
裏面あり 

メイドインつづき推進事業とは？ 

都筑区は、市内でも有数の製造業集積地
（製造業の行政区別事業所数第２位、従
業者数第３位 ※出典：平成 26 年工業統
計調査）です。 
都筑区役所では、ご応募いただいた区内企

業の中から、審査により、独自の技術で躍進
するものづくり企業を「メイドインつづき企業」
として選定し、取引機会・販路の拡大を支
援する取組を平成 22 年度から行っています。 

 

 

 

 

       

 

 

都筑区が誇るものづくり企業の技術・製品が集結！ 

都筑区の中小製造業 33社が 

テクニカルショウヨコハマ 2018に出展します 
 

県下最大級の工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ 2018」

に過去最多 33 社が集結した「メイドインつづきブース」を出展し、

自社の誇る製品や技術をＰＲします。 

また、新たな取組として、企業同士の交流・連携から生まれた

製品の「特別展示スペース」を展開します。 

工夫を凝らしたユニークな製品の数々とともに、企業から出た 

廃材・端材（いらないもの）を“地域の宝”として活用する取組も

ご紹介します。 

ぜひ、「メイドインつづきブース」にお立ち寄りください。 
 

    

 

【テクニカルショウヨコハマ 2018の概要】 
会期：平成 30 年２月７日（水）～９日（金）10：00～17：00 

会場：パシフィコ横浜 展示ホールＡ・Ｂ・Ｃ 

（横浜市西区みなとみらい１－１－１） 

 

【メイドインつづきブースの概要】 
裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 3 0 年 ２ 月 １ 日 
都 筑 区 区 政 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 企業同士の連携から新たに生まれた 
製品・取組を PR する「メイドインつづき
特別展示スペース」を初展開！ 
 

「メイドインつづき企業」が月１回程度集まり、「特別展示スペース」の企画・検討を進めてきました！ 

メイドインつづきロゴマーク 
 
 
 
 
企業の「企」という漢字の部首（ひとやね）から作りました。 

ひとつひとつで立っていた企業が、 
あたまを寄せ合って交流を持ち始めることで、 

何かが動き始めようとしている。 
そんな今の「メイドインつづき」を表しています。 

輝く星や花を連想させる形にすることで、 
これからの発展への期待を込めています。 

 
平成 29 年 12 月「メイドインつづき企業」によりデザイン・作成 

昨年の出展の様子 

メイドインつづき企業紹介冊子を発行 
 

今回出展する 33 社を含む「メイドインつづき企業」   

               計 35 社の技術・製品、会社概要等

を紹介する冊子を１月に発行しま

した。 
 
 
 
＜配布場所＞ 

・テクニカルショウヨコハマ 2018 内 
メイドインつづきブース 

・都筑区役所区政推進課 
（区役所１階及び５階 51番） 

 今年の表紙は各社の製品・技術を 
デザイン（A4 サイズ 44 ページ） 



 

 

【メイドインつづきブースの概要】 

テクニカルショウヨコハマ 2018【機械・装置・製品】エリア内、「横浜ものづくりゾーン（小間

番号Ｃ－１）」に「メイドインつづきブース」を出展します。 
 
＜横浜ものづくりゾーン出展マップ＞ 

  

内容 １．「メイドインつづき企業」33 社（過去最多）が自社ブースを出展 

２．①企業連携から生まれた製品の共同展示、②大型モニターでのプロモーション動画放映、 

③多くの企業が協力する“廃材活用”の取組紹介などを行う「特別展示スペース」（マッ 

プ内★マーク）を展開 NEW! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 
 
この他、工夫を凝らした 12 の製品を展示します！（詳細は別紙参照） 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

都筑区区政推進課長  田中 礼子     Tel 045-948-2220 

★ 

 
―企業から出る廃材・端材も見る人が見れば「宝」であり、学校の教材にもなりうる― 一般社団法人横浜もの・

まち・ひとづくり（都筑区東山田）が進める「廃材は宝の山プロジェクト」では、企業から出る廃材・端材を学校

などに届け、廃材・端材の有効活用と企業の社会貢献の両立を目指しています。 

“地域の産業で協力して地域の子どもたちを育てていく”この取組に、多くの「メイドインつづき企業」が協力

しています。「特別展示スペース」では、こうした取組のご紹介と「廃材は宝」をテーマにした展示を展開します。 

～廃材活用の取組紹介について～ 

共同展示の一例 

その２ 

暖かくなる 
ウエア 

フレ－ムは、株式会社スズミ

による精密板金加工。丸みを

帯びた綺麗なアーチが技術力

の高さを物語っている。 

留め金は、株式会社ミカ

ワ精機の精密機械部品

加工。複合加工にて丁寧

に削り出し、アルミ独特

の光沢に拘った。 

アルミ部分の表面処理は、株式会

社コーケンにてアルマイト処理

とした。豊富なカラ－バリエーシ

ョンを武器に 10 色の宝箱を製作。 

本体は、ダンボールでで

きており、大幸紙工株式

会社が設計・加工。デザ

イン力・設計力と技術力

の高さがうかがえる。 

ヒンジ部分や鍵部分の鉄

パーツは、第一塗装工業

株式会社によるメラミン

黒塗装で仕上げた。可動

部分への塗装でもしっか

り塗装し、可動させても

はがれることはない。 

回路部分は、株式

会社ラビットに

よるオリジナル

素材で製作し、ケ

ーブルレスで暖

める。 

熱源は、株式会社スリーハイ

のシリコンコードヒーター。

衣類内側にスナップボタン

で装着。取り外しも可。 

その１ 

宝箱 



裏面あり 
 

 
★メイドインつづきブース 出展企業（33 社） 

 

