旭光センサー

自社で電子部品の自動倉庫を開発！！

〒657-0067 神戸市灘区篠原本町3-2-18（本社）

豊富な経験、確かなモノづくり！！

TEL. 078-881-3011

●創業／1969年 ●設立／1969年2月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／176 名（男性38名、女性138名）

代表取締役社長

生島

治

東洋電機株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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電気機械器具製造業

電気機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

奥井電機 株式会社

株式会社 ケー・シー・シー・商会

https://www.okuielec.co.jp/

神戸水素クラスター

http://www.kccshokai.co.jp

日本で先駆けて制御盤を製造。配電・制御システムのプロフェッショナル
高度な技術・品質を誇る「一貫生産体制」で、
自社製品「O
（オー）
シリーズ」も開発

汎用起動盤
OMS（オムス）

当社は、1926年（大正15年）
の創業以来、制御技術のプロ
フェッショナルとして、
あらゆる産業、公共施設の電気制御
を担い、高度な技術・品質を誇る一貫生産体制を確立し
ています。ISO9001:2015認証取得による品質保証体制
で、原子力を含む発電プラント、公共施設、各種産業プラ
ントおよびメカトロ製品など、社会基盤にかかわる様々な
制御施設等を受注開発し、
「技術・品質重視型企業」とし
て業績拡大に努めています。
自社製品「O（オー）
シリーズ」として、OMS（オムス：写真
上）、OSV（オスヴィー：写真下）
を発売しています。

汚泥容量/汚泥容量指標測定装置
OSV（オスヴィー）

「配線表示材」
「機能素材」
「工業用プラグ& ソケット」
電気配線の複雑化にともなって、配
線工事の労力や配線ミスが増加する
傾向にありました。
その解決策とし当
社は、
ワイヤーマークをはじめとした
各種「配線表示材」を開発。生産量、
販売量で他社の追従を許しません。
（写真はマークチューブ）

汎用起動盤
OMS（オムス）

あらゆるモーター（空気圧縮機・冷凍機・ポンプ
など）
を少ない電力で起動させるための汎用型
の起動盤

汚泥容量/汚泥容量指標測定装置
OSV（オスヴィー）

水処理運転管理に必要なデータを自動計測・自
動制御する装置
下水処理場の活性汚泥を自動的にサンプリン
グ、活性汚泥容量及びＭＬＳＳ値を自動的に測定
し、
ＳＶ
Ｉ値を高精度に演算

視認性を強みに、交通管制、公共インフラ事業に活躍
「モザイク式監視表示システム」等、情報識別のトップメーカー
「瞬時に異常がわかる」のがパネルの強み！
耐久性・視覚効果ではLED 表示板

sensitiv® Ⅳ

「モザイク式監視表示システム」は、長時間見つめても目が疲れにくく、瞬時に異常に気づ
けるという2つの大きな長所があります。
これが評価され、給電制御所や工場、
データセン
ター、
オフィスビルや各種交通機関の監視センターなどに選ばれてきました。情報識別に
ついては、元々電気配線に欠かせない電線の極性や線番表示の識別の必要性に着目し、
ワイヤーマークを開発。電気を利用する工場や工事現場で多くご利用いただいているこ
とからスタートしました。近年ではLEDの屋内外情報表示板についても、屋外での耐久性
や視覚効果を強みとして交通機関や各種工場などへを数多くご提供。
「高速道路上の逆
走防止」や「急な降雨時の水位上昇」を警告する情報表示板等で活躍しています。
緩衝・防振・防音等の「機能素材」や電源接続部品である「工業用プラグ＆ソケット」も輸
入販売しています。

屋内・屋外用LED 表示板
当社は16╳16ドットLEDモジュールの単色文字表示システムから
24╳24ドットRGBフルカラー表示システムまで幅広く対応可能。

Topics

Message

Topics

医療分野にも進出

これからの世界を創造する方へ

設計、製造、検査からアフターケアまで、
すべて自社で行う一貫生産体制で、顧
客ニーズに柔軟に対応できるのが強みです。
今後は、他社には真似のできないニッチ分野、自社で培われたノウハウを活か
した次世代エネルギー分野の製品開発にも力を入れていく方針です。

1926年5月に創業し、今年で96年になります。
お客様とともに長年積み重ねてきた技術と信用を大切にし、今後も、お
客様に必要とされる企業であるよう、誠実なものづくりを行ってまいり
ます。
代表取締役社長 奥井 美智子

採血の練習をリアルに低コストで行える、採血静注練習キット「sensitiv®」も
開発。
人間の筋肉の感覚に似た衝撃吸収材を応用して看護師さんが手軽に練習で
きるキットを開発。

弊社はお客様のご要望に応えながらひとつひとつ新たな付加価値のあ
る製品を開発してきました。今後も他社にはない、当社ならではの社会
に役立つものづくりを進めていきます。

一貫生産体制でニーズに対応

〒652-0822 神戸市兵庫区西出町1-4-3（本社）

電機ひとすじ96年

TEL. 078-651-1331

●創業／1926年 ●設立／1969年8月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／75名（男性60名、女性15名）

電気機械器具製造業

奥井電機株式会社

2013年、愛知県の「橋の下世界音楽祭」
は、全電力を太陽光発電による「パーソ
ナルエナジー」で供給。日本初のオフグ
リッドフェスとなりました。
沖縄ライフサイエンス研究
センターの非常電源

ワクチン冷凍庫バックアップ電源

防災無線局オフグリッド電源

場所・電源を選ばず高品質で長く安定した電力を供給

当社のオフグリッド電源、パーソナルエナジーは定周波数、定電圧、高出力、長時間稼動、長期耐久性
を実現する画期的な「常時安定化電源」です。場所を選ばず設置しやすい太陽光発電などを主電源に、
当社が培ってきたエネルギーロスの少ない直流高圧送電技術を駆使。万が一の停電時や瞬停など、電
力会社が供給する電気の質が劣化しても、整流化された高品質な電力を安定供給できるものです。
当社独自の計測制御技術（特許取得）
を用いて、直流電位差を秒単位でモニタリングし、比較結果を自
動で判断して、常時電位差を吸収させるため電路開閉を実行します。商用電源に比べて電気の質が不
安定な非常用発電や太陽光発電に比べて、高い品質での高電圧配電が可能なため、電圧や周波数変
動に弱い医療機器やIT機器類の電源としても最適です。
パーソナルエナジーが実現している「オフグリッド®」
（オフグリッドは慧
通信技術工業の登録商標です）
はその制御方法と安全性の高さから日
本で初めてオフグリッドデータセンターに採用され、電気を届けること
が難しい場所や船舶、航空機、宇宙まで広く採用が広がっています。

防災・防疫製品大賞©2021受賞
パーソナルエナジーポータブルパワー HPP-2000

〒650-0041 神戸市中央区新港町8番2号 新港貿易会館4階

株式会社 ケー・シー・シー・商会

【初回認定】1998年度【再認定】2012年度

屋内外から最高級照明器具の設計製造、物流まで長期にわたる安全で快適な空間創造を追求しています
自社開発の生産管理システムで少量多品種に適応。
輸入照明のPSE対応もご相談ください。

高耐候性の環境に配慮した技術で、長期間、安全にご使用いただける事
を第一に考え、様々な照明器具の設計・製造を行っています。近年加速す
るお客様のニーズの多様化に適応する為、生産管理システムを自社開発
し、ISO9001と融合させ、迅速で確実な設計・製造を可能にしています。
LED時代を迎えますます複雑化する技術・法令にも対応、欧州の有名ブ
ランドを始め輸入照明のPSE加工の実績も豊富です。

埋設器具

庭園灯

フラッドライト

高耐候で環境に配慮した屋外照明器具

●屋外照明器具にとって最大の難敵は、風雨や紫外線による劣化です。
ドイツ
BEGA社との長年の技術提携により屋外照明器具の塗装技術が卓越。ポール
には耐食性のための鉛フリーの溶融亜鉛メッキを標準で施し、
アルミダイキャ
ストは搬送装置に吊るし毎分1.6メートルの速度で2時間半の全自動工程の
中、ポリエステル粉体塗装にかけられ耐候性を強化。
さらに、
アクリル焼付塗
装を重ねることで防錆効果を得て、最後に粒だし塗装によって表面を皮革のよ
うな高級感あふれるデザインにします。
また、
ステンレスねじとダイキャストの
異種金属の接合部に生じる電位差腐食を考慮し、めねじ部の内側にはスパイ
ラル上のステンレス部品を挿入・装着し、ねじ山の破損を防止するなど、見えな
い細部に至るまで耐久性を追求しています。
●EUで2006年7月に発効したRoHS指令（特定有害物質使用禁止指令）にもい
ち早く対応し、環境に配慮した照明器具を生産しています。

Topics

Message

阪神・淡路大震災を経験し、再び挑戦してきた神戸。
その思いを込め、
こ
の街で開発し、製造する「made in KOBE」。
当社はこれからも数々の製品を開発してまいります。

LED照明器具は一巡し、今後はさまざまな制御方式に適合することが、快適空
間創造、演出効果等の要件となるとの観点より、
それらの研究開発も推進して
います。

当社では、高効率、高機能、高付加価値のそれぞれのシリーズを展開し
ており、特注も含めてあらゆるニーズにお応えしております。

TEL. 078-335-0882

●創業／1996年 ●設立／2000年11月 ●資本金／9,500万円 ●従業員数／6名（男性4名、女性2名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

