
事業所名（名称） 主な製品・サービス 事業内容
㈲愛生歯工 歯科技工物製造
アイフォンフィックスセンター小田原 iPhone.iPod.iPodの修理、カスタマイズ
アイフッソ技研㈲ 半導体関連部品・食品関連・化学関連等製品へ

のテフロン(フッ素樹脂)コーティング。
顧客のニーズに合わせ、短納期、高品質、自信
を持って取り組んでいる。

焼付け塗装業、テフロンコーティング

㈲アイリス 制御盤の製作・設計(ハード設計、ラダーソフト
設計)、コンピュータソフトウエアの設計
○電気制御（シーケンス制御）などに関して、打
ち合わせ・設計・施工・設備立ち上げまで一貫性
をもち実施　○全業種・全設備に対応　○故障
検出システム、マンマシンインターフェースと
シーケンサをネットワークで接続して情報管理
する技術、工作機械・精密機械等で使用する位
置制御のためのサーボモーター機構の構築、
既設の装置や設備の改善（改造）対応可能　○
PLCソフト・ハード設計CADによる電気制御設
計、制御盤製作・施工、配線工事　○主要マー
ケット：自動車、半導体、物流、食品関連　○コ
ンピューター言語設計、シーケンス回路設計
等、お気軽にお問い合わせください

コンピュータソフトウェアの設計

㈱秋山商店 漬物・煮豆卸売、カット野菜製造受託・販売
㈱アクアクララ湘南 ミネラルウォーター。清涼飲料水の製造販売。
㈱アクティブワーク ダイレクトメール（ＤＭ）などの封詰め（封づめ）。

飛び出す絵本など、紙類の組み立て等内職に
依頼し仕上げる業務を営む。
大手出版業者からなどの受注が中心。
手作業が必要な組み立て作業や梱包作業など
に対応可。
内職については、随時募集中。

紙器製造業

㈱アクリテック 輸送機器設計製造
アサヒビール㈱ ビール ビール製造業

足柄工芸㈲ 木製品指物製造＃昆虫標本箱（桐箱など）等の
木製品製造業を営む

足柄香粧㈱ 化粧品サンプル製造
㈱足柄製作所 映画用フィルム保存ケース・金属プレス加工、

アーカイブ関連の分析・研究、3Dプリンタを利用
しての各種製造
世界中の映画・映像・アーカイブに関わる皆さま
から愛され続け60 年。
世界に２社しか存在しない映画フイルム用保存
ケースメーカー。品質と技術力の向上に日々努
めている。

得意分野・得意技術
・金属プレス加工、深絞り技術、アーカイブ分野
に特化した保存科学技術の研究開発
・大型３Ｄプリンターを利用しての製品試作

映画用フイルムの保存ケース製造・販売、アー
カイブ関連研究・開発、インテリア雑貨関連

足柄電設㈱ 電設工事、ＮＴＴ掘削建柱工事
Ａｔｅｌｉｅｒ　美木 木象嵌・寄木細工製造
㈱アバロンフーズ 干物の製造・加工
油田製作所 紙管用パッキン、ボビン。

プラスチックパーツの製造業。問屋の卸先は、
パナソニック、旭化成等の大手企業の子会社。
後継者あり。

プラスチック成型＃

㈱阿部製作所 自動車用ソフトメタルガスケット(ウオーターポン
プガスケット、プリントガスケット、マフラーガス
ケット等各種ガスケット)、通信用分岐装置(ク
ロージャー)部品加工・Sub Asy、特殊スクリーン
印刷、各種金属プレス加工＃「金属・非金属」を
問わず、プレス加工を行う。お客様のご要望に
合わせ、プレス加工に加えて、プレス部品アッセ
ンブリ―、表面特殊印刷などの周辺の製造・
サービスもご提供。
得意分野・得意技術
軟質材（ゴムシート、樹脂フィルム 等）のプレス
加工
・プリント工程を含む金属ガスケット品の加工
・金属材抜き・成形・カシメ等の順送り加工及び
短尺材自動送り加工、
・バリレス加工

ガスケット、パッキング、光クロージャー等のプレ
ス・Assy加工

㈲網一色共同活版 印刷一般
㈱綾部製餡所 製餡業
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アライ・リステム㈱ 鉄、非鉄金属加工処理
㈲新玉製作所 電子除湿機、クーリングプレート、ゼロコン(温度

基準計)。弊社には機械加工部と組立部の2部
門がある。機械加工部は主に非鉄金属の精密
部品の加工に優れた技術を持ち、組立部は20
年以上にわたりOEM生産を行う。機械加工から
組立まで一貫して請負うことが出来る。
得意分野・技術　・機械加工では、非鉄金属をマ
シニングセンター等により切削加工し、精密部
品を製作する。その中でも薄物の加工技術に優
れ、そりや歪みのない加工を実現。　・組立作業
は、品質・納期が的確に出来る集団で、これま
でに多くのOEM生産の実績がある。　半導体製
造装置部品、電子冷却式ウエハ冷却温調プ
レート、電子冷却式除湿器、0℃基準温度装置、
恒温槽、配電盤、ATS(自動列車停止装置)部品

半導体製造装置関連及び環境関連

㈱アルシェ バイオリン弓、ビオラ弓、チェロ弓、コントラバス
弓　　名工のESPRITが宿る弓。思いのまま演奏
できる操作感、楽器の持つ力を余すところなく引
き出す表現力、究極の道具へのこだわりが生み
出す芸術的なフォルム－－－トルテに代表され
るオールド・フレンチ名弓は一流演奏家の一部
と言わしめる道具。世界最高の弓を自らの手で
作り出す。

弦楽器・弓製造

㈱アルファ 印刷・デザイン・倉庫保管・インターネット在庫管
理システム・DM発送まで一貫管理のワンストッ
プサービスが売りの印刷会社。プライバシー・
マーク取得により、情報の取り扱いに関する社
員教育を徹底、ワンストップの一貫管理により
一層充実した秘密保守体制を完備。印刷は主
にパンフレット、書籍、文芸誌などの冊子類を得
意とし、美しい紙面レイアウト作成や製本技術も
有する。小田原市に開業して６５年間、その時
代に即した事業展開をしており、現在、東京の
恵比寿にも営業所を構える。特に倉庫所有が難
しい東京の企業や専門学校などの顧客には弊
社のワンストップサービスを好評いただいてい
る。

印刷業

イーエフ㈱ 印刷、製版機械、電子部品、薬品、製造・販売
飯島工芸 土産品製造
五十嵐製箱㈱ 段ボール箱製造 段ボールケース製造・販売　ＰＯＰ製品の企画

製造販売
石井醸造㈱ 清酒製造業
㈱石内鉄工 プレス機を使用して、主に自動車の構成部品を

製造するプレス用金型を設計製作。製品図や３
次元データを元に、金型のモデリング．図面化
を行いＣＡＤ－ＣＡＭによりＮＣデータから、マシ
ニングセンターで自動加工（穴あけ．削り加工）
を行う。製作出来る金型サイズは８０ｔｏＮ～３００
ｔｏＮ．単発型から順送型まで、お客様のニーズ
に応えられるような、金型製作を心がけている。

自動車部品プレス金型

㈲石川紙器製作所 紙器製造
石川漆器㈱ 伝統工芸小田原漆器製造
㈱イシダ実業 建物賃貸、つり堀
㈲イシダ商事 一般印刷・小田競新聞の出版
㈲石橋印刷 情報関連印刷物の企画デザイン・DTP・オフセッ

ト印刷・各種加工・納品発送管理、広報誌・ダイ
レクトメール・パンフレット・リーフレット・ポス
ター・折込チラシ・各種情報誌作成取扱
○常に顧客を主役に捉えて、タイムリーで新鮮
な生(ナマ)情報を迅速、正確にお伝えするた
め、フットワーク・ネットワーク・マシンワークが強
力な体制　　　　○印刷プロセスに関して一貫生
産システム(デザイン～DTP・製版～印刷～製
本・加工・納入管理)を構築。

各種印刷物

いすず工芸㈲ 木工玩具、観光土産品
㈲伊勢兼商店 蒲鉾、竹輪、魚肉練製品全般
㈲磯崎製作所 プレス抜き加工 プレス加工

㈱市川工業 機械加工部品製造販売、専用機設計製作
㈱市川商事 焼却炉にて重要書類等立合にて焼却いたしま

す。
産業廃棄物収集運搬処理業

㈲出野木工所 箱根細工
㈱伊藤製作所 表面処理加工、対象素材への機能向上のため

の総塗装
精密機械　表面塗装処理

㈱井上香料製造所 香料全般及び工業薬品中間体の製造
井上酒造㈱ 清酒製造業
イワタ紙工㈱ 紙製容器の製造



岩田社 自動車部品組立加工
㈲内田木工所 小田原漆器製造販売
㈲梅澤漆芸所 木製品塗装
㈱浦製作所 自動車電装部品、自動車用金型部品製造業
㈲エーアンドエヌ 印刷業
㈱ＡＳＪ レンタルサーバー事業、デジタルコンテンツ事業

（検定システム）
㈱ＥｘＯｎｅ 鋳造用砂型造型装置の販売及び、請負加工
㈱エコ・アール・カネダ 一般及び産業廃棄物処理の収集・運搬業、解

体工事業
㈱エコシステム 廃棄物収集・運搬業　（他、警備業、営繕、ビル

メンテナンス業）
㈲エステク 機械設計設備製作・据付
エヌ・エー・エス㈱ ○ワイヤーハーネス製造、省力化機器組立

○小ロット、多品種製造
○主要マーケットは、医療機器、印刷機器等
○ULワイヤーハーネス認定工場
○電子部品の販売。

省力化機器の組立及び調整、電気部品販売、
ワイヤーハーネス加工、制御盤設計製作

エヌ・ティー・エス化学工業㈱ 化学薬品、温泉浴場洗浄剤製造、殺虫剤
㈱エフエヌ プラスチック射出成形品、合成樹脂成形加工業

㈲エボレックス 潤滑油製造・販売
㈱エムエーシー・システム 設備設計事務所／ソフトウェア
Ｍクラフト 機械製図請負及び教育、機械製図業
㈲エムジークラフト ルアー 釣り具製造
㈲エンドー精工 精密部品加工
㈲大川染洗工場 染洗業
大川木工所 伝統的工芸品に指定されている小田原漆器製