＜出展企業＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

業種 会社名 主な技術・商品 

金属加工 

アポロテック(株)  精密プレス加工・フォーミング加工 

(株)オウミ 金属加工（自動車足回り部品） 

(有)キョーシン アルミニウム表面処理 

(株)コーケン★ 一般アルマイト処理、硬質アルマイト処理 

(有)ジョウエツ 精密加工 

(株)スズミ 精密板金加工及び塗装・シルク印刷 

第一塗装工業(株) 金属製品塗装 

日生発條 (株) 各種精密ばね製造・ワイヤーフォーミング加工 

(有)廣杉精機 速い、簡単、確実、雌ネジ強化はイリサート 

(株)山星製作所 精密板金加工 

電気・電子 

(株)アルト工業 電子回路基板 

(株)コア・エレクトロニックシステム 監視カメラ・配管用専門工具 

伸光写真サービス(株) プリント基板・メタルエッチング品製造販売 

(株)スリーハイ オーダーメイドのシリコンラバーヒーター 

山村フォトニクス(株) 電気・電子機器用ガラス部品 

(株)ラビット 組込電子機器 

機械 

（装置・工具） 

日本ダイヤモンド(株) ダイヤモンドを使った切断、研削、研磨工具 

ユニパー(株) 仮設リフト、簡易リフト、建築材料荷揚げ機 

(有)渡辺真空★ 真空ポンプの修理・メンテナンス 

化学・ 

プラスチック 

(株)エーシーエム ＣＦＲＰ（先端複合材料） 

光輝化成(株)★ 超精密プラスチック成形加工 

(株)郷製作所★ 炭素繊維等の複合材料について全てサポート 

(株)コートテック ＵＶコーティングシステム 

第一フォーム(株) 発泡スチロール加工 

ピーエムユー(株)★ 成形ウエルド強度 UP と通信機用マイク 

富士通化成(株)★ マグネシウム合金・樹脂製品 

環境 日之出産業(株) 排水処理システム・微生物製剤 

紙製品加工・ 

印刷 

大幸紙工(株) ダンボール製品 

善友印刷(株) デザイン・印刷・製本・発送 

その他 

(有)アバンテック プラグの抜け防止部品 

(株)コレッド★ 足を利用した健康維持用の運動グッズ 

杉元産業(株) 回さず締結のナット、マイナスイオン発生器 

ＨＡＮＡＥＭＩ(株) フレグランス 

                                       計 33 社  

※ ★マークの企業は、今回新規でメイドインつづきブースに出展する企業です。 

記者発表資料－別紙 



 

 
 

★「特別展示スペース」出展製品一覧（12 点） 
 

各製品を紹介するキャプション及び持ち帰れるカード（名刺サイズ） 
をご用意して、美術作品展示をイメージした展示を展開します。 

ぜひ、実際に見て、触れて、体感してみてください。 
 

１．宝箱 ２．段モデル ３．マリンバ（CFRPhone） 

 
製作：㈱コーケン×㈱スズミ×大幸紙工㈱ 

×第一塗装工業㈱×㈱ミカワ精機 
素材：アルミ、スチール、ステンレス、 

ダンボール、プラスチック 

 
製作：㈲アバンテック×大幸紙工㈱ 
素材：段ボール 

 
製作：㈱エーシーエム 
素材：CFRP（炭素繊維強化プラスチック） 

４．軽い温かい光るマグネシウム下駄 ５．ミリタリー将棋 ６．一斗缶カッター 

 
製作：富士通化成㈱×㈱スリーハイ× 
   ㈲アバンテック 
素材：マグネシウム、LED ライト、 

シリコンラバーヒーター 

 
製作：伸光写真サービス㈱ 
素材：高周波向けプリント基板用基材 

 
製作：㈲渡辺真空×㈲廣杉精機× 

㈱コーケン 
素材：アルミニウム（アルマイト処理）、鉄、 

ステンレス 

７．ナンバリン（タンバリン） ８．アルマイトサンダル ９．暖かくなるウエア 

 
製作：㈱スリーハイ×㈱コーケン× 

日生発條㈱×㈱ミカワ精機 
素材：アルミ、シリコンゴム、ステンレス、 

真鍮 

 
製作：第一フォーム㈱×㈱山星製作所× 

㈲キョーシン 
素材：アルミ板金、カラーアルマイト、 

発泡ポリプロピレン 

 
製作：㈱ラビット×㈱スリーハイ 
素材：オリジナル素材、 

シリコンコードヒーター 

10．香るカレンダー 11．つづき宝地図 12．監視カメラシステム 

 
製作：㈱オウミ×HANAEMI㈱ 
素材：ステンレス、鉄、紙 

 
製作：善友印刷㈱×富士通化成㈱× 

(一社)横浜もの・まち・ひとづくり 
素材：紙 

 
製作：㈱コア・エレクトロニックシステム 
 
 
 




