




 発行にあたって 

 

 

 横須賀市では、市内製造業の地域の取引拡大や販路拡大、新たな事業展開を支援す

ることを目的として「横須賀ビジネスマッチングガイド2018 ～金属・樹脂ほか加工、設計・製作・製品、

薬品・化学品～」を発行いたしました。 

 その翌年度には、前年度に対象としていなかった事業所・工場を紹介する、「横須賀ビジネ

スマッチングガイド2019 －食料品・印刷・その他－」を発行いたしました。 

 このたび、これらの掲載企業を1つにまとめたほか、過去に掲載していなかった事業所・工

場を新たに追加した「横須賀ビジネスマッチングガイド2021」を発行いたします。 

 

 希望のあった111の事業所・工場を、「金属・樹脂ほか加工」「設計・製作・製品」「薬

品・化学品」「食料品」「印刷」「その他」に分類し、主な製造品、主な取引先、保有設備、

得意とする技術や強み・特徴などを掲載しています。 

 

 横須賀の事業所・工場のポテンシャルをご覧いただき、新たな取引先開拓や企業間連携

の一助としてご活用いただければ幸いです。  

 

 

 

令和3年(2021年)３月 

   横須賀市 

※法人表記について、一部ページでは、構成上の都合で略称としています。 



横須賀市について 
 横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島の中心に位置し、市内の工業用地の多くは臨海部に広がっています。

都心方面から、鉄道では京急線やJR横須賀線、自動車では首都高湾岸線や横浜横須賀道路を利用することによ

り、40分から１時間程度でアクセスすることができます。 

成り立ち 
 日本の近代工業の礎となる、横須賀製鉄所（造船所）は1871年に完成し、その後、横須賀鎮守府造船部、横

須賀海軍造船厰を経て、現在は米海軍横須賀基地などになっています。戦後は市内に点在する旧軍用財産の転用

と活用を図ってきたことで、現在では多くの工業用地が広がり、市内には多くの工場（※）が存在しています。 

 日産自動車(株)追浜工場や住友重機械工業(株)横須賀製造所が操業しているとともに、以前は関東自動車工

業(株)（現・トヨタ自動車東日本(株)）が立地していたことから、輸送用機械器具製造業や関連産業に従事する

事業所や従業者が多くなっています。     ※製造業:487事業所（出典:横須賀市「平成28年経済センサス-活動調査結果報告」）  

市内の工業用地と主な大企業の立地 

 本市の工業用地は主に東京湾沿岸部に広がっています。エリア別の特徴と大企業の立地は以下のとおりです。 

市北部（京急線追浜駅東側の臨海部）には、追浜工業団地が広がり、日産自動車(株)追浜工場、住友重機械工業(株)横

須賀製造所、(株)オカムラ、(株)やまびこ、東邦化学工業(株)、マレリ(株)、シンジーテック(株)、日本プラスチックス・テクノロジー

ズ(株)など、大企業が数多く立ち並んでいます。また、その南側（京急田浦駅付近）には、東芝ライテック(株)が立地していま

す。 

市中心部（横須賀中央駅～堀ノ内駅付近）には、埋め立てにより「海辺ニュータウン」が整備され、都市型工業ビルが配置され

ています。 

北久里浜駅から京急久里浜駅・JR久里浜駅の間には久里浜工業団地が広がります。昭和40年代に造成され、鉄工関連の中

小企業が数多く立地するほか、(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンが立地し、周囲には、丸大食品(株)の工場もありま

す。また、久里浜地域には、(株)JVCケンウッド、(株)ニコンが立地する久里浜テクノパークがあるほか、久里浜港周辺に生化学

工業(株)の工場も立地しています。 

市南部（京急線YRP野比駅付近）には、情報通信技術の研究開発拠点であるYRP（横須賀リサーチパーク）があり、NTT

横須賀研究開発センタやNTTドコモR＆Dセンタなどが立地し、近年では(株)ニフコの技術開発センターや本社、日本エア・リキー

ド（同）の研究施設など製造業の拠点も集積しています。 

市西部（相模湾側）には、（一財）電力中央研究所が立地し、その周辺に工業用地があります。 



YRP 

追浜工業団地 

久里浜港 

海辺ニュータウン 

1 

2 

3 

4 

大草薬品(株)  P81 

生化学工業(株)  P82 

東京ファインケミカル(株)  P83 

同和化学(株)  P84 

薬品・化学品 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(株)アド・マインド  P99 

(株)伊東印刷所  P100 

(有)サガラ印刷所  P101 

(有)三栄社  P102 

(有)湘南写真工芸社  P103 

(有)セイキ印刷所  P104 

文明堂印刷(株)  P105 

丸庄(有)  P106 

(有)ユニオン印刷  P107 

印刷 

(株)芝技研  P68 

湘南テクノ(有)  P69 

総合計装(株)  P70 

太南工業(株)  P71 

(有)大洋精機工業所  P72 

(株)トーヨー  P73 

徳力精工(株)  P74 

(株)浜電機工業  P75 

不二システム(株)  P76 

フロイント・ターボ(株)  P77 

(株)マエカワ  P78 

(株)三富工業  P79 

(株)大和製作所  P80 

12 

13 

14 

16 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

11 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

旭巧芸  P108 

石井和服裁縫所  P109 

(有)石鶴石材  P110 

ウルマーセイルズジャパン(株)  P111 

(株)大橋石材店  P112 

(有)カヤマ  P113 

(株)ケープ  P114 

(有)コイケ工芸  P115 

(有)佐島田中石材  P116 

(株)鈴木畳店  P117 

(株)富澤  P118 

八正堂 仏師梶谷  P119 

フッドセイルメイカースジャパン(株)  P120 

横須賀生コンクリート(株)  P121 

その他 

YRP 

追浜工業団地 

久里浜港 

久里浜テクノパーク 

海辺ニュータウン 

21 

22 

27 

28 

29 

36 

38 

40 

43 

42 

1 

12 

17 

12 

16 

15 

19 

6 

7 

9 

26 44 11 

1 

2 

20 23 24 25 30 31 33 35 37 39 41 

45 46 

19 10 14 15 16 18 2 3 4 5 8 

1 13 20 22 2 4 5 4 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

6 

32 47 9 17 18 23 2 7 

8 

9 

久里浜工業団地 

曙機械(株)  P11 

アトヱ産業(株)  P12 

ＡＮＡテック(株)  P13 

池内精工(株)  P14 

池田工業(株)  P15 

(株)イシカワ製作所  P16 

(有)板倉製作所  P17 

内川産業(株)  P18 

(株)遠藤精機  P19 

(有)大津鉄工所  P20 

(株)大浜鉄工所  P21 

岡田電機工業(株)  P22 

追浜プレス企業組合  P23 

(株)小原鉄工所  P24 

(株)川島工業  P25 

川本重工(株)横須賀工場  P26 

関東化成工業(株)  P27 

(株)久里浜工作所  P28 

京浜産業(株)  P29 

(有)小泉精機製作所  P30 

小松鍍金(株)  P31 

(株)佐藤船舶工業  P32 

佐原工業(株)  P33 

(有)三貴  P34 

(株)サンテック  P35 

(株)ＪＶＣケンウッド・クリエイティブメディア  P36 

鈴喜工業(株)  P37 

(株)双和精機  P38 

鉄工建設 鈴木製作所  P39 

東栄技工(株)  P40 

(有)長久保製作所  P41 

日造精密研磨(株)  P42 

(有)日誠  P43 

(有)日精缶  P44 

日東プレス工業(有)  P45 

(株)花崎造船所  P46 

マゲテック(株)  P47 

(株)三崎内燃機製作所  P48 

(株)港工業  P49 

(有)ミヨシ精機  P50 

六浦工業(株)  P51 

(有)安田鉄工所  P52 

(株)柳田エンジニアリング  P53 

(株)ヤマリア  P54 

横浜鋼材(株)  P55 

横浜製機(株)  P56 

(株)ヨシクラ  P57 

1 

10 

11 

12 

13 

15 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

34 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

44 

46 

47 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

金属・樹脂ほか加工 

アポロプレシジョン(株)  P58 

入野機工(株)  P59 

(有)栄光製作所  P60 

(株)エコー産業  P61 

(有)エヌシーソフテック  P62 

(有)岡本ボールト  P63 

(株)雄島試作研究所  P64 

追浜工業(株)  P65 

カナガワ電子技研(株)  P66 

京浜発條(株)  P67 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

設計・製作・製品 

1 

2 

石川水産(株)  P85 

(株)いわて屋  P86 

食料品 

9 

10 

(有)北原製パン所  P87 

(株)協同牛乳  P88 

湘南製餡(株)  P89 

(株)湘南ミート  P90 

(株)太洋  P91 

戸田フーズ(株)  P92 

ファミール製菓(株)  P93 

(有)船食製麺  P94 

妙宝水産(有)  P95 

(有)森定商店  P96 

(株)ヨコショク  P97 

(有)ワカフジベーカリー  P98 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

11 

10 

12 

13 

14 

3 

13 34 6 7 11 

14 21 10 3 8 8 3 



 

 



 

 

金属・樹脂ほか加工     

曙機械株式会社 11  総合計装株式会社 70 

アトヱ産業株式会社 12  太南工業株式会社 71  

ＡＮＡテック株式会社 13  有限会社大洋精機工業所 72 

池内精工株式会社 14  株式会社トーヨー 73 

池田工業株式会社 15  徳力精工株式会社 74 

株式会社イシカワ製作所 16  株式会社浜電機工業 75 

有限会社板倉製作所 17  不二システム株式会社 76 

内川産業株式会社 18  フロイント・ターボ株式会社 77 

株式会社遠藤精機 19  株式会社マエカワ 78 

有限会社大津鉄工所 20  株式会社三富工業 79 

株式会社大浜鉄工所 21  株式会社大和製作所 80 

岡田電機工業株式会社 22    

追浜プレス企業組合 23  薬品・化学品  

株式会社小原鉄工所 24  大草薬品株式会社 81 

株式会社川島工業 25  生化学工業株式会社 82 

川本重工株式会社横須賀工場 26  東京ファインケミカル株式会社 83 

関東化成工業株式会社 27  同和化学株式会社 84 

株式会社久里浜工作所 28    

京浜産業株式会社 29  食料品  

有限会社小泉精機製作所 30  石川水産株式会社 85 

小松鍍金株式会社 31  株式会社いわて屋 86 

株式会社佐藤船舶工業 32  有限会社北原製パン所 87 

佐原工業株式会社 33  株式会社協同牛乳 88 

有限会社三貴 34  湘南製餡株式会社 89 

株式会社サンテック 35  株式会社湘南ミート 90 

株式会社ＪＶＣケンウッド・クリエイティブメディア 36  株式会社太洋 91 

鈴喜工業株式会社 37  戸田フーズ株式会社 92 

株式会社双和精機 38  ファミール製菓株式会社 93 

鉄工建設 鈴木製作所 39  有限会社船食製麺 94  

東栄技工株式会社 40  妙宝水産有限会社 95 

有限会社長久保製作所 41  有限会社森定商店 96 

日造精密研磨株式会社 42  株式会社ヨコショク 97 

有限会社日誠 43  有限会社ワカフジベーカリー 98 

有限会社日精缶 44    

日東プレス工業有限会社 45  印刷  

株式会社花崎造船所 46  株式会社アド・マインド 99 

マゲテック株式会社 47  株式会社伊東印刷所 100 

株式会社三崎内燃機製作所 48  有限会社サガラ印刷所 101 

株式会社港工業 49  有限会社三栄社 102 

有限会社ミヨシ精機 50  有限会社湘南写真工芸社 103 

六浦工業株式会社 51  有限会社セイキ印刷所 104 

有限会社安田鉄工所 52  文明堂印刷株式会社 105 

株式会社柳田エンジニアリング 53  丸庄有限会社 106 

株式会社ヤマリア 54  有限会社ユニオン印刷 107 

横浜鋼材株式会社 55    

横浜製機株式会社 56  その他  

株式会社ヨシクラ 57  旭巧芸 108 

   石井和服裁縫所 109 

設計・製作・製品   有限会社石鶴石材 110 

アポロプレシジョン株式会社 58  ウルマーセイルズジャパン株式会社 111 

入野機工株式会社 59  株式会社大橋石材店 112 

有限会社栄光製作所 60  有限会社カヤマ 113 

株式会社エコー産業 61  株式会社ケープ 114 

有限会社エヌシーソフテック 62  有限会社コイケ工芸 115 

有限会社岡本ボールト 63  有限会社佐島田中石材 116 

株式会社雄島試作研究所 64  株式会社鈴木畳店 117 

追浜工業株式会社 65  株式会社富澤 118 

カナガワ電子技研株式会社 66  八正堂 仏師梶谷 119 

京浜発條株式会社 67  フッドセイルメイカースジャパン株式会社 120 

株式会社芝技研 68  横須賀生コンクリート株式会社 121 

湘南テクノ有限会社 69    

掲載事業所・工場一覧 
（名称／ページ） 

※分類別五十音順 
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加工内容早見表 

ページ

                        　    　内容例

　名称

切

削

研

削

・

研

磨

放

電

レ

ー

ザ

精

密

板

金

厚

物

板

金

溶

接

鍛

造

プ

レ

ス

絞

り

め

っ

き

真

空

系

処

理

コ

ー

テ

ィ

ン

グ

表

面

改

質

・

処

理

11 曙機械(株) ○ ○ ○ ○ ● ○

12 アトヱ産業(株) ○ ●

13 ＡＮＡテック(株) ○ ○ ● ○

14 池内精工(株) ●

15 池田工業(株) ○ ● ○

16 (株)イシカワ製作所 ○ ○ ○ ○ ○ ●

17 (有)板倉製作所 ● ○

18 内川産業(株)

19 (株)遠藤精機 ● ○

20 (有)大津鉄工所 ○ ○ ●

21 (株)大浜鉄工所 ● ○

22 岡田電機工業(株)

23 追浜プレス企業組合 ●

24 (株)小原鉄工所 ●

25 (株)川島工業 ● ○

26 川本重工(株)横須賀工場 ●

27 関東化成工業(株) ○ ○ ○ ●

28 (株)久里浜工作所 ●

29 京浜産業(株) ○ ○ ● ○

30 (有)小泉精機製作所 ○

31 小松鍍金(株) ●

32 (株)佐藤船舶工業 ●

33 佐原工業(株) ●

34 (有)三貴 ○ ● ○ ○

35 (株)サンテック ○ ○ ●

36 (株)ＪＶＣケンウッド・クリエイティブメディア ○ ○

37 鈴喜工業(株) ○ ●

38 (株)双和精機 ● ○ ○ ○

39 鉄工建設　鈴木製作所 ● ○

40 東栄技工(株) ○ ○ ●

41 (有)長久保製作所 ●

42 日造精密研磨(株) ○ ○ ●

43 (有)日誠 ● ○ ○

44 (有)日精缶 ●

45 日東プレス工業(有) ● ○ ○

                      　      　小分類 金属機械加工 金属板金加工 金属造形 表面処理・表面改質・塗装

                            　　大分類 金属・樹脂ほか加工
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＜金属・樹脂ほか加工、設計・製作・製品＞  

工業用

装置・

動力

装置・

機器・

部品

電気・

電子

機器

関連

製品

通信・

監視・

計測・

分析

関連

製品

主業務

が

設計・

開発

機

械

加

工

射

出

押

出

新

成

形

法

（

3

D

造

形

な

ど

）

切

削

精

密

パ

タ

ー

ニ

ン

グ

レ

ー

ザ

金

型

治

具

工

具

測

定

器

具

連

結

・

伝

達

・

制

御

歯

車

ね

じ
軸

ば

ね

工

作

機

械

装

置

・

機

器

（

含

ロ

ボ

ッ

ト

等

）

関

連

す

る

装

置

・

機

器

・

表

示

機

・

部

品

な

ど

関

連

す

る

装

置

・

機

器

・

部

品

な

ど

同

上

○ ○

○ ○

●

○

● ○ ○

○ ○

○

● ○ ○

○

○

● ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

ガラス・セラミックス加工 金型・治工具 機械要素・部品

【●最も得意とする加工内容   ○得意とする加工内容】

樹脂成形・加工

設計・製作・製品
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加工内容早見表 

ページ

                        　    　内容例

　名称

切

削

研

削

・

研

磨

放

電

レ

ー

ザ

精

密

板

金

厚

物

板

金

溶

接

鍛

造

プ

レ

ス

絞

り

め

っ

き

真

空

系

処

理

コ

ー

テ

ィ

ン

グ

表

面

改

質

・

処

理

46 (株)花崎造船所 ● ○

47 マゲテック(株) ○ ●

48 (株)三崎内燃機製作所 ○ ● ○

49 (株)港工業 ● ○

50 (有)ミヨシ精機 ●

51 六浦工業(株) ○ ● ○

52 (有)安田鉄工所 ● ○ ○

53 (株)柳田エンジニアリング ● ○

54 (株)ヤマリア ○ ○

55 横浜鋼材(株) ● ○

56 横浜製機(株) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

57 (株)ヨシクラ ○ ● ○ ○ ○ ○

58 アポロプレシジョン(株) ○

59 入野機工(株)

60 (有)栄光製作所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 (株)エコー産業 ○ ○ ○ ○ ○

62 (有)エヌシーソフテック ○

63 (有)岡本ボールト ○

64 (株)雄島試作研究所 ○

65 追浜工業(株) ○ ○

66 カナガワ電子技研(株)

67 京浜発條(株)

68 (株)芝技研

69 湘南テクノ(有)

70 総合計装(株)

71 太南工業(株) ○

72 (有)大洋精機工業所 ○ ○ ○

73 (株)トーヨー

74 徳力精工(株) ○ ○ ○

75 (株)浜電機工業

76 不二システム(株)

77 フロイント・ターボ(株)

78 (株)マエカワ

79 (株)三富工業 ○ ○

80 (株)大和製作所

                      　      　小分類 金属機械加工 金属板金加工 金属造形 表面処理・表面改質・塗装

                            　　大分類 金属・樹脂ほか加工
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＜金属・樹脂ほか加工、設計・製作・製品＞  

工業用

装置・

動力

装置・

機器・

部品

電気・

電子

機器

関連

製品

通信・

監視・

計測・

分析

関連

製品

主業務

が

設計・

開発

機

械

加

工

射

出

押

出

新

成

形

法

（

3

D

造

形

な

ど

）

切

削

精

密

パ

タ

ー

ニ

ン

グ

レ

ー

ザ

金

型

治

具

工

具

測

定

器

具

連

結

・

伝

達

・

制

御

歯

車

ね

じ
軸

ば

ね

工

作

機

械

装

置

・

機

器

（

含

ロ

ボ

ッ

ト

等

）

関

連

す

る

装

置

・

機

器

・

表

示

機

・

部

品

な

ど

関

連

す

る

装

置

・

機

器

・

部

品

な

ど

同

上

○

○ ● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

●

●

○ ○ ● ○

○ ○ ○ ●

○ ● ○

●

○ ○ ○ ●

● ○

○ ●

●

○ ●

●

○ ●

●

●

●

○ ● ○

●

●

● ○

○ ● ○ ○

○ ● ○

○ ●

ガラス・セラミックス加工 金型・治工具 機械要素・部品

【●最も得意とする加工内容   ○得意とする加工内容】

樹脂成形・加工

設計・製作・製品
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 ＜事業所・工場の紹介ページについて＞ 

 

事業所・工場の紹介写真と概要・PRに加え、「主な製造品」、「主な取引先」、「保有設備・得意とする

技術等」または「強み・特徴」「その他」（今後の展望など）の項目を掲載しています。 

 

 