造販売。﨔材をロクロにより木地挽きし、それに
生漆や木地呂漆を塗って美しい木目の見える
椀や盆などが特徴。

伝統小田原漆器製造

大木畳店 畳（たたみ）の製造・加工・販売・取り付け。
当社の強みは、畳製作一級技能士を有し、熊本
のイグサ農家から、高品質なイグサを直接仕入
れるルートを持つ。取り付けや、アフターフォ
ローなど、誠実に対応。見積もり無料。

畳製造業＃

王子合金㈱ ニッケル及びステンレス合金ワイヤー製造・販
㈱太田機械 世界で２つとない製品を創る。私たちが創る機

械には信頼関係という命が通う。設計、製作、
組立、据付まで一貫システムにより、真の責任
施工が出来る事。
豊富なマザーマシンによりほとんどの加工が出
来るため、短納期にも対応。フライス加工技術
に自信あり。
省力化機械設備設計製作、電気制御盤設計製
作、金型・治工具製作

省力化機械設計製作

大野特許事務所 弁理士業・特許・実用新案・意匠・商標・著作権
大矢鉄工所 鉄工所（フライス加工、プレーナー加工）
大山豆腐山北工場㈱ 豆腐、油揚類、製造、販売
㈲岡辺製作所 機械器具（両替機組立）
㈲おくや物産 木製品製造業
刑部木工所 木工所
㈲オザワ 国旗・外国旗・校旗・会旗・腕章・カップ・トロフィ

のれん・のぼり旗他
尾下紙業㈱ 段ボールケース、緩衝材。段ボール製品の製造

販売。少ない数量でも対応可。製造前に試作品
をご覧いただけます。専門スタッフが用途・予算
にあった提案。

段ボールケース・緩衝材等の製造・販売

㈱ｏｄａｂｏｕ 消防設備施工・保守・点検・メンテナンス・補修、
消防署への報告。
消火器・火災報知機。

消防設備設計．施行．メンテ．販売＃

㈱小田原アクト FA装置の設計・製作・メンテナンス、アルミサッ
シの窓の製造、スポーツ用品等の流通加工・返
品再生処理、労働者派遣業、有料職業紹介事
業

アルミサッシ窓製造、省力機械製造メンテナン
ス　労働者派遣業。

㈲小田原印刷社 印刷業（名刺　伝票　一般印刷）
㈱小田原エンジニアリング モーター用巻線設備 モーター用巻線設備の開発、設計、製造、販売



小田原ガス㈱ 都市ガス(天然ガス)・LPガス・ガス機器販売、床
暖房設備・バス乾燥機・家庭用燃料電池取り扱
い、リフォーム工事、業務用・産業用ガス空調・
ボイラーコージェネレーションシステム取り扱
い。家庭用のお客様には、ショールーム（ダイナ
シティ店）に併設したクッキングスタジオにて料
理教室を開催。最新ガス機器を実感してもらう
など地域に密着した営業体制。　床暖房設備、
バス乾燥機、家庭用燃料電池「エネファーム」、
「太陽光発電を併設した「Ｗ発電」など環境配慮
型設備の提案も。暮らしを手助けするためのリ
フォーム工事も手掛ける。業務用、産業用のお
客様にはガス空調・ボイラーコージェネレーショ
ンシステムなどの設備によるＣＯ２削減・省エネ
ルギーの提案。

都市ガスの供給及びガス機器販売

小田原蒲鉾協同組合 組合事務
小田原汽罐工業㈱ ボイラ据付け、修理
㈱小田原機器 ワンマンバス用運賃収受システム開発・製造販

売、サービス機器の設計・製造・販売
小田原紙器工業㈱ パッケージ・紙器・紙製品・段ボールケース・

シール・ラベル・袋・フイルム・包装容器・各種印
刷物・文房具 等＃○総合パッケージング企業と
して、量産品から少量・多品種対応まであらゆ
るニーズに応える。顧客の要望により、白ダミー
サンプル(試作)を制作できる。　○様々な印刷シ
ステムによる、多様な顧客ニーズに応えられる
生産体制と、コンピューター制御による生産管
理システムを確立。　○刷版から製函までの一
貫生産、自動ラック倉庫など、パッケージングの
ライフサイクルを備えている。

一般･商業印刷　紙器・紙加工品製造

㈲小田原シンコー技研 SAT-615F、SAT-500F、プライマー80W、高分子
反応性プロセス油、オゾン亀裂防止剤、ナノ抗
菌剤の研究

電導性ポリマー、核剤、劣化防止剤、耐熱ポリ
マーの　研究と企業化

㈱小田原造園 造園業
小田原ひもの協同組合 組合員のための共同事業 他 「小田原ひもの」等加工品販売・購買指導事業
㈲オトコーポレーション ①腎臓病の食事療法向け食品「ジンゾウ先生」

シリーズ商品の開発、販売。
腎臓病患者に対しセミナーや市民講座、調理教
室を通じて啓蒙、サポート活動を行う
②発酵素材原料　麹菌発酵エキス末「Kojiesse」
納豆菌エキス「Nattoesse」の開発、販売。『機械
的に物性を変える技術』『微生物利用により機
能性成分を付加する技術』を用いて未利用の農
産物・果実に価値を付与する技術を持つ。
平成２８年１２月に食品開発研究所及び発酵酵
素研究所を創設し、商品化へのスピードアップ
を計る。　　　所有特許、商標３０件以上

発酵生産物(Nattoesse、Kojiesse)、腎臓病のた
めの食品(でんぷん米、でんぷん麺 他)製造販
売＃

オフィス　ホソカワ 印刷・ＤＴＰデザイン
ＯＦＦＩＣＥ　Ｋ 技術コンサルタント、中小企業診断士、不動産

賃貸業
㈲オリエント企画 印刷・企画業
㈱オルビス プラスチック関連の産業資材・産業機器の取り

扱い（買い取りも含む)。
樹脂顔料・樹脂添加剤・成形機用洗浄剤・粉砕
機・中古射出成形機。
品質面・価格面で秀でた海外商品取り扱い。
ユーザー仕様に合わせた商品開発。
コンタミ除去に圧倒的な効果を発揮する成形機
用洗浄剤Purgex、樹脂改質剤POLYCOM、黒マ
スターバッチ・白マスターバッチ・カラーマスター
バッチ・機能性マスターバッチ。
大手家電メーカー・大手雑貨メーカとの取引有り

射出成型機等貿易業

開成通産㈱ ティシュペーパー・トイレットペーパー他の加工・
輸送

花王㈱ 化粧品製造業務及び研究開発業務
㈱籠清 水産煉製品製造販売
㈱柏木美術鋳物研究所 室町時代からの伝統を受け継ぐ小田原で１軒

残る鋳物工房。小田原さはりおりん、風鈴、鈴な
どの鳴物、花器、筆筒、茶道具、砂張（銅．錫が
主原料）の製品展示、販売。砂張独特の余韻の
長い音色をご体感ください。特注品も可能。

銅合金鋳物製造、販売

合資会社加藤兵太郎商店 みそ みそ製造販売
神奈川玩具㈱ 木工玩具



㈱神奈川ナブコ 自動ドア施工販売・メンテナンス業務、建材・建
築金物・強化ガラス・防災設備・セキュリティ商
材・高速シャッター・自動門扉等取り扱い
自動ドア業界トップシェアを誇る。自動ドアの施
工販売及びメンテナンス業務を格とし２４時間３
６５日、修理依頼に対応。小田原を拠点。対応
スピードに自信があり。建材や建築金物、強化
ガラス、防災設備、セキュリティ商材、高速
シャッター、自動門扉等幅広く商材を取扱。

自動ドアー、ステンレスサッシ施工、点検、修理
業＃

㈱金指ウッドクラフト 寄木細工製造
㈲カネタ前田商店 ひもの(開き干し、丸干し) 魚類ひもの加工
㈲金丸電設 架空配電線 電設業
神尾食品工業㈱ 神奈川名産百選小田原梅干（曽我梅干）を生梅

から仕入、弊社独自の技術で漬込み干し上げ、
加工。独自の漬物を製造伊豆箱根小田原の土
産として、全国スーパーにて販売。桜花漬（八重
桜）は　全国シエアー７５％以上、全国菓子業
界・結婚式場に販売。

漬物製造・販売

㈱鴨宮製麺 製麺業
㈲鴨宮高橋建築 建築工事業
㈲萱沼木工製作所 こけし製造（木製玩具製造販売）
㈲からくり企画 からくり箱の製造販売（木製品秘密箱）
㈲川瀨精機 金属板プレス金型設計・製造・修理、鉄・ステン

レス・アルミ・銅等各種金属部品加工、ワイヤー
カット放電加工機による精密形状の金属加工

金型製作

㈲川田製作所 金属部品の製造、金属プレス加工、プレス金型
の設計・製作。小型・精密品を中心とした順送及
び単型金属プレス加工と金型製作を行なう。量
産化に向けた試作において、試作品の製作だ
けでなく、より効率的で安定した量産（プレス加
工）を行うための提案が出来ることが弊社の強
み。近年は、3D-CADの導入や3Dプリンタによ
る治具製作等、3D技術の積極的な導入・活用を
進めております。