TEL. 078-992-1111

●創業／1961年 ●設立／1961年5月 ●資本金／9,936万円 ●従業員数／75名（男性48名、女性27名）

姫野 泰宏

Message

当社の全製品に刻印「made in KOBE」

簡単につなげて簡単に持ち運べるオフグリッドポータブル電源。最大出力3000W（グリッド
接続時）の出力で、繊細な電子機器、コンピューターから、電動工具、ヒートポンプの運転ま
で、幅広い負荷要求に対応。最大49ユニットのBattey Bankと接続することで50kwh大容量
バックアップ電源システム構築が可能です。万が一の災害時には、太陽光パネル、発電機と、
入力電源を問わない システムはPersonal Energyだけのユニークな機能です。

代表取締役社長

http://www.kobe-int.co.jp/

すべてのエネルギー消費者を、エネルギー生産者に
様々な分野で活躍が期待されるオフグリッド技術

Topics

Message

神戸インターナショナル 株式会社

https://www.ieee802.co.jp/

山口県で日本初の
コンテナモジュール
型データセンター。

〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-1

電気機械器具製造業

【初回認定】2016年度

慧通信技術工業 株式会社
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【初回認定】2000年度【再認定】2012年度

代表取締役

慧通信

LED照明器具の制御方式の研究開発

豊富なLED照明器具の品揃え

粟田 隆央

代表取締役

〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-2-1

TEL. 078-995-7111

●創業／1958年 ●設立／1958年10月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／70名（男性40名、女性30名）

住吉 啓安

照明器具 PSE

神戸発・優れた 技 術２０２２
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電気機械器具製造業

電気機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

新光電機 株式会社

阪神機器 株式会社

http://www.shinkodenki.co.jp/

http://www.hanshinkiki.co.jp

変位センサ専門メーカーとして70年の歴史、
多様な現場環境にも耐える技術・ノウハウを蓄積
堅牢な変位センサ＝LVDTなら
新光電機にお任せ！

EX-79

DL 1

弊社は、LVDT（差動変圧器）の専門メーカー
として70年の歴史を持ち、LVDTの設計・製造
に関する豊富な技術とノウハウを蓄積してい
ます。LVDTはコイルの相互誘導を応用してい
る構造上、耐振動、耐衝撃、耐環境に優れ、長
寿命、
メンテナンスフリーを特徴としておりま
す。
ランニングコストを含めたトータルコスト
の面でメリットがあり、数ある変位センサなか
で有力な選択肢のひとつとなっています。

LT 1

建設機械、産業機器、各種社会インフラ等の重要な場面で発揮されるモノづくり力！
大手メーカー製品製造で
長年培ったモノづくり力！

汎用標準品から
カスタマイズ品まで！

LVDTは、
スプリングリターン式、防水構造、防爆
用、油圧シリンダー内蔵用LVDTなど豊富なライ
ンアップの汎用標準品から、お客様のご要望に合
わせたカスタマイズ品まで幅広く対応させていた
だいています。
また、弊社は、LVDTの性能を最大
限に引き出すことができる変位計（変換器）も
種々取り揃えていますが、近年、LVDTの中に変位
計を組み込んだ、
コンパクトで高い出力精度が実
現できる、アンプ内蔵型LVDT（DC-LVDT）の製
造・販売に力を入れています。

神戸水素クラスター

重電・公共向製品

建設機械、産業機器、社会インフラ製品

①板金塗装
板金構造物設計・製造：
ｔ1.2～ｔ20.0、外装
用プレス成型加工品：
ｔ1.2～ｔ3.2まで対応
可能。塗装は粉体塗装ライン、
カチオン電着
塗装も対応可能。
②制御盤・配電盤・プリント基板
電気・構造設計から、部品調達・組立・配線・
試験までを一貫して実施。PLCラダー等ソフ
トウェアの設計・試験にも対応。
③機械加工部品
ボルト・ナット、軸物、鋳物鋳造など、材料手
配から加工、熱処理、表面処理まで伝票1枚
で対応。専任の検査員による検査を実施。

建設機械、産業機器、インフラ等重要な
場面で発揮されるモノづくり力！

建設機械
Global1/High Quality/Productive Technique
を合言葉にモデル設計/生産設計、試作製
作、量産製作迄一貫した生産体制でワール
ドワイドに製品展開。
産業機器、社会インフラ
High Quality/Quick Delivery/Flex Response/
Cost Performanceを柱に、配電盤・制御盤/
プリント基板等の電子・電気回路設計～試
作・量産を含む多種多様な機器製作に対応。
重電・公共
発電機用ボルト・ナット、開閉器用部品、
メ
カニカルシーリング部品の個別生産、小
ロット品の製作を請負。

Topics

Message

Topics

Message

近年は様々なセンサが登場し、LVDTがベストと思われる用途に他のセンサが
使われるケースも伺われます。今後の社会に不可欠な省エネルギー・地震対策
関連分野等でのLVDTの特徴をアピールし、
より幅広くご使用いただくことが、
専門メーカ弊社の責務と感じております。

より多くのお客様に、LVDTの特徴を活かした用途にご使用願うことが、
社会貢献に繋がると考えております。
従業員一同、更に頑張って参りますので、
よろしくお願い申し上げます。

SDGs・ESGを基軸とする経営理念、経営方針をベースに、災害分野、
モビリティ
分野等、
お客様のニーズに応じた純水素発電システムをJIS Q 9100の品質力
をもってお届けします。

複雑で不確実な環境だからこそ求められる確かなものづくり力。
溢れる情報も漏らさずキャッチし分析できる基盤をより強固なものとし、顧客、取引先、従業
員満足、
そして地域に貢献する企業を目指していきます。

弊社の責務!

LVDTで社会に貢献!

電気機械器具製造業

シールドフォーム®
開発・生産・加工・供給の一貫体制で、お客様の「もう少し」にお応えします。
異形やクリップ付き、
当社では、関連会社が有する国内外約300社の仕入れ先より、
ケ
カスタマイズにも
対応。
ミカルから電子材料まで幅広い素材提供を受けています。

配線結束保護チューブ、
ＥＭＩ対策品、熱対策品の各分野における
加工技術と情報を集結し、お客様のあらゆるニーズや問題に応
える複合製品の設計・開発・製造・販売を行っています。
お客様からの緊急の要請に応えられるよう、短期間での供給体
制を整えており、
また、国際基準の環境に配慮したRoHS10物質
適合製品を取り扱っています。

ZTサーモプロテック®

製品ラインナップ一例

ジッパーチューブ®
（後付け可能なマルチ用途チューブ）
シールドフォーム®
（加工・作業性に優れた難燃タイプのガスケット）
ZTサーモプロテック®
（特殊生地と形状でパーツを熱害・凍結から保護）
ウルトラバンシールド®（高導電性と非導電性の２重構造エラストマーガスケット）

Topics

Message

少量且つ急な需要に対応できるよう、
オンラインショップで購入可能な製品の
種類を拡充中です。利便性に好評をいただいており、弊社製品をより身近に感
じていただけます。
ぜひ一度お試しください。

2021年10月、創業50年目を迎えることが出来ました。偏にお客様から
のご愛顧、ご支援の賜物と心から感謝申し上げます。2023年春には西
区神戸テクノ・ロジスティックパークに新工場が竣工予定です。
より一層
お役に立てますよう、技術と誠実さを磨いてゆく所存です。

創業50年目を迎え、真面目に、確実にお客様との信頼を築く

オンラインショップ拡充中！

代表取締役社長

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-2-8

TEL. 078-991-4171

●創業／1972年5月 ●設立／1972年10月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／100名（男性50名、女性50名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

阪神機器

【初回認定】2005年【再認定】2016年

http//www.muramoto.com

配線結束保護チューブ、EMI対策部品、熱対策部品のグローバルメーカー

ウルトラバンシールド®

山田 隆一

株式会社 村元工作所

https://www.ztj.co.jp/

結束保護チューブ
火気、鼠害、
スパッタ―など、用途に合わせた
ケーブルの結束保護が可能。

TEL. 078-974-0037

●創業／1926年 ●設立／1953年8月 ●資本金／1億円 ●従業員数／151名（男性101名、女性50名）

日本ジッパーチュービング 株式会社

シールドチューブ
配線結束保護とEMC対策を一体化。

代表取締役社長

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和745

【初回認定】2006年度【再認定】2017年度

シールドチューブ／ジッパータイプ

不確実な時代に求められるものづくり力

井上 直也

新光電機

●創業／1951年 ●設立／1951年8月 ●資本金／3,400万円 ●従業員数／98名（男性62名、女性36名）

電気機械器具製造業

燃料電池で水素エネルギー社会に貢献

代表取締役社長

TEL. 078-992-0671

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-55

62

【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

湯口 正敏

結束保護 ノイズ対策 熱対策 ＥＭＩ対策

お客様の持続的な“ものづくりパートナー”を目指して
最適地生産体制を整え同一品質、同タイミングで供給

「世界同時発売」
「世界同一品質」など、
お客さまの販売戦略も世界市場を捉えたも
のへと変化しています。村元グループでは、“ものづくりパートナー”としてお客さま
とともに成長することが、
グローバル市場を戦う強みになると考え、1987年のタイ
工場設立以来、東南アジアを中心に北米、欧州へと、世界8ヶ国に拠点を拡大。お客
さまの戦略に応じて、
その拠点近くで生産活動を行う「最適地生産」体制を構築し
ています。今後は、各拠点の
密接な連携によって、
どこで
でも同じコンセプトによる
生 産 活 動 の 実 現を目 指し
て、
グループ一丸で取り組ん
でまいります。