● 【金属・樹脂ほか加工】【設計・製作・製品】【薬品・化学品】【食料品】【印刷】【その他】の  

種別ごとに五十音順に掲載しています。 

● 「主な取引先」の法人表記は略称としています。 

● 「企業概要」の「業種」については、日本標準産業分類（平成25年10月改定）における 

「大分類 E 製造業」の「中分類」に該当する業種を表記しています。 

名称  

メイショウ 

業種 ○○○製造業 

住所 横須賀市  

資本金    万円 

従業員    名 

電話番号  

FAX   

メール   

ＨＰ   

業種 ○○○製造業 

住所 横須賀市  

資本金    万円 

従業員    名 

電話番号  

FAX   

メール   

ＨＰ   

名称  

メイショウ 

＜写真＞ 

＜写真＞ 

＜写真＞ 

＜写真＞ 

企業概要 企業概要 

【金属機械加工】 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

主な製造品 

主な取引先 

＜保有設備＞ 

 

 

 

＜加工可能材質＞ 

 

 

 

＜得意とする技術＞ 

 

 

 

保有設備・得意とする技術等 



11 

 

金
属
・
樹
脂
ほ
か
加
工 

【金属造形】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 当社は金属加工メーカーとして、電気、輸送用機

器、産業機器等に使われる金属製品を製造しており

ます。 

 プレス分野では小型プレスから最大2000トンの大

型プレスまでを擁すなど、プレス・機械加工を中心に

金属加工を幅広くこなし、特に大型品・長尺物を得

意としております。 

 お客様への最適な提案を心がけておりますので、難

しいこと、困ったこと、何でもお問い合わせください。 

曙機械 株式会社  

アケボノキカイ 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市田浦港町無番地 

資本金 4,570万円 

従業員 80名 

電話番号 046-861-4121 

FAX  046-861-0589 

メール info@akebono-kikai.co.jp 

ＨＰ  http://www.akebono-kikai.co.jp/ 

●テレビ用部品 

●産業機器部品 

●トラック部品 

●交通信号機部品 

●鉄道部品 

●その他 

●パナソニック(株) 

●(株)キトー 

●(株)武部鉄工所 

2000トンの大型プレス   

痕跡がつかない！スタッド接合（固相接合技術）   

＜保有設備＞ 
●油圧プレス（600t～2000t）  4台 

●機械プレス（45t～700t）   10台 

●NC加工機      5台 

●２次元レーザー加工機   2台 

●マシニングセンター     4台 

●三次元測定機     1台 

●ATOS画像測定器    1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄  

●アルミ 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●金属プレス、切削、レーザ、絞り加工 

●金型、治具設計・製作 

2,000t大型プレス プレス品 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 一品から御社の仕様に合わせて製造いたします。

現場での打合せ、調査から、強度計算を含むCADに

よる設計、製造及び現場への据付までトータルに対

応。また、研究所・食品メーカー・印刷会社・原子力

関連会社・清掃工場リサイクルセンター等、多種にわ

たる製品を取り扱っています。鋼材・ステンレス・アルミ

ニウムを取り扱い、小さな金物から大型の建築装置

用架台まで幅広く対応しております。そして、納品期

日の厳守を徹底し、お客様に満足いただける低コス

ト・高品質の製品を提供いたします。 

アトヱ産業 株式会社  

アトエサンギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川2-1-21 

資本金 1,000万円 

従業員 10名 

電話番号 046-835-2420 

FAX  046-836-7514 

メール atoe@atoe.co.jp 

ＨＰ  https://www.atoe.co.jp/ 

●一品受注の製缶品 

●通信機械室架台 

●建築空間装置用架台 

●風道架台 

●配管架台 

●点検歩廊 

●日比谷総合設備(株) ●新日本空調(株) 

●エルゴテック(株)      ●(株)協和エクシオ 

●日本メックス(株) 

●(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

本社工場   

ステンレスシュート 

   

＜保有設備＞ 

●シャーリング（6t×2400）  1台 

●プラズマ切断機（エアーカット） 1台 

●アイアンワーカー    1台 

●ベンディングロール    1台 

●帯鋸切断機     1台 

●アルゴン溶接機     5台 

●パワープレス（30t）   1台 

●交流アーク溶接機   5台 

●パワープレス（10t）   1台 

●半自動溶接機    5台 

＜加工可能材質＞ 
●鉄  ●ステンレス ●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●架台製作 

●金属板金溶接 



13 

 

金
属
・
樹
脂
ほ
か
加
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 ISO9001/2015に基づき、品質マニュアルを構築

し、ファイバーレーザー切断から、ロボット溶接までを

ITを駆使した生産体制を整え、受注先の納期に素

早く対応致します。 

 また、図面のない仕事をカタチにする「Iron Life」

事業では商品開発や研究などの案件やBtoC向けの

金属家具など幅広い対応も可能です。 

ANAテック 株式会社  

アナテック 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-23 

資本金 1,000万円 

従業員 12名 

電話番号 046-838-4860 

FAX  046-838-4861 

メール contact@anatech.jp 

ＨＰ  http://www.anatech.jp/ 

●鉄道車輌内装部品 

●産業機械の製造装置部品 

●工作機械部品 

●半導体製造部品 

●船舶部品 

●特装車部品 

●鉄道車輌関係各社 

●特装車メーカー 

●産業機械関係各社 

●船舶関係各社 

本社事務所   

本社工場内 

   

＜保有設備＞ 
●２次元CAD/CAM AP100     ２台 

●３次元CAD/CAM Sheet works/Dr.Abe  １台 

●生産管理システムWILL     １台 

●YAGレーザーマーカー      １台 

●バンドソーマシン（φ250□W300ｘH250）   １台 

●CO2/MAG/MIG自動溶接機 500A   ２台 

●ファイバーレーザー加工機 （SS25㎜ SUS25㎜ AL25㎜） １台 

●CO2レーザー加工機 （SS22㎜ SUS12㎜ AL10㎜）  １台 

●ベンディングマシーン （60ton 曲げ長さℓ1300）  １台 

●ユニバーサルプレス 60ton     １台 

●バリ取り機（最大幅1000.高さ20㎜）    １台 

●材料収納庫 アマスペース（2ton×10段）   １台 

●PSA式窒素発生装置（1000L/min）   １台 

●ダイヘン溶接ロボット ６軸アーム    １台 

＜加工可能材質＞ 
●アルミ ●真鍮 ●ステンレス ●チタン ●鉄 

＜得意とする技術＞ 

●精密板金 ●溶接 ●厚物板金 ●レーザー加工 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 鉄鋼二次加工の専門メーカーです。製鋼メーカーで

製造された鋼材を、機械加工・冷間圧造に適した製

品に製造します。 

 池内精工では、鋼材メーカーと協力し、材料作りか

ら客先ニーズにあった高品質の製品づくりを進めてい

ます。 

池内精工 株式会社 

イケウチセイコウ 

業種  鉄鋼業 

住所  横須賀市久里浜1-19-1 

資本金 10,000万円 

従業員 133名 

電話番号 046-835-1234 

FAX  046-835-1238 

メール soumu@iskcorp.co.jp 

ＨＰ  http://www.iskcorp.co.jp/ 

●磨棒鋼 

●冷間圧造用鋼線 

 

●日産自動車(株) 

●日本発条(株) 

●日立Astemo(株) 

 

本社工場   

冷間圧造用鋼線（製品一例） 

   

＜保有設備＞ 

●伸線機    7台 

●ローラーハース焼鈍炉  8台 

●連続抽伸機   6台 

●ピーリングマシン   3台 

●丸鋸切断機   5台 

＜加工可能材質＞ 

●特殊鋼 

＜得意とする技術＞ 

●鋼材の引抜加工 
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金
属
・
樹
脂
ほ
か
加
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 弊社は永年に亘り主に船体艤装品、船殻小組立

ブロック製作に邁進し、電力コンサベータタンク、管加

工、一般製缶品などさまざまな受注品に対応できる

設備と技量を整えております。 

池田工業 株式会社  

イケダコウギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-18 

資本金 2,100万円 

従業員 9名 

電話番号 046-835-2792 

FAX  046-835-2793 

メール kyu04732@nifty.ne.jp 

ＨＰ  － 

●コンサベータ（タンク） 

●船殻小組立ブロック 

●船舶艤装品 

●住友重機械マリンエンジニアリング(株) 

●日本工営(株) 

●ジャパンマリンユナイテッド(株) 

丸型タンク   

防爆型タンク 

   

＜保有設備＞ 
●ラジアルボール盤（1500mm）   1台 

●バンドソー（450mm）     1台 

●電気溶接機（350、500）   10台 

●CO2溶接機（350、500）   10台 

●TIG溶接機（300）     2台 

●ベンティングローラー（8×3100mm）  1台 

●型鋼切断機（450mm）    1台 

●アングルカッター 1台 ●10tクレーン  1台 

●5tクレーン  2台 ●四型パイプベンダー 1台 

●二型パイプベンダー 1台 ●エアープラズマ切断機 1台 

●高速メタルソー 4台 ●油圧プレス（100） 1台 

●ボール盤（16インチ） 4台 ●パイプネジ切機 2台 

●ポンチングマシン 1台 

＜加工可能材質＞ 
●鉄   ●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●厚物板金 ●管加工 ●溶接 ●一般製缶 
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【金属造形】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 金属加工、樹脂成形を中心とし、設計から生産

（プレス、溶接、塗装、樹脂成形）、組立まで、お

客様の商品開発アイデアを商品化するまでのお手伝

いをいたします。 

株式会社 イシカワ製作所  

イシカワセイサクショ 

業種  業務用機械器具製造業 

住所  横須賀市浦郷町5-2931 

資本金 7,000万円 

従業員 115名 

電話番号 046-865-8181 

FAX  046-865-8185 

メール hpinfo@ishikawa-s.co.jp 

ＨＰ  http://www.ishikawa-s.co.jp/ 

●複写機用精密部品 

●レジスター用ドロワー 

●航空機用部品 

●自動車用ランプ 

●シャッター用電子制御盤 

●富士ゼロックス(株) 

●日本飛行機(株) 

●東芝テック(株) 

●富士通(株) 

●三和シャッター工業(株) 

本社工場   

＜保有設備＞ 
●プレス機（35t～250t）     22台 

●樹脂成型機（100t～850t）  6台 

●タレットパンチプレス      3台   

●ＮＣプレスブレーキ        5台 

●マシニングセンタ      各種  

●CNCレーザー加工機   1台 

●５軸マシニングセンタ    1台 

●静電塗装設備       1式 

＜加工可能材質＞ 

●鉄  ●アルミ 

●樹脂 ●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●金属プレス、切削、レーザー加工 

●精密板金、溶接、塗装 

●樹脂射出成形 

●電子機器関連部品 

トルンプＮＣプレスブレーキ 5軸マシニングセンタ 



金
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 多品種、少量生産に対応し、ローコストで製作します。

短納期でお客様のご要望にお応えします。 

有限会社 板倉製作所  

イタクラセイサクショ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市夏島町15-16  

資本金 800万円 

従業員 8名 

電話番号 046-865-0155 

FAX  046-866-0066 

メール itakura@peach.ocn.ne.jp  

ＨＰ  － 

●計測器用部品 

●自動車整備工具 

●小型エンジン部品 

●その他 

●東洋計測(株) 

●水戸工業(株) 

●追浜工業(株) 

本社工場 

製品例  

＜保有設備＞ 

●マシニングセンター（1000×500×300） 4台 

●NC旋盤 （φ300×500）     3台 

●NC旋盤（φ50×100）           2台 

●ワイヤーカット（500×300×250）     1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●計量、計測器の部品の製作 

●自動車整備工具の製作 
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【樹脂成形・加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 当社は主に車のマーク類をはじめ、グリル、フード

モールなどさまざまな樹脂成形品の生産を行っていま

す。 

 したがって、射出成型機に関する技術には定評があ

ります。 

内川産業 株式会社  

ウチカワサンギョウ 

業種  プラスチック製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-11 

資本金 2,500万円 

従業員 50名 

電話番号 046-835-5229 

FAX  046-835-5704 

メール y-niimi@seikei.ecnet.jp 

ＨＰ  ー 

●自動車外装部品 

●関東化成工業(株) 

本社工場   

射出成型機  

＜保有設備＞ 

●射出成型機     23台 

（1050・850・550・250・100t） 

●粉砕機        2台 

●ペレット再生機       1台 

＜加工可能材質＞ 

●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●樹脂の射出成形 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 納期確実、お客様のニーズに合せる技術があります。 

 やる気たっぷりがんばります。 

株式会社 遠藤精機 

エンドウセイキ 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市平成町2-7-1 ベイテックビル 

資本金 1,000万円 

従業員 ８名 

電話番号 046-821-5539 

FAX  046-821-5540 

メール － 

ＨＰ  － 

●液晶版製造装置 

●電車のパンダグラフ等 

●その他機械部品 

●(株)芝浦メカトロニクス 

●東洋電機製造(株) 

●フロイント・ターボ(株) 

 

ベイテックビル   

工場の様子 

＜保有設備＞ 

●マシニングセンター  5台 

●NCフライス    1台 

●NC旋盤    1台 

●溶接器    2台 

●油圧プレス    1台 

＜加工可能材質＞ 

●ステンレス 

●アルミ 

●樹脂類 

＜得意とする技術＞ 

●溶接から加工まで 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 鋼構造物の設計並びに製缶、プラント部品、産業

用ボイラ部品に従事し、幅広いサービスとお客様の

ニーズにフレキシブルな対応を心がけ、小ロット生産を

問わず、迅速な対応により、お客様に満足していただ

ける仕事を基本理念としております。 

有限会社 大津鉄工所  

オオツテッコウショ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-56 

資本金 500万円 

従業員 3名 

電話番号 046-835-3515 

FAX  046-835-2326 

メール info@otsu-iw.co.jp 

ＨＰ  http://www.otsu-iw.co.jp/ 

●ボイラ部品製缶加工 

●自動車治具 

●スチール及びステンレス手摺 

●スチール及びステンレス門扉 

●三菱パワーインダストリー(株) 

●横須賀市上下水道局 

●三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 

外観   

ダクト製缶中   

＜保有設備＞ 

●油圧プレス（50t、80t）  2台 

●シャーリング（3m）   1台 

●半自動溶接機    5台 

●TIG溶接機     2台 

●ノコ盤（350×250まで）  1台 

●ボール盤     3台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●溶接加工 

●精密板金加工 

●厚物板金加工 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 橋梁関連、船舶関連、陸上プラント関連向けを中心

に、鋼製部品の加工を主な事業としています。 

株式会社 大浜鉄工所 

オオハマテッコウジョ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市夏島町15 

資本金 1,806万円 

従業員 30名 

電話番号 046-865-5281 

FAX  046-865-5290 

メール s.kimura@ohama-manuf.co.jp 

ＨＰ  ー 

●鋼製圧力容器及び鋼製熱交換器 

●鋼製船用艤装品及び鋼製大型艤装品 

●鋼製橋梁部材/鋼製桁補修部材 

●鋼製（特殊材）重電・原子力・火力 

●陸上プラント向け付帯設備及び鋼製部品 

●住友重機械マリンエンジニアリング（株） 

●（株）IHI 

●（株）日立パワーソリューションズ 

●ジャパンマリンユナイテッド（株） 

 

工場外観   

第2工場内観  

＜保有設備＞ 

●油圧プレス 1,000t    1台 

●ベンデングロール 550t   1台 

●天井クレーン    11基 
 （2.8t 6基、5.0t 4基、20t 1基) 

●CO2半自動溶接機   40台 

●TIG溶接機      5台            

＜加工可能材質＞ 

●鋼板      

●ステンレス     

＜得意とする技術＞ 

●プレス加工 

●プレス/ベンデングロール加工 

●製缶/溶接加工 
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【樹脂成形・加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 プラスチック製品（射出成形  30～300t）を中

心とした塗装・メッキ・組立まで一貫した生産や、量

産前活動を得意としており、材料流動分析・FMEA

手法を取り入れた金型作成・工程作りこみを行い品

質重視の取組を行っている。 

 また、3Dプリンター・3Dスキャナーを使用した試作

作成から量産体制の構築も得意としている。 

 そのほか、人が関与する業務改善のコンサル業も展

開している。 

岡田電機工業 株式会社  

オカダデンキコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市三春町2-32 

資本金 1,134万円 

従業員 60名 

電話番号 046-825-2288 

FAX  046-823-4393 

メール h-okada@okada-ind.jp 

ＨＰ  http://www.okada-ind.jp/ 

●(株)パイオラックス 

●日本プラスチックス・テクノロジーズ(株) 

●(株)オカムラ 

●キーパー(株) 

工場全景 及び 成形生産設備 

新たなものづくり 3Dプリンター 流動解析ソフト 

＜保有設備＞ 
●２色射出成型機 2台  ●流動解析ソフト 

●成形機        15台  ●放電加工機  

●塗装ブース    ●ブラスター/超音波洗浄機 

●印刷機              ●フライス/旋盤/研磨機 

●3Dプリンター 

●3Dスキャナー 

＜加工可能材質＞ 

●熱可塑性樹脂 

●鋼材 

＜得意とする技術＞ 

●樹脂射出成形 

●金型製作 

●自動機・治具提案・製作 

●3Dプリンターなどを利用した試作 

●自動車内外装部品 

●事務機器用品 

●射出用金型 

●自動検査装置 

 （欠品・異品・外観など） 

●工程改善用治具 

●試作部品 
フェイスシールド 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 小さな航空機部品など精密板金加工を得意として

います。 

追浜プレス企業組合  

オッパマプレスキギョウクミアイ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市浦郷町3-63 

資本金 1,300万円 

従業員 10名 

電話番号 046-865-4111 

FAX  046-865-4114 

メール － 

ＨＰ  － 

●真空装置部品 

●半導体製造装置の部品 

●航空機部品 

●(株)アルバック 

●アルバック・ファイ(株) 

●日本飛行機(株) 

外観   

ターレットパンチプレス   

＜保有設備＞ 

●ターレットパンチプレス     2台 

●NCセットプレス      1台 

●プレスブレーキ（曲折3100m）  2台 

●シャーリング（ステン10m・アルミ19m） 1台 

●スポット        2台 

●溶接機       3台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●精密板金 

●少量多品種 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

株式会社 小原鉄工所 

オバラテッコウジョ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-5-5 

資本金 1,000万円 

従業員 13名 

電話番号 046-835-2626 

FAX  046-834-5895 

メール k.obara@yacht.ocn.ne.jp 

ＨＰ   － 

●建築鉄骨 

●鉄骨階段 

●建築金物 

 

●坪井工業(株) 

●(株)門倉組 

●(株)アイ・テック 

＜保有設備＞ 

●半自動溶接機 350A～500A  

●プラズマ切断器  

●帯鋸盤 650  

●H鋼開先加工機 

●鋼板開先加工機 

●鉄骨専用CAD  

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

＜得意とする技術＞ 

●鋼構造物製作図  

●鋼構造物組立て  

●厚板溶接  

工場 

製品例 

 建築鉄骨、建築金物、耐震補強等鋼構造物を中

心に製作する会社です。 

 国土交通大臣認定を取得して自信をもって製品を

提供できるよう努めています。 
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【表面処理・表面改質・塗装】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 主に金属焼付塗装・ブラスト加工を行っています。 

建築外装･内装パネル・曲物・機械部品・筐体・配

電盤・化粧パネル・サッシ・扉・枠類などの塗装の他、

ブラスト装置によるブラスト加工、はく離して再塗装

オーバーホールなど、多種多様の塗装に対応します。 

株式会社 川島工業  

カワシマコウギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-58 

資本金 1,000万円 

従業員 10名 

電話番号 046-838-0361 

FAX  046-838-0362 

メール kawashimakogyo@gmail.com 

ＨＰ  ー 

●金属製品焼付塗装 

●機械部品塗装 

●鉄道部品焼付塗装 

●鉄道車両部品メーカー 

●船舶整備会社 

●建築金物製造会社 

外観   

＜保有設備＞ 

●ガス熱風乾燥炉（L:6000可能）  2台 

●サンドブラスト装置（L:3500可能） 1台 

●塗装ブース（1tまで可能）   2台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄、アルミ、SUS 