金属プレス加工、プレス金型製作

合資会社川西屋酒造店 清酒「丹沢山」「報徳娘｣「隆」 酒造業
㈱関電工 配電本部 電気供給工事 架空配電線工事
一般財団法人関東電気保安協会 電気設備保安管理
紀伊産業㈱ 化粧品製造
キャリネット㈱ 派遣業（ＩＴ・事務・製造・物流・施工）、人材紹介
共同印刷㈱ ラミネートチューブ容器供給、ブローチューブ容

器供給
チューブ容器製造

協和印刷㈱ ママさんのための子育て応援情報誌、ワイヤー
ママ西湘版季刊発行。印刷業が主。さまざまな
印刷物に丁寧に対応。クリアファイルなどの販
促品なども取り扱い。ママさんに向けて、アピー
ルしたい企業の方、ママさんを応援したい．行
政、企業の方御連絡を。（『ワイヤーママ西湘
版』は、西湘で唯一ママに向けたママのため
の、ママに人気のフリーペーパー。）

印刷業、出版業

㈲協和製作所 省力機械設計及び精密機械部品
極東精機㈱ 大型船舶用ディーゼルエンジン部品の加工と組

立、他精密加工
大型船舶用ディーゼルエンジン部品

旭東ダイカスト㈱ ダイカスト製品
1932年創業以来、日本におけるダイカストの黎
明期から団結と挑戦の社風で、技術・経営の革
新を継続。
次の100年に向けた新たなる成長戦略として、
更なる技術の高度化とコスト低減を図るととも
に、日中分業体制と連携を一層強化。積極的な
人材育成で耐圧ダイカスト部品世界一を目指
す。
得意分野・得意技術
技耐圧性が求められるコンプレッサー部品の生
産経験が豊富。
金型・鋳造・鍍金・塗装まで多工程一貫生産体
制で提供。
生産難易度の高い耐圧部品を中心に高度技術
開発と相まって競争力の高い製品を創造。

非鉄金属製造業

㈲桐山商事 一般産業廃棄物処理業
㈲木路 箱根寄木細工製造販売業
㈱櫛田度器製作所 計量計測器の販売・製造・修理
久津間製粉㈱ ㋝印そば粉(各種)、北海道・東北地方産(契約栽

培)、手打そば教室、そば屋・パン屋・ラーメン屋
等開店指導

㋝印そば粉製粉・卸、日清製粉・鳥越製粉・柄
木田製粉特約販売店



㈱クボタケミックス 上下水道、農業用水、住宅用給水・給湯・排水、
電力・通信ケーブル保護、下水道管路の更正に
利用できるプラスチック製パイプ・継手(塩化ビ
ニール、ポリエチレン)

塩化ビニールパイプ製造・加工

クミアイ化学工業㈱ 農薬の製造・販売他

クルーズポート・ナビゲーション システム開発　観光業向け

ＫＤエンジニアリング㈱ 金属加工業（空調用ダクト等）、冷暖房設備工
事業　一般管工事業

ケイミュー㈱ 住宅用屋根材 屋根材の製造
㈱釼持塗料店 建築用塗料、自動車用塗料その他化学薬品、

塗料関連機械類販売、建築塗装、インターネッ
ト塗料通販

塗料卸売・小売、塗装工事、防水工事＃・

㈱小糸製作所 精密機械部品加工 金属加工

㈱コイワイ 鋳物製造販売、非破壊検査受託撮影
興国綿㈱ 製綿寝具
㈱恒心 電気工事、メンテナンス業
㈱幸楽苑ホールディングス 麺(ラーメン)、餃子、スープ、チャーハン、チャー

シュー
ラーメン等のチェーン店経営に伴う食品製造

㈲光隆 ＬＰＧ販売、ガス配管工事
㈲宏和工業 プラスティック金型製造業
コーエイ工業㈱ アクチュエータ製造・電動遮断機・紙パルプ測定

制御機器製造販売
互幸産業㈱ 電子機器組立
輿水木工所 木製品製造　小木工雑貨．箱物　主に商品ディ

スプレー用の小物類を製造　その他の木工品に
対応

木工業

㈱越山製作所 自動車用部品、センサー用部品、非鉄金属細
穴明け加工（非鉄金属）、成型品加工・組付、各
種小物部品アッセンブリ（小物）

電子機器器具・運送用機械器具製造業

小髙紙器製作所 化粧箱、サービス箱 紙器製造
㈱小髙製作所 金属プレス金型、エアバッグ、シートベルト、キャ

ブレター、ブレーキ、ABS装置。金属プレス金型
の設計・製作からプレス加工、溶接、組立まで
一貫した生産管理システムを構築。多種多様化
して行くお客様のニーズに対応し、信頼の得ら
れる企業造りを目指す。
得意分野・得意技術
金属プレス加工及び金型設計・製作(試作品製
作含む)、各種溶接加工、カシメ・組立加工を一
貫した生産管理・電算システムで対応。設計段
階からのご相談にてVEのご提案も。国内活動
の他、海外への輸出も行い、2013年より海外拠
点として「タイ」に進出。

自動車等（エアバック部品、ブレ－キ部品）製造

国光工業㈱ ○プラスチック形成（小物・中型部品、多数個取
り対応も可能）　○金型設計、試作、量産まで一
気通貫対応が可能。　○最新電動成形機・サー
ボモータ制御の高精度取り出しロボットにより、
再現性や安定性の高い成形が可能。　○成形
材料は、主にPMMA・POM・AS・PET等に対応。
○現状の主要製品は、筆記具（ボールペン・万
年筆）のプラスチック部材、複写機のギアなど機
構部品、トナーケースなどのプラスチック部材。

プラスチック射出成形

㈱後藤アクアティックス 水中防水機材設計・製造 水中用撮影機材製造・販売
寿電版㈱ ホットプレス、製版
㈱小保木製作所 プレス加工、プレス加工用金型 自動車部品（ガスケット）

コンサルオフィスＡ ［コンサルティング］生産管理システム、情報セ
キュリティ、経営革新

㈲近藤製作所 治具設計・製作、ダイカスト製品のトリムプレス
金型の設計・製作／産業用ロボットを使って装
置の設計、製作

自動車部品、金型部品、各種装置、設計製作

西海物産 菓子製造
サイバーデザイン㈱ ホームページ制作・運営。ネットショップ・ＥＣサ

イト制作運営。楽天・アマゾン・Ｙａｈｏｏ・ポンパレ
モール出店手続き代行。コンピュータシステム
開発。アプリケーション開発

ホームページ作成・ソフトウェア開発＃

㈲相模ウッド 木製キャビネット、家具
相模空調サービス㈱ 空調機設置及び修理、管工事業
相模肥糧㈱ 有機質肥料・化成肥料を農業用として扱ってお

ります。温度・湿度管理可能な管理倉庫の運営
を行っております。

農業用肥料製造・販売、家庭用園芸肥料製造・
販売、各種肥料販売、倉庫業

相模ベンディング㈱ 清涼飲料水販売
相模容器㈱ ラミネートチューブ製造加工



相模洋洗㈱ 一般廃棄物収集運搬
㈲佐倉蒲鉾店 蒲鉾製造、販売
㈲佐々木製缶工業 機械補修
さつき園 製茶業（製造・販売）
㈲佐藤修商店 蒲鉾・ちくわ・笹蒲・さつま揚げ 魚肉ねり製品製造業
㈱サトウ工芸 木工（部品加工）
佐藤紙工 各種紙器製造
佐藤製材所 製材業
サンエスエンジニアリング㈱ アルミパイプの切削加工、射出成型金型

プラスチック成形精密金型設計製作・複写機及
びプリンター等のドラム加工

三協設備㈱ 大小型プラント・工場等の電気に関する設備施
工、6000V受電から200V・100Vまでの設備

電気工事業、建築・土木一式＃◎大・小型プラ
ント・工場等の電気に関する設備を施工する。
◎６０００Ｖ受電から、２００Ｖ・１００Ｖまでの設
備。㈲山水製作所 他社にはできなかった難加工形状でも、長年の

経験とアイデアで可能に。
得意分野・得意技術
・精密装飾加工が得意。
級金属ツマミ、AV用プラスチック製品、光ファイ
バー用部品の製造、ビデオカメラ、デジタルカメ
ラ用部品の製造、携帯電話用部品の製造、トイ
レオート洗浄システム（e-feeling）の開発製造販
売、金属一般、プラスチック製品の精密挽き物
加工組み立て

金属部品・プラスチックの精密加工組立、オート
洗浄トイレの製造・販売、新規部品の開発

サンネット㈱ ①情報システム開発　情報システムの構築・運
用・保守。情報システムの設計、開発、テスト、
運用に至るまで、全ての領域で支援。事業の運
営に必須である会計業務の知識をベースに、高
品質な情報システムを作成。ソフトウェアのみの
開発や、パソコンやサーバーの販売。
②情報システムサービス　独自に構築した情報
システムをクラウド上で提供するサービスを展
開。　　　　③アウトソーシング　データエントリー
や帳票発行・封入・発送、情報システムによる事
務処理の代行、ホームページの構築や保守等
お客様のさまざまな事務処理を代行。

システム開発、コンサルティング、アウトソーシ
ング

㈱三陽 プリント配線基板製造
㈱サンライト チョコレート原料加工
サンレジン㈱ プラスチック射出成形加工、小形・精密加工

プラスチック射出成形加工を業としてＳ３０年よ
り５０年以上。お客様のニーズにあった、製品作
りがモットー。小形・精密成形が出来る。

プラスチック成型加工

しあわせキムチ 食品製造業、キムチ等惣菜卸販売
㈱ＧＳユアサ アルカリ蓄電池、二輪用鉛蓄電池、小形産業用

鉛蓄電池、アルカリ蓄電池の設計・開発
電池製造（自動車用、アルカリ）

㈲椎野製作所 気化器部品、通信機器部品、産業機械部品 切削加工

ジェイプリント 印刷業
シグマ精器㈱ 医療機器の輸入・製造・販売、薬品の輸入・販
静岡県水産㈱ 練り製品原材料販売、塩辛・切身等水産物販売 蒲鉾材料卸
システムクリエイト㈱ 工場関係の電気・計装工事設計、施工、機器校