幅広いカテゴリに取り組む

プリンタ
樹脂成型や板金プレスで部品を製造し、約1,000点に及ぶ部品の
組立を行って最終完成品までの形態でワールドワイドに出荷して
います。
車載AV機器
光学製品を中心として、樹脂成型、板金プレス、基板実装、外装組立
といったあらゆる生産カテゴリに対応しています。

ものづくりパートナー

お客様の設計段階から最適生産をご提案させていただくコンカレ
ントエンジニアリング、最適地生産と納入を実現するための納入ス
キームのご提案など、
ソフト面も含めた包括的な対応により、お客
様の持続的なパートナーになります。

Topics

Message

当社は金型の設計・製作、
プレス加工、樹脂加工、基板実装、組立、
それらに伴
う治工具や自動機の開発・製作から、資材調達、物流までものづくりをトータル
にカバー。各部署・各拠点の「すり合わせ」を実施する生産体制で製品の精度
を高め、最小コストを実現します。

私たちは「グローバルネットワーク」の強みを発揮し、
これからも世界に
誇れる日本品質へのチャレンジを重ね、
Supporting Industryとしてお客
様とともに成長し続けてまいります。

“つなぎ目のない”生産体制で高品質、スピーディー、経済性を追求

〒651-2271 神戸市西区高塚台3-1-56

TEL. 078-991-1600

●創業／1935年 ●設立／1958年10月 ●資本金／8,000万円 ●従業員数／159名

お客様との戦略の共有化に努め、品質を高める

代表取締役社長

村元 陽一

村元工作所

神戸発・優れた 技 術２０２２
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電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

【初回認定】1997年度【再認定】2012年度

明興産業 株式会社

上村航機 株式会社

http://www.meikos.co.jp/

http://www.uk-kk.co.jp/uk/

Enjoy the Change！
幅広いものづくりで
事業展開し社会に貢献

バイオフィリックデザインオフィス

本社・ポートアイランド工場

クリーンルーム

Topics

2020年4月に新本社・ポートアイランド工場竣工
これまでの事業に加えて神戸医療産業都市進出企業に登録し医療分野でも
社会貢献できることを目指します。

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-2-13

陸・海・空用ガスタービンエンジン部品のサプライヤー
航空宇宙分野向け生産技術と国際的品質管理体制の構築

海外事業所

●熱可塑・熱硬化性樹脂成形・加工
医療・汎用樹脂成形全般・金型製作
クリーンルーム併設
●電力・電鉄機器組立・部品加工
遮断器・配電盤等、各種制御機器組
立・樹脂板加工・ブスバー加工
ワイヤーハーネス加工
●システム開発及び各種受託設計開発
ハード・保守も含めたシステム開発全
般、機械・電気・電子設計全般
ロボット、画像検査装置等

人をつくり、物をつくり、
お客様をつくり、伸びる事業つくりで社会に貢献する

コーポレートスローガン Enjoy the Change！

「環境」についてもこれまで以上に社会貢献できるよう
精進します。

代表取締役社長

当社は、多種多様の工作設備で自動
車、航空機、半導体分野の精密部品の
切削加工を得意としております。測定
技術の分野では、三次元測定機でのミ
クロン単位の測定で品質・精度保障に
も満足していただいております。
近年では、金属３Dプリンターを導入
し、金属造形技術、切削加工技術を駆
使したものづくりのご提案、図面がな
い、データがない製品では、
レーザー
スキャニングを行いCADデータ作成、
リバースエンジニアリングも行ってお
ります。

64

神戸発・優れた 技 術２０２２

社是「信義と絆」

代表取締役社長

TEL. 079-454-6250

上村 義太郎

上村航機

【初回認定】2016年度

株式会社 オオナガ

金属加工のことなら

http://www.oonaga.jp/

脚部品からエンジン部品まで
航空機部品加工で技術力・品質力を高める

ものづくりのデジタル化
「デジタル倉庫サービス」

難削材を難なく熟し、
お客様の要望に応えます。

当社のデジタル倉庫サービスを
ご活用してデータ保管していた
だくと、必要な時に必要な分だ
け製品を加工して短納期で納品
させていただきます。
また、
データがなく製品しかない
場 合 にもC A D データ作 成し、
データ保管いたします。

Message

世界に負けない航空機部品の製造ネットワーク構築を目指して

航空機脚部品は超高張力鋼が多用されていますが、
さらに重量軽減が求められるため、薄肉での切削
加工は容易ではありません。当社では硬くて薄肉の部品加工で20年ノウハウを積み重ね、最適な切削
条件での安定加工を実現しています。脚部品は深穴加工が必須で切削難易度が高い分野です。
この技
術を活かして、
さらに難易度の高い航空機エンジン部品の製作も行っています。エンジン部品の仕事が
増えるとともに、要求に応えるためには加工精度とスピードも上げなければなりません。加えて航空機
部品特有の品質保証システムづくりが重要です。製品ごとに各工程の帳票類をそろえて品質保証を長
期的に担保できなければなりません。航空機とその部品の今後の需要予測から考えると、一社のみで
は顧客の期待に応えることはできません。世界市場で選ばれるためにも、当社の技術ノウハウを高める
だけではなく、今後はパートナー企業とのネットワークを強化していく計画です。

Topics

デジタルものづくりへの挑戦

当社は、精密部品製造を５０年しており、金属の特性を理解しさまざまな
加工手段をお客様に提案できる企業としても社内外の教育制度を充実
させ、
ものづくりのエキスパート人材を育てていきたいと考えております。

TEL. 078-978-6760

信義を重んじ顧客、社員、地域との絆を深めガスタービンなどの先端産
業分野においてこれらを支える生産・加工技術の研鑽に努め健全な企
業活動に邁進することで社会に貢献します。

●創業／1987年 ●設立／1987年4月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／315名

神戸水素クラスター

●創業／1970年 ●設立／1980年8月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／45名（男性32名、女性13名）

非破壊検査を含む一貫生産体制構築のため、兵庫県立工業技術センターに設
置された「航空産業非破壊トレーニングセンター」において講習を受講。
資格取得に必要となるOJTを川崎重工業（株）
にて開始している。

輸送用機械器具製造業

伊福精密の強み
（DFAN+3DP+精密機械加工）

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750-6

Message

〒651-2228 神戸市西区見津が丘5丁目3番1号（西神戸工場）
〒675-0104 加古川市平岡町土山753番地の8（上村航機 本社）

明興産業株式会社

http://www.ifukuseimitsu.com

切削加工、金属造形加工の両方ができる当社だからできる取組

Topics

下土井 健城

伊福精密 株式会社

ＤＦＡＭ＋３DP+精密機械加工とは
DFAM（３Dプリンティングのメリットを最大限に活かすための設計ガイドライン）
３DP（最先端の金属プリンターによる金型レスものづくり）
精密機械加工（高い切削技術と計測技術で実現する卓越した超精密・超微細加工）

上村航機株式会社は、1987（昭和62）年に有限会社上村製作所のガスタービン
製品製造部門が独立して設立。1990（平成2）年に5カ国共同開発のV2500ター
ボファンエンジンの部品加工以来、2005（平成17）年から川崎重工業を通じて航
空用ガスタービン部品加工を開始しました。同年9月にJIS Q 9100の認証取得し、
2007（平成19）年にはロールスロイス社の認定およびNadcapから放電加工の認
定取得など、国際品質に向けた体制も着実に構築。指定工場にも認定された英
国ロールスロイス社をはじめ世界各社のターボエンジン部品やガスタービンエン
ジン部品の加工に取り組んできました。生産技術では、
タービンディスクの円盤や
羽根装着部分へのブローチ加工や、円盤のカービック加工、
インコネルやハステ
ロイなどの航空宇宙素材の加工など多くの技術ノウハウを蓄積。産業用エンジン
では、部品調達から加工、組立、試験まで一貫受託しています。
これからも、
さらに
重要部品、難加工への挑戦で、製造の幅を広げてまいります。

非破壊検査への取組（検査員の育成）

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

Topics

世界各社のエンジン部品加工 産業用では組立・試験まで一貫受託

Trent XWB IPC
FRONTCASE

経営理念

TEL. 078-302-6526

Trent XWB
©
Rolls-Royce plc

●明興産業(香港)有限公司
●東莞明興塑膠製品有限公司
●明興ベトナム有限会社

Message

●創業／1956年 ●設立／1962年 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／96名

輸送用機械器具製造業

【初回認定】2016年度

代表取締役

神戸航空機クラスター会員でもある大長社
長。自社のネットワーク強化とは別に、神戸エ
リアの航空機部品産業活性化のためにも精
力的に活動

Message

できなかったことができるようになる楽しさを大切に
創業以来、お客様に優れた製品を低コストで提供することを経営方針
に、
「できばえ」に注意を払い、
よりよい品質の製品を提供できるよう、
た
えず創造し、挑戦する技術集団の会社でありたいと思っています。