●その他金属類 

●その他非金属類 

＜得意とする技術＞ 

●焼付塗装 

●ブラスト加工 



26 

 

【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 大型機械による金属切削加工はお任せください！ 

 

 大型工作機械を設備しています。大型機械による

加工を得意としています。 

 当社は2013年に「神奈川県優良工場」の表彰を

受け、2020年４月には「かながわ中小企業モデル

工場」の指定を受けました。 

 また、大学と連携してマグネシウム・純チタンの新素

材の開発・製造も行っています。 

川本重工 株式会社 横須賀工場  

カワモトジュウコウ 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-4-27 

資本金 4,800万円 

従業員 29名 

電話番号 046-835-1281 

FAX  046-835-1284 

メール yokosuka@kawamoto-hi.co.jp 

ＨＰ  http://www.kawamoto-hi.co.jp/ 

●ガスタービン部品 

●産業機械部品 

●トンネル工事用シールドマシン部品 

●蒸気タービン用部品 

 

 

●三菱パワー(株) 

●富士電機(株) 

●(株)東芝 

●(株)IHI 

●(株)荏原エリオット 

横須賀工場   

立旋盤  4000×5500×3400 

＜保有設備＞ 

●旋盤 3000¢×12000    2台 

●立旋盤 4000×5500×3400   5台 

●５面NC中ぐり盤 4200×9000×3150 5台 

＜加工可能材質＞ 

●SNCM440 

●SUS316 

●SS400 

＜得意とする技術＞ 

●金属切削加工 

  蒸気タービン部品の機械加工 

  水車部品の機械加工 

  コンプレッサー部品の機械加工 

  産業用機械部品の機械加工 

●マグネシウム・純チタンの新素材開発・製造 
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【表面処理・表面改質・塗装】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 自動車のマーク類をはじめ、外装部品のグリル、フー

ドモール、バックパネルなど、デザイン設計から金型製

作、樹脂成形、各種表面処理加工（めっき、塗装、

蒸着）および組付まで一貫生産を行っています。 

関東化成工業 株式会社  

カントウカセイコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市池田町4-4-1 

資本金 20,000万円 

従業員 406名 

電話番号 046-835-4600 

FAX  046-835-7200 

メール miyanari@kanto-kasei-kogyo.co.jp 

ＨＰ  http://www.kanto-kasei-kogyo.co.jp/ 

●樹脂製品 

（マーク、グリル、パネル） 

●金属製品 

（バンパー） 

●機能めっき製品 

（成形機部品） 

●その他 

（技術支援等） 

●トヨタ自動車(株) 

●トヨタ車体(株) 

●トヨタ自動車東日本(株) 

本社工場   

めっき工程の様子  

＜保有設備＞ 

●射出成型機（100t～1300t）  23台 

●CAD・CD/CAM        8台 

●NC加工機        9台 

●めっきライン（24タンク/H、500タンク/日） 一式 

●塗装ライン（17ブース内ロボットブース14台） 一式 

＜加工可能材質＞ 

●金型用鋼材 

●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●めっき加工 

●金属切削、研削・研磨、放電加工 

●金型、治具設計、製作 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 大型機械・大型クレーン（20ｔ）を有し、加工・

組立まで一貫態勢でものづくりに取り組んでおります。 

株式会社 久里浜工作所 

クリハマコウサクショ 

業種  一般機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-4-22 

資本金 3,500万円 

従業員 13名 

電話番号 046-835-2643 

FAX  046-835-5917 

メール － 

ＨＰ  － 

●橋梁用外金具 

●金型 

 

 

 

 

 

 

＜保有設備＞ 

●マシニングセンター 3台 

●ターニング 1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

＜得意とする技術＞ 

●旋盤加工 

●フライス加工 

●製缶加工 
●(株)ブリヂストン 

工場外観 工場内観（加工工場） 

建築免震 対築免震すべり 

橋梁免震 



29 

 

金
属
・
樹
脂
ほ
か
加
工 

【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 溶断、製缶溶接、機械加工が同じ建屋内にて素

材から一貫して加工可能です。 

 そのため、輸送コスト低減になります。 

 大型製品（重量30トン、長さ12m巾3m）に対応

する能力を有しています。 

 鋼板を使う製品に付いては様々な業種、品目を製

作して来た経験と実績があります。 

京浜産業 株式会社 

ケイヒンサンギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川2-5-34 

資本金 6,000万円 

従業員 176名 

電話番号 046-835-1301 

FAX  046-835-1300 

メール kurihama@keihin-sangyo.co.jp 

ＨＰ  http://www.keihin-sangyo.co.jp/ 

●厚鋼板溶断品 

●厚板製缶品 

●厚板切削加工品 

●橋梁・建築免震用部材 

●中低床セミトレーラフレーム 

●東邦車輛(株) 

●(株)ブリヂストン 

●(株)ビー・ビー・エム 

久里浜工場   

中低床セミトレーラーフレーム 

   

＜保有設備＞ 

●NCガス切断機（最大加工厚600m/m）6台 

●プラズマ切断機（260A、300A）    2台 

●五面加工機       3台 

（2m×4m=1、 2.5m×5m=2） 

●立型マシニング（0.7ｍ×1.5m）   1台 

●天井クレーン（最大30トン）   17台 

●炭酸ガス半自動溶接機    35台 

＜加工可能材質＞ 

●一般構造用鋼板 

 （SS400、SM490A、SM570等） 

＜得意とする技術＞ 

●厚鋼板溶断 ●厚板製缶 

●溶接   ●厚板切削、孔加工 
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【樹脂成形・加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 弊社は「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品

を提供するか」をテーマに機械加工の分野において独自の

ノウハウと高い技術力を積み重ねてまいりました。 

 熟練の技術を持った職人が製作を担当しますので安心

してお申し付けください。 

 小ロット注文、大量注文、短納期等、ご要望はできる

限りお受けできるようにしています。 

コイズミセイキセイサクショ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-8-21 

資本金 350万円 

従業員 7名 

電話番号 046-835-2605 

FAX  046-834-5459 

メール info@koizumi-seiki.co.jp 

ＨＰ  ー 

●船舶機関部品 

 

●自動車製造 

  関連部品・ 

  装置 

●かもめプロペラ(株) 

●トヨタ自動車東日本(株) 

＜保有設備＞ 

●マシニングセンター 2台 

●NC旋盤   2台 

●汎用旋盤   3台 

●フライス盤   1台 

●ラジアルボール盤  1台 

●ボール盤   3台 

●円筒研磨機  1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 ●アルミ ●ステンレス ●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●金属切削加工 ●研磨加工 

●樹脂成型加工 ●製缶加工 

●機械装置組立 

有限会社 小泉精機製作所   

主要縦型マシニングセンター 

工場内の様子 

製品例（船舶用ピストンその他） 
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【表面処理・表面改質・塗装】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 当社は電気メッキ加工する会社です。亜鉛メッキ・

ニッケルメッキ・クロムメッキ（三号）でユニクロは三価

対応可です。大物は出来ませんが、少量多品種可、

１個からご相談に応じます。迅速、ていねい、納期厳

守。ぜひお気軽にお問い合わせください。 

小松鍍金 株式会社  

コマツメッキ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市久里浜7-13-18 

資本金 1,000万円 

従業員 3名 

電話番号 046-835-1038 

FAX  046-835-3528 

メール ー 

ＨＰ  ー 

●一般・製造機械部品等メッキ加工 

●電車車両関係製造メーカー 

●プレス会社（電灯部品等） 

●船舶電機製造メーカー 

左から、 

クロメートメッキ、ユニクロメッキ、ニッケルメッキ、クロームメッキ 

＜保有設備＞ 

●電気メッキ加工設備 

 亜鉛メッキ槽 2000×750×750 

 ニッケルメッキ槽 1900×750×750 

 クロームメッキ槽 1900×500×700 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●銅 

●真鍮 

＜得意とする技術＞ 

●亜鉛メッキ 

●ニッケルメッキ 

●クロームメッキ 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 岸壁に大型工場を有しており、大型製缶品500t

位までは海上輸送が可能です。             

 また、破砕機など機械組立にも力を入れております。 

株式会社 佐藤船舶工業  

サトウセンパクコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市東浦賀1-10-7 

資本金 4,000万円 

従業員 140名 

電話番号 046-842-5910 

FAX  046-843-9100 

メール satousenpaku@msi.biglobe.ne.jp 

ＨＰ  http://satousenpaku.jp/ 

●各種製缶品                   

●破砕機組立                    

●横須賀総監 

 「艦船」の修理                   

●ガスタービン 

 翼環整備 

●配管制作 

●(株)日立パワーソリューションズ 

●(株)ヘリオス 

●横須賀艦船造修事業協同組合 

●三菱パワー(株) 

大型製缶、架台  

復水器水室 

   

＜保有設備＞ 

●天井クレーン（20t＋5t吊り）   1台 

●天井クレーン（10t吊り）    1台 

●溶接機CO2（500A）   10台 

●コンプレッサー（37kwA）    1台 

●TIG溶接機（300A、500A）   7台 

●シャーリング（6mm）     1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄工材  ●アルミ   

●ステンレス  ●銅 

●チタン    

＜得意とする技術＞ 

●溶接・製缶・組立 

大型製缶品海上輸送 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 弊社は、1964年に創業し、建築用鉄骨、建築用

金物の製造を行っています。 

 過去には、市内の小中学校や、鎌倉の小町通りの

建物、東京都内のホテル等、様々な案件を手掛けた

実績があります。 

 今後も地域に密着したもの作りを行ない、お客様に

喜ばれる製品作りをしていきます。 

佐原工業 株式会社   

サハラコウギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市久里浜1-2000 

資本金 1,000万円 

従業員 13名 

電話番号 046-835-6662 

FAX  046-834-5890 

メール － 

ＨＰ  － 

●建築用鉄骨 

●建築用金物 

●市内、市外ゼネコン 

●その他 

本社工場   

ストックヤード   

＜保有設備＞ 

●溶接用ロボット（コベルコ）  1台   

●多軸ボール盤     1台 

●バンドソー（鉄骨切断機）  1台  

●シャーリング（関西鉄工）   1台 

●開先加工機     1台 

●半自動溶接機    10台  

●アーク溶接機    12台 

●ラフタークレーン（20t）   1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄、型鋼 

●角パイプ 

＜得意とする技術＞ 

●鉄骨建築 

●鉄製階段、手摺等 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 難しい製缶組立、アルミの厚板20m/m、30m/

mの溶接、半自動溶接の優れた技術を持っていま

す。 

 よくまとまった仲間でどんな仕事も明るく気合いの

入った仕事をします。 

 アルミに関して、新幹線の注文を大量に受けてお

り、特急系のアルミの加工を数多く行っています。 

有限会社 三貴   

サンキ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-3-9 

資本金 300万円 

従業員 9名 

電話番号 046-837-1539 

FAX  046-833-2017 

メール sanki1539@live.jp 

ＨＰ  － 

●電車中心ピン 

●電車端バリ 

●消防訓練設備、他設備 

●リールハンドル 

●(株)総合車両製作所(Ｊトレック) 

●(一財)海上災害防止センター 

●フィブ・フィリング・シーリング(株) 

本社工場   

車輌用アルミ部品 

   

＜保有設備＞ 

●溶接機   14台 

●プレス（曲げ）    1台 

●ベンダー（曲げ）  1台 

●ローラー（曲げ）   1台 

●ポジショナー（回転）  5台 

●シャーリング（切る）  1台 

＜加工可能材質＞ 

●アルミ  ●ステンレス 

●鉄    ●カーボン 

＜得意とする技術＞ 

●厚物板金加工 

●アルミ厚板加工 

●樹脂材料塗装 
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【金属造形】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 金属プレス加工の中でも絞り加工を得意とし、金型

設計・製作からプレス加工・溶接・組立まで一貫生

産が可能です。新規プレス部品の加工検討や機械

加工部品のプレス加工化等のコストダウン、プレス加

工の事は何でもご相談下さい。 

 当社はISO9001認証工場です。 

株式会社 サンテック  

サンテック 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-8-37 

資本金 5,000万円 

従業員 44名 

電話番号 046-834-3111 

FAX  046-835-2235 

メール santec@santec-japan.com 

ＨＰ  http://www.santec-japan.com/ 

●自動車用 

  プレス部品 

 

●各種機械部品 

●マレリ(株) 

●日新工業(株) 

●ヒルタ工業(株) 

●テネコジャパン(株) 

本社工場   

プレス機械での作業の様子  

＜保有設備＞ 

●プレス機械（75t～800t）  31台 

●工作機械      10台 

●溶接機械      19台 

●三次元測定機（接触・非接触）  各1台 

●脱脂洗浄機（炭化水素）   1台 

＜加工可能材質＞ 

●ステンレス 

●鋼板 

＜得意とする技術＞ 

●絞り 

●プレス加工 

●溶接板金加工 

●金型設計、製作 

特許取得部品燃料電池締付板 
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【樹脂成形・加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 光ディスクの規格開発に携わり、主要な特許や技

術を保有、高品質でスピーディーなものづくりを実現し

ています。またこれらの経験と技術を、マイクロナノサイ

ズで加工したモールドの作製やコンテンツ資産のデジ

タル化など、新事業を展開中です。 

  

株式会社 JVCケンウッド・クリエイティブメディア 

ジェイブイシーケンウッド・クリエイティブメディア 

業種  情報記録物製造業 

住所  横須賀市神明町58-4 

資本金 120,753万円 

従業員 200名 

電話番号 046-837-5488 

FAX  046-837-5493 

問合せURL http://jkcm.victor.jp/company/contact/ 

ＨＰ  http://jkcm.victor.jp/ 

●CD 

●DVD 

●BD（ブルーレイディスク） 

●光ディスク技術を応用した光学部品、医療器具等 

●ビクターエンタテインメント 

●ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) 

●凸版印刷(株) 

本社工場   

光ディスク製造装置 

＜保有設備＞ 

●油圧プレス（30t）       3台 

●電動射出成型機（30t～40t）  45台 

●カッティングマシン（半導体レーザー式）   6台 

●印刷機（スクリーン/オフセット）   19台 

●仕上包装機（シュリンク/ラップ）   12台 

●仕上組立（組込）機（ケース自動組込)   6台 

＜加工可能材質＞ 

●樹脂 ●ガラス ●シリコン ●ニッケル 

＜得意とする技術＞ 

●樹脂射出成形 

●めっき、コーティング 

●精密バターニング、レーザ 

●製版、印刷、銘版、繊維加工 

●金型製作 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 一般製缶品（板厚4.5～25m/m、製缶重量3

～5t程 度）及 び 管 加 工（SS、SUS、白 銅 管 銅

管）が得意です。 

鈴喜工業 株式会社  

スズキコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市三春町2-10 

資本金 1,000万円 

従業員 15名 

電話番号 046-824-0501 

FAX  046-823-7761 

メール joy-bell@aq.wakwak.com 

ＨＰ  ー 

●船用艤装品 

 

●消音器 

●ジャパンマリンユナイテッド(株) 

●(株)サンダイヤ 

●住友重機械マリンエンジニアリング（株） 

●三井造船特機エンジニアリング（株） 

舷外吐捨管   

非常発電機用排気消音器   

＜保有設備＞ 

●シャーリング（6.5×2000）  1台 

●油圧プレス（150t）    1台 

●ベンデングローラー（10t×2000L）1台 

●パイプベンダー     2台 

●エアープラズマ切断機    1台 

●ボール盤      3台 

●アルゴン溶接機     2台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●造船関係の管加工 

加工の様子 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 長年、ばね鋼材を扱い数多くの製品を製造してきま

した。 

 当社では、お客様の要求にこたえられるように加工

技術を研鑽しています。 

 ばね鋼は機械加工が出来ない程の硬度で粘り特

性が強く、加工は非常に難しいですが、自動車用板

ばねの部品加工、鉄道車両用トーションバー、印刷

機用トーションバー、精密安全ピンなど、長物製品か

ら小物製品まで幅広く対応しています。 

ソウワセイキ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市馬堀町1-4-18 

資本金 600万円 

従業員 8名 

電話番号 046-835-6589 

FAX  046-833-8308 

メール tatsuya@souwa-seiki.co.jp 

ＨＰ  http://www.souwa-seiki.co.jp/ 

●自動車用板 

  ばね部品 

●鉄道車両用 

  トーションバー 

●印刷機用 

  トーションバー 

●精密安全ピン 

●日本発条(株) 

●(株)スミハツ 

●(株)東京機械製作所 

●日発精密工業(株) 

●横浜機工(株) 

●(株)ホリキリ 

＜保有設備＞ 

●3次元CADCAM 1台 

●マシニングセンター 3台 

●NC旋盤    4台 

●NCフライス   1台 

●汎用旋盤   1台 

●ボール盤   1台 

●ホブ盤    2台 

＜加工可能材質＞ 

●ばね鋼（SUP材） 

＜得意とする技術＞ 

●旋盤加工 ●フライス加工 ●NC加工 

株式会社 双和精機 

 

 

ホブ盤 

加工の様子 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 小さな物から大きな物までどんな鋼構造物でも製

作、現地御取り付け致します。 

鉄工建設 鈴木製作所  

テッコウケンセツ スズキセイサクショ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市池上7-3-5 

資本金 ー 

従業員 2名 

電話番号 046-851-0411 

FAX  046-851-0411 

メール ー 

ＨＰ  ー 

●鉄骨一般 

●硬い鋼板加工 

●(株)東建設 

●(株)新興工業 

 

   

＜保有設備＞ 

●プラズマ溶接機（500） 2台 

●溶断器（300）  2台 

●ティグ溶接機（500） 1台 

＜加工可能材質＞ 

●軽量及び重量鉄骨 

●アルミ 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●特殊金属溶接 

●鋼構造物工事 

●金属加工 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 当社は鋳鉄溶接を主にアルミ、銅、ステンレス、表

面硬化溶接等特殊溶接及びメタライジング加工をお

こなっている会社です。 

東栄技工 株式会社  

トウエイギコウ 

業種  各種機械・同部分品製造修理業 

住所  横須賀市内川1-6-8 

資本金 3,000万円 

従業員 108名 

電話番号 046-835-8861 

FAX  046-835-0696 

メール ayano@toei-eng.co.jp 

ＨＰ  http://www.toei-eng.co.jp/ 

●船用エンジン部品修理 

●陸用プラント再生 

●東京電力 

●日本製鉄(株) 

●日立金属(株) 

FC製ポンプケージング 補修前   

FC製ポンプケージング 補修後 

  

＜保有設備＞ 
●横中グリ 110¢     4台 

●旋盤 1000¢×2000ℓ      15台 

●溶射器 アーク溶射     3式 

●焼鈍炉 1500¢×1200H    4台 

●サブマージ溶接器（1.5tホジ付ショナー） 4台 

●マシニングセンタ（五軸加工機）  1台 

●レーザー溶接機     1台 

●交流500A溶接機       50台 

＜加工可能材質＞ 
●鉄   ●アルミ  ●ステンレス 

●樹脂  ●銅 

＜得意とする技術＞ 
●船舶用ディーゼルエンジンの修理  

●プラント会社設備機器全般補修 

●金属溶接板金加工   

●金属切削、研削・研磨加工  ●歯車の設計、製作  

●工作機械・エンジン・機械要素を使用した装置・機械 

腐食したポンプケージング   

低温溶接後機械加工し、重防食剤 
セラムアロイCLを塗付し施工完了 
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【金属造形】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 弊社では製造から仕上げまでを一貫性を持って頑