正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ)、自動化ｼｽﾃﾑ設計・製作。
特徴：顧客のニーズに応え細かい所まで対応。
少数精鋭で設計から施工までリーズナブルな予
算で行う。
業務：電気計装工事設計・施工、制御盤、分電
盤設計・製作、自動化システム設計・製作・据
付、電装点検作業、機器校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ)
パートナー会社と共同で設備工事からの工事
可。

自動制御機械、製作、附帯工事一式、電気工
事、キャリブレーション業務＃

自動化本舗 ・PC作業を効率化するプログラムを開発
・複雑な作業、面倒な作業、時間がかかる作業
を自動化します

ＩＴ全般のコンサルタント、ＳＥ、プログラム

信濃木工製作所 学校教材
島川電気㈱ 電気工事業
㈲シムラ 漬物・総菜製造販売
㈲志村工作所 鉄鋼業
昌永産業㈱ 総合ビルメンテナンス、工場雑務、薬品製造

特定労働者派遣業
㈱ショウカンパニー セラミック製品等小売業
商業印刷㈱ フィルム・紙・アルミ箔へのグラビア印刷及びス

リット加工、オフセット印刷での手提げ袋、各底
袋

グラビア印刷及びオフセット印刷

㈲湘南工業 精密板金加工
㈱湘南精機 精密機械部品、組立品 精密機械部品製造

㈲湘南ダンレックス 段ボール加工
㈲湘南抜型製作所 紙器抜き型製造



㈲湘南メタルテック ステンレス製作品オーダーメイド、スチール・ス
テンレス構造物製作・施工、太陽光発電用架台
等全般設計・施工
スチール・ステンレス材の構造物・建築金物の
オーダー品を主体として現場実測・設計・製造・
施工まで行い、一般顧客やゼネコンから品質信
頼性も高評価。
経験を活かした高い品質を評価していただき、
受注領域を広げて行きたい。
得意分野・得意技術
金物や構造体の実測・作図設計・製造・施工。
スチール金物に対してもステンレスの研磨技術
を活かした丁寧な仕上げ可。
建築用・設備用金物・鉄骨工事一式、製作施
工、ステンレスやスチール製の建築金物・手す
り・門扉・傘木・タラップなど、ソーラーパネルの
設置用架台など［例：ソーラーパネル一体式駐
車場（電気業者と共同）］

建築用金属製品製造＃

㈲昭和製菓 菓子製造業
㈱昭和製作所 精密部品加工、プレス金型 プレス加工、金型設計・製作

白坂国際特許事務所 特許・実用新案・意匠・商標・著作権の相談・技
術コンサル・地域ブランドの保護

㈲神栄製作所 自動車部品金型、製造
新光電子㈱ 各種フォトセンサ・発光・受光素子開発・製造・

販売、日亜化学工業(株)LED正規代理店、
FAULHABER社 高性能モータ正規代理店
提案型ソリューション企業。
広範囲のフォトセンサの開発・製造。
仕様打ち合わせから量産まで対応。
日亜化学工業の正規代理店、FAULHABER社
の正規代理店。
ISO9001認証取得

光センサの開発・製造・販売＃

㈱シンセイ カーパーツ用品、ナット・ワイドスペーサー その
他

ダイカスト金型設計・製作、各種加工治具設計
製作

神東興業㈱ 一般機械器具製造業、修理
㈱ジンボ タイヤ金型部品、小物プレス用金型、精密機械

加工、小物プレス
金型及び小物プレス

信陽ビジネスサービス㈱ ○金融機関、製造業向け等コンピューターシス
テム　○金融・製造・流通・公共・サービス等へ
のビジネスソリューション事業
○車載機器・医療機器・デジタル家電・産業機
器・通信機器・その他電子機器等の組込みソフ
トウェア開発　○主要事業は、ビジネスソリュー
ション事業、エンベデッドソリューション事業、プ
ロダクトソリューション事業。独自製品として、電
子ドキュメント管理・公開システム等
○ISMS登録、IS508443/、ISO27001:2013　○
OSは、ITORON、組み込みLinux、μITORON、
VxWorks、EPOC、OSEK/VDX、WindowsCE、
UNIX等　○開発用プログラミング言語は、C、
Java、C++、VB.NET、COBOL、アセンブラ等

情報処理サービス業



新陽冷熱工業㈱ ダイキン工業代理店として設計・販売・施工・メ
ンテナンス、三菱電機・シャープ・アメニティ・日
立空調・三菱重工業特約店としてヒートポンプ
冷暖房空調機・業務用換気設備・低温機器設
備・クリーンルーム設備・産業用太陽光発電シ
ステム・業務用エコキュート専門設備企業

空調機器・太陽光発電システム・蓄電池システ
ム販売設備＃当社は半世紀にわたり空調冷熱
業界の最前線を歩んできた。ダイキン工業の代
理店として創業以来、神奈川県下でも数少ない
設計から販売・施工・メンテナンスを全て自社で
行う自社完結体制を目指してきた。納入先様の
安心を責任を持って維持することが当社の社会
的使命と考え、365日迅速なメンテナンスを提供
している。現在、三菱電機・シャープアメニティ・
日立空調・三菱重工業とも特約店契約を結び、
ヒートポンプ冷暖房空調機・業務用換気設備・
低温機器設備・クリーンルーム設備・産業用太
陽光発電システム・業務用エコキュートの専門
設備企業として着実に歩みを進めています。

㈲スガエンジニアリング 自動スプレー装置、トリミング装置、取出装置、
トリミング金型

ダイカストマシン省力機械製造販売

須賀機械工業㈱ 自動スプレー装置、トリミング装置、取出装置、
トリミング金型。ダイカストマシンの周辺装置メー
カー。サーボモーター採用により位置決め速度
がアップ。短時間で正確な作業を実現。

ダイガストマシン省力化機械・設計製作・ロボッ
トマシンシステム

㈲菅谷製麺所 麺類製造・販売
㈲すぎ オリジナル商品１００％。オキアガリコボシ．時

計．オルゴールなど、木製品インテリア雑貨の
木製品製造業

木工芸品製造

㈱杉兼商店 蒲鉾、製造、販売
㈲杉清商店 蒲鉾、製造
杉崎産業㈱ 新建材（ベニヤ　木材）
㈱杉三製作所 店舗用什器、一般家具製造
㈲杉野技研工業 金属加工業。小物の加工が得意。スポット溶接

各種・点付け・ナット溶接（Ｍ５～Ｍ１０位迄）ボ
ルト溶接（Ｍ５～Ｍ１０位迄）プロジェクション溶
接など少量から数万個単位の要求にも対応
可。

自動車部品加工(スポット熔接、タッピング）＃

㈲すず起 中華麺、手打めん、生そば、生うどん 麺製造業
㈱スズキ ○身の回りにある「電化製品」「精密機器」「ガラ

ス製品」等、製品の形に合わせてオーダーメイド
で包装資材(クッション材)の設計・加工。クリエイ
ティブ部門を創設。専門のデザイナーが顧客の
要望を伺いながらデザイン性と機能性を持つ製
品を創る。　　　　　　　　　○主要事業は、包装
の設計・製作、緩衝材(鐘淵化学製エベラン)の
設計・製造。　　　　　　　　　　　　　　　○クリエイ
ティブ部門では、展示会などのブース及び什器
類の設計・デザイン・制作を一貫で行う。主に強
化段ボールやアルミ複合板、木質ボード等、
様々な素材を使い「軽量・コンパクト」をコンセプ
トに、持ち運び・収納性に配慮したオリジナル
テーブルやカウンター、棚などを提案。

梱包資材製造業

㈱鈴機工業所 大型(筐体)板金(道路標示板等)、電車内表示器
筐体、配電箱、特殊自動車部品、駐車場設備部
品、各種溶接 他
精密板金部品も大型製品の板金加工・組立に
も対応可能な設備と工場スペースでプログラム
展開からNCレーザー加工、曲げ、溶接・組立に
いたるまで、一貫して社内製作を行うことによ
り、高品質な製品とコストダウンを実現。
得意分野・得意技術
・大型製品の板金、溶接/組立、架装等一式
・精密部品の加工
・鋼材の加工、溶接/組立
・レーザー加工

精密板金加工、レーザー加工、溶接、製缶(鉄、
ステンレス、アルミ)

鈴木歯科技工所 歯科技工物製作
㈲鈴木製餡所 生あん、練あん
㈱鈴木電機 電気工事業
すずきネーム ネーム刺繍業
スズキ木工 木工、土産物店
㈱鈴廣蒲鉾本店 水産食料品製造販売
㈱鈴松蒲鉾店 魚肉練り製品（１．保存料不使用　２．卵白を使

用しない商品を主に製造）。卵アレルギーの方
でも安心。手づくりのだて巻は１本１本ていねい
に巻き味わい豊か。

かまぼこ製造販売

㈲鈴村製作所 機械加工・販売
㈱スプルト工業 工業用ポンプ製造



㈱精巧舎 設備保全業務、設備メンテナンス、産業用機器 電気機械・販売修理、空調設備工事
西湘ガス産業㈱ ＬＰＧ販売、ガス工事設計施工
西湘ＫＭマテック㈱ プラスチック・金属等リサイクル、機械設備・電

気装置解体処分、発泡スチロール溶解・再生
フロン回収他。分別は素早く処理対応。

産業廃棄物処理業＃

西湘梱包㈱ 梱包業、倉庫業。梱包資材、ダンボール（段
ボール）や、クラフトテープ等の販売。段ボール
の加工機械あり、特殊な段ボールの設計販売も
可能（例：ギター収納段ボール箱など）。輸出・
輸入に関する業務も行う。梱包・物流・通関手続
きなど、ワンストップで対応が当社の強み。