伊福 元彦

伊福精密株式会社

代表取締役

〒651-2244 神戸市西区井吹台北町2丁目19番地1（本社）

TEL. 079-495-6251

●創業／1978年 ●設立／2001年11月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／17名（男性14名、女性3名）

大長

勝

オオナガ

神戸発・優れた 技 術２０２２
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輸送用機械器具製造業

【初回認定】1999年度【再認定】2012年度

株式会社 カコテクノス

株式会社 水登社

http://www.kako.co.jp

http://www.suitousha.com/

「電鉄」
「電力」
「産業機器」の3つの事業を柱に
「止める」技術で「安心」
「安全」な製品作り

ろ過精度が0.03μmで
絶縁油中の不純物を
除去する機器。全自動
でメンテナンスフリー
です。

電鉄事業関連機器
鉄道車両向けにブレーキ装置、制御装置、保安装置、情報装置、台車周辺機器等を製造し
ています。
電力事業関連機器
発変電所向けに各種操作装置、制御装置、監視装置、切替器、部品等を製造しています。
自社開発機器
車両用速度センサーや速度模擬信号発生器、配線導通チェッカーといった「止める」装置
の周辺機器・試験機器の展開を行っています。
「回転速度センサー」は、近畿経済産業局
による「関西ものづくり新撰2016」に選定されました。
また、絶縁油中の不純物を止める
活線浄油機の製造・販売や社会インフラ向け各種制御装置の受託製造を行っています。
その他
社員による創意工夫のアイデアの中から、様々な分野のものづくりに活用できると思われ
る内容を社内認定し「カコ考具」として販売しています。割りピン割り工具（実用新案）や
落下防止付きプリント基板運搬ラックへのお問合せを多く頂いています。

Topics

Message

新幹線をはじめとする鉄道車両用ブレーキ装置や保安装置など、信頼性と安
全性が求められる主に「止める」装置を社内で設計から製造・試験まで実施し
ています。

お客様・社員・社会の「三方よし」の基本理念で、国民生活に欠かすことができない電
力の安定供給や鉄道車両といった社会インフラに関連する製品を製造しています。
小野工場内に神戸電鉄の車両を静態保存していますので、是非一度小野工場
に来社頂き、弊社の技術を見ていただければ幸いです。

設計から製造・試験まで一貫連携生産による最適QCD実現

当社の基本理念はお客様・社員・社会の「三方よし」

代表取締役

〒654-0024 神戸市須磨区大田町7-4-2（本社）

TEL. 078-732-3851

●創業／1935年 ●設立／1961年12月 ●資本金／7,700万円 ●従業員数／239名（男性204名、女性35名）

輸送用機械器具製造業

油・蒸気・冷却水 ―― 配管で様々なかたちのエネルギーを伝える
設計、加工、
そして組立。
確かな技術を水登社から世界へ

社会インフラ向け高品質・小ロット・多品種の装置製造

車 両 用 小 型・高 信 頼
性の90度・２出力速度
センサー。各種カスタ
マイズ対応できます。

正弦波と矩形波の模
擬信号発生器。軽量
乾電池式で回転物試
験に最適。各種カスタ
マイズ対応できます。

【初回認定】2009年度【再認定】2020年度

カコテクノス

加古 泰三

電鉄

製品

ロボット溶接機

塗装

三協精工 株式会社

Message

組立協働ロボットとは、人（組立作業者）
とロボット
（組立協力機械）が協力し
あい、配管の組立作業を行うものです。2021年に導入しました。人とロボット、
互いの得意なことをうまく活かして、
より作業者の負担を軽減し、
より高品質の
製品を安全に効率よく生産できる体制を目指します。

建設機械用油圧配管などの量産品を設計から組立まで一貫して行う当
社は、中国・フィリピンにも日本と同様の生産体制を整えております。
今後も兵庫県で培った技術やサービスで、ワールドワイドなお客様の
ニーズに対応いたします。
代表取締役社長 平井 大介

組立協働ロボット導入

ワールドワイドなニーズにお応えします

〒651-2241 神戸市西区室谷2丁目1-2

TEL. 078-996-9300

【初回認定】2007年度【再認定】2018年度

www.facebook.com/nakataniironworks/

大物から小物まで、少量多品種対応で
タービン部品を中心に加工技術を磨き続ける

各種タービンから航空機用ジェットエンジンの部品まで精密加工一筋に世界基準の精度を保持し続ける
中型・大型精密機械加工が
得意！

素材から完成までの一貫生産が可能です。

シェーパー加工

●汎用の横中ぐり盤を使いこなし、半割れ軸受の一体加工を得意とし、状況に応じた刃物を
作り、加工困難なボーリング加工、
フェーシング加工に優れています。
●大型マシニングセンター、NC横中ぐり盤、NCターニングなど最新の機械設備に加えて、昔
ながらの汎用旋盤、
シェーパーなども使用し、多様な加工能力を保有しています。
●タービン部品においては半割れ、4ツ割れ、6ツ割れ、8ツ割れなど加工困難な製品に対応
する治具を製作し、加工工程のノウハウがあります。
シェーパー加工、研磨までの加工に対
●タービンブレードにおいてプレス治具からプレス、
応できるノウハウを蓄積しています。
●川崎重工業、神戸製鋼所の協力工場として、船用・陸用タービン、船舶用エンジン部品、発
電機タービン部品、減速機部品を加工しています。
●また魚群探知機部品、化学食品機械部品などの加工を行っています。

Topics

Message

門型マシニングセンタ更新
オークマ製のMCR-A5CⅡに機械を更新しました。
BC軸ユニバーサルインデックスヘッド搭載しており、
縦、横に加え斜め加工も可能になり、機械の載せ替えや段取り替えをすること
なく、簡単に斜め穴や面加工が出来るようになりました。

〒651-2122 神戸市西区玉津町高津橋127-1

TEL. 078-912-5484

多品種の製品を加工する事での技術向上、材料調達から組立までの工
程を請け負う事でのノウハウを身に付けれるところにものづくりとして
のやりがいを感じています。

●創業／1915年 ●設立／1958年7月 ●資本金／2,808万円 ●従業員数／15名（男性13名、女性2名）
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株式会社水登社

●創業／1938年 ●設立／1951年4月 ●資本金／9,950万円 ●従業員数／211名（男性187名、女性24名）

株式会社 中谷鉄工所

http://www.sk-taisho-4.co.jp/

横中ぐりによる
ボーリング加工

JIS規格・取引先規格等に対応す
る溶接士を育成するなど、更なる
技量の向上に努めております。
また、工程管理により、不具合が
発生しない・流出しない仕組み
を構築。
厳しい品質が求められる中で、
今後も信頼と実績を築いていき
ます。

Topics

輸送用機械器具製造業

【初回認定】2015年度

水登社は、建設現場で活躍するショベルカーな
どに取り付けられる油圧配管（パイプ）の専門
メーカーです。
直径6.25mm～114.3mmまでの配管を、素管の
切断から曲げ・溶接・酸洗・塗装、
さらには他メー
カー様で作られた製品と当社製品のサブ組立、
そしてお客様へのJIT（Just in Time）納入まで一
貫して行っています。
高圧パイプ、低圧パイプのほか、薄肉排気管、小
径管、ハンドレールなど、様々な種類のパイプを
製作でき、水登社の製品は世界各国で使用され
ています。

信頼の技術力で安心の品質を
ご提供します

代表取締役

石井 康裕

神戸横中ぐり盤、門型MC、ターニング

航空機ジェット
エンジン部品
ケース
外径 φ1,200mm
T1

陸用蒸気タービン部品
外径 φ3,400mm

航空機ジェット
エンジン部品
ディスク
外径 φ750mm

弊社は、昭和40年創業以来約50
年間、船舶用・陸用蒸気タービン、
大型コンプレッサー、陸用ガスター
ビン、航空機用ジェットエンジンな
どの部品の精密機械加工を得意と
して、事業を拡大してまいりました。
弊社の加工製品の中でも、特に、大
型NCターニング立旋盤によるφ
2m以上の2つ割れ部品（タービン
部品等）の切削加工には、独自の
技術を有し、上下の外部形状が異
なるものでも、精度（10μm）
よく仕
上げる技術が優れています。

船舶用・陸用蒸気タービン、船舶用ディーゼル
エンジン、航空機用ジェットエンジン等の部品

船舶用蒸気タービンや、船舶用ディーゼルエンジン部品
LNG船、LPG船、大型タンカーなどのエンジン部品として利用
され、
また、陸用蒸気タービン部品は、エネルギー発電などの
発電設備モジュールや、天然ガス圧送設備などのエネルギー
源採掘や、下水処理場などのくみ上げ処理設備などに利用さ
れています。
航空機用ジェットエンジン部品
大型旅客機のエンジンモジュールに利用されています。
いずれ
も、2つ割れによるズレ、素材や溶接による歪みや、製品が重量
物で鋳鉄の場合などには、たわみ、素材形状を考慮したり、耐
熱材料部品の場合には、難削材で薄肉なので、加工の際に生
じる熱や歪み、機械特性を考慮するなどして、世界基準の精度
を保てるように日夜研鑽に励んでおります。