張って居ります。まず、納期は守る事、図面と寸法を

良く見る事、まちがいは早く対応をする事、又、会社

の雰囲気を良くする為に笑顔を忘れない事です。 

有限会社 長久保製作所  

ナガクボセイサクショ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-5-9 

資本金 300万円 

従業員 6名 

電話番号 046-834-3311 

FAX  046-834-3312 

メール ー 

ＨＰ  ー 

●二輪自動車部品加工 

●テフロン加工 

●船外機部品加工 

●鍵部品加工 

●農器具部品加工 

●NOK(株)静岡事業場 

●(株)ニットー 

●(株)三陽製作所 

本社工場   

工場内の様子 

＜保有設備＞ 
●油圧プレス（110t） 1台  

●油圧プレス（80t）  1台  

●ギヤ掛けプレス（70t） 1台  

●ギヤ掛けプレス（60t） 3台  

●ギヤ掛けプレス（35t） 3台  

●45tプレス    1台 ●15tプレス  1台 

●スポット溶接    1台 ●自動タッピング 1台 

●ボール盤    2台 

●シャーリング（6m 4×8尺）1台 

＜加工可能材質＞ 

●SAPH  ●SPCC  ●ステンレス 

●アルミ  ●テフロン 

＜得意とする技術＞ 

●金属プレス加工 
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【表面処理・表面改質・塗装】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 日造精密研磨の研磨技術は、半導体や航空宇宙産業、医

薬・食品事業その他高いクオリティが求められる超精密分野に

おいて多く用いられています。次世代の精密研磨技術「Juno 

Process®」は、ナノレベルの平滑性と高い均質性、耐食性、

防汚性を提供することができます。 

 また、製品の搬送が困難な場合には客先製造拠点への出張

作業にも対応できます。弊社の精密研磨技術で様々な産業

分野においてクリーン性・洗浄性の向上、生産性・安全性のアッ

プに貢献いたします。 

日造精密研磨 株式会社  

ニチゾウセイミツケンマ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市平成町1-1-1 

資本金 8,900万円 

従業員 37名 

電話番号 046-828-5050 

FAX  046-828-5052 

メール info@uft.co.jp 

ＨＰ  http://www.uft.co.jp/ 

下記製品の研磨加工 

●半導体製造装置及び周辺機器 

●超高真空装置 

●医薬品製造装置 

●食品製造装置 

●環境測定機器 

●石油化学プラント 

●原子力・精密機器・他 

●半導体製造装置メーカー 

●超高真空装置メーカー 

●化学医薬機器メーカー 

●官公庁・各大学研究機関 

＜保有設備＞ 

●天井クレーン（15t）  1台 

●クリーンルーム         1室 

●他 精密研磨機多数保有 

＜加工可能材質＞ 

●ステンレス ●モリブデン  ●ニオブ      

●アルミ  ●クロム   ●インバー 

●銅  ●タングステン  ●パーマロイ 

●チタン  ●鉄       

●ニッケル ●ハステロイ 

＜得意とする技術＞ 

●精密研磨加工（鏡面研磨） 

施工例(大型超高真空容器) 

本社工場   
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 製缶技術、自動車部品製作全般を行っておりま

す。 

有限会社 日誠  

ニッセイ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-4-23 

資本金 1,000万円 

従業員 8名 

電話番号 046-835-9516 

FAX  046-835-9132 

メール ー 

ＨＰ  ー 

●自動車部品 

●建築機械部品 

●製缶品 

●特装車自動車部品関係各社 

作業の様子 

トラック架台部品  

＜保有設備＞ 

●ロボット溶接機    2台 

●ベンディングローラー   2台 

●ラジアルボール盤    1台 

●シャーリング     1台 

●スケアシャーリング    1台 

●アルゴン溶接機ターンテーブル 1台 

●旋盤      1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●製缶技術 

●ロボット溶接 

●精密板金 

特装車部品 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 現場で下見を行い、改造等設計、施工までお手伝

いいたします。 

有限会社 日精缶  

ニッセイカン 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市夏島町15-5 

資本金 300万円 

従業員 6名 

電話番号 046-865-3488 

FAX  046-865-4869 

メール nisseikan-norihisa@dune.ocn.ne.jp 

ＨＰ  ー 

●Ｘ線用シールドBOX 

●Ｘ線（現場用）昇降台車 

●ショットブラスト用治具 

●NSK研削機改造等設計製作 

●タグボート用ボール等 

●日本精工(株) 

●トーレック(株) 

●京浜ドック(株) 

フラットベッド式ろ過機のオーバーホール事例   

タグボート部品 

  

＜保有設備＞ 

●シャーリング（4.5×2000mm）1台 

●ベンダー（25t、50t）   1台 

●半自動溶接機     1台 

●TIG溶接機      1台 

＜加工可能材質＞ 

●SS 

●ステンレス 

●アルミ 

●鋳鉄 

＜得意とする技術＞ 

●溶接 

●治具設計・加工 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 異業種を含めてグループで22社ありますので、様々

な依頼に対応致します。 

日東プレス工業 有限会社  

ニットウプレスコウギョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-8-20 

資本金 300万円 

従業員 3名 

電話番号 046-834-3516 

FAX  046-834-3083 

メール press210@snow.ocn.ne.jp 

ＨＰ  ー 

●トレーラーダンプ バンパー 

●タグボート部品 

●耐震部品 

●その他 

●京浜ドック(株) 

●東亜鉄工(株) 

●(株)西日本流体技研 

外観   

工場内の様子   

＜保有設備＞ 

●クランクプレス（60t） 2台 

●ティグ溶接機   2台 

●半自動溶接機   6台 

●旋盤     1台 

●フライス     1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●厚物板金加工 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 昭和23年の創業以来、タンカー、タグボートを合わ

せ3,000隻以上の船舶を修理、建造してきた伝統

ある花崎造船所、タグボートに関しては、その技術の

精巧さで、様々なニーズに柔軟に対応できる個性あ

るタグボートを建造しています。 

株式会社 花崎造船所  

ハナザキゾウセンショ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市平成町3-18 

資本金 4,000万円 

従業員 9名 

電話番号 046-822-2470 

FAX  046-822-2933 

メール hana2470@dream.ocn.ne.jp 

ＨＰ  ー 

●250屯型曳船

●500屯型 

  タンカー 

●鋼製小型船舶   

   の修理 

●(株)ダイトーコーポレーション 

●海上保安庁第三管区海上保安本部 

●海上自衛隊 

●芝浦海運(株) 

工場全景   

280屯型タグボート 

  

＜保有設備＞ 

●高所作業車      1台  

●5屯門型クレーン   1台  

●28屯天井クレーン  1台  

●300屯油圧プレス  1台  

●500屯引揚船台  2台 

●800屯引揚ウィンチ  2台 

●15屯走行ジブクレーン 1台 

●シャーリング 1台   ●旋盤   1台 

●ボール盤  1台   ●油圧ベンダー  1台 

＜加工可能材質＞ 

●鋼板  ●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●金属溶接加工 ●船舶、船殻製造   

●船舶塗装  ●船舶設計 
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【金属造形】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 弊社は小物から長尺の鋼板（主に中板）の切

断・穴明・折曲を半世紀以上行っており、お客様から

信頼と実績を得てご愛顧賜っております。 

 SS400又は高張力鋼板の在庫を確保し短納期

対応でお客様のご要望に応じた寸法に成形加工を

致します。半世紀の歴史で培ったあらゆる金型を駆

使して曲がらない鋼板は無いと自負しております。 

 又、2017年にM＆Aを行い精密板金、筐体板金

分野にも事業展開しております。 

マゲテック 株式会社  

マゲテック 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-4-24 

資本金 5,000万円 

従業員 40名 

電話番号 046-835-8710 

FAX  046-835-6678 

メール honma@magetec.co.jp 

ＨＰ  http://www.magetec.co.jp/ 

●特装車（ダンプ・トレーラー等）部材 

●建機向部材 

●建築関係部材（階段その他） 

●電車（台車その他）部材 

●その他鋼板／成形部材 

●新明和工業(株) 

●極東開発工業(株) 

6m（500トン）ベンダー  

尺曲加工（造船向け） 

＜保有設備＞ 
●シャーリング（板厚120π、長さ6100mm）     1台  

●シャーリング（板厚120π、長さ3100mm）   1台  

●レーザータレパン複合加工機（50t、1500×8000） 1台  

●タレットタンチプレス（30t、1500×4000）     1台  

●6mベンダー（500t、長さ6250mm）     1台  

●4.5ベンダー（300t、長さ4500mm）     1台  

●4mベンダー（150t）        1台 

●4mベンダー（120t）         1台 

●自動材料棚（1524×3048）    1台 

●自動材料棚（1700×6400）    1台 

●油圧ベンダー（3200×170t）    1台 

●油圧ベンダー（835×60t）      1台 

●天井・門型クレーン         9台 

＜加工可能材質＞ 
●SS400 ●高張力鋼板 ●ステンレス 

●アルミ  ●その他各種鋼板 

＜得意とする技術＞ 

●プレス  ●レーザー加工 ●鋼板の切断 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 材料調達（鉄・ステンレス・アルミ・銅など）から製

缶 溶 接、機 械 加 工、組 み 立 て、各 種 表 面 処 理

（メッキ・酸洗・熱処理・ブラスト・塗装・バフ研磨な

ど）までの一貫製作を提供しております。 

 多品種少量生産に対応。各種機械装置の修理も

可能。短納期で製品をお届けします。 

 また、多種多様な協力会社（大型機械加工・特

殊加工・精密加工・非破壊検査）との連携で、細か

な要望に対応します。 

 時勢やお客様のニーズにお応えして新しい事にも

チャレンジを続けていきます。 

株式会社 三崎内燃機製作所  

ミサキナイネンキセイサクジョ 

業種  はん用機械器具製造業 

住所  横須賀市久里浜2-20-4 

資本金 1,000万円 

従業員 20名 

電話番号 046-835-5735 

FAX  046-836-8891 

メール KYU07477@nifty.ne.jp 

ＨＰ  http：//misakinainenki.com/ 

●火力・水力発電 

  タービン周辺機器・ 

  熱交換器 

●原子力関連機器・  

  濾過機・ 

   特殊高圧弁 

●一般産業機械   

 （製缶・機械・組立） 

●水門・橋梁・ 

   耐震関係機器 

●(株)IHI 

●三菱パワー(株) 

●富士電機(株) 

●住友重機械マリンエンジニアリング(株) 

●(株)日立パワーソリューションズ 

工場内の様子   

CNC横中ぐり盤Φ110×2000×1500（クラキ） 

   

＜保有設備＞ 
●CNC横中ぐり盤 φ110 1台 

●横中ぐり盤 φ80、φ100 2台  

●堅マシニングセンター  2台  

●NC堅フライス盤   2台 

●普通旋盤 3台  ●NC旋盤  1台  

●ラジアルボール盤 1000、1300、1600 3台 

●天井走行クレーン 10t 1台、2.8t 7台 

●CAD・CAM（2次元） 1台  

●長尺旋盤 1台  ●組立定盤  1台 

●油圧プレス 500t   1台 

●羅書き定盤 1台  ●シャーリング  1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 ●ステンレス ●アルミ ●銅 

＜得意とする技術＞ 

●厚物板金加工 ●溶接加工 ●切削加工 

シュラウド 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 金属切削加工を得意としており、小物から中物まで

多品種少量生産、製缶、機械加工、組立まで一貫

した作業が可能です。 

 お客様のニーズに短納期、高品質で対応いたし  

ます。 

株式会社 港工業   

ミナトコウギョウ 

業種  はん用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-5-11 

資本金 1,000万円 

従業員 13名 

電話番号 046-884-8206 

FAX  046-884-8208 

メール hyuga@minato-k.biz 

ＨＰ     ー  

●原子力火力 

  付属部品 

●産業機械部品 

●船舶部品 

 

●(株)日立パワーソリューションズ 

●ジャパンマリンユナイテッド(株) 

●日本ギア工業(株) 

●(株)荏原製作所 

●電元社トーア(株) 

●(株)日本製鋼所 

工場内の様子   

製品例 

   

＜保有設備＞ 
●マシニングセンター  4台  

●NC旋盤    3台  

●汎用旋盤    6台  

●横型中ぐりフライス  1台  

●立フライス    3台 

●横フライス    1台 

●ラジアルボール盤   1台 

●立ポール盤    3台 

●セーパー    1台 

●平面研磨機   2台 

＜加工可能材質＞ 
●ステンレス  ●鉄  ●アルミ 

●非鉄金属（BS・BC） 

＜得意とする技術＞ 

●金属切削加工 

産業機械部品 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 小ロットの精密複合加工部品の短納期に対応して

おります。 

有限会社 ミヨシ精機  

ミヨシセイキ 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市長沢6-45-14 

資本金 300万円 

従業員 7名 

電話番号 046-839-2830 

FAX  046-839-2831 

メール info@miyoshi-sk.com 

ＨＰ  http://www.miyoshi-sk.com/ 

●精密アルミ、ステンレス部品 

●ロボット用部品 

●水中カメラ用部品 

●水中カメラメーカー等 

●自動車部品メーカー等 

 

 

工場内の様子   

＜保有設備＞ 
●NC旋盤     1台  

●マシニングセンター   1台  

●五軸マシニング    2台  

●NCフライス     2台   

●旋盤       2台  

●フライス     2台 

●直立ボール盤    1台 

●卓上ボール盤    5台 

●コンプレッサー    2台 

●Feature CAM（キャドキャム） 2台 

＜加工可能材質＞ 
●アルミ ●ステンレス ●鉄 ●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●金属切削加工  ●機械加工 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 主に鉄道車両部品や住宅用部材の製造を行って

います。部品製造から組立まで、一貫生産が可能で

す。高基準のテクノロジーと職人技で、多品種少ロッ

トの難しいモノづくりを実現しています。 

 私たちは、常にお客様のニーズにより添いながら歩

みを進めてきました。社会や時代に必要な、様々な

製品作りを支えている金属加工メーカーです。 

六浦工業 株式会社  

ムツウラコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-3-23 

資本金 2,250万円 

従業員 160名 

電話番号 046-830-5067 

FAX  046-834-9159 

メール mak_tsuchiya@mutsuura.co.jp 

ＨＰ  － 

●(株)総合車両製作所 

●日本車輌製造(株) 

●旭化成住工(株) 

 

内観   

＜保有設備＞ 
●レーザー加工機      11台 

●レーザー加工機 ３次元  1台 

●レーザータレパン複合機  1台 

●タレパン 50t      2台 

●NCプレスブレーキ    8台 

●NCベンダー 6m・500t  1台 

●パワープレス    2台  ●シャーリング  4台 

●スポット溶接機    5台  ●MIG溶接機  4台 

●その他CO2   10台  ●TIG溶接機  7台 

●マシニングセンター 5台  ●設計システム 6台 

●MicroCADCAM 3台  ●３次元CAD 3台 

＜加工可能材質＞ 
●ステンレス  ●アルミ ●鉄 

＜得意とする技術＞ 

●レーザー加工 ●切削加 工 ●溶接加工  

●アルミ型材加工 ●曲げ加工 ●組み立て技術 

●鉄道車輌構体部品 

●住宅鉄骨部材 

●鉄道車輌内装部品 

●モジュール台車 

製造の様子   
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 小型船用エンジン販売取付修理、船用油圧機器

類販売修理、各種船用機器販売取付修理他 

有限会社 安田鉄工所   

ヤスダテッコウジョ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市長井5-29-5 

資本金 300万円 

従業員 5名 

電話番号 046-856-1930 

FAX  046-856-1748 

メール yasudatk@ia9.itkeeper.ne.jp 

ＨＰ  － 

●船用エンジン 

●漁労機器 

●その他 

●三菱重工業(株) 

●ヤマハ発動機(株) 

●(株)小松製作所（コマツディーゼル） 

 

外観   

工場内の様子 

   

＜保有設備＞ 

●旋盤    2台 

●ボール盤   3台 

●ラジアルフライス盤 1台 

●油圧プレス 60t  1台 

＜加工可能材質＞ 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●船用エンジンの修理・据付 

●非常用発電機のメンテナンス 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

社是＜良いものを安く創る＞ 

良い物 

90年を超えるモノづくりの経験と実績により、高品

質な製品の提供が可能です。 

安く 

JIT生産方式を導入しています。工場内のあらゆ

るムダを無くすことでコスト削減が可能です。 

創る 

新しい加工技術・組立技術の習得を日々行って

いるので、常に先端の手法での生産が可能です。 

株式会社 柳田エンジニアリング  

ヤナギダエンジニアリング 

業種  はん用機械器具製造業 

住所  横須賀市追浜本町2-43 

資本金 3,000万円 

従業員 50名 

電話番号 046-869-0355 

FAX  046-869-0315 

メール info@yanagidaeg.co.jp 

ＨＰ  http://www.yanagidaeg.co.jp/ 

湘南工場   

内観 

製造風景 

●2サイクル 

  エンジン 

  シリンダー 

 

●ギヤケース 

  組立 

●(株)やまびこ 

●追浜工業(株) 

＜保有設備＞ 

●MC   21台 ●真円度計 1台 

●NC旋盤  11台 ●表面粗サ計 1台 

●複合NC旋盤  2台 

●小型NC旋盤 12台 

●放電加工機  8台 

●三次元測定器  1台 

＜加工可能材質＞ 

●アルミ 

●ステンレス 

＜得意とする技術＞ 

●切削加工 

●放電加工 
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【樹脂成形・加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 「世界一のルアー（疑似餌）メーカーになる」という夢の

もと、新しい釣りを提案し、新しい喜びを提供している会

社です。独自の技術には自信があり、自社用の設備開

発を積極的に行うなど、常に魅力的な事業展開をしてお

ります。 

株式会社 ヤマリア  

ヤマリア 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市神明町1-41 

資本金 9,800万円 

従業員 180名 

電話番号 046-854-7733 

FAX  046-838-4955 

メール soumu610@yamaria.co.jp 

ＨＰ  http://www.yamaria.co.jp/ 

●疑似餌ルアー 

 

●釣り小物 

  用品 

 

●クッションゴム 

●(株)タカミヤ 

●(株)エイテック 

●大阪漁具(株) 

本社工場   

ルアー塗装作業 

＜保有設備＞ 
●横型射出成型機100t～140t（プラスチック成形） 8台 

●縦型射出成型機30t・75t（プラスチック成形） 2台 

●押出成形機 ストランド成形    1台 

●塗装ブース設備      1台  

●パット印刷機         3台 

●熱転写器 ホログラム箔転写    3台 

●超音波溶着器      7台 

●マシニングセンター      2台 

●モデリングマシン      1台 

●回流水槽 開発試験     1台 

＜加工可能材質＞ 
●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●釣具（ルアー）の製造 

●イカ釣り用品の製造 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 横浜鋼材は、厚板溶断から機械加工、製缶溶接まで

自社一貫対応可能な、「鋼材屋」です。 

【工程①厚板溶断】 

 県内の厚板溶断屋は、一頃より少なくなりました。 

【工程②機械加工】 

 「鋼材屋」ですが、削り・孔加工もお任せください。 

【工程③製缶溶接】 

 ロボットもありますが、主役はあくまで「人」です。 

（溶接工 3名在職）。 

 横持ち無しで、良い物をより早く。 

ヨコハマコウザイ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川1-7-65 

資本金 1,000万円 

従業員 14名 

電話番号 046-836-7105 

FAX  046-836-7857 

メール takahiro.ono@mbr.nifty.com 

ＨＰ  ー 

●鋼板ガス切断品 

●フランジ 

●船用マンホール 

●溶接加工品、機械加工品 

 

●住友重機械マリンエンジニアリング(株) 

●(株)加藤製作所 

●神奈川機器工業(株) 

＜保有設備＞ 

●CNCガス溶断機    2台 

●溶接ロボット     1台 

●溶接ロボット連動ポジショナー  1台 

●半自動溶接機     2台 

●旋盤 3台 (CNC旋盤1台、普通旋盤2台) 