梱包業及び倉庫業

㈱成信 翻訳業、イベント・セミナー・ネットショップ・　パソ
コン整備業

㈲関製作所 VTR部品、電子部品、自動車部品 アルミ・マグネシウムダイカスト製品加工製造

㈱セトプリント 印刷業
相日防災㈱ 消火器、消防資機材、消防車、産業安全用品、

オイルフェンス、救助資機材、AED、地震対策用
品、非常食、防災用品、防災倉庫、防犯器具・
設備、消防設備等設計・施工・点検、避難訓練
等支援

消防施設工事業、消防機材・防災用品販売

相陽工業㈱ 昭和23年の創業以来、業務用機器や製造設備
の設計・製作・据付、更には生産ラインのメンテ
ナンスを手がけています。常にユーザーの立場
に即した企画・設計をし、トータルフォローできる
綿密な一貫体制を構築しています。
あらゆる機械設備をオーダーメイドで作成し、こ
れらの技術・技能を一般ユーザーの方々にもご
利用いただいています。
重量物・精密機器等の高精度据付、ステンレ
ス・塩ビ・SGP等であらゆる用途に応じた配管を
敷設しています。また、ステンレス・鉄・アルミ等
の各種加工も得意としています。これらの技術・
技能を活かして、各種機器メンテナンスや生産
ラインの突発的トラブルにも対応しています。

各種機械設計・製作、ステンレス他各種加工・
溶接、重量機器運搬・据付、配管工事、各種機
器メンテナンス

相洋産業㈱ ダイカスト部品は当社へ！
金型の設計・製作から鋳造・加工・組立までの
「一貫生産」。お客様のご要望により、金型製作
前亜鉛(Zn)材、アルミ(Al)材からの削り出しによ
る試作品の対応。
得意分野・得意技術
金型設計から製品製作まで、一貫生産で対応。
超精密金型の対応など、あらゆる金型も短納期
にて製作致。小物から大物、小ロット生産から
大量生産まで幅広い生産対応。最新の測定設
備や顕微鏡検査による万全な品質保証体制。

亜鉛・アルミ等ダイカスト製品

㈱ソーゴー 印刷業
曽我製作所 建築関係、鉄工業
薗部産業㈱ 木製品製造業。木製食器（お椀・お盆・箸な

ど）、おもちゃ等。木製サラダボール、銘木椀シ
リーズが代表的な商品。
純日本製品。日本の木を用い、日本の職人が、
木地加工から塗装仕上げまでを自社日本工場
内で行う。日本で生育しない北米産ウォール
ナット、アメリカンチェリー、カナディアンメープル
は輸入材を使用。

木製品製造卸売販売＃

第一三共ケミカルファーマ㈱ 医薬品原体及び中間体の製造
㈲大栄精機 機械・電動ファンポンプ・修理加工
㈲ダイエー産業 段ボールケース製造
ダイオーエンジニアリング㈱ 電子計測器の開発、生産ライン自動制御システ

ムの開発
㈱大半商店 鮮魚、塩干加工、販売
太洋物流㈱ 加工賃業務請負、段ボール箱製造、運輸業
高井工芸 工芸、ホームオーディオスピーカー製造・販売。
㈱宝パン 製パン(食事パン：フランスパン、食パン、軟フラ

ンスパン、天然酵母パン、菓子パン、ラスク)
製パン業

㈲タクミ木工 箱根寄木組工



竹いち すり身団子を製造販売。
すり身団子（昔ながらの素朴な郷土料理で白身
の魚に「ごぼう」「たまねぎ」、旬の野菜を練りこ
んで「揚げる」、「茹でる」、「蒸す」などして食して
いた美味しい食品。箱根の土産品としても好
評。）
「竹いち」のすり身団子は昭和63年から製造、今
では皆様に愛される伝統の味となっている。
 竹いちのすり身団子は酸化防止剤等の合成保
存料は、使用なし。

魚肉練製品製造販売＃

㈱田代吉右衛門本店 創業２３５年目。小田原板付け蒸しかまぼこ発
祥の店。江戸天明元年より変わらず石臼づく
り。手作り商品多数。しんじょ・伊達巻支持が強
い。ここだけしかない商品作り。併設店舗では、
炭火で揚げ物・干物のあぶり焼き、神奈川県13
蔵の純米酒全てを賞味可。商品はネット購入
可。年中無休　駐車場有　9：00-17：00

蒲鉾、製造、販売

㈲立田印刷所 印刷業
㈱田中畳店 畳．畳資材販売等
田中木工所 漆器加工業
丹南工業㈱ 非鉄金属ダイカスト製造
㈲たんぽぽ 実用小物スーベニアグッズ企画・製造・販売
中小企業診断士事務所　結安アソ
シエイツ

中小企業の経営の診断及び助言

中部機械刃物㈱ 工業用機械刃物製造販売
㈱ツー・ワン コンピュータ（ハード／ソフト）の販売および情報

システムのコンサル～構築～サポートを一貫し
て行う富士通ソリューションディーラー。オフィス
コンピュータ・PCサーバ・パソコン・プリンタ等周
辺機器の販売、ソフトウェアの開発及び導入・運
用サポート、パッケージソフト（奉行シリーズ等）
の販売・サポート、LAN／ネットワーク構築等、
トータルシステムのコンサルティング、コンピュー
タ消耗品販売（記憶メディア・トナー・リボン・用
紙等）／オーダーフォーム／ドメイン取得代行等
のサービス、ＰＣセキュリティ、PC教室／講習
会・e-learningサービス 、ＥＰＳＯＮ／ＣＡＮＯＮの
販売代理店

コンピュータ機器・ソフト・サービスの提供

辻技術経営研究所 中小企業への経営と技術のコンサルティング 中小企業の技術面・経営面の指導・支援（製造
業の経営コンサルティング）

㈲津田製作所 LED調光器製造、空調コントロール基盤製造、
その他コントロール基盤製造

プリント基盤組立

㈱土岩商店 蒲鉾などのねり製品、製造、販売
土屋木工所 土屋木工所では、無垢の「レンガ積み」寄木で

木本来の質感と高級感にこだわり続けている。
「レンガ積み」とは、二十数種以上の国内外の
銘木から、その名の通りレンガの様に寄木を組
み上げていく土屋木工所独自の技法。そのモダ
ンなデザインは、美しさだけでなく普段使いに最
適な強度も兼ね備え、使って頂いた皆様の日常
生活に潤いを与えるはず。日用雑貨、文具など
各種取り揃え、贈答品、記念品などにも対応。

木製品製造業＃

露木木工所 寄木をはじめとする木製品の製造販売。身近な
生活用品から結婚式の記念品・大会トロフィー
などの製作。名入れやオリジナル商品製作も行
う。その他、象嵌細工、有田焼も販売。小田原
駅西口から徒歩3分、コーヒーサービスのカウン
ターもあり。

木製品の製造販売

㈱露木木工所 寄木細工、製造
㈲鶴井印刷所 印刷業
Ｄ－ＳＴＹＬＥ 電気工事
ティシュプロダクツ㈱ 家庭紙加工業
テクノランド小田原協同組合 工場集団化事業
㈱テクノリサーチ ソフトウェア受託開発、ITツール開発・販売、イ

ンターネット各種サービス
情報サービス業（インターネットプロバイダー事
業）

㈱デコリア 昭和43年の創業以来、壁紙・クロスの製造メー
カーとして付加価値の高い壁紙製品を製造。 長
年の経験を活かした熟練技術と、優れたコー
ティング技術、製造ラインの効率化、進取の姿
勢で高機能、高品質な壁紙を製造。デザインの
現場では多くの女性が活躍しており、消費者の
目線に近い、現場のニーズにあったデザインに
は定評があり。汚れ防止壁紙や消臭壁紙など
機能性壁紙を得意とし、病院や高齢者施設、ホ
テル、商業施設に多くの採用実績があり。

壁紙製造・販売

デザインこねこ㈱ デザイン物製作、ブランディング、アートディレク
ション

㈱デシベル 作業環境測定、局所排気装置の設計及び施



㈱電工プランニング小田原 電気設備工事業
テンプスタッフ・クロス㈱ 人材紹介・派遣・アウトソーシング
㈱東栄企画 構内下請業、労働者派遣事業
東海氣熱㈱ 空調・換気・給排水衛生・産業プラント設備設

計・施工
㈱東海設備工業 空調施設工事、給排水設備工事業
㈲トゥギャザー 樹脂製品加工・組立
東京電力パワーグリッド㈱ 電気業
㈱峠製作所 ＃メカ機構設計、電装設計、部品加工、組立、

制御盤製作、配線、据付、調整まで産業用生産
機械・装置・設備の一貫受注体制により、要求
仕様/短納期要求に柔軟＆的確に対応。
・各種自動機・各種生産設備 設計/製作
・工場既設装置 改造/オーバーホール
・各種部品製作メカ設計、電装設計、制御設
計、部品加工、メカ組立、制御盤製作、機側配
線、調整/装置立上

機械製造業

㈱銅留工業所 新築・リフォーム板金屋根及び雨とい工事
大型工場・倉庫の屋根及び外壁工事
雨漏点検・修理
ステンレス製品の製作及び取付
手すりに関するご相談

建築金物業

東雄技研㈱ ＦＲＰ成形・加工
藤和印刷㈱ オフセット印刷、デジタル印刷 印刷業
㈱トータルライフサービス 給排水工事及び保守管理を中心に建物管理。

特に給排水の24時間３６５日対応、お客様から
多大な評価を頂いている。

水処理施設の保守管理、管工事業、ポンプ取
替、修理、防除業＃

㈱トーホー コンクリートブロック製造業
㈱常盤製作所 ＃ソフトtoハード、私たちのトータルワークシス

テム
お客様の求めるものを形にする。これが私たち
常盤製作所の大きな特色です。最初はコンサル
ティングでお客様のご要望をお伺いし、それをカ
タチにしてのプレゼンテーションを行い、さらに
機能性、稼動性、経済性、耐久性・・・を検討し
て、ひとつの機械を製作していきます。ソフトto
ハード。この一貫体制こそが、私たちのポリシー
の基本になっているのです。