Topics

Message

2019年度は5軸マシニングセンタとCNC立旋盤を増
設し、2020年度は工場を1.5倍に拡張。
加工能力を底上げし、航空機エンジンの増産に対応
する。

航空機産業は今後も増々需要が拡大していきます。最新の設備と高度
な加工技術を要しますが、自分が加工した部品が空を飛ぶなんてステ
キと思いませんか！！若い力で頑張っています。

設備増設・工場拡張でキャパシティアップ

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和762-5

TEL. 078-974-3685

未来に向けて夢のあるモノづくりを実現

●創業／1965年 ●設立／1965年1月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／21名（男性18名、女性3名）

代表取締役社長

中谷 嘉郎

株式会社中谷鉄工所

神戸発・優れた 技 術２０２２
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輸送用機械器具製造業

【初回認定】2015年度

株式会社 兵庫精密工業所

安福ゴム工業 株式会社

http://hyousei.co.jp/

神戸水素クラスター

磨き続けてきた技術とものづくりへの情熱を礎に、金属加工の可能性に挑む。
想像を超える創造を！
所有機械
常に新しい技術を創造し、成長し続ける。 同時5軸マシニングセンター
創業60年を迎え、磨き続けてきた技術力・競争力を
さらに高めるため、自社設計でのロボットによる自動
加工や、加工時の工具長寿命化と折損の回避を実現
する技術の開発など、常に新しいことに挑戦していま
す。輸送機械・産業用ロボット・油圧機器・航空機部品
など様々な分野での部品加工を担っており、品質・納
期・コストなど、お客様からの様々なご要望に徹底し
てお答えすることを信条としています。設備・ソフト面
においても多様なニーズに柔軟に対応できる体制を
整えています。

本社社屋のリノベーション工事完成

T1（MAKINO）/DMU80eVo（DMG MORI）
DMU50
（DMG MORI）
横型マシニングセンター
a61nx/a51（MAKINO）
立型マシニングセンター
NVX5080（DMG MORI）
DA300
（MAKINO）
3次元測定器
ACCULA 2（東京精密）
3次元CADシステム
CATIA（Dassault System）

Message

新規事業としてSIセンターの開設に向けて準備を進めています。RPA・AI・
Python・ラズベリーパイ・ロボット・デジタルツインなどを活用し、次世代のも
のづくりソリューションを提供するサービスの事業化を目指します。

激動する新時代の中、強い情熱をもって挑戦し続け技術を磨き、
ものづ
くりを通じて社会の豊かさに貢献することは人と企業の成長につなが
ると信じています。
これからも「真摯にものづくり」に努めてまいります。

TEL. 078-671-2724

●創業／1931年 ●設立／1961年3月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／76名（男性66名、女性10名）

輸送用機械器具製造業

阿倉 和哉

株式会社兵庫精密工業所

当社は、
日本の大手企業様の「ティアワンメーカー」として、製品のモデリング段階
から製品開発業務に参加。製品のモデル形状を基に、使用材料の検討、技術面か
らの量産性検討、問題箇所の指摘と改良案提示、
それらを反映した試作品の製作、
試作結果の量産形状への反映などの課程を経て、量産金型を製作し製品化（成
形）
を図っています。
また、製品モジュール化への対応策として、
デザインデータから
製品形状を作成し、相手部品との取付け部などの設計も含めた対応をしています。
これら量産性を考慮した金型製作に関わる緻密な対応によって、製品化への時間
短縮、海外の各拠点を含めた量産垂直立ち上げ等、顧客要求の実現に大いに寄与
していると自負しています。

二輪車・四輪バギー車用エアークリーナー
二輪車・四輪バギー車用エアークリーナー
（機能部品）
の開発・基本設計～初品製作・
品質確認までを担当し、量産生産は海外グ
ループ企業（アメリカ、
インドネシア、ベトナ
ム、
ブラジル、
タイ）
で実施しています。

オフロードバイク用エアーダクト
形状が複雑なエアーダクトに、高度な金型技術を駆使して
インサート金具の焼付け接着化を図り、当該DUCTに燃料
噴射装置のBOLT-ON化を実現するなど、高度な技術力を
もってコスト低減に貢献しています。

〒651-2413 神戸市西区福吉台1-1-1

オートバイ用樹脂製リヤーグリップ
特殊強化樹脂部品を芯金とし、外装に軟質樹脂をカ
バーしたオートバイ後部座席者用のグリップで、重要保
安部品としての機能確保は勿論、軽量化・低コスト化を
図った製品です。

Message

「良いものづくり」を推進

日本国内の売上拡大並びに技術力向上が目覚ましい海外グループ企業（アメ
リカ・インドネシア・ベトナム・ブラジル・タイ・フィリピン）
の販路拡大先として、
①自動車メーカー及び同部品メーカー様、②産業用機械及び装置メーカー
様、③医療器具及び機器メーカー様との取引の開拓を図っていきます。

当社は「良いものを早く安くお客様に」をモットーに材料から製品まで
一貫した製造基盤を構築してきました。
今後もこれを肝に銘じ、積極的にグローバル展開してまいります。

代表取締役

TEL. 078-967-1313

安福 忠昭

安福ゴム

●創業／1963年 ●設立／1967年4月 ●資本金／9,875万円 ●従業員数／210名（男性120名、女性90名）

その他の製造業

【初回認定】2013年度

【初回認定】2018年度

株式会社 イデア

http://www.matsumoto-kousakusyo.co.jp

https://www.idea-idm.co.jp/

高精度の精密部品を提供し、陸・海・空と様々な分野を支える。
材質にも数量にもこだわりをもたず
1個1個を大切に

弊社は創業から40年を超え、創業当時から培った技
術をしっかりと継承しつつ、
どんな難削材でも、
どんな
形状でも、
どれだけ精密さを求められても果敢に挑
戦して参りました。
現在では航空機のエンジン部品をはじめ、船舶用部
品を多数加工させて頂いており、近年では自動車用
エンジン部品
（EV用）
も加工をさせて頂いております。
単品から1点1点を大切に製作させて頂き、松本工作
所と取引して良かったと多くのお客様に喜んで頂ける
企業を目指して更なる成長をして行きたいと考えて
おります。

企業体質の強化へ向けて

２万点以上の試作モデル製作実績

これまでの40年は町工場からの成長過
程と認識し、
これからの時代に即した世
間のニーズ、お客様のニーズに応えて行
ける企業へ変革していこうと考えており
ます。
第一歩として、生産管理システムを導入
し順次改良を進めております。
お客様からのニーズに少しでも答えつつ
企業価値を高めていきたく思います。

様々な要望に、多彩な製作手法で応える

最先端設備と高度な職人技で
社内一貫製作

蓄積された技術で
産・学・官への研究支援

基礎研究から量産前段階、展示会用まで、
あらゆる試
作をデザイン、造形・塗装、仕上げまで一貫して社内
で製作しています。異素材(ガラス、樹脂、金属）
で構
成される複雑なカットモデルの製作ノウハウも当社
の大きな強みです。高耐熱性樹脂を使った真空注型
品の製作や、塗装などの技術の蓄積にも努めていま
す。熟練職人の手加工を施す一方、最先端の機械加
工や光造形装置(3Dプリンター)を駆使し、様々な製
作手法をご提案しています。

①真空注型技術（全体に樹脂が行き渡る
ための注入箇所、型と樹脂の温度管
理、効率よく樹脂を注入するためのノウ
ハウ）
②手加工による技術（滑らかな嵌合（はめ
合い）、高精度実現）
③顧客の要望に合わせた最適な材料や
製作方法の提案
等で、研究支援を行います。

第2工場

Topics

Message

Topics

Message

近年は大手様とのお取引が増え、1企業としての重要性が益々増してきており
ます。
そんな中、
しっかりと既存技術を継承し、従業員の育成しつつ企業価値を
高めて行きたいと考えております。
また、今後も社会に貢献し必要性を求めら
れる企業でありたいと思います。

今年の半ばから社長を受け継ぐことになりました。前社長の長きにわた
る苦労を受け止め、良い所を継承し1つ先のニーズを捉えつつ、会社とし
ての体制整備とともに従業員の育成をしっかりと行っていきたいと考え
ております。
代表取締役社長 松本 崇

事業再構築補助金（2021年）
に採択され、5軸加工機を導入します。
また、弊社のHPを更新します。
オンライン展示会にも積極的に参加しています。

大量生産では難しい品質の高さ、
ものづくりに対する飽くなきチャレン
ジ精神、お客様目線を大事にした対応力が弊社の強みです。今後も、技
術・品質の向上に努めてまいります。

企業価値を高め更なる成長へ

〒651-2132 神戸市西区森友4丁目62番地

継承と成長の両輪で

TEL. 078-926-1133

●創業／1979年 ●設立／1979年9月 ●資本金／500万円 ●従業員数／34名（男性29名、女性5名）
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大手企業の「ティアワンメーカー」としての製品開発力