●正面盤  1台  ●ラジアルボール盤 1台 

●直立ボール盤  1台  ●フライス   1台 

●バンドソー  1台  ●油圧プレス  1台 

●天井クレーン 7.5t 5t 各1台 

＜加工可能材質＞ 

●スチール 

＜得意とする技術＞ 

●厚板溶断加工 ●旋盤加工 ●製缶・溶接加工 

横浜鋼材 株式会社 

厚板溶断 

旋盤・フライス加工機  「鋼材屋」だけど、削りも、孔も任せてください。 

ロボット溶接機 
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【金属板金加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 当社は1957年の創業以来、船舶、自動車、住

宅、鉄道車両部品などさまざまなものづくりに携わって

きました。その中で培った開発力、改善力を両輪とし

て、現在は国内シェア50％以上を占めるドアーをはじ

めとした鉄道車両部品の製造に注力しており、新幹

線の部品も多数製造しております。 

 板金、溶接、接着、改善などの技術の蓄積と高度

化により、お客様のニーズを捉えた提案・開発を行い

ます。 

横浜製機 株式会社  

ヨコハマセイキ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-8-31 

資本金 2,550万円 

従業員 150名 

電話番号 046-835-6611 

FAX  046-834-7730 

メール otoiawase@yokosei.co.jp 

ＨＰ  http://www.yokosei.co.jp/ 

●鉄道車両部品 

●各種鉄道車両ドアー 

●各種鉄道車両内装 

  パネル 

●各種鉄道車両内装 

  部品（下降窓装置、 

  外窓枠、袖仕切、 

  握棒、他） 

●(株)総合車両製作所 

●(株)日立製作所 

●日本車輌製造(株) 

●川崎重工業(株) 

●近畿車輛(株) 

●三菱重工エンジニアリング(株) 

会社外観   

鉄道車両内装部品 

＜保有設備＞ 

●高速接着機（1m×3m）   ６台 

●レーザー加工機（3m×1.5m）  ２台 

●ターレットパンチプレス（30t）   ２台 

●ダイレス成形機（0.5m×2m）   １台 

●NCプレスブレーキ（100t）   ５台 

＜加工可能材質＞ 

●アルミ   ●ステンレス   ●鉄 

＜得意とする技術＞ 

●板金加工 

●高速接着 

●ダイレスフォーミング加工 

 （プレス・金型不要の成形加工） 

各種ドアー製品 
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【金属機械加工】 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 

保有設備・得意とする技術等 

 自社材を在庫で持ち、短納少ロット生産態勢に対

応し、中ロットでのロボット溶接などの品質面での対

策も協力出来るものをもっています。 

 プログラムはもちろん自社で組んでおりますので変更

や追加でも大丈夫です。レーザー加工にて寸法的に

も安心なものを御提供出来ます。 

株式会社 ヨシクラ   

ヨシクラ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市平成町2-1 

資本金 1,300万円 

従業員 16名 

電話番号 046-821-1530 

FAX  046-821-1532 

メール yosikura@olive.ocn.ne.jp 

ＨＰ  － 

●トレーラーランプ取付B.K.T 

●トレーラーボルスター 

●工作機械カバー 

●その他取付具 

●東邦車輛(株) 

●(株)総合車両製作所（J-TREC） 

●ニッパツ機工(株) 

本社工場   

製品例   

＜保有設備＞ 
●油圧ベンダー（50tハイブリット230t）   2台 

●油圧シャーリング（12t×3000、12t×1200） 2台 

●レーザー加工機（4KW2次元、2.5KW2次元） 2台 

●CAD（2Dソフト、3Dソフト）      2台  

●マシニングセンター（600×1200）    1台 

●天井クレーン（2.8t)      5台 

●プレス（80t）       1台 

●油圧プレス（30t）     4台 

●直立ボール盤（キワ２馬力650φ）   2台  

●溶接ロボット（パナソニック）    2台  

＜加工可能材質＞ 
●鉄 ●アルミ ●ステンレス ●非鉄金属 

＜得意とする技術＞ 

●レーザ   ●切削  ●精密板金 

●厚物板金  ●溶接  ●プレス 
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 試作加工から小中ロットの量産を得意としています。 

 装置製造を源流としている加工会社の為、板金・

製缶・セラミック加工etc、協力業者を介しての対応

も可能です。（図面混在でも問題ございません） 

 

 設計担当者様のご相談にも対応いたします。 

アポロプレシジョン 株式会社   

アポロプレシジョン 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-2-17 

資本金 2,040万円 

従業員 12名 

電話番号 046-835-1333 

FAX  046-835-8895 

メール info@apco-eng.com 

ＨＰ  http://www.apco-eng.com/ 

●切削部品加工 

●治具制作 

●重電（原子力関係）・半導体・液晶・自動車  

 関係各社 

 

製品（加工品一例） 

三次元測定機 

＜保有設備＞ 

●５軸制御立形マシニングセンタ 
MX520 φ300×H350  1台 

●マシニングセンタ 
MB-56VA  1050×560×460  2台 
MB-56VA  インデックス４軸仕様 1台 
MB-46VAE 1000×460×460  1台 
2MF横型  250×700   1台 
2MF立型  250×700   1台 

●旋盤 
LB3000EX    φ250×400L 1台 
LB3000EXⅡ  φ300×300L 1台 
TAC-650   φ650×900L  1台 
RBL-51   φ１～φ140  1台 

●三次元測定機 
CrystaApexC9168  905×1605×805 1台 

＜加工可能材質＞ 
●ステンレス ●銅  ●鉄  

●アルミ  ●樹脂  ●特殊材 

製品（加工品一例） 
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 入野機工株式会社は、2020年3月23日、日本

のモノづくりを支えた山田工機株式会社のすべての事

業を譲り受け、創業70年、累積販売台数3,000台

超の内面研削盤メーカーの歴史と技能を継承致しま

した。私たちは山田工機で築き上げた、世界に誇れ

る高精度・高耐久な汎用内面研削盤の基本設計を

尊重・維持し、更なる品質向上を追求して参ります。 

入野機工 株式会社 

イリノキコウ 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-3-23 

資本金 1,000万円 

従業員 11名 

電話番号 046-874-7444 

FAX  046-874-7911 

メール service@irinokiko.jp 

ＨＰ  https://irinokiko.jp/ 

●内面研削盤 

●岡田研磨(株) 

●パンチ工業(株) 

●大昭和精機(株) 

＜保有設備＞ 

●たて型マシニングセンタ 3台 

●よこ型マシニングセンタ  1台 

●NC旋盤    3台 

●外径研削盤   3台 

●内面研削盤   2台 

●ベッド研削盤   1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄および非鉄金属（ただし、社内用途のみ） 

＜得意とする技術＞ 

●精密な内面研削盤を製造するためのすべての技術 

 

YIG-20MSA特別仕様  

(主軸旋回角度デジタル直読機構搭載、ユーザー様指定色) 
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【金型・治工具】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 車に関する防振ゴムの金型、またマフラー等に関す

る各種治具、金型、専用機械等の設計製作を主な

事業としています。 

 一般機械加工なども短納期で対応できる体制を整

えています。 

 特に金型関係に関するNC放電、またワイヤーカット

等においては自信を持っています。 

有限会社 栄光製作所 

エイコウセイサクショ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市浦郷町5-2931-69 

資本金 300万円 

従業員 17名 

電話番号 046-865-2654 

FAX  046-866-0790 

メール  shirasaka@the-eiko.co.jp 

ＨＰ  http://www.the-eiko.co.jp/ 

●ナブテスコ(株) 

●マレリ(株) 

●(株)NOK 

＜保有設備＞ 
●マシニングセンター ３台 ●NC旋盤     ２台 

●NCフライス盤 １台 ●NC放電加工機  ２台   

●ラジアルボール盤 ２台 ●平面研削盤    １台  

●三次元測定機 １台 ●TIG溶接機    １台 

●CAD-CAM3D ２台 ●汎用旋盤     ３台 

＜加工可能材質＞ 
●鋼材  ●アルミ  ●ステンレス 

●樹脂  ●薄板 

＜得意とする技術＞ 

●旋盤加工  ●フライス加工  ●NC加工 

●研削・研磨加工  ●プレス金型製作 

●機械装置組立  ●設計 

外観   

マシニングセンター 

●各種治工具 

●ゴム金型 

●プレス金型 

●機械部品 他 

三次元測定機 
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 製造整備の設計・製作・据え付けの他、機械の修

理やメンテナンス、特殊部品の製作も行っています。

原案を頂いて、設計から完成までを一括して行うこと

ができ「こんなことができないか？」「こんな事に困って

いる」にお応え致します。古い機械の修理部品やステ

ンレス製品の補修等の問合せにも応じます。 

株式会社 エコー産業  

エコーサンギョウ 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市内川1-5-8 

資本金 1,000万円 

従業員 14名 

電話番号 046-835-1441 

FAX  046-834-5971 

メール info@echo-sangyo.jp 

ＨＰ  http://www.echo-sangyo.jp/ 

●コンベアー各種 

●食品製造機械 

●実験機械 

●自動溶接機 

●即席めんメーカー 

●鉄鋼メーカーグループ企業 

●造船事業グループ企業 

＜保有設備＞ 
●プレス（50t、100t、150t）  3台 

●旋盤（６尺、８尺、６尺NC） 3台 

●ボール盤      8台 

●ラジアルボール盤     1台 

●フライス盤（汎用、NC、MC）  5台 

●研磨機      1台 

●形鋼用バンドソーマシン   1台 

＜加工可能材質＞ 
●ステンレス  ●鋼材  ●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●設計・製図 

●金属切削、研削、研磨加工 

●金属溶接加工 

●金属プレス、絞り 

製品例（製麺設備）  

製造工程 



62 

【金型・治工具】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 製品デザインから3D金型設計～金型製作までトー

タルでもリリーフでもサポート出来ます。特に意匠形状

の加工又、小径加工（R0.1～）を得意としていま

す。 

 3Dプリンター導入し、製品開発等のお手伝い、又

各分野イメージの現物製作が可能になりました。 

有限会社 エヌシーソフテック  

エヌシーソフテック 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市内川2-5-9 

資本金 600万円 

従業員 6名 

電話番号 046-835-4167 

FAX  046-835-4168 

メール ncnet@ncsoftec.co.jp 

ＨＰ  http://ncsoftec.co.jp/ 

●金型用部品 

●金型用設計 

●3D製品設計 

●プラスチック・ 

  ダイカスト金型 

●(株)江東彫刻 

●第一精密産業(株) 

●岡田電機工業(株) 

本社工場 

＜保有設備＞ 
●マシニングセンタ高速M・C    3台 
 （V33ｉ牧野フライス）             

●NCフライス（オークマホーワ）   2台 

●3DCAD（SOLIDWORKS）   2台 

●3DCAM（TOOLS FFCAM）   3台 

●3Dプリンター Form3（各種樹脂対応） 1台 

●3Dレーザースキャナー     1台 

＜加工可能材質＞ 
●鋼材、アルミ、銅  

●GR（グラファイト） 

●樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●樹脂用金型の製造 

●樹脂用金型の3D設計・部品加工 

●3D製品設計 

V33高速加工 

製品例 
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【機械要素・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 長年にわたるノウハウを活かし、特殊ネジ・特殊ボル

ト・特殊ナットを製作致します。 

 一般規格品にはない特殊仕様の商品をお求めの

際は、お気軽にご相談ください。 

 品質管理も万全を期し、用途に最適な特注ネジ・

特注ボルト・特注ナットをご提供いたします。 

 小ロットから注文可能。お客様のニーズにお応えしま

す。 

有限会社 岡本ボールト  

オカモトボールト 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市根岸町3-5-14 

資本金 400万円 

従業員 7名 

電話番号 046-836-3885 

FAX  046-834-7950 

メール ー 

ＨＰ  ー 

●ボルト 

●ナット 

●ネジ全般 

●(株)久里浜工作所 

●横浜製機(株) 

●京浜ドック(株) 

●六浦工業(株) 

●アトヱ産業(株) 

＜保有設備＞ 

●旋盤    1台 

●ボール盤   1台 

●ネジ切り機   1台 

●タッパーボール盤  1台 

●ペンチレス   1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

●黄銅 

●SCM 

＜得意とする技術＞ 

●ネジの設計、加工・製作 

外観 

旋盤 
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【通信・監視・計測・分析関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 当社の光ファイバ式ロータリーエンコーダはエンコーダ

部に全く電気を使用していないので、完全防爆仕様

になっております。高電圧・高エネルギー・高磁場等の

影響もありませんので、厳しく劣悪な環境にて使用す

ることができます。 

 また、当社では様々な導波管を製作しています。長

さ、材質、管の厚さなどお客様のご要望に応じて自由

に変更し作成することが可能です。また、弊社でしか

扱っていないオリジナルの導波管を製作できます。 

株式会社 雄島試作研究所  

オシマシサクケンキュウジョ 

業種  生産用機械器具製造業 

住所  横須賀市武3-17-1 

資本金 1,000万円 

従業員 26名 

電話番号 046-856-7305 

FAX  046-857-0014 

メール mail@oshimashisaku.jp 

ＨＰ  http://oshimashisaku.jp/ 

●光ファイバー関連品 

●レーザー関連品 

●ミリ波関連品 

●日本電信電話(株) 

●国立天文台 

●東京大学 

 

光エンコーダφ20  

導波管  

＜保有設備＞ 

●三次元測定器   1台 

●マシニングセンター  1台 

●小型精密複合NC旋盤 1台 

●平面研削盤   1台 

●立フライス盤   1台 

＜加工可能材質＞ 

●ステンレス 

●アルミ 

●樹脂 

●銅 

＜得意とする技術＞ 

●精密機械、器具の製作及び加工 

●試作品の製作 
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【機械要素・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 追浜工業はエンジン点火装置、草刈機用ギヤヘッ

ド、ブラシレスモータ、エンジンタコメータ・アワーメータ

等を開発、製造、販売している会社です。 

 

 常に新しいことへの挑戦を忘れず、たゆまない研究

と地道な努力のくり返しこそが私たちの企業理念で

す。 

追浜工業 株式会社 

オッパマコウギョウ 

業種  一般機械器具製造業 

住所  横須賀市夏島町14-2 

資本金 2,560万円 

従業員 103名 

電話番号 046-866-2139 

FAX  046-866-3090 

メール  info@oppama.co.jp 

ＨＰ  https://www.oppama.co.jp/ 

●(株)やまびこ 

●日本クライス(株) 

●ハスクバーナ・ゼノア(株) 

＜保有設備＞ 

●NC旋盤   14台  

●歯切り盤   19台 

●ブローチ盤    4台 

●NC円筒研削盤   2台 

●チップマウンター   3台 

●スピンドル巻線機   9台 

＜加工可能材質＞ 

●アルミ 

●SCM415 

＜得意とする技術＞ 

●旋盤加工 

●電気組立 

●機械装置組立 

●基板実装 

外観 

機械加工ライン 

●エンジン点火装置 

 （写真上左） 

●ギヤヘッド 

 （写真上右） 

●タコメータ・アワメータ 

 （写真下） 
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【通信・監視・計測・分析関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 振動計測器の設計・販売に30年以上の実績があ

ります。 

 豊富な開発実績と最新のソフトウェア技術を複合し

て次世代型の計測・制御システムを開発・販売して

います。 

 また、ナショナルインスツルメンツ社製品のインテグ

レーション、LabVIEWによるソフトウェア開発を得意

としています。 

カナガワ電子技研 株式会社 

カナガワデンシギケン 

業種  業務用機械器具製造業 

住所  横須賀市津久井3-21-35 

資本金 1,000万円 

従業員 5名 

電話番号 046-849-5661 

FAX  046-849-3420 

メール info@ket-lab.jp 

ＨＰ  http://www.ket-lab.jp/ 

●デジタル振動計 

●チャージアンプ 

●LabVIEWソフトウェア 

●振動監視計 

●川崎重工業(株) 

●ティアック(株) 

●J.M.インダストリアル（KOREAの商社） 

●日本ナショナルインスツルメンツ(株) 

●(株)クボタ 

多チャンネル計測システム 

実際の計測事例（振動計測） 

＜保有設備＞ 

●LabVIEW統合開発環境 

●振動計校正システム 

＜得意とする技術＞ 

●振動計測に関わるアナログ回路開発技術 

●LabVIEWを用いた計測制御プログラムの開発 

●ナショナルインスツルメンツ社製品を用いた 

  計測・制御システムのインテグレーション 
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【機械要素・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 当社は1950年11月に創業以来、自動車及びエ

レクトロニクス機器の専門ばねメーカーとして、発展し

てまいりました。 

 主力製品はワイパブレードについているばねです。 

 人の命を乗せて走る車は高品質でなければなりませ

ん。 

 当社は常に「ものづくり」を追求し、お客様に安心を

提供することで社会と環境に貢献しています。 

京浜発條 株式会社  

ケイヒンハツジョウ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市浦郷町5-2931-29 

資本金 5,000万円 

従業員 115名 

電話番号 046-865-8391 

FAX  046-866-3019 

メール gyoumubu@keihin.net 

ＨＰ  http://www.keihin-hatsujyo.jp/ 

●自動車ワイパーアーム 

  テンションスプリング 
 

●自動車リクライニング・ 

   シートデバイス・リターン 

   スプリング 
 

●自動車ドアハンドル 

   セグメント・リターン 

   スプリング 
 

●小型野外作業機械 

   リコイルスターター・ 

   ダンパースプリング 

●(株)デンソーワイパシステムズ 

●(株)TF-METAL 

●(株)アルファ 

●(株)やまびこ 

製造風景  

製造品 

＜保有設備＞ 

●ワイヤーフォーミングマシーン  60台 

●研磨機     10台 

＜加工可能材質＞ 

●ピアノ線  ●バネ用鋼帯 

●硬鋼線  ●ステンレス鋼帯 

●ステンレス鋼線 

＜得意とする技術＞ 

●自動車ワイパーアーム用ばね設計・製造 

●自動車シートリクライニング用ばね設計・製造 

●燃料タンク用弁ばねの設計・製造 

製品例  
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 創業以来、ガラス・シリコン・セラミックス等の硬脆性

材料に特化し、受託精密加工及び、硬脆材料加工

装置の開発・販売を行ってきました。 

 当社の製品は、半導体関連、光通信関連、また、

宇宙の世界にまで発展し、採用されています。 

株式会社 芝技研  

シバギケン 

業種  その他の電子部品・デバイス等製造業 

住所  横須賀市神明町1-52 

資本金 5,700万円 

従業員 103名 

電話番号 046-838-5620 

FAX  046-838-5622 

問合せURL http://shibagiken.com/contact.php 

ＨＰ  http://shibagiken.com/ 

●小径孔加工（機械販売及び受託加工） 

●深孔加工（機械販売及び受託加工） 

●大型光学部品受託加工 

●加工負荷を数値化し加工機にフィードバック 

  するシステム 

●加工機の自動化 

●三菱マテリアル(株) 

●AGC(株) 

●(株)オハラ 

久里浜テクノパーク工場 

シリコンへの小径孔加工サンプル 

＜保有設備＞ 

●2m～3mクラスの大型マシニングセンター  4台 

 （５～６軸）  

●その他、小径孔加工専用機を含む 

  グラインディングセンタ      約150台 

＜加工可能材質＞ 

●ガラス  ●石英 

●シリコン  ●セラミック 

＜得意とする技術＞ 

●小径孔加工（Φ0.06～） 

●深孔加工（深さ≦1200mm） 

●大型光学部品加工 

●加工負荷を数値化する技術の応用 

●工作機械の自動化 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 迅速な対応、高品質、低コストを目標に小物部品