産業用設備機械の設計・製作

㈲戸谷木工所 木製品レーザー加工
㈱トモテック ステンレス製手摺・流し台・レンジフード製作、屋

根工事・修理、建築板金工事等
㈱トヨコン 物流アウトソーシング業務全般倉庫管理業務、

梱包実務、包装設計、システム開発、包装資材
及び物流機器の販売。
在庫管理システム（ＷＭＳ）を顧客要望に合せ
て開発から導入・保守までフルサポート。小規
模物流現場向けに低価格ＷＭＳ「シンプルパッ
ク」販売中。
自社開発エアー緩衝材製造機「エアー☆クイッ
ク」販売中。世界最速レベルの生産スピードで
梱包作業効率を改善。
各種システムの開発・構築・導入、包装設計、資
材調達、梱包・入出庫管理、輸送まで、トヨコン
の技術とノウハウを結集して総合的な物流を提

物流に関するアウトソーシング業務、包装設
計、梱包、入出庫管理、システム開発、包装資
材・物流機器販売＃

豊玉香料㈱ 天然香料、合成香料、香粧品香料、食品香料、
天然抽出物、農産加工品、食品添加物、医薬・
電子産業中間体

化学工業

トルク工業㈱ 自動車用機能部品等の製造(加工技術：金属プ
レス加工、樹脂射出成形、金型設計・製作)

輸送用機械器具製造業

中井開発㈱ 砂・砂利等骨材、建設・土木工事 砂利・砂生産・販売、建設・土木工事設計・施
工、電気空調衛生設備設計・施工、建設発生残
土受入、上下水道他管工事設計・施工

㈱永井製作所 自動車部品等製造（プレス加工・溶接）
中沢酒造㈱ 清酒(日本酒) 酒造業
㈲中島装芸 木工塗装



中谷産業㈱ ○プラスチック成形加工、セラミック製品製造、
新製品（ノベリティ・防水加工）開発
○主要製品は、CD/DVD用パッケージ製品、
バッテリー関連製品、OA/事務用品関連製品、
医療関連製品、防水加工、コーティング、部品
保護。
○主要マーケットは、国内電子機器、国内事務
用品、医療関連製品。
○ISO14000認証取得

プラスチック成形加工

中谷商工㈱ プラスチック製品の成形・組立、OA機器消耗品
のリサイクル、筆記用具の組立、金属表面処理
加工、管工機材・住宅設備機器・空調設備等の
販売・リフォーム

㈱中戸川商店 米穀販売
医療社団法人中野歯科医院 歯科医療
㈲中野製菓 各種飴製造 飴菓子製造
㈱長野製作所 自動車部品加工組立て
㈲長浜工業 ステンレス製缶、ダクト溶接加工、レーザー加工 ステンレス、ダクト・加工業

中林和良 木工と電子機器を組み合せ。 電子回路・木製品設計・製造＃
㈲中村電機 電気工事
ナノ・テクノロジー㈲ 製造業
南開工業㈱ 写真用品、複写機用品製造リサイクル
㈲西川冷熱 空調、冷凍、冷蔵設備工事、修理
㈱にしやま 内装下地、仕上工事業
㈱西山製作所 機械構造用炭素鋼鋼管、電気抵抗溶接炭素鋼

鋼管、油圧配管用精密炭素鋼鋼管、高効率熱
交換器(エコキュート) 他　　　　　　　　　　　1949
年創業以来、技術革新と新製品の開発に全力
で取り組む。引抜鋼管業界にあっては「細管の
西山」と高い評価。　創業以来小径肉薄精密鋼
管の引抜メーカーとして引抜鋼管業の発展に貢
献。鋼管製造には品質とコストパフォーマンスに
優れた冷間引抜加工で、より高品質・高精度の
製品を提供すべく、常に技術力の向上を進め
る。また、熱交換器の高効率化を実現するなど
新製品開発にも尽力。「より細く、より薄く、より
高精度な商品」を目指し、高い技術力と独創性
をもって、日夜努力。

自動車部品用精密鋼管、熱交換機の製造販売

㈱ニッショー熱工業 工場・ホテル等の冷暖房空調設備・管工事・電
気工事

日本新薬㈱ 医薬品・機能食品の製造及び販売
日本製紙クレシア㈱ ティシュペーパー・トイレットティシュ・ペーパータ

オル
日本ハイテック㈱ コンピューターソフト開発業
日本ベストミート㈱ 食肉卸売、冷凍食品製造、ハム・ソーセージ・ハ

ンバーグ等
食肉卸売

日本防蝕工業㈱ 電気防蝕用アルミ製品製造 非鉄金属鋳造
㈱野地電機 電機設備工事業
パイオニアグッズ㈱ ○プラスチック金型の製作・設計(外注)から射出

成形まで一括受注
○小物の超精密射出成形、透明度の高い樹脂
製品、インサート成形(二重成形)
○多品種小ロットから量産まで対応
○型締め圧力が40～350tの射出成形機を保有
しており、透明ものの射出成形を得意とする
○PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネイト)などの
透明な材質を用いた射出成形は、特に定評有り
○主要マーケットは、自動車部品(内装品、外装
品)、アミューズメント関係部品、建築関係、物流
関係、LED照明器具、盲人用具開発・販売

視覚障害者向け点字器製造販売他

㈱ハイ・テック ビル総合管理・メンテナンス
萩野技術士事務所 自動車会社で金属材料の開発・評価、設備調

達、品質管理などを経験。
在職中に技術士と労働安全コンサルタントの国
家資格を取得。同時期に品質管理と環境マネジ
メントのISO9001、ISO14001の審査員資格を習
得。地域の事業場への支援が出来ればと考え、
退職後「萩野技術士事務所」を開所。
商工会議所では毎年4月に手づくりのテキストに
よる「新入社員の労働安全衛生セミナー」を担
当。今まで小田原コンサルティンググループの
一員として技術相談や環境セミナーなどを行う。
今後とも微力ながら地域事業場の発展に少しで
も寄与していきたい。

ＩＳＯ9001認証支援、労働安全衛生

㈲萩野豆腐店 豆腐製造業
箱根銀豆腐 豆腐製造販売



はこねくらふと工房 箱根細工製造販売
㈲箱根工芸 箱根物産製造販売
箱根製麺所 製麺業
一般社団法人箱根物産連合会 木製品製造卸業団体
㈲橋本電機 電気工事
㈱バスライン ＯＡ機器販売・ソフト開発＃動画作業標準作業

ソフト販売（製造業向け）　要途　技能伝承　セ
ル生産　ライン生産　新人教育　デモの設備＆
貸出し器あり　※詳細はホームページにあり

㈱パソナ パソナキャリアカンパニー 再就職支援サービス、無料での人材紹介
企業を早期退職した方々の再就職を支援。
（キャリアコンサルタントが地元に密着し親身に
なって丁寧に就職の支援を行っており定評であ
る）
再就職支援サービスでは、10年連続で業界
No.1の支援実績。
求人でお困りの企業様に無料で実務経験が豊
富な人材を紹介可。
雇用調整や定年者の再就職などについても支
援可。
人事関連でお困りのことがあれば、なんでもサ
ポート可。

再就職支援サービス、組織・人事コンサルティン
グサービス、有料人材紹介サービス

㈱パックウエル 各種紙器
パナック工業㈱ プラスチックリサイクル、光学向け樹脂製造、

フィルム表面加工、銀リサイクル
○コア技術として、サンドブラスト加工・ヘアライ
ン加工などがあり。また、スリット加工、フィルム
に付着した異物などの面状検査、電子材料等
に使用する基材の洗浄処理に至るまで、プラス
チックフィルムへの二次加工を行うワンストップ
カンパニーを目指す　　　　　　○主要マーケット
は、ラベルシール、建材、電子部材工程紙、リ
リースフィルム、工業用セパレーター、転写マー
ク、印刷、コーティング、ラミネート、家電加飾、
自動車内装加飾
○ISO9001(開成工場)、ISO14001(足柄工場)認
証取得。

フィルム銀回収及び銀精錬加工、各種プラス
チック洗精加工

㈱パピルス パンフレット・カタログ等広告宣伝物の印刷、バ
ウムクーヘンの製造・販売、野菜の栽培・販売

印刷業、食品製造・販売

㈱はまいち 干物製造加工業
ハマノ精機㈱ 各種産業用生産設備の製作及び設備改造・メ

ンテナンス、設備機械の部品加工・組立、機械
制御(電装)設計・製作
各種金属から樹脂の一般機械加工及び精密機
械加工をはじめ各種産業機械の設計・製作・据
付まで
部品加工、計量機器、搬送機、フィルム巻替
機、各種省力機器、各種省人化対応機器　等、
精度が要求される部材や機器、難加工製品を
得意とする。
産業機械の設計製作施工、各種金属・樹脂材
の加工、精密機械加工及び溶接加工、各種加

機械メンテナンス及び改造、電装盤及び制御

浜野木工所 木工指物
㈲浜松屋 箱根寄木細工、木象嵌

本店２階にて寄木と木象嵌の説明と実演があ
り、薄く削ったズクのプレゼントもあります。

箱根寄木細工・木象嵌製造販売

㈲早瀬幸八商店 干物の製造加工・販売 水産加工（干物）卸・小売
㈱原宿製作所 電子部品製造
原度器㈱ コンベックスルール、製造業
ビーサイズ㈱ LEDデスクライト、ワイヤレス充電器 家電製品の設計・製造・販売　（ＬＥＤデスクライ
㈱ビオリーノ バイオリン、ビオラ、チェロ