二・四輪車の多くの部位で使用されています

グループ企業の多拠点展開（全7カ国15拠点）

有限会社 松本工作所

本社

自動車、
オートバイ部品など工業用ゴム製品を中心に
幅広い分野で、多彩な製品づくりで顧客ニーズに応える

Topics

次代に向かって「真摯にものづくり」

代表取締役

〒652-0896 神戸市兵庫区須佐野通2-1-20

http://www.yasufuku.co.jp

その他加工機・検査機多数。常温検査室完備。
JIS Q 9100 認証取得。

Topics

次世代のものづくり SIセンター開設に向けて

【初回認定】2002年度【再認定】2013年度

神戸発・優れた 技 術２０２２

5軸加工機を導入

有限会社松本工作所

お客様のご要望より少し上を目指します。

代表取締役

〒651-2128 神戸市西区玉津町今津608番地

TEL. 078-911-1200

●創業／1955年 ●設立／1990年5月 ●資本金／1,300万円 ●従業員数／18名（男性13名、女性5名）

白石 泰二

試作 カットモデル 試作モデル 研究支援 FRP 治具

神戸発・優れた 技 術２０２２
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その他の製造業

その他の製造業

【初回認定】2018年度

株式会社 創発システム研究所

日本ジッコウ 株式会社

http://www.sohatsu.com

新開発

https://www.jikkou.co.jp

2レベルインバータ換気動力盤で トンネル換気制御をさらに効率的に
市場が求めるニーズを捉え
常に進化しつづける技術

2010年にリリースしましたインバータ換気動力盤は、
全国の道路トンネルに、換気電力の大幅削減（省エ
ネ）、火災時の煙拡散抑制（安全）、坑内空気環境の最
適化（安心）
という３つの効果を提供してきました。
実用化から10年、技術の信頼性を市場で証明しつつ、
常に変化する市場のニーズを捉えた開発を継続してき
ました。今回、新規開発としてこれまで使用していた3
レベルインバータを2レベルインバータに置換え、
イニ
シャルコストダウンを実現しました。
また、新開発によ
る再設計により、
コンパクト化とメンテナンス性を向上
し、維持管理のしやすさもポイントです。
試験・実験風景

Global Niche Topを
目指して

2021年現在、ODA案件（ネパール・フィ
リピン）への参加、令和2・3年度JAPAN
ブランド育成支援等事業（オーストラリ
ア）認定、ハノイ工科大学との共同研究
（ベトナム）
を続けています。省エネ技術
によるSDGｓの実現は、今まさに世界全
体で必要とされるキーワードです。
グローバル市場における道路トンネル
換気制御のニッチ分野で、
トップ企業を
目指します。

上下水道施設から建築・土木構造物など社会インフラで長寿命化を支えるコンクリート防食技術のパイオニア
コンクリート構造物の
劣化防止・長寿命化技術！

コンクリート劣化事例

防食被覆工法完了事例

左：Zモルタル 右：コンクリート 左：処理前 右：処理後
５％硫酸浸漬状況
打継目処理剤
耐硫酸モルタル防食工法 「ディスパライト」

隔週開催English Club

適材適所のコンクリート防食被覆工法！

当社は、
コンクリートの腐食劣化防止に
取り組み、コンクリート防食製品の製
造、施工及び施工品質管理や機能性化
成品開発、更には構造物劣化の調査診
断まで日本初のコンクリート防食技術
の一貫メーカーです。技術力（解析力・
品質管理）、研究開発（新商品・新工法）
に注 力した結 果 、知 名 度 信 用 度 共に
トップに位置しています。腐食環境条件
や施工条件に対して適材適所の選択が
可能なコンクリート防食被覆工法によ
るコンクリート構造物の劣化防止や長
寿命化に優れた技術で応えます。

様々な工法をラインナップし、
コンクリートの腐食環境条件や施工
条件等に応じた適材適所の防食被覆工法の適用が可能です。
●下水道関連施設のコンクリート防食被覆工法
（民間開発技術
●塗布型ライニング工法「ジックレジンJE工法」
審査証明第408号）
（建設技術審査証明
●シートライニング工法「ジックボード工法」
第1356号）
●耐硫酸モルタル防食工法「ZモルタルKS500工法」
●上水道関連施設のコンクリート防食被覆工法
●エポキシ樹脂系被覆工法「ジックレジンNP-143F工法」
●無機質系被覆工法「ZモルタルS-T工法」
●その他、機能性化成品として、
コンクリートの打継目処理剤
「ディスパライト」
（建設技術審査証明第0221号）、打継接着剤
「ジョインボンド」等をラインナップしています。

Topics

Message

Topics

Message

Now we are challenging overseas business.
It is never an easy road, but new challenges give us growth.
Let's create the better future together!

創発とは、
「個性を持った人々が集まって、
そこに“新しい現象”が起こる
こと」を言います。人が「目標」に向かって「チャレンジ」する時、過去の
“経験”を経て、新しいことに“進化”させます。共に“創発現象”を起こし
ましょう。
代表取締役 中堀 一郎

コンクリート施設の劣化要因はさまざまで、補修方法や使用材料の選定が重
要になってきます。長年築き上げてきたコンクリート知識と劣化要因の解析能
力で、最善の解決策の提案が可能です。

独自の発想力と技術躍進への限りなき挑戦で、コンクリート防食技術
のリーディングカンパニーとしての地位を確立。技術力で顧客満足を追
求し、社会貢献を果たします。

Our New Challenge

“創発”に込める想い

〒650-0035 神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル3階A-2

TEL. 078-325-3220

●創業／2000年 ●設立／2000年4月 ●資本金／4,000万円 ●従業員数／14名（男性9名、女性5名）

その他の製造業

施設の調査診断から補修まで一貫対応！

http://www.kbkb.jp/

あらゆる分野でトップの価値を提供し、
時代のニーズに応え、適者生存し続けます。

私たちは技術の会社です。コア技術はコー
ティングとラミネート。シンプルですが、社会
のあらゆる分野に当社の技術を応用できる
ことが強みです。アパレルや家電、スマート
フォンといった私たちの生活に身近な分野か
ら、自動車や航空機、建築土木、オフィス機
器、医療にいたるまで、社会のあらゆる分野
の製品に対して、防音、防振、衝撃吸収、導
電、耐熱、ハードコートといった機能を付与し
た製品を提供することで世の中に貢献してい
ます。社員一人ひとりが常に誠実に、技術を
磨き続けながら、新たな世界にチャレンジし、
変わり続けていくことで、Only1でNo.1の存
在であり続けたいと考えています。

県内初の病理学的検査専門の登録衛生検査所として
「病理技術」を医療現場に、医学研究に、
そして幅広い分野へ
専門的病理技術と豊富な応用技術で
幅広い試験研究支援業務を担います

金属埋入骨組織標本

蛍光多重染色

走査型電子顕微鏡

●各種組織・細胞標本の作製、特に金属・高
分子化合物・粉体などを埋植した組織標
本を作製。
●偏光・蛍光・微分干渉など各種顕微鏡、透
過、走査型電子顕微鏡による試料表面・
断面の観察や計測。
●400種類以上の抗体を用いたタンパクの
免疫組織化学的解析、多糖類・無機物な
どの化学的分析。
●細胞の同定および病理学的評価。

Topics

Message

Topics

経営理念の共有をはじめ、
チャレンジする組織風土、変革・イノベーションの実
現や、人事施策・制度においても社員の動機づけができているかなどを審査
基準とした一般社団法人 大阪府経営合理化協会が主催する賞で表彰を受け
ました。

皆様の生活をより豊かなものにする可能性をさらに高次元で追求すべ
く、私たちは技術の研鑽と自己変革を推し進め、
オンリーワンの技術で
ナンバーワンの顧客満足を目指します。

病理学的技術を基盤として専門性と応用技術
の豊富さを背景に、医療系・非医療系の分野を
問わず技術の応用拡大を目指し、幅広い試験
研究支援業務を担います。

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2

TEL. 078-691-5161

Only1でNo.1の技術をあらゆる価値に

●創業／1949年 ●設立／1963年3月 ●資本金／9,800万円 ●従業員数／214名（男性185名、女性29名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

防食

株式会社 協同病理

様々な商品に機能性を付与する塗工技術で、生活の利便性・快適性・安全性の向上に貢献

「第4回学生に伝えたい“働きがいのある企業”大賞」近畿経済産業局長賞を受賞

ジッコウ

佐藤 匡良

製造支援（試験・分析）【初回認定】2005年【再認定】2016年

https://www.tfone.co.jp

【IT・エレクトロニクス分野】
反射防止フィルム、
拡散フィルム、
ハードコートフィルム、
導電性テープ etc.
【家電製品分野】
工業用アルミ粘着テープ、
便座用熱伝導シート、
スピーカーコーンエッジ etc.
【自動車分野】
内装関連粘着加工、耐熱ダクトホース用シリコーンゴム圧延シート、駆動ベルト etc.
【航空機分野】
航空機用ディスプレイ部材、
航空機資材 etc.
【医療・介護関連分野】
伸縮性テーピングテープ、
通気・透湿性粘着テープ etc.
【建築分野】
布製防火シャッター、
防水用ゴムシート、
養生テープ、
防音・防振材 etc.
【アパレル・素材分野】
ボンディング加工、
ドライラミネート、
ウェットラミネート etc.