の組立、検査、梱包迄OK！その他半田、簡単なプ

レス曲げ加工等こだわらずに何でもトライ致します。 

湘南テクノ 有限会社  

ショウナンテクノ 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市林3-2-2 

資本金 300万円 

従業員 4名 

電話番号 046-857-6748 

FAX  046-857-6748 

メール syounantekuno@muse.ocn.ne.jp 

ＨＰ  ー 

●電気、電車、架線部品加工、組立 

●ゲーム機組立 

●バネ加工・検査 

●穴あけ 

●チューブカット 

●カシメ加工 

●(株)浅羽製作所 

●京浜発條(株) 

●徳力精工(株) 

本社工場 

チューブカット機 

＜保有設備＞ 

●組立工具   一式 

●スピン・カシメ機  1台 

●ボール盤   3台 

●グラインダー   2台 

＜加工可能材質＞ 

●アルミ（鋳物） 

＜得意とする技術＞ 

●電気・電子機器部品の加工・組立及び 

  検査・梱包 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 当社は1968年の設立・操業以来、抵抗線ひずみ

ゲージ応用のセンサー及び増幅器の製造販売でユー

ザー様と一体となって、少量多品目の試作品・研究

開発品を得意分野として開発に取り組んでまいりまし

た。 

 ユーザー様とは多数の特許製品及び実用新案を取

得しております。 

 また、精度の高い製品作りを目指し、産業分野から

地域の活性化を図っております。 

総合計装 株式会社 

ソウゴウケイソウ 

業種  電気計測器製造業 

住所  横須賀市内川1-6-23 

資本金 2,000万円 

従業員 25名 

電話番号 046-836-4477 

FAX  046-834-9488 

メール info@sohgohkeiso.co.jp 

ＨＰ  http://www.sohgohkeiso.co.jp/ 

●ロードセル 

●トルクメーター 

●スリップリング 

●表示器 

●(株)IHI 

●トヨタ自動車(株) 

●官庁 

工場 

ハンドル操舵角力計 

＜保有設備＞ 

●アスムラー    1台 

●定荷重式クリープ試験機 1台 

●各種試験装置 

＜得意とする技術＞ 

●ひずみゲージを応用したセンサ及び 

   計測器の設計、製作 
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

＜保守・保全＞  修理、調整など、機械装置の保

守・保全を行います。最新の設備・各部門のエキス

パートによる万全な保全体制、熟練したエンジニアに

よる高品質なアフターケアサービスを提供します。 

＜製作・加工＞ 機械の部品、ラインコンベアなど要

望に合った物、設備を製作・加工し、納入します。技

術力を活かし、多面に渡るご要望にお応えします。 

＜移設・設置＞ 機械の移設・設置・移設工事・搬

出工事を行います。「迅速に、安全に、正確に」設備

の目的・用途に合わせて各分野の技術力を結集、豊

富な設備と経験でニーズにお応えします。 

太南工業 株式会社 

タイナンコウギョウ 

業種  はん用機械器具製造業 

住所  横須賀市夏島町2873-13 

資本金 6,000万円 

従業員 17名 

電話番号 046-865-7997 

FAX  046-865-6949 

メール y.inoue@tainan.co.jp 

ＨＰ  http://www.tainan.co.jp/ 

●設備修理、改造 

●設備清掃 

●製缶・旋盤 

●その他 

●日産自動車(株) 

●(株)日産クリエイティブサービス 

●三菱重工マシナリーテクノロジー(株) 

シャーリング  13mm×3100mm 

油圧揚重装置50t 

＜保有設備＞ 

●天井走行クレーン（10t、2.8t）  1台 

●油圧揚重装置（50t、20t）    各1台 

●シャーリング（13mm×3100mm） 1台 

●汎用加工機（フライス・旋盤）     各1台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●ステンレス 

●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●工場内設置機器の改造、メンテナンス 

菓子選別機製作の様子 
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【金型・治工具】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 我が社は、社長をはじめ従業員一同、お客様のニーズ

に合わせ、三次元NC加工、ワイヤーカット加工をはじめ、

確かな技術で誠心誠意仕事をさせていただいています。

納期厳守で対応しております。どうぞ何なりと御相談くださ

い。 

有限会社 大洋精機工業所 

タイヨウセイキコウギョウショ 

業種  金属製品製造業 

住所  横須賀市池田町4-3-17 

資本金 300万円 

従業員 3名 

電話番号 046-834-0586 

FAX  046-834-0539 

メール － 

ＨＰ  －  

●自動車プレス金型 

●車輛プレス金型 

●自動車製造用治具 

●(株)総合車両製作所 

●野口工業(株) 

●六浦工業(株) 

自動車プレス金型 

工場内の様子 

＜保有設備＞ 

●プレス機（200t）     1台 

●ワイヤーカット機（350、550）   2台 

●マシニングセンター（500×600×1000） 1台 

●NCフライス（450×500×580）   1台 

●ラジアルボール（1750）    1台 

＜加工可能材質＞ 

●SS ●SKS-3 ●SKD-11 

＜得意とする技術＞ 

●研削、研磨 

●切削 

●放電加工 

●レーザ加工 

●金型設計・製作 



73 

 

【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 小ロットより多品種等の組立･加工･検査･梱包が

できます。 

 また､１フロア454.23㎡の広さが４フロアあります。

貸事務所･倉庫･工場･営業所可能です。このフロア

と組立技術を生かした業務提携が可能です。 

株式会社 トーヨー 

トーヨー 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市田浦港町無番地 

資本金 1,000万円 

従業員 44名 

電話番号 046-861-3800 

FAX  046-861-3993 

メール info@kk-toyo.jp 

ＨＰ  ー 

●電車車両部品の組立 

●ゲーム機組立・検査 

●菓子検査・梱包 

●その他 

●横浜製機(株) 

●宝製菓(株) 

●(株)ケープ 

●徳力精工(株) 

本社（田浦工場） 

平成町工場 

＜保有設備＞ 

●ベルトコンベアー   8台 

●エアープレス（2t）  2台 

●油圧プレス    2台 

●エアー専用工具備品  2台 

＜得意とする技術＞ 

●アミューズメント機の組立・検査 

●電車部品の組立・検査 

●食品関連梱包等 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 お客様の仕様に基づいて開発・設計を行い、製造・

試験・アフターサービスにいたるまでの 

「 ワ ン ス ト ッ プ 体 制 （ 一 貫 生 産 体 制 ） 」 

を特色としています。 

 長年培った生産ノウハウを活かし、受託生産から受

託設計・開発及び検査から出荷までの総合生産体

制で、お客様のニーズを実現いたします。 

 昭和14年から亘る知識と経験に加え、新たな技術

を革新してまいりました。お客様の商品企画又は商

品仕様書をもとに、経験豊富なスタッフが開発を進め

試作から量産まで幅広いニーズにお応えいたします。 

徳力精工 株式会社  

トクリキセイコウ 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市平成町1-3-2 

資本金 2,400万円 

従業員 152名 

電話番号 046-821-6111 

FAX  046-821-6120 

問合せURL http://tokurikiseiko.co.jp/contact 

ＨＰ  http://www.tokurikiseiko.co.jp/ 

●情報通信機器 

●産業機器 

●アミューズメント  

  機器 

●自社開発品 

●NTTグループ 各社 

●バンダイナムコグループ 各社 

●富士通(株) 

●(株)日立製作所 

●三菱電機(株) 

●(株)東芝 

外観 

変化の激しい仕様、価格、納期に効率的に対応できるようVPS（Virtual Product 

Simulator）を導入し実機（試作機）を使わずに高いレベルでの検証が可能 

＜保有設備＞ 
●3DプリンタObjet 30 Prime 

●周波数変換装置（松永製作所） 

●デジタルオシロスコープ（テクトロニクス） 

●ユニバーサル漏洩電流計（YOKOGAWA） 

●絶縁耐圧抵抗試験器（菊水） 

●５面加工機 門型マシニング 

●高出力レーザ複合機 

●レーザ複合機 25t 2500×1525 

●３次元測定機 

＜加工可能材質＞ 
●鉄 ●ステンレス ●ラバーライク樹脂 他 

＜得意とする技術＞ 

●ワンストップ体制（一貫生産体制） 

●３次元CADによる設計 

●Virtual Product Simulatorによる検証 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 現在、電気業界においては、インバータ制御が主流

となり、その為に発生する騒音、高周波ノイズの対策

として、当社はリアクトルに力を入れて研究開発を行

い、少しずつ需要が増えてきています。 

株式会社 浜電機工業 

ハマデンキコウギョウ 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市平成町2-7 ベイテックビル3F 

資本金 1,000万円 

従業員 16名 

電話番号 046-821-5535 

FAX  046-821-5536 

メール info@hama-denki.co.jp 

ＨＰ  http://www.hama-denki.co.jp/ 

ベイテックビル 

工場内の様子 

＜保有設備＞ 

●熱風乾燥炉 

  （中型）   1台 

  （循環式）   2台 

●巻線機 

 （大型）   6台 

  （中型）   3台 

  （小型、自動）  8台 

●EMI用各種測定器  1台 

●各種制御用トランス 
大型絶縁トランス（～最大300kVA）、ノイズブロック

（ノイズ減衰用トランス）、急速充電器用トランス、薄型

絶縁三相トランス、雷サージ・サージレスノイズブロック 他 

●各種リアクトル 
高周波用リアクトル、力率改善用リアクトル、インバーター

回路用低騒音型リアクトル 他 

●各種コイル 
エレベーター用ブレーキマグネット、リニア推進用コイル 他 

●電気関連メーカー 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 自動制御装置や制御盤製作を行う会社です。ガス

供給制御盤や計装盤、NC盤など設備のご相談は当

社にお任せください。 

 省力のソフトウェアから、ハードウェアまで一貫したエ

ンジニアリング体制をとり、各企業様における種々の

状況に対応する、最も適したシステムを提供すること

により、安価で、しかも効率の良い省力、省エネを実

現することができます。 

フジシステム 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市浦郷町3-21 

資本金 1,000万円 

従業員 8名 

電話番号 046-866-4101 

FAX  046-866-4179 

メール fujisys@eagle.ocn.ne.jp 

ＨＰ  https://www.fujisys.jp/ 

●制御盤 

●計装盤 

●NC盤 

●試験盤 

 

●日産自動車(株) 

●旭ダイヤモンド工業(株) 

●(株)ツバコー・ケー・アイ 

＜保有設備＞ 

●ホットマーカー ４台 

●油圧圧着工具 ４台 

●信号発生器 ３台 

●ボール盤  ３台 

●旋盤   １台 

＜得意とする技術＞ 

●電気組立 

●機械装置組立 

不二システム 株式会社 

現場操作盤 

ガス供給制御盤 

ファナック製ＮＣを組み込んだ装置の操作卓 
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【工業用装置・動力装置・機器・部品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 粉体を扱う機械の中でも、特に微粉砕機、造粒

機、微粉分級機の分野、並びにこれらを含む粉体用

機械装置を独自の技術力で開発し、その製品の製

造・販売を通して社会に貢献することを目的としてい

ます。 

 各種の原料に適応するために、お客様の要望に基

づき試験を行い、その結果を反映した設計、製造を

日々行っています。また、受託加工部門では、自社

製品を使用した化学原料の微粉砕、造粒、分級に

より、お客様ご要望の製品を生産しています。 

フロイント・ターボ 株式会社 

フロイント・ターボ 

●ターボミル 

●ローラーコンパクター 

●ターボスクリーナー 

●Vターボ 

●アクアターボ 

●バランスグラン 

         ほか 

 

＜保有設備＞ 

●粉体機械(テスト機)  15～16台 

●受託加工設備  ６式 

＜得意とする技術＞ 

●機械装置・プラント設計 

●機械装置組立 

●粉体技術のテスト・プランニング 

●各種受託加工 

●電池原料メーカー 

●化学メーカー 

●食品・化粧品メーカー 

●医薬メーカー 

本社工場 

ターボミル 

ローラーコンパクターFT 

業種  一般機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-2-10 

資本金 4,200万円 

従業員 55名 

電話番号 046-836-4900 

FAX  046-837-6600 

メール info@freund-turbo.co.jp 

ＨＰ  https://www.freund-turbo.co.jp/ 
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【電気・電子機器関連製品】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 1988年の創業以来、確かな技術力と柔軟性に富

んだ発想力で皆様の信頼に応え、主に電気制御シス

テムの設計・製作を手掛けております。2019年度に

は横須賀市から優良工場として表彰を受けました。 

 設計、部品調達、加工、組立、検査の工程を一

貫して行うことができ、納品後のアフターケアにも力を

入れております。お客様からの連絡には迅速な対応を

取ることを徹底しており、要望があれば即日海外へも

赴きます。陸上から舶用まで幅広いニーズにお応えし

ます。 

株式会社 マエカワ 

マエカワ 

業種  電気機械器具製造業 

住所  横須賀市夏島町15-3 

資本金 2,000万円 

従業員 15名 

電話番号 046-869-0090 

FAX  046-869-0910 

メール maekawa@elec-maekawa.co.jp 

ＨＰ  http://www.elec-maekawa.co.jp/ 

●各種操作盤の製作 

●船用甲板機械：電動 

 （ウィンチ、ハッチカバー） 

●日本プスネス(株) 

●川崎重工業(株) 

●住友重機械マリンエンジニアリング(株) 

●住友重機械モダン(株) 

●(株)テクノミライ 

本社工場 

船舶用リモートコントロール 

＜保有設備＞ 

●パソコン    15台 

●ブリックスCAD電キャビ  3台 

●各種検査治具    一式 

●走行クレーン2.8TON  一式 

＜得意とする技術＞ 

●電動装置・機器の設計・製作 

●各検査治具装置の設計・製作 

●ソフトウェアの開発 
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【金型・治工具】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

設
計
・
製
作
・
製
品 

 ステンレス、鉄、アルミ、銅などの鋼材を元に、自社

でCAD設計し、溶接組立を行っています。自動車・

電車の車両治工具、組立をメインに、ロボットアタッチ

メントを製作しています。 

 確かな技術力でお客様のニーズにお応えしていま

す。そして、高い信頼を受けて、確実に納期に仕上

げ、最高の製品を納めております。 

 「高品質」「納期確実」「適正価格」をモットーに社

員一丸となって頑張っております。この時代を気合で

乗り切ります。 

株式会社 三富工業  

ミトミコウギョウ 

業種  輸送用機械器具製造業 

住所  横須賀市内川1-5-27 

資本金 1,000万円 

従業員 11名 

電話番号 046-835-1997 

FAX  046-834-9389 

メール mitomi.k@eos.ocn.ne.jp 

ＨＰ  http://www.navida.ne.jp/snavi/4870_1.html 

●自動車、車輌治具製造 

●各種機械加工 

●各種専用装置設計・製作 

●ロボットアタッチメント製作・施工 

●トヨタ自動車東日本(株) 

●(株)総合車両製作所 

●(株)オカムラ 

●(株)EJサービス 

●パイルスジャパン(株) 

組付け治具（数パーツを1部品にする装置） 

解析治具（プレスにてパネルを成形した後の精度確認） 

＜保有設備＞ 

●マシニング（V500）   1台 

●テストスタンド    1台 

●フライス盤 STM2Y   1台 

●ラジアルボール盤 YRS-130 1台 

●天井走行クレーン   2台 

●CAD（3D）    2台 

＜加工可能材質＞ 

●鉄 

●アルミ 

＜得意とする技術＞ 

●自動車、車輌治具設計・製作 

●金属切削、溶接 

●溶接製缶 
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【主業務が設計・開発】 

企業概要 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

 当社は、花粉自動計測器（リアルタイム花粉モニター

KH-3000-01）、クリーンルーム対応のポータブルパー

ティクルカウンター（MODEL-300・500シリーズ）、新

製品データメモリー内蔵のパーティクルカウンター（PC-

130）、低価格なパーティクルカウンター（PC-55・PC-

120）などの監視センサーの開発業務を主とした研究開

発型の企業です。 

株式会社 大和製作所  

ヤマトセイサクショ 

業種  業務用機械器具製造業 

住所  横須賀市平成町2-1 

資本金 1,000万円 

従業員 6名 

電話番号 046-821-1545 

FAX  046-821-1547 

メール ymto@green.ocn.ne.jp 

ＨＰ  https://www.yamatronics.com/ 

●花粉モニター 

●パーティクルカウンター 

●パーティクルカウンター 

  PC-130 

 （塗装ブース用） 

●官公庁 

●(株)ダン・タクマ 

●芝インターナショナル（株） 

花粉観測システム 

横須賀市平成町の花粉情報（当社HPより） 

＜得意とする技術＞ 

 センサー技術については自信があります。 

 その他センサーを応用した制御装置も得意としてい

ます。特注品も数多く対応しております。 

 

 当社の花粉モニターは、環境省花粉計測システム

「はなこさん」に採用され、全国120か所に設置して

います。 

 花粉シーズンには、当社ホームページで花粉の飛

散情報も提供しています。  
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薬
品
・
化
学
品 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

企業概要 

 1931年（昭和6年）創業以来、漢方生薬製剤

を中心に一般用医薬品メーカーとして活動していま

す。平 成24年4月 に「か なが わ 中 小企業 モデ ル 工

場」として指定され、また、平成26年に創設された女

性社員活躍の証となる「神奈川なでしこブランド」には

弊社健康食品の「潤貴」「オーラケア」「グルコサミンゼ

リー」が3年連続で認定されるなど高い評価を頂いて

います。これからも努力を惜しまず、品質の高い医薬

品等を安定供給し、社会に貢献していきます。 

大草薬品 株式会社 

オオクサヤクヒン 

業種  化学工業 

住所  横須賀市森崎1-17-15 

資本金 1,700万円 

従業員 30名 

電話番号 046-834-1193 

FAX  046-834-1858 

メール nakazono@okusa.co.jp 

ＨＰ  http://www.okusa.co.jp/ 

●胃腸薬 

●便秘薬 

●健康食品 

●強壮剤 

●生薬製剤、漢方薬 

 

 

●日邦薬品工業(株) 

●大草薬品販売(株) 

●オール・ジャパン・ドラッグ 

本社工場 

製品例 

＜保有設備＞ 

●製丸機  2台 

●造粒機  1台 

●抽出装置  1台 

●調合機  2台 

●打錠機  2台 

＜加工可能材質＞ 

●生薬 

＜得意とする技術＞ 

●漢方薬製剤 

●健康食品 
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主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

企業概要 

 生化学工業は、糖質科学に研究開発の焦点を合

わせ、独創的な医薬品の創製を通じて、世界の人々

の健康で心豊かな生活に貢献しています。高齢者の

方々に多い関節疾患などの治療に使用されるヒアル

ロン酸を主成分とした医療用医薬品等を国内外に

供給しています。 

生化学工業 株式会社 

セイカガクコウギョウ 

業種  化学工業 

住所  横須賀市久里浜9-3-1 

資本金 384,000万円 

従業員 90名 

電話番号 046-835-3311 

FAX  046-834-1918 

メール ir@seikagaku.co.jp 

ＨＰ  https://www.seikagaku.co.jp/ 

●ヒアルロン酸ナトリウム 

●コンドロイチン硫酸 

  エステルナトリウム 

●コンドリアーゼ 

●国内外製薬会社 

●国内化粧品会社 

久里浜工場 

発酵設備 

＜保有設備＞ 

●医薬品原体抽出精製設備 3系統 

●発酵設備 

＜加工可能材質＞ 

●鶏冠 

●鮫骨 

＜得意とする技術＞ 

●医薬品原料の抽出、精製 
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薬
品
・
化
学
品 

主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

企業概要 

 当社は工業用の防腐・防菌剤、ビル空調用・プラン

ト用ブライン、プラスチック加工の安定剤など、付加価

値の高い多様な化学製品を製造販売しています。 

東京ファインケミカル 株式会社 

トウキョウファインケミカル 

業種  化学工業 

住所  横須賀市夏島町2873-8 

資本金 8,000万円 

従業員 55名 

電話番号 046-865-6144 

FAX  046-865-4436 

メール postmaster@tokyofine.jp  

ＨＰ  http://www.tokyofine.jp/ 

●自動車用不凍液及びブライン 

●工業用防腐剤 

●塩化ビニール用安定剤 

●漁網用防汚剤 

●林業用薬剤 

 

 

●日東化成(株) 

●日成共益(株) 

●(株)日本触媒 

外観① 

外観② 

＜保有設備＞ 

●ヘンシェルミキサー 1台 

●リボンブレンダ―  1台 

●ボイラー   2台 

＜加工可能材質＞ 

●プラスチック樹脂 

＜得意とする技術＞ 

●ビル空調用、プラント用冷熱媒 

●工業用の防腐・防菌剤 
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主な製造品 保有設備・得意とする技術等 

主な取引先 

企業概要 

 船舶用の洗浄剤、燃料添加剤等を中心に製造し

ております。また、工業用洗浄剤、防錆・防蝕剤、ボ

イラ清缶剤等も製造しております。お問い合わせいた

だければお客様のご要望に合わせた洗浄剤を製造す

ることも出来ます。 

同和化学 株式会社 

ドウワカガク 

業種  化学工業 

住所  横須賀市内川1-4-17 

資本金 2,000万円 

従業員 6名 

電話番号 046-835-6553 

FAX  046-835-6144 

メール dowacm-j@nifty.com 

ＨＰ  － 

●船舶用洗浄剤 

●食品添加物 

●燃料添加剤 

●工業用洗浄剤 

●金属表面処理剤 

●医療・研究所向け洗浄剤 

●その他、防錆剤等 

●Drew Marine Japan.G.K. 