バイオリン作りのスペシャリスト
徴収の心の奥底にまで響くシルバートーン、見
るものを捉えて話さない芸術的なフォルム、深
い艶を湛え美しく輝くニス
ストラディバリをはじめてとするオールドイタリア
ンの名機は今なお賞賛してやまない魅力を持
つ。
オールドイタリアンの名機の根底に流れる法則
「リバース」「ルビーノ」「デリウス」の3つのコンセ
プトに基き展開。
３０年以上にわたる名機の研究の結実を名工た
ちが一つ一つ入念に再現。

楽器製造



㈲ピクセラ工房 写真陶板(タイル)、美術陶板(タイル)、サイン陶
板(タイル)、表札、銘(陶)板、ペット写真陶板、手
元供養有田焼
永久に色あせないピクセラで、お気に入りの写
真や絵などを陶板に保存可。
建物等の案内板・銘板・パブリックアートなどピ
クセラで作って恒久的に残せる。
ピクセラは、当社の独自技術。セラミックス上
に、焼き物の絵付け用絵の具を使い、写真や絵
などを800～1250℃の高温で焼き付けて作った
セラミック画像のため耐久性は抜群。
公共の建造物向けのサイン陶板やパブリック
アートなど。アニバーサリーやペットや写真の永
久保存用に。

セラミックフォトの製造販売

㈱日立製作所ＩＣＴ事業統括本部 コンピュータ記憶装置・入出力装置における設
計・開発・製造

ヒューマンズ・ネット㈱ コンピュータソフトウェアの企画・設計・開発及び
販売、保守並びにお客様へのサポート業務を主
に行う。
規模の大小に関わらず、お客様の日々の業務
がより円滑に進むよう要望に応え、品質の高い
製品を提供。
納入後のソフトウェア、システムの保守、サポー
ト業務のアフターケアーも全力で取り組む。
当社のパッケージ製品として、地図データと連
携を可能にした会員管理の製品も販売。
地図データとの連携に関し、会員管理に限らず
用途によりカスタマイズ可。

システム開発

㈱平沼商店 産業廃棄物収集運搬・中間処分（破砕・選別）の
許可所有。
雑多物、廃却設備、機械等を人の手による選
別・解体が得意。寿町工場では２軸破砕機を使
用した廃プラスチックの破砕・木屑の破砕などを
メインにする。鉄・非鉄金属の有価物の買取可。
廃棄物の中に買えるものが有れば、処分代より
引かせていただきます。
パソコン・液晶モニターを無償で受入。ハード
ディスクは物理破壊をするので安心。ＰＥＴボト
ルの受入れ、破砕も行う。プラスチックの買い取
りもご相談ください。廃棄物の経費の削減にお
手伝いできるかと思います。ＦＡＣＥ　ＢＯＯＫも
ご覧ください。

産業廃棄物収集運搬・中間処分業

㈱広川製材所 木材、合板、住宅設備機器、住宅内外装建材 製材業
富士ゼロックス㈱ ゼロックス商品の画像形成材料の開発・製造・
㈲ふじでん 電気工事、販売（家電）
㈱富士電興社 電気設備工事を専門。電気回路保守・点検・管

理サービス、電気的トラブルを事故を未然に防
ぐための診断サービス、電気代等の節約ご相
談。
太陽光発電システム、蓄電池、オール電化・
HEMS、オール電化設備工事、リフォーム工事
（電気工事）。電気工事士。

太陽光発電、蓄電池、オール電化、リフォーム
工事等

富士フイルム㈱ 記録メディア製品、フラットパネルディスプレイ材
料製造

富士フイルムエンジニアリング㈱ ①保全情報マネジメントシステム「KARTEMIX
（カルテミクス）」
②無線式振動データ収集システム
「ROUNDCHECK（ラウンドチェック）」
③自動外観検査装置
④保全マン育成講座　公開講座各種
⑤設備診断・整備

設備設計・保全の総合エンジニアリング

富士ボトリング㈱ 清涼飲料水製造業
㈲冨士屋商会 梅干製造工場（曽我原）。併設店舗では小売

有。繁忙期には、臨時社員も雇い対応。
梅干製造・販売

㈲武周木工 箱根物産
富士ライト㈱ 一般紙・特殊紙・加工紙・粘着紙、一般フィル

ム・特殊フィルム・粘着フィルム、トレーシング
ペーパー・インクジェット用紙・マーキングフィル
ム・クリーンペーパー など

紙・フィルム製品の製造加工

㈱筆屋 ガス・プロパン販売
㈱プラントビオ 動植物プランクトン分析、底生動物分析、付着

藻類分析、wet(全排水毒性、)試験(バイオアッ
セイ)

環境調査、生物分析、バイオアッセイ試験



㈱古川 LPガス販売、ミネラルウォーター宅配サービス、
太陽光発電システム、住宅リフォーム事業、メガ
ソーラー運営事業
創業１０４年を数え、神奈川県西部での地域密
着をモットーに地域にお住まいの方に快適生活
をお届けする事業を続けている。ＬＰガス事業で
培った顧客サービスと保安体制迅速な対応を礎
とする。

プロパン・製氷・灯油・重油・住宅機器販売、飲
料水販売

㈱古川 プロパンガス・灯油・重油販売、住宅機器販売、
飲料水販売

ブロードテクノス㈱ 発電機・電源装置点検整備 発電機の製造・卸売業
文化堂印刷㈱ パンフレット・ポスター・カタログ・折込チラシ等広

告宣伝物の印刷・製本。多品種小ロットから大
ロット、PPや板紙等への印刷にも対応。顧客の
創造的なご要望に応えるための印刷設備。フレ
キシブルかつ機動性豊かな対応可。　印刷だけ
でなく、その後の加工、アッセンブリ、発送まで
全てをワンストップに完結。包括的管理の実現
による高効率化で優れたコストパフォーマンス
が可能。　主要事業は高精細印刷HBP-700お
よび企画・デザイン・撮影。DTP・印刷・製本・加
工までを一貫する総合印刷。　主要製品は、通
販カタログ・ポスター・折込チラシ・写真集。

商業印刷全般＃

宝栄産業㈱ ＃化学薬品、農薬等、どこで適切に処分するか
悩む処です。少量多種な薬品類或いは水銀血
圧計、温度計等の処分も気兼ねなく御相談下さ
い。建築・工事・清掃でも実作業及びそこから派
生する廃棄物処理等全てを、自社内で解決い
たします。また、金属、セラミック等汚れたもの
も、機器の表面処理で培った技術で価値を蘇さ
せることも出来ます。昨年には、物・人間関係、
地域社会、相続・権利等に於ける問題や不用品
の片付け、整理等の解決を目指した、「ありがと
う連絡会」を発足させ、経験豊富な「士」業の顧
問集団との連携で適切で安全・安心のサービス
を提供してます。

産業廃棄物処理及び収集運搬、精密機器装置
の洗浄業、土木建築業

ほうとくエネルギー㈱ 自然エネルギー供給業
㈱ほさか 食品(つけ物)製造・卸
㈲穂坂商店 事業所排出の鉄・非鉄・機械買取、産業廃棄物

回収、一般家庭排出の金属買取・粗大ごみ処
理相談、エアコンのフロンガス回収
会社から出る鉄、非鉄、機械の買取、産廃の回
収。また、一般家庭から出る金属の買取や、市
では出せない粗大ゴミの処理も相談可。エアコ
ンのフロンガス回収も出来る。

金属類回収、資源回収業

㈲星野自動車 自動車販売、修理、保険各種

ホムタホールディングス
システム開発：システムコンサルティング、イベ
ント開発：ライブ・コンサート等の企画

堀内歯科医院 歯科医業サービス 歯科医業
㈲堀電機総業 ＣＡＤにより電気図面製作・設計・見積により事

前打合せ可能　顧客の要望にお応えする。
電気工事業

㈲本間木工所 記念品や贈呈品にご利用いただける売店コー
ナーあり。寄木細工．木象嵌など、木のぬくもり
が感じられる工芸品の数々を取り揃え。本間寄
木美術館では、江戸時代～昭和初期に制作さ
れた作品約５００点以上を所蔵。常時２００点を
展示。寄木細工の体験教室も実施。寄木美術
館：９～１７時、大人５００円（中学生以上）／小
人（小学生）３００円／団体割引（２０名より）大
人４００円、小人２００円　売店：９～１７時　体験
教室２名より要予約９００円（税込）

寄木細工の製造及び販売

㈲牧屋 干物の製造販売・卸
桝井印刷㈲ 印刷全般
㈱松井塗装工業所 金属焼付塗装・粉体塗装、カチオン電着塗装
松浦建設㈱ 総合建設業
松本製作所 金属加工（機械切削）
松本冷凍機 冷凍、冷蔵庫販売修理設置
㈱ママシタ 化粧品製造業許可、人材派遣及び請負業務、

内職業、空調倉庫
倉庫業、流通加工業

㈱丸う田代 かまぼこ、ダテ巻、さつまあげ、はんぺん 水産ねり製品製造

㈲マルキ製麺所 麺類の製造卸
㈱丸善 紙製品
㈱まるだい運輸倉庫 一般貨物・貨物取扱・積合せ運送事業、各種引

越据付業務、工場構内業務請負
運輸倉庫業

丸東産業㈱ 消防設備業及び防災用品販売
丸富工芸 木工業
㈱丸二製作所 自動機設計製作
丸福食品㈱ 漬物、塩辛製造



㈱ミクニ 自動車関連部品技術開発
ミコー産業㈱ 木製玩具製造
三田製作所 自動車部品加工
三菱化学ハイテクニカ㈱ 化学品の製造・販売
三菱瓦斯化学㈱ 化学製品 化学製品の製造
㈱みの宮食品 梅干・漬物の製造販売。「合成保存料、合成着