TEL. 078-974-1388

●創業／1975年 ●設立／1975年9月 ●資本金／9,800万円 ●従業員数／124名（男性97名、女性27名）

【初回認定】2003年度【再認定】2014年度

あらゆる生活関連商品に活かされる
コーティング・ラミネート加工技術

独創的な技術で社会貢献を果たす企業

代表取締役

〒651-2116 神戸市西区南別府1-14-6

トンネル換気

株式会社 テクノフローワン

70

【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

代表取締役

細胞から金属・粉体まで、挑戦する病理

伊藤 世一

テクノフローワン

〒651-2112 神戸市西区大津和2-7-12

TEL. 078-977-0730

細胞から金属、粉体など多様な試料の超微細形態に
関する試験・研究の支援

当社は、県内初の正規に登録された病理学専門の衛生検査所として、
医師・獣医師・臨床検査技師・細胞検査士・電顕技師などの資格者によ
る医学検査を行ってきました。
その実績をもとに、培養細胞から金属・鉱
物・高分子材料などを含む骨、血管、神経などの組織まで、多様な生物
試料を対象とした次のような試験研究を行っています。
①切削・研削・圧挫などの各種方法を用いたマイクロ超薄片加工による
各種顕微鏡標本の作製
②標本中の特定細胞の同定・核酸抽出や組織中の蛋白・多糖類・脂質・
無機物の化学的・免疫学的な分析
③各種光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた試料断面または表面の観
察・画像解析・計測、組織所見の病理学的解析

Message

「医」と「工」の間のユニークな存在
医学・病理学分野において培ってきた独自の技術と豊富な知識をもと
に、
「医」と「工」の間で独特な「立ち位置」を目指す。
私たちはそういう特殊でユニークな企業でありたいと考えています。

●創業／1994年 ●設立／1994年12月 ●資本金／1,000万円 ●従業員数／16名（男性6名、女性10名）

代表取締役

協同病理

小川 隆文

医療

標本

神戸発・優れた 技 術２０２２
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製造支援（試験・分析）【初回認定】1998年【再認定】2012年

情報サービス業

株式会社 神戸工業試験場

https://www.kmtl.co.jp

神戸水素クラスター

重要部品の材料試験・解析・評価の一貫受託システムで
世界に通用する独立資本系試験所のトップリーダー

【初回認定】1998年【再認定】2012年

アンドール 株式会社

https://www.andor.co.jp

純国産の2次元・3次元CAD/CAMシステム開発を中心に総合エンジニアリングサービスを提供
日本生まれ、日本育ちのCAD/CAMシステム 《新製品》検査表システム

クリープ・ラプチャー試験機（民間企業としては国内最大数を保有）

MTS疲労試験機

ミニチュアクリープ
試験機（自社開発機）

＜事業内容＞
●各種試験片の加工、試験用試験片の設
計・製作
●各種強度特性試験・金相試験とその解析、
構造物・部材等の健全性・余寿命評価等
●環境計測、化学分析、物性測定、状態分析
プラスチック・ゴム等の劣
●金属腐食試験、
化・老化試験、潤滑油性状分析（劣化診
断）
●火力発電・原子力発電プラント等の水質
管理
●特殊試験機の設計・製作

検査を開始して
「OK」または「NG」の判定をします。
寸法線一覧の表出力も簡単。
MicrosoftExcelまたはWordで出力します。

2次元CADシステム
『CADSUPER』

当社の代表製品で、
1985年
の初代モデル発売以来、長
い歴史を持つ純国産ベスト
セラーです。

2次元/3次元統合CADシステム
『CADSUPER Works』

2008年にSolidWorks社とのOEM契約を締結し、
発売開始。

CAD/CAM製品開発で培った、優れた図形処理技術の応用

1983（昭和58）年に自社ブランドパッケージ第1号パーソナルCADシステム『ALTAS』を発売以
来、2次元/3次元CAD/CAM製品の開発・販売を行っている、国産CAD/CAMメーカーです。昨今
は、パッケージ製品販売のみならず自社CAD/CAM製品開発で蓄積されたノウハウ・資産・図形
処理技術の応用で、お客様専用システム開発も実施。一般的なソフトハウスでは対応不可能な高
度な問題への解決策を提案しています。また、CAD/CAM分野以外のWeb系や組み込み系などの
各種システム開発案件にはグループ各社の力を合わせて全方位で対応致します。

Topics

Message

Topics

Message

振動試験機メーカーのエミック株式会社との協業を開始。振動試験後に破面
解析等、同社が得意とする損傷調査を行い、
なぜその振動で壊れたのかという
顧客ニーズに答えることも可能となった。

研究開発の初期段階から参画し、試験後のアフターフォローまで一括し
て受託できるため、顧客からは、発注側の負担が少なく、利便性が良い
と好評。

CAD図面及びPDF図面から検査表に載せるための各種数値を自動的に抽出。
図面内の図面を囲むだけで、寸法線表情（寸法値、公差、個数など）
を自動抽出
し、検査表を作成。検査値判定やExcel表出力など検査工程全体の工数を大幅
に削減。

多くの技術部門に採用いただいている実績を基盤に、常に技術革新に
挑戦し続けることで、
お客様の抱える課題解決に貢献して参ります。

「なぜその振動で壊れたのか？」損傷調査業務を拡大

窓口がひとつに。参画からアフターフォローまで、ワンストップで対応。

代表取締役社長

〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島47-13
TEL. 079-435-5010
〒652-0863 神戸市兵庫区和田宮通三丁目2番24号（本店）

●創業／1947年 ●設立／1950年3月 ●資本金／5,000万円 ●従業員数／400名（男性354名、女性46名）

鶴井 昌徹

https://www.kmtl.co.jp

製造支援（試験・分析）【初回認定】1998年【再認定】2012年

検査工程を効率化！ 図面から検査表自動作成

〒650-0021 神戸市中央区三宮町2-5-1 三宮ハートビル（神戸支店）
〒154-0001 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号（本社）

技術革新へ挑戦し続けるIT企業

代表取締役社長

TEL. 03-3419-3011

●創業／1972年 ●設立／1972年9月 ●資本金／100百万円 ●従業員数／330名（男性284名、女性46名）

情報サービス業

株式会社 シミズテック
試験片加工

【初回認定】2008年度【再認定】2019年度

PLUG-IN モジュールソフトの開発技術

ものづくりの会社をソフトとハードでお手伝い

材料試験

業界に特化したソフトウェアを28年間、研究・開発しており、印刷・包装・サ
イン業界などに精通した知識・技術を持つ専門エンジニアが多数在籍してい
ます。Illustrator、PhotoshopのPlug-In開発や、CADソフトウェア開発、
Illustrator/CADデータベースと連動した製造業界向けの基幹システムの開
発では国内屈指の技術力で、様々な提案商品の展開が可能です。レーザー
加工機等のハードウェア製品の販売台数では、国内の業界トータル販売数
の約35％のシェアを獲得。年間販売台数・売上金額も業界内で堂々の第1位
の実績を誇ります。印刷・包装・サイン業界へハードウェアを導入（販売）し
たノウハウを活かした制御ソフトウェアの開発案件なども扱っており、ハー
ド・ソフトを組み込んでのソリューション開発も手掛けています。

1982（昭和57）年からは、材料試験部門を新設し、2013（平成25）年に国際試験場規格ISO17025を、2014
（平成26）年には航空機の材料試験認証Nadcapを取得いたしました。加工部門と試験部門をワンストップ
で連携させ迅速な試験結果取得のニーズにお応えします。
※2003（平成15）年度～2006（平成18）年度成果報告書（生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術）
2007
（平成19）年4月 新エネルギー・産業技術総合開発機構

高分子材料系対応試験
引張試験

疲労試験

現在新たに高分子材料に力を入れており、物性試験、化学分析、顕微鏡観察、塗膜の物性試験など、経験豊
富なスタッフを擁し、関連する技術的なコンサルテーションから試験法案作成や冶具設計とその製作試験対
応、文献調査とレポート、英文技術資料の翻訳など幅広いニーズに対応します。

Topics

航空・宇宙用材料の品質保証試験分野への進出
2014年当社は材料試験のプロセスでNadcapの認証を取得しました。
これは宇宙航空産業の極めて高い安全性要求にこたえ得る品質管理能力と
技術能力が国際的に認められたことを意味します。

Message

当社は60年以上に及び、
あらゆるテストピースの製作を積み重ね、
その
技術を蓄積してまいりました。
これからも、公平性、中立性、客観性を維
持していくと共に、
お客様の技術研究開発のあらゆるご支援に携わらせ
て頂きたいと願っています。

代表取締役社長

〒651-2241 神戸市西区室谷2-2-6

TEL. 078-992-1160

●創業／1931年 ●設立／1949年2月 ●資本金／2,000万円 ●従業員数／41名（男性21名、女性20名）

神戸発・優れた 技 術２０２２

清水 泰人

株式会社シミズテック

サイン業界向け基幹システム「Sign Jobz」
図面ファイル・顧客見積管理システム
Illustrator AIデータと連動した基幹システムで図面からの計測・積算と見積書・作業指示
書等を連動させた製造業務システム。業界での使いやすさを追求した設計で、カスタマイ
ズも可能。

試験片加工に携わる歴史は60年以上に及び、大手鉄鋼メーカーの協力会社として金属材料の研究開発、
および品質保証に必要な、
あらゆるテストピースの製作を積み重ね、
その技術を蓄積してまいりました。
それ
ぞれの試験片には正確な試験結果を得るために課せられている重要な加工ポイントがあります。当社は外
観だけでは比較できない信頼性の高い試験片を製作しています。