●(株)マリン技研サービス 

●CITIZEN 

●SEIKO 

●森永乳業(株) 

●ロッテ中央研究所 

外観① 

外観② 

＜保有設備＞ 
●ミキシングタンク 8kℓ   2台 

●ミキシングタンク 2.5kℓ  2台 

●ミキシングタンク 1kℓ   1台 

●フォークリフト    2台 

●危険物製造所・貯蔵所 

＜保有資格＞ 
●危険物取扱者  ●一般毒劇物取扱者 

＜加工可能薬品＞ 
●強アルカリ（苛性ソーダ等） ●強酸（塩酸等） 

●危険物第四類   ●リン酸塩類 その他 

＜得意とする技術＞ 
●薬品を調合しての洗浄剤の製造 

●薬品等の小分け（4ℓ～200ℓまで） 
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主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 
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イシカワスイサン 

 食料品や養殖飼料向けの生魚の冷凍加工や、干

物製造を行っています。 

 天然塩を使用した干物は、佐島の地物と全国各

地で揚がった魚を使用しています。それぞれ真空パッ

クになって冷凍されておりますので、保存時も鮮度が

保たれやすくなっております。 

 

石川水産 株式会社  

●冷凍魚 

●干物製品 

●煮干製品 

 生魚の冷凍機では、1日に最大約35トンの魚を冷

凍加工しています。 

 干物製造では、佐島の地物の魚と、日本各地で

旬の一番おいしい時季に揚がった魚を使用していま

す。 

●長井水産(株) 

●(株)横須賀魚市場 

●横浜魚類(株) 

 工場に隣接する直売所にて各種干物の販売・全

国発送を承っております。 

製品例 

加工の様子 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市佐島3-10-6  

資本金 3,400万円 

従業員 21名 

電話番号 046-856-2187  

FAX  046-856-4194  

メール ishikawasuisankabu@leaf.ocn.ne.jp 

ＨＰ  － 

冷凍庫内の様子 
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 1955年の操業開始以来、ちくわぶ、こんにゃく、ところて

ん等を製造している会社です。 

 「『おいしい』と『安心』を食卓へ。」をコンセプトに、従業

員一人一人が真心込めて作っています。 

株式会社 いわて屋  

イワテヤ 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市公郷町2-16-1  

資本金 1,083.3万円 

従業員 17名 

電話番号 046-851-1934  

FAX  046-851-0554  

メール info@chikuwabu.co.jp 

ＨＰ  http://chikuwabu.co.jp/ 

●ちくわぶ 

●こんにゃく 

●ところてん 

 １時間に2,700本製造可能なちくわぶ製造ライン

を持ち、原料・製法・品質の優れた製品を作っていま

す。 

 こんにゃくやところてんは国産原料にこだわり、製造

を行っています。 

●中央魚類(株) 

●横浜魚類(株) 

●生活協同組合ユーコープ 

●(株)日本アクセス 

●生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ 

 量販店様、生協様、食品問屋様などからの、さま

ざまな案件に対応可能です。 

関東のローカルフード、ちくわぶ   

ちくわぶ製造ラインの様子   

有機栽培こんにゃく生芋を使用したしらたき 
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主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 
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有限会社 北原製パン所  

キタハラセイパンジョ 

 昭和13年（1938年）に創業の歴史のあるパン屋で

す。 

 天然酵母を使い、手作りでユニークなパンを作り、地元

に愛されています。 

 形も昔のままで作っています。 

 店頭では31種類のパン、菓子類は13種類もあり、 

小さなお店ですが、種類とレパートリーは大きいです。  

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市追浜本町1-3  

資本金 300万円 

従業員 8名 

電話番号 046-865-2391  

FAX  046-865-0056  

メール － 

ＨＰ  https://sites.google.com/site/kitaseipan/home/ 

●食パン 

●菓子パン 

●総菜パン 

●クッキー・ケーキ 

 昭和33年「国際パン洋菓子工業展覧会」にて王

冠賞受賞、昭和35年「全国パン洋菓子品評技術

研修大會」にて最高賞受賞するなど、創業当初から

確かな品質を評価されています。 

●学校（小・中・高・大） 

●保育園 

●病院、一般企業 ほか 

 市内小学校の給食パンも手掛けており、まとまっ

た量のパンの卸しにも対応可能です。 

 店舗販売のみではなく、幅広くお取引させていた

だけたらと思います。  

工場の様子 

外観  



88 

企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 昭和36年の創業以来、一貫して地域に密着した乳業

事業を展開しています。 

 おいしさ、新鮮さ、そして皆様の健康づくりの３つをお届

けするため、徹底した品質管理、迅速な配送システムの

もと、安心で安全な製品づくりを追求しております。 

 大自然の恵みをいっぱいに受けた、搾りたての良質な生

乳の風味を大切に、少しでも早く皆様のおてもとに。 

 今後もかわることなく、皆様に愛される、高品質な牛乳

を作り続けていきます。 

株式会社 協同牛乳 

キョウドウギュウニュウ 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市森崎1-17-23 

資本金 5,000万円 

従業員 41名 

電話番号 046-833-4070 

FAX  046-833-8020 

メール info@kyoudou-gyuunyuu.co.jp 

ＨＰ  http://www.kyoudou-gyuunyuu.co.jp/ 

●牛乳 

 

 HACCP（総合衛生管理製造工程）の認証を取

得するなど、衛生・品質管理を徹底しています。 

●学校給食 

●陸上自衛隊、防衛大学校 

●(株)京急ストア、(株)エイヴイ 

●(株)クリエイトエス・ディー、(株)サンドラッグ 

●金子乳業(有) 

●(株)日本アクセス、三井食品(株) ほか 

 北海道の中でも、特に品質の優れているといわれる

浜中町の生乳を使用した「浜中のおいしい牛乳」の

商品化など、品質を追求した商品開発を行っていま

す。 

製品例 
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主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 
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 「お客様の売上が上がるような製品をつくる」を理念

とし、長年の技術を生かし、品質の良い「餡(あん)」

を製造しています。 

 当社の餡は、厳選した材料をこだわりの製法で仕

上げた自慢の餡です。 

 大地豊かな北海道産の小豆を使用しており、その

日の気温や温度などの気候によって、豆の炊き上がる

タイミングを熟練の職人が見極め丹精込めて造ってお

ります。 

 是非、味わってみてください。 

湘南製餡 株式会社 

ショウナンセイアン 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市大矢部3-13-6 

資本金 3,600万円 

従業員 10名 

電話番号 046-836-1474  

FAX  046-836-9246  

メール masumi.shounan@star.ocn.ne.jp 

ＨＰ  https://shou-an.jp/ 

●生餡 

●ねり餡 

●羊かん 

●和菓子 

 (草餅・ 

 茶饅頭・ 

 どら焼き等) 

 製餡設備一式（1.5ｔ/日の生餡が製造可）、 

ねり餡設備15kg～180kgまで量に合わせた練り釜

全6基、レオン自動包餡機、スチーマー、電気式２

段デッキオーブン、餅つき機、冷凍庫・冷蔵庫を保有

しており、量産に対応いたします。 

●(株)横浜北川製餡所 

●(株)住吉 

●(有)さかくら総本家 

 創業五十余年の経験を生かし高品質の餡を製造

いたします。 

 豆の特徴を熟知し最終製品まで製造出来るように

なりました。 

会社外観 

選りすぐりの良質の豆だけを使用、豆本来のおいしさを 
最大限に引き出せるように日々努力しています。 

製造の様子 
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 市内食肉店やスーパーに原料を､レストラン･焼き肉店

に原料及び半加工原料を卸しています｡ 

 その他、うらがCO-OP精肉部門のテナント店として、精

肉の卸から小売まで、食肉販売全般を請け負います｡  

株式会社 湘南ミート 

ショウナンミート 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市根岸町4-32-4 

資本金 1,000万円 

従業員 19名 

電話番号 046-835-3110  

FAX  046-835-4058  

メール shounan-meat@feel.ocn.ne.jp 

ＨＰ  － 

●牛肉 

●豚肉 

●鶏肉 ほか 

 スライサー、チョッパー、真空包装機、シュリン

カー、チラーを備え、お客様に最適な加工を施して

納品いたします。  

●生活協同組合うらがCO-OP 

●横浜南部市場食肉(株) 

●市内食肉店 

●学校・病院(給食用) 

●飲食店 

 葉山牛等ブランド牛や神奈川県産湘南豚など地

産原料を中心に、飲食店等にも食材提案いたしま

す。  

本社外観  

製品例 
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主な製造品 

主な取引先 その他 
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 粉末寒天を使用せず、国産の天草から直接おいし

い寒天を作るというポリシーのもと、材料の吟味に始ま

り、様々な角度から研究や改良を重ね「歯ごたえ、風

味、味」を追求した製品づくりを行っています。 

株式会社 太洋 

タイヨウ 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市公郷町1-57-7  

資本金 1,000万円 

従業員 40名 

電話番号 046-851-1445  

FAX  046-852-9883  

メール tay4@taiyoo.co.jp 

ＨＰ  http://www.taiyoo.co.jp/ 

●寒天 

●小結びしらたき 

 

 寒天は天草を圧力釜で直接煮出して製造。 

 丹念に時間をかけた工程から生まれる寒天は、弾

力、食感ともに粉末寒天でつくった寒天とは全く違う

ものになっております。 

 小結びしらたきは全て手作業で結んでおり、機械に

よる大量生産では出せない歯ごたえがあります。 

●(株)世田谷自然食品  

●麻布タカノ(株) 

●(株)関越物産 

●丸浜食品(株)ほか 

 寒天の最大の特徴は食物繊維が豊富なことです。 

 100%海藻からできているので、成分中のおよそ8

割が食物繊維であるうえ、カロリーはほぼゼロです。 

 今後、健康食品として寒天を幅広く活用していた

だけたらと思います。 

小結びしらたき  

寒天  
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 コンビニ向けの弁当類の専業メーカーです。ファミリーマー

トの専属です。 

 市内には、追浜工場、追浜第２工場の２つの工場を

構え、企業内保育園「ポポラー」を併設しています。 

戸田フーズ 株式会社 

トダフーズ 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市夏島町2873-21  

資本金 34,983万円 

従業員 1,089名 

電話番号 046-867-2511  

FAX  046-867-2512  

メール － 

ＨＰ  http://www.marudai.jp/todafoods/ 

●弁当 

●おにぎり 

●サンドイッチ 

●パスタ 

●サラダ 

 商品開発では、お客様に心から「おいしい」と言って

いただけるように取り組んでいます。 

 製造および生産管理においては、安全・安心な商

品を製造することをモットーにしています。 

 品質管理においては、安全・安心でおいしい商品

をお届けすることを大切にしています。 

●ファミリーマート  当社では、次世代育成支援行動計画、女性活

躍推進法行動計画を定め、職場環境の整備にも取

り組んでいます。 

 また、埼玉県からは、「多様な働き方実践企業」と

して認定を受けています。  

追浜第２工場外観 

企業内保育園 
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強み・特徴 
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 創業以来40年間、冷凍ケーキの専業メーカーとして

「作りたての美味しさをそのまま」を実現する独自製法によ

り、開発、生産、販売をしています。 

 吟味・厳選する材料へのこだわりや、見た目の美しさ、

厳しい自主基準のもと安心・安全な製品を徹底した品質

管理のもと行っています。 

 また、かながわ中小企業モデル工場として今後さらに地

域貢献していきたいと考えております。  

ファミール製菓 株式会社 

ファミールセイカ 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市久里浜8-17-21  

資本金 6,525万円 

従業員 90名 

電話番号 046-854-9825  

FAX  046-854-9822  

メール soumu@famiel.co.jp 

ＨＰ  http://www.famiel.co.jp/ 

●冷凍ケーキ 

 （トルテ・カットケーキ・ロールケーキ・ 

   アップルパイ等約100種） 

 急速冷凍機や超音波カッター２台などを保有し、

急速冷凍や冷凍品のカットを得意としております。 

●協同乳業(株) 

●日本食研ホールディングス(株) 

●高梨販売(株) 

 「ケーキマニア」のブランド名でケーキの通信販売も

行っております。 

 業務用ケーキや写真ケーキなども取り扱っておりま

すので、さまざまなシチュエーションでご利用いただけま

す。  

工場外観 

カットケーキイメージ  
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 昭和８年に「船越食堂」として創業し、戦後は製麺

業に転身。麺一筋で、そば・うどん・ラーメンなど、こだわ

りの麺製品をご提供しています。  

有限会社 船食製麺 

フナショクセイメン 

 本社併設の店舗にて、麺の販売提供を通して、

日々変化するお客様のニーズを瞬時にとらえ、製品

づくりに反映させています。  

●病院、学校、保育園などの集団給食施設 

●麺専門店 

 お得意様に最適な麺を弊社管理栄養士がご提

案させていただくほか、お得意様のご要望に誠心誠

意お応えするよう日々研究を重ねて参ります。  

製造部外観  

つゆ包装機  

●そば 

●うどん 

●ラーメン 

製品例 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市船越町1-50  

資本金 300万円 

従業員 23名 

電話番号 046-861-3271 

FAX  046-861-0074 

メール － 

ＨＰ  － 
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主な取引先 その他 
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 魚の干物製造(開き加工、フィーレ加工)および、切身

の粕漬、味噌漬け等の漬魚の製造を行っています。 

 種類によっては圧着式真空包装も可能です。 

妙宝水産 有限会社 

ミョウホウスイサン 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市久里浜4-7-9  

資本金 300万円 

従業員 4名 

電話番号 046-835-0552 

FAX  046-835-6922 

メール tezukuri_senka@yahoo.co.jp 

ＨＰ  － 

●さば塩干し 

●塩鮭 

●さんま塩干し 

●さんまみりん干し 

●いか生干し 

 近海物、輸入物、地魚も含めた魚を原料として使

用し、干物、みりん干し、西京漬や粕漬等を手づくり

で製造しています。 

 一般的な卸売りだけでなく、企業様で使われるギフ

ト品も中身や予算に応じてご相談で対応できます。 

●(株)横須賀魚市場  京急大津駅前の工場にも直売店を併設していま

す。 

加工の様子 

加工中の魚 

製品例 
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 時代とともに変化している食文化の中、健康志向の

方々にこんにゃくが大変注目されております。 

 森定のこんにゃくは、風味豊かで心地よい食感です。 

 飽きのこない味わいは、きっと皆さまの健康的な食生活

のお役にたてると思います。  

有限会社 森定商店 

モリサダショウテン 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市佐野町6-18  

資本金 300万円 

従業員 13名 

電話番号 046-851-0951  

FAX  046-852-7097 

メール morisada@morisada-web.jp 

ＨＰ  http://morisada-web.jp/ 

●こんにゃく 

●しらたき 

●ところてん 

 こんにゃく、しらたき、ところてん製造機を保有してお

り、こんにゃくは9,500個/日の生産能力があります。 

 厳選された国産原料にこだわり、安心・安全で高

品質な食材を提供しております。 

●(株)エイヴイ 

●(株)京急ストア 

●(株)エーコープ関東  

●防衛省関係 ほか 

 ラーメン店の麺に弊社のこんにゃく麺を採用いただく

など、既存の利用方法にとらわれず、お取引させてい

ただけたらと思います。 

製品例 

こんにゃく製造ライン 

横須賀こんにゃく MARINE田楽  
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主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

97 

食
料
品 

 わたくしたちは、創業以来70年余にわたり、横須賀市の

精米工場から神奈川県・東京都西南部・千葉県・埼玉

県を中心に全国にお米を販売している会社です。 

 お客様に安心・安全・高品質な商品をお届けすることを

第一に、2005年10月に精米工場の品質システム（F

マーク）の認定登録、2011年２月にISO14001の認

証取得、さらに2020年６月に義務化されたHACCPも

全国の精米工場の中で10番目に認定取得し、厳格な

運用により日々製造しております。 

株式会社 ヨコショク 

ヨコショク 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市日の出町3-9  

資本金 8,301万円 

従業員 28名 

電話番号 046-826-1871  

FAX  046-826-2371 

メール info@yokoshoku.com 

ＨＰ  http://www.yokoshoku.com/ 

●普通精米、無洗米 

  新潟県魚沼産コシヒカリ 福島県産コシヒカリ 

  新潟県佐渡産コシヒカリ 福島県産ひとめぼれ 

  新潟県岩船産コシヒカリ 山形県産つや姫 

  新潟県産コシヒカリ  山形県産はえぬき 

  秋田県産あきたこまち  千葉県産コシヒカリ 

  宮城県産ひとめぼれ  神奈川県産はるみ 

  宮城県産つや姫   ほか多数 

 生産工場「ライスラボYOKOSUKA」では、高品質米を目指

すために、異物除去装置：色彩選別異物機を普通精米で

3台、無洗米では4台を直列で設置することで、徹底的に異

物を取り除き、最高品質レベルの安心安全なお米を提供して

います。  

 原料玄米は、長年の取引実績により農林水産省・全国農

業協同組合連合会・全国米穀販売事業共済協同組合・全

国主食集荷協同組合連合会、および各産地農業協同組

合との太いパイプがあり、安定した確保が可能となっておりま

す。 

●陸上海上航空自衛隊 ●百貨店 

●防衛大学校   ●有名ホテル 

●大規模病院   ●老舗料理店 

●老人介護福祉施設  ●飲食チェーン 

●上場企業の社員食堂 ●大手ドラッグストア 

●高級スーパーマーケット   ほか 

●大手量販店 

 わたくしたちは「食を通じ地域社会に貢献する」を会社理念

としています。 

 またお米の取扱いが、環境問題と切り離せないことを忘れず

に、地球環境への配慮が、当社の社会的責任と考え、環境

負荷を抑えた特別栽培米や、お客様が炊飯する際に米を研

ぐことなくそのまま炊くことができる無洗米の販売を推進していま

す。 

工場外観  

工場内の様子  
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企業概要 

主な製造品 

主な取引先 その他 

強み・特徴 

 朝焼のパンを提供しています｡ 

 食の安全､安心を大きなコンセプトとして、地域との共生

を目指し、さまざまなイベントにも参加しています。 

有限会社 ワカフジベーカリー 

ワカフジベーカリー 

業種  食料品製造業 

住所  横須賀市舟倉1-15-8  

資本金 800万円 

従業員 48名 

電話番号 046-835-0548  

FAX  046-835-0546 

メール wakafujipan@outlook.jp 

ＨＰ  http://wakafuji.locopo-jp.com/ 

●食パン 

●調理パン 

●食事パン 

●学校給食パン 

●ケーキ類 

 日々、横須賀、三浦、葉山、逗子の学校給食を

供給していますので、生産性の安定などには自信が

あります。 

 また、1時間あたり約2,000個のパンを製造、焼成

でき、大量生産にも耐えうる設備を保有しています。 

 2019年、新しいオーブン（窯）に新調しました。 

●学校関係 

●病院・老人ホーム・保育園関連 

●防衛省関係 

 これまで同様に安定した供給を続け、高品質なパ

ンの製造を目指して取り組んでいきたいと思います。 

 衛生面の向上などの取り組みも行っておりますが、

常に進歩できるように努めていきたいと思います。 

 また、横須賀でのイベントなどにも積極的に参加

し、地域貢献をしていきたいと思っております。 

外観 

製品例 



 企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

印
刷 
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 企画・デザイン(グラフィック・Web)・撮影・eBook・