色料」の使用はもちろん、「化学調味料」等の化
学合成添加物の使用を極力避け、天日塩、本
醸造醤油、本みりん等吟味した材料を用いた製
品づくりを心がける。丹精こめて作った製品は、
化学調味料特有の後味もなく、さっぱりとした味
わいある逸品。

梅干・小梅干・生姜・楽京・漬物製造

ミノン㈱ 組立加工業。ミノン株式会社は「組み立て屋」で
す。お客様が設計開発した製品の組立はもとよ
り、要求される機能を満たす製品の「３D CAD」
による設計開発から試作・部品調達・組立が可
能です。量産・少量多品種問わず自動車用エア
コン操作パネルやパチスロなどのスイッチ打感
や外観を重視する意匠製品、硬貨計数機や紙
幣検定機などの組立調整技術を要するメカトロ
製品、給油所清算機などの大型製品組立など
もなどの組立が得意とする。また、爪のサイズ
程度の光センサーの半田付け・組立や顕微鏡
で全数検査する製品、自販機サイズの筐体組
立なども得意とする。

自動車機器事業(自動車内装部品や安全重要
部品の組立)、電子機器事業(小型光センサ組
立から自動販売機サイズの筐体組立)、設計開
発事業(治具設計から機構設計まで対応)、派
遣・請負事業(お客様構内にてお客様管理手法
を踏襲した生産対応)

三雅産業㈱ 電子部品販売
㈱ミヤギ 各種バルブ部品製造。私たちは創業以来、精密

部品の機械加工を手がけ、日本にはなくてはな
らない｢物づくり」を通してお客様、地域社会に役
立つ企業である事を目指しています。お客様に
対しては、生産性の向上、効率改善に一役を担
わせて頂き、常に安心と満足を頂けます様、努
力しております。
得意分野・得意技術
・切削加工　　主軸固定型自動旋盤、主軸移動
型自動旋盤
・ロウ付け、溶接　　高周波誘導装置による銀ロ
ウ付け、TIG溶接機による溶接
・圧入・カシメ　　エアー、油圧プレスでの圧入、
カシメ

自動車部品製造、冷暖房部品製造

㈱三宅電気工業所 バッテリー・カーナビ・カーオーディオ・ETC車戴
器・セキュリティ・自動車電装品・バックアイカメ
ラ・ドライブカメラ・デジタコ・カーエアコン・バスエ
アコン・車載冷凍機販売・取付・修理

自動車電装品販売

㈱村上金蔵商店 生麺(中華麺・生そば・生うどん・茹そば・茹うど 麺類製造・卸売
㈲村越折箱店 折箱、紙器、包装用品、竹製品
㈱明光製作所 機械部品、製造
㈱明治 食品研究開発
㈱明治ゴム化成 自動車用ゴム部品開発・製造・販売
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ㈱ 医療用医薬品 医薬品の製造

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ㈱ 医療用医薬品、農薬、動物薬の製造販売等
もくもくクラフトフジタ 木工業、木製品専門店、木製品ストラップ、置

物、木製品小物、オルゴール箱
卓上用品その他オルゴール等木工業

望月技工所 クラウン、ブリッジ、デンチャー　CAD／CAM 歯科技工

㈲モリタボイラー技研 ボイラー販売・設置・修理・メンテナンス。
ボイラー他、ポンプやその他の機械を取り扱え
る。
自社開発製品に、施設・園芸用温風暖房機
「ECOエアヒーター　M1301」。ビニールハウス･
工場・倉庫・体育館等の暖房にオススメ。

ボイラー設備、販売、修理

モリタ薬品産業㈱ 化学工業薬品
ヤギシタ電機㈱ 抵抗器、地震感知器、電子機器 電気抵抗器・電子機器製造業

ヤブタ塗料㈱ 工業用塗装（焼付塗装メイン） 塗料・塗装機器卸販売、建築塗装工事、工業用
焼付塗装

㈲山一蒲鉾店 蒲鉾製造



㈲山市湯川商店 自分の子供たちにも゛美味しい!゛と言ってもらえ
る干物を目指して!
毎日自社加工場で干物を生産。

相模湾産の魚で作った干物やちょっと巷では見
かけない干物を、魚種に限らず、
従業員や子供たちと試食しながら生産。

魚は゛一番美味いときが一番安い時゛すなわち゛
旬゛となりますので
できる限り゛旬゛の魚を使って干物を生産。

水産加工業

㈲山源商事 機械工具の商社
山﨑提灯店 提灯の製造・販売
㈲山上蒲鉾店 かまぼこ（蒲鉾）製造販売、小田原の上質な地

下水を利用。生グチを水晒しする工程から自社
工場で製造することが自社の強み。単一魚のか
まぼこも製造販売。小学生などの社会科見学受
入可。

水産加工魚肉練製品、蒲鉾製造販売

㈲山田工芸 ＃木工旋盤・ロクロを使用し、木口挽物の回転
体は最大寸法１８０φ×３００まで可能。又、ネ
ジ加工もできる。例．ペッパーミル・スパイス入
れ・茶筒・仏具等々。

木製工芸品製造販売

大和紙器㈱ 段ボールシート・ケース製造・販売 段ボールケース製造
㈲山野製作所 各種土産容器製造販売（わっぱ・経木樽・紙樽・

折箱他）
㈱山本産業 木工、挽物業
山本亮一技術士事務所 技術コンサルティング

技術士事務所。ものづくり系の技術で、表面処
理や製品中の異物対策が専門。前職が公設試
職員のため、行政系の補助金を取るのは得意。
様々な人脈を有しています。開発のヒト・モノ・カ
ネをトータルサポート。

技術コンサルティング業

㈱山安 水産加工業
ＵＳＩＴものづくり技術サポート 無機材料開発・食品機械開発等　技術問題解

決サポート
㈱友和製作所 プレス、金型製作
㈱湯川鉄工所 プレス加工（試作から金型手配、部品加工まで）

から溶接組立･表面処理　完成までの一貫した
生産をトータル管理で品質の安定と短期間で実
現。
得意分野・得意技術
・冷間プレス成型加工（高張力鋼板）、順送型加
工
・組立溶接（スポット点溶接、CO2溶接）は、マテ
ハンロボットを活用した多品種少量生産実施
自動車用部品の各種金属試作部品製作とプレ

自動車部品製造

㈲豊製作所 板金加工
㈲ユニ電子工業 放送設備取付・修理、弱電実験機器等試作 電子応用機器組立（弱電特殊機器）
㈱ユニバーサル技研 放射性医薬品用遮蔽容器及び　放射線計測

器・防護関連機器等製造
㈲吉工 プラスチックリサイクル用粉砕機・周辺機器設

計・製造、一般機械修理・整備・メンテナンス、
自社製品(特許取得済み機種含む)粉砕機・サイ
クロン

多様な粉砕機を設計製作した実績あり。特に薄
いフィルムシートの粉砕機では高評価。
その他の機械設備全般についても、設計製作
能力あり。
フィルムシートを微粉砕する粉砕機械の設計製
作据付け・保守、粉砕機械全般の設計製作据
付け・保守、機械設備全般の設計製作・保守
粉砕機及び周辺機器の設計製作据付け。
納入機械の修理や改造、整備。

粉砕機設計、製作、一般機械修理、受託粉砕加
工(プラスチックペレット他)

㈱ラ・ルース インテリア雑貨から家具まで、木材の良さを最
大限に活かした木製品全般の企画、製造、販
売。
挽物、指物、箱物、レーザー加工、ＮＣ加工、
モールディング等々の加工に対応可。
2014より発売している「ひきよせ」ブランドは、独
自の接着技術を活用した挽物商品。テレビや雑
誌などでも紹介され、海外においても人気商
品。
ＯＥＭ商品・什器・記念品などのオリジナル製品
製造においては、年間約100社、400品目の依
頼を受け好評。近年は森の育成を目的とした活
動を始め、小田原産間伐材を有効活用した割

木製品企画、製造、卸

ライオン㈱ 歯磨・化粧品・薬品・食品製造
力石製作所㈱ 金属加工業・黄銅の施盤加工（電気コネクター

のシェル等）



㈱リンクライン ○純国産化粧品製造販売メーカー
〇社会的自立を目指す障がい者によるカラフル
でポップなコスメブランド「li'ili'i」
○オリジナルデザインで製作可能な飾って楽し
める「アートソープ」
○お肌に優しい無添加石けん「小春日和　純」
○ハンドメイドで多彩な色遣いのデザインが可
能。
○企業向けノベルティグッズ、、キャラクター商
品（CG＝コンシューマーグッズ）

石鹸製造販売

ローズマインド㈱ 売上拡大支援がメインの中小企業診断士事務
所。
マーケティング戦略、ウェブマーケティング、顧
客開拓、販売促進、営業力強化などの支援、営
業研修など。
経営診断、経営改善、経営計画作成、事業戦略
構築、各種補助金の申請などの支援。
これまでに約600社の支援実績あり。多くの企業
経営者から喜ばれている。

経営コンサルタント

ロジックデザイン㈱ ビデオグ インターネット関連
企業組合ワーカーズコレクティブ 中華まん製造
わかもと製薬㈱ 医薬品、医薬部外品 医薬品製造
㈱脇谷商店 蒲鉾製造販売
㈱和光ケミカル 自社製品(WAKO'Sブランド) 自動車用エンジンオイル・添加剤・グリース等開

発・製造・販売
㈱ワダガング 木製品
渡邊製パン㈲ 具がごろごろと入った名物・温泉シチューパン、

餡の中に曽我の梅干が丸ごと入った梅干あん
ぱん、地元の食材を使用したユニークなパンが
人気。季節によって様々なパンが登場。
定休日：水曜日・第３火曜日
営業時間：９：３０～１７：３０（４～９月）／９：３０
～１７：００（１０月～３月）

パン製造販売