人工骨の耐久試験※

検査表システム

http://www.comnet-network.co.jp

試験片加工と材料試験をワンストップで連携させ迅速な試験結果取得のニーズにお応えします

試験片加工工場

栗原 高明

コムネット 株式会社

https://www.shimizutech.co.jp
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CAD図面から寸法線属性を自動抽出。
検査過程の作業効率を大幅に向上できる「検査表システム」

寸法線、記号を囲んで選ぶだけで自
動抽出され検査表を作成します。

材料試験から開発までトータルエンジニアリング
神戸工業試験場（KMTL）が試験を通じて貢献している産
業分野は、工業材料、自動車、エネルギーから航空・宇宙
など多岐に渡っており、
それぞれの分野で要求されている
試験規格に精通し、顧客のご要望にお応えしています。
KMTLは、独立試験場として1998年「ISO/IEC17025試験
所認定」を取得。2008年日本のラボで初めて、航空・宇
宙・防衛産業界の特殊工程における国際認定制度である
「Nadcap」
（MTL）
の認定を取得。
2017年には非金属材料試験（NMMT）機械試験の認定を
日本で初めて取得。
さらに、国内主要企業やBOEING社、
General Electric社等の各社から材料試験のアウトソー
シング先として認定をされています。

ISMS 取得

Topics

Message

Illustratorプラグイン受託開発
FoldUP! 3D
印刷・包装業界向けに
特化したソフトウェア

チャネル文字
LED自動配列
サイン業界に特化した
ソフトウェア

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-2-10

TEL. 078-304-7760

私たちは、社員同士の「信頼」を何よりも大切にしています。社員の個性
を活かし、持てる力を存分に発揮するためには、相互の信頼が不可欠で
あるとの考えに基づいています。
「心理的安全性」
＝
「信頼」が、仕事の生
産性を飛躍的に上げることを、私たちコムネットは知っています。

●創業／1991年 ●設立／1991年6月 ●資本金／7,500万円 ●従業員数／71名（男性55名、女性16名）

代表取締役

五十嵐 晃治

コムネット株式会社

神戸発・優れた 技 術２０２２
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【初回認定】2005年度【再認定】2016年度

ジュピターアドバンスシステムズ 株式会社

https://www.jpt.co.jp/

顧客独自の戦略を組み込んだシステムの提供で競合を優位に

食品製造業の“生産・販売・物流”
業務の一体改革を進めます

弊社は、食品製造業様の生産・販売・物流
の各業務情報を統合し、需給調整から生
産・調達計画、原価管理などの業務を、一
元管理できるシステムの構築を得意として
います。物の動きと情報を一体管理するト
レースや、FA（設備）連携で誤計量や誤作
業防止を実現し、同時に出荷期限、原価の
予実までを管理できます。大手・有名企業
様を主に、水産、畜産、惣菜、乳製品、菓子、
飲料、漬物、酒類など、
チルド・常温・冷凍の
全温度帯製品の食品製造業様に導入実績
があります。

Topics

日本電技株式会社のグループ企業になりました。
弊社は、2020年4月1日をもちまして、
ジュピター電算機システム株式会社から、
全ての業務を譲り受け、
ジャスダック上場の計装（計測・監視・制御技術）会社、
日本電技株式会社の100％子会社として再出発致しました。

〒650-0033 神戸市中央区江戸町104番 江戸町104ビル3階

食品製造会社様の自社戦略に沿った「スマート工場化」を
管理から製造現場までトータルにサポート致します。

ジュピター電算機システム株式会社が長年培ってきた生産管理におけるソフトウェア
の開発技術と日本電技株式会社の生産現場におけるオートメーション技術を融合さ
せ、
「AI・IoT」
「Robotics」等の先端技術を取り入れユーザー様との協働作業により戦
略的な「スマート工場」を実現致します。
代表取締役 山本 清

TEL. 078-321-1285

情報サービス業

Misuzu8

GIS（地理情報システム）
の先進技術と
豊富な実績！

当社は、GIS（地理情報システム＝コンピュータ上で様々
な地理空間情報を重ね合わせて表示するためのシス
テム）構築用基本ソフトウェアの開発・販売、GIS関連
のソフトウェアの受託開発、GIS構築に関するコンサル
ティング、地図情報配信サービス及び位置情報関連
サービスの提供を事業の中心として、社会基盤に役立
つ情報関連製品・サービスを展開しています。GIS開発
をはじめて四半世紀、
クラウド化という変化のなかで、
地図情報や位置情報を配信するASPサービスにいち
早く取り組みました。
また、大規模な受託開発案件での
豊富な実績と経験や、培ってきた特許等の高い技術力
は、
お客様から高い評価を頂いています。

インフラ設備の管理から、
住民向けの情報サービスまで！

当社の製品及びサービスは、地図を利用
するあらゆる分野に適応することができ
るため、
インフラ系事業者の設備管理系
のシステムに用いられているほか、地方
自治体等の庁内業務や住民サービスに
利用されています。聴覚や発話に障害を
持つ方が携帯電話の画面操作によって
119番通報を行えるシステム、地方自治体
が災害時の被害情報の共有・避難所や物
資の管理を行うためのシステム等、幅広
い製品及びサービスを展開しています。

Message

警察・消防への通報者がスマホによるビデオ通話を行い、通報現場の状況を撮
影し伝送するシステムの実用化を進めています。ウェブサイト方式（アプリ不
要）
のため、
いざという時に有効に活用いただけます。

近年、行政における防災防犯の課題解決のためICTの活用に期待が高まっています。当社の
情報技術を通じ、人々が安心して暮らせる社会に貢献していきたいと考えています。

人々が安心して暮らせる情報化社会のために

代表取締役社長

●創業／1991年 ●設立／1991年6月 ●資本金／3億6,395万円 ●従業員数／54名（男性40名、女性14名）
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【初回認定】2001年度【再認定】2013年度

聴覚や発話に障がいのあ
る方が、スマートフォン等
の画面操作で119番通報を
行うための緊急通報システ
ムを提供するなど、当社の
ノウハウを生かした新しい
ソリューションの開発を推
進しています。
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Message

●創業／1981年 ●設立／2020年2月 ●資本金／8,000万円 ●従業員数／44名（男性32名、女性12名）
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ミツ精機㈱
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む

公益財団法人

起業・創業から事業承継まで、企業の成長段階に応じたサポートを通じて、経営者の皆様を応援します。
神戸市産業振興財団

日本ジッパーチュービング㈱ ...............................62
日本ジャバラ㈱ ..................................................... 53

㈱山本電機製作所 ................................................. 57

日本ヴィクトリック㈱ ..........................................36
日本ジッコウ㈱ ..................................................... 71

日本テクノロジーソリューション㈱ .................... 53
日本ノズル㈱ ........................................................ 54
日本ライニング工業㈱ ..........................................36

●様々な経済団体や支援機関と連携協定
●起業・創業、経営課題解決、販路開拓、事業承継、新分野進出、産学官連携等の多岐にわたる事業メニュー
●ニーズに沿ったトータルでの伴走支援

1 起業・創業支援

ユニタイト㈱ ....................................................... 40
ら
ライズテック㈱ ....................................................... 8

ね
............................................................
根村産業㈱
25

ろ

㈱ロッコーエンジニアリング ............................... 58

は

わ
.....................................................
㈱若林精機工業
26

㈲浜部製作所 ........................................................ 37
㈱ハンシン ............................................................ 25
阪神機器㈱ ............................................................63
ひ
.................................................
㈱兵庫精密工業所
68
ふ
............................................................
福辰合金㈱
31
㈱福原精機製作所 ................................................. 54
㈱藤製作所 ............................................................38
プレテック㈱ ........................................................38

神戸発・優れた 技 術２０２２

和田金型工業㈱ ..................................................... 56

■神戸開業支援コンシェルジュ

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3202

■食のスタートアップ支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

■インキュベーション神戸ハーバーオフィス

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3202

■人づくり研修

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3203

2 経営・販路開拓支援

ゆ
ユタカ産業㈱ ........................................................26

ぬ
㈱布引製作所 ........................................................ 37

㈱ネリキ ............................................................... 44

76

山城機工㈱ ............................................................39
山名總鉄酸素㈱ .................................................... 57

https://www.kobe-ipc.or.jp/

●神戸市内の産業振興および経済の活性化を目的に神戸市が平成4年3月に創設

に

や
.....................................................
安福ゴム工業㈱
69

検索

神戸市産業振興財団について

め
明興産業㈱ ........................................................... 64

㈱ニッセイ機工 ..................................................... 35
日精テクノロジー㈱ ............................................... 9

神戸市産業振興財団 事業紹介

■専門家派遣

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3203

■販売チャレンジパイロットショップ

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

■出張型中小企業支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3220

■神戸セレクション

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3210

■ふるさと納税返礼品・新商品開発支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3209

■100年経営支援（事業承継支援）

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3220

■航空機産業参入支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3208

■水素産業参入支援

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3208

3 事業承継支援
4 新分野進出支援
5 会議室・ホールの提供
■会議室・ハーバーホールについて（平日9:00〜17:00）

TEL. 078 ‑ 360 ‑ 3200

■会議室・ハーバーホールのインターネット予約について
24時間いつでもインターネット予約が可能
https://www.kobe-ipc.or.jp/facility/

「神戸市産業振興センター貸会議室」で検索