3DCG・Movie・印刷を軸にワンストップ・トータルデ

ザインサービス企業として設立いたしました。 

 お客様の“想いをカタチに”を企業理念に掲げ、最

良の結果を導き出すためにお客様との厚みのあるコ

ミュニケーションを最重要と考え、その中で得た“想い”

を構築・具現化します。 

 また時代の変化にも対応し、現在の環境や小ロット

など予算にあったカタチを提供しています。 

株式会社 アド・マインド  

アドマインド 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市根岸町2-32-18 

資本金 1,000万円 

従業員 13名 

電話番号 046-838-0555   

FAX  046-834-3331  

メール contact@admind.jp 

ＨＰ  http://admind.jp/ 

●チラシ、冊子、記念誌 

●帳票類、封筒、名刺 

●幕、のぼり、看板 

●HP・SNSの作成 

 地元に根差した行動力・ご満足いただける技術

力・高品質低価格で小ロットから大口の印刷まで取

り揃えた商品力に自信があります。 

 ご相談いただいてから、打ち合わせ、制作、納品ま

でトータルサポートでご提案しております。 

 また安価に対応し、ご自身で自由に簡単に冊子や

チラシなどが作れる印刷サービスもあります。 

●一般企業・医療関係 

●官公庁 

●学校関係 

●流通業の販促関係 

 紙媒体はもちろんのこと、多様化するお客様のニー

ズに最大限にお応えするため、多彩な情報発信ツー

ルを取り揃えています。 

 ご要望にピタリと合う効果的なツールを見極め、ご

提案いたします。  

デザイン室 

工場一部 
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企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

 大正9年より横須賀市にて印刷・製本業を行なっており

ます。 

 先代の職人達の熟練の技術を引き継ぎ、弊社独自の

技術を確立しております。 

 お客様のご要望に沿ったデザイン・仕様をご提案し、小

ロット・大量注文・スピード対応等、ご要望はできる限りお

受けするように心がけております。    

株式会社 伊東印刷所  

イトウインサツジョ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市平成町2-1 

資本金 1,500万円 

従業員 3名 

電話番号 046-822-0481   

FAX  046-823-8283  

メール itoprint.2-1@vesta.ocn.ne.jp 

ＨＰ  －  

●チラシ 
(各サイズ・カラー・折り加工等) 

●封筒類 
(各サイズ・窓付き・テープ付等) 

●伝票類 
(請求書・領収書・複写伝票等) 

●案内状 
(二つ折りカード・単カード等) 

●名刺・賞状・ 

  宛名書き印刷 

 オフセット印刷機・活版印刷機・断裁機・帳合機

等を保有し、印刷から製本まで一括管理しておりま

す。 

 県内でも数少ない活版印刷は、活字を組み、強い

印圧で紙に凸凹が生じる印刷で、独特の温もりと味

わいが表現できます。 

●横須賀市役所 

●市内病院関係各社 

●製造・建設・食品・水産・運輸業各社 ほか 

 特殊印刷（クリアファイル・名入タオル・シール・ラ

ベル・名入カレンダー等）のご相談・ご注文も承って

おります。お気軽にご相談ください。 

外観 

活版印刷 

活版印刷で印刷した製品 



 企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

印
刷 
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 これまで、一般オフセット印刷・シルクプリントを中心

にやってきました。 

 近年、刺繍機・ステッカー・切り文字・大型出力機

を導入。衣類などのプリントでは小ロットに対応できる

ようブラザーガーメントプリンターを設備しました。 

有限会社 サガラ印刷所  

サガラインサツショ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市公郷町1-18 

資本金 300万円 

従業員 8名 

電話番号 046-836-5361   

FAX  046-836-5306  

メール sagaraprint@vega.ocn.ne.jp 

ＨＰ  http://www.sagaraprint.co.jp/ 

●一般オフセット印刷 

●シルクPRINT 

 （小ロットも対応） 

●刺繍 

●ステッカー 

●切り文字 

   など   

 小ロットに対応できることが強みです。 

 「お客様の要望を形にすること」を大切にし、対話の

中から、お客様が表しきれない思いや、イメージを感

じ取り提案をします。 

●横須賀市内の学校等全般  小さな会社ですが、お気軽に足を運んでください。 

これからもよろしくお願いします。 

ミーティングルーム  

３D刺繍 

ステッカー・切り文字  
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企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

 当社は製本を中心に、それに伴う印刷や表紙製

作、箔押しなどを行っています。 

 少部数に対応していますので、手作業による製本

や製作が主です。 

 お客様が末永く、作り上げた本や製品をご使用いた

だけるよう、心をこめて製作しています。 

有限会社 三栄社  

サンエイシャ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市長浦町2-2 

資本金 500万円 

従業員 2名 

電話番号 046-823-3981   

FAX  046-823-3366  

メール seihon3ei@jcom.home.ne.jp 

ＨＰ  http://www.seihon3ei.jp/ 

●書籍 

●合冊製本 

●ファイル・綴込表紙 

●既存図書の複製 

●本の修理 

 １冊からの製本が得意です。 

 小部数の印刷もお受けします。 

 また、書籍・アルバム等の複製が得意で、原本に近

い状態に製作します。 

●印刷業者 

●官公庁 

●個人 

 全て手作業での製作の為、特殊な物の加工はお

任せ下さい。  

いらっしゃいませ  

卒業アルバム複製  



 企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

印
刷 

103 

 小型から大型までのデーター出力・コピー・保存文章

や図面の電子化業務（スキャニング）を行っておりま

す。 

 機密情報管理も徹底しております。 

有限会社 湘南写真工芸社  

ショウナンシャシンコウゲイシャ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市長浦町1-25-2 

資本金 300万円 

従業員 6名 

電話番号 046-826-2444   

FAX  046-826-2446  

メール info@shonan-sk.co.jp 

ＨＰ  http://www.shonan-sk.co.jp/ 

●スキャニング（紙原稿の電子化） 

●データ出力 

●コピー 

●チラシ 

●ポスター 

●冊子 

 永年保存図面・文章の電子化業務、コピー＆デー

ター出力、印刷業務など、お客様に合ったサービスを

展開しております。 

●官庁系 

●製造業 

●建設業 

●研究機関 

●設計コンサルタント 

 お気軽にお問合せください。 

外観 

イメージ 
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企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

有限会社 セイキ印刷所  

セイキインサツジョ 

●チラシ 

●冊子 

●封筒類 ほか 

 他社の同業者とは一線を画し、多様化するお客

様からのニーズにできる限り理解し、一緒に考え、

常に先回りをしてご提案することで、お客様の課題

にていねいに寄り添い、的確にお応えいたします。 

●横須賀市 

●逗子市 

●葉山町 

 これからも新たな顧客価値を提供するために邁進

してまいります。 

会社外観 

作業所・設備例 

 印刷物は、ひとつひとつがオーダーメイドであります。

何よりも顧客との信頼関係が不可欠です。 

 お客様そして社会と互いにその価値を高め合うため

に、情報サービス業のプロとしての適確な提案ができ

ること。 

 これこそが私たちに課せられたものであり目指すべく

指針と考えます。  

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市大津町1-17-51 

資本金 300万円 

従業員 3名 

電話番号 046-836-0152   

FAX  046-834-9994  

メール seikiinnsatu@mqc.biglobe.ne.jp 

ＨＰ  － 



 企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

印
刷 
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 モノクロやカラーでの印刷物を制作することや、お客

様が作られたデータを入稿し、校正や製本仕上及び

発送(納品）までを一貫して短納期にてお届けさせ

ていただいております。 

 10部・50部といった少ない冊子やＰＲ誌も少部

数印刷機（オンデマンド印刷機）を所有しています

ので、低価格にてご対応致します。 

文明堂印刷 株式会社  

ブンメイドウインサツ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市東浦賀1-3-12 

資本金 1,000万円 

従業員 25名 

電話番号 046-841-0074   

FAX  046-841-0071  

メール bp@bunmeidou.co.jp 

ＨＰ  http://www.bunmeidou.co.jp/ 

●パンフレット 

●チラシ 

●会報 

●報告書･ 

  記念誌 

●伝票･封筒 

 営業やデザイナーが常勤していますので、お客様の

場所にお伺いし、お打ち合わせすることが可能です。 

 デザイン制作することはもちろんのこと、お客様が作

られたデータを追加修正して、見栄え良いデータに加

工してから、印刷することも出来ます。 

●神奈川県 

●横須賀市 

●横須賀商工会議所 ほか 

 印刷業も情報産業という新しいスタンスで変貌しよ

うとしております。 

 そのような中、私どもにおきましても従来の印刷物に

加え、新しい情報提供メディアの構築や創造に力を

注いで行きたいと考えております。  

本社外観  

デザイン室  
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企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

 横須賀で創業60年。 

 小ロット印刷からお受けいたします。 

 データ入稿（ワード、エクセルでも可）でお受けでき

ます。 

 どこよりも格安でご提供できます。 

 お気軽にご相談下さい。 

丸庄 有限会社 

マルショウ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市追浜東町2-37 

資本金 300万円 

従業員 8名 

電話番号 046-865-4248   

FAX  046-865-4271  

メール marusyo@technowave.ne.jp 

ＨＰ  http://www.marusyo.e-yokosuka.jp/ 

●チラシ・パンフレット 

●冊子（テキスト、報告書等） 

●封筒 

●端物・伝票 

●名刺・はがき ほか 

 創業60年以上の経験と実績で、有名企業様から

地元企業様まで幅広く受注をいただいております。 

 カラーオンデマンド印刷機を導入しておりますので、

小ロットのカラーチラシやパンフレット印刷にも対応可

能です。 

 データ持込でも制作からのご依頼でも承ります。 

●(国研)海洋研究開発機構 

●東京電力   ●横須賀市 

●日産自動車(株) ●住友重機械工業(株) 

●ボッシュ(株)   ●かながわ信用金庫 

 急速に進むデジタル化に印刷現場のプロフェッショナ

ルとしてノウハウを最大限に駆使し、お客様に高品質

な商品と、ご満足いただけるサービスをご提供できる

企業をめざしてまいります。 

外観 

工場内の様子 



 企業概要 

主な製造品 強み・特徴 

その他 主な取引先 

印
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 横須賀の地で創業45年。長年の実績で培ったノウ

ハウで皆さまのご要望にお応えします。 

 当社のモットーである「気軽に相談、どんどん提案」

で営業いたしております。  

有限会社 ユニオン印刷  

ユニオンインサツ 

業種  印刷・同関連業 

住所  横須賀市米が浜通2-5 

資本金 300万円 

従業員 9名 

電話番号 046-822-5215   

FAX  046-822-7764  

メール union@peach.ocn.ne.jp 

ＨＰ  http://www.union-insatsu.com/ 

●ホームページ制作 

●大型コピー、スキャンサービス 

●抗菌印刷（名刺、封筒等） 

●大型ポスター、チラシ、パンフレット等企画・制作 

●自費出版物 

●伝票・帳票・封筒印刷 

●コピーガード印刷、名刺、シール・ラベル 

 デザインからCTP製版、印刷、製本まで設備を整

えて営業いたしております。 

 短納期に自信があります。 

 少量数から多量数まで対応可能です。   

●横須賀市役所、逗子市役所、神奈川県 

●(国研)海洋研究開発機構 

●湘南信用金庫 

●(株)総合車両製作所 ほか  

 Webサイト制作にも力を入れ印刷の多様化を図っ

ております。  

本社  

大型ポスター出力・コピーガード印刷    
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 短納期での仕上げ、仕上がりの良さには自信があり

ます。 

 大きな看板から小さな看板一つまで対応させていた

だきますので、お気軽にお問合せ下さい。 

旭巧芸 

アサヒコウゲイ 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市佐野町3-17 

資本金 － 

従業員 6名 

電話番号 046-852-5341   

FAX  046-852-9342  

メール art-sign@beige.plala.or.jp 

ＨＰ  － 

●館銘看板 

●ＬＥＤ電飾看板 

●工事に関る看板 

●公共看板 ほか 

 マンションの大規模修繕工事に伴う看板設置及び

撤去も手掛けております。 

 新設看板のデザインやレイアウトでお悩みの方もご

相談下さい。 

●(株)ヨコソー 

●横須賀市 

●(株)朝日リビング ほか 

 こだわりをもって、こういった看板を作りたい！と思っ

ている方是非お問合せ下さい。 

 見積り、設計・製作、施工まで迅速に対応いたしま

す。 

会社外観 

製品・設置例 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 デパートの特選高級呉服の仕立をさせていただいており

ます。 

 広くお客様のニーズに応えて、寸法のお直しや、洗張り

物等の仕立にも対応しております。リフォームや袴類のお

仕立も手掛けています。 

 永年培った和服裁縫の手縫い技術と、好評を得ている

現在数少ない｢男仕立一筋」の仕事を見ていただけたらと

思います。 

石井和服裁縫所 

イシイワフクサイホウジョ 

業種  繊維工業 

住所  横須賀市吉井2-12-2 

資本金 － 

従業員 2名 

電話番号 046-833-0523 

FAX  046-833-0523  

メール －  

ＨＰ  －  

●和服全般 

●訪問着 

●長襦袢 

●付下長着 

●コート 

 平成29年に「神奈川の名工」と称される「神奈川

県卓越技能者表彰」を受賞する等、技術力に関し

て評価をいただいております。  

●デパート呉服売場 

●個人呉服店 

 広くお客様のニーズに応えて、寸法のお直しや、洗

張り物、リフォームや袴類の仕立も手掛けてます。 

 近年では、和服の生地を使用したワンピース等の

洋服の仕立ても行っております。  

襠付袴(馬乗袴) 

小紋長着 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 永年にわたり、横須賀を中心に地域に根差して操業を

続けてまいりました。 

 丁寧な仕事と技術で市内のみならず近隣の県にもお客

様のニーズに答え、信頼をお寄せいただいております。  

有限会社 石鶴石材  

イシツルセキザイ 

業種  窯業・土石製品製造業 

住所  横須賀市田浦町4-6 

資本金 800万円 

従業員 3名 

電話番号 046-861-6339   

FAX  046-845-6443  

メール info@ishitsuru-sekizai.com  

ＨＰ  https://ishitsuru-sekizai.com/ 

●石塔 

●墓地外柵 

●墓用小物 

●階段石加工 

●庭石加工 ほか 

 大型石材切断カッター、穴あけ機械等での石材加

工が可能です。 

 石塔用サンドブラスト機械にて様々なデザインの彫

刻をいたします。  

●各寺院  

●民間霊園 ほか 

 地震等が心配される昨今、耐震・強度には手間を

かけ、末永く安心してお参りできるお墓づくりを心掛け

ております。 

 石に関することならなんでもご相談ください。 

 各種加工等承ります。  

外観 

製品例 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 ウルマーセイルズジャパン（UK Sailmakers Japan）

は、1946年にニューヨークでUlmer Sailsとして創立し、

現在USAを中心に50カ所のロフトと協力しているUS 

Sailmakers の日本拠点として活動しています。 

 様々なセールのデザインから制作までを一貫して

承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

ウルマーセイルズジャパン 株式会社 

ウルマーセイルズジャパン 

業種  繊維工業 

住所  横須賀市佐島1-6-1  

資本金 1,000万円 

従業員 5名 

電話番号 046-857-2655 

FAX  046-857-2656 

メール japan@uksailmakers.com 

ＨＰ  http://ukhalsey.jp/ 

●ヨットセイル ●その他カバー類  プロッターカッターを保有しており、データ通りに布製

品全般を加工することが可能です。セールのデザイン

から制作まで一貫して承っております。 

●湘南サニーサイドマリーナ(株) 

●(株)ファストネット ほか 

 ワンデザインモデルの、スナイプ、Ａ級ディンギー、

J/24、ドラゴンのセールを取り扱っています。 

 他社セールの修理などもご相談ください。   

製品例① 

製品例② 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 一般墓地工事から寺院内永代供養墓まで幅広く石に

関する仕事を行っております。またデザインに関してもCAD

図面にて提案可能です。 

 建設関係の石張り工事、修景工事など、またそれに伴

う材料の調達などにも対応いたします。   

株式会社 大橋石材店 

オオハシセキザイテン 

業種  窯業・土石製品製造業 

住所  横須賀市平作1-12-10  

資本金 1,000万円 

従業員 6名 

電話番号 046-852-3970 

FAX  046-852-8612 

メール mailadm@ohashi-sekizai.jp 

ＨＰ  http://www.ohashi-sekizai.jp/ 

●墓石 

●環境石材 

●記念碑 

●灯篭 ほか 

 横須賀市内に自社工場を完備し、石材の切削・

研磨・文字彫刻などの加工に対応可能な機械設備

を保有しています。 

 石材加工・施工の一級技能士(国家資格)及び

職業訓練指導員がそれぞれ2名在籍しています。 

●石材問屋 

●石材小売 

●建設会社 

●神奈川県内社寺・霊園 

 墓石に限らず石材（花崗岩や大理石等）に関

するあらゆる加工にできる限りお応えします。 

 国内の採掘加工産地との連携で幅広い石材に

関する仕事のご相談も承ります。 

本社  

研磨作業  

工場  
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 繊維製品の縫製加工、及びデザイン・企画・製造・販

売を行っています。 

 デザインから製造、検品、パッケージング、デリバリーまで

一貫したサプライチェーンを構築しております。 

 各種のOEM生産も承っております。 

有限会社 カヤマ 

カヤマ 

業種  繊維工業 

住所  横須賀市南浦賀1-9 

資本金 300万円 

従業員 3名 

電話番号 046-843-5579 

FAX  046-843-5596 

メール kayama@iaa.itkeeper.ne.jp 

ＨＰ  －   

●ハンカチ（コットン、シルク/綿等） 

●スカーフ（シルク、コットン等） 

●ストール 

 （シルク、カシミヤ、ウール等） 

●マフラー（カシミヤ、ウール等） 

●風呂敷（コットン等） 

●その他繊維小物雑貨 

●永年に渡り、培ってきた縫製技術と、検針機、 

  バキュームアイロン、カットマシーン等も設備 

  した信頼の商品製造管理 

●伝統技術である横浜手捺染を活用したものづくり 

●時代にマッチしたインクジェットプリントを活用した 

   ものづくり 

●伝統を守る日本産を意識した資材仕入ルート 

●(株)千總 

●レインボーワールド(株) 

●(株)セージ 

●(株)リシンドージャパン 

●ヤーン＆コッパ― 

 本社内に展開するスカーフショップ「横濱工房」（https://

yokohamakobo.jimdofree.com/）のほか、WEBショップ「横濱ス

カーフ工房楽天市場店」にて自社製品を販売。 

 また、横浜繊維組合に加盟し、横浜市中区のシル

クミュージアム内のショップにおいても、オリジナル商品

を展開しております。 

検針機、バキュームアイロン設備 

画家さんから依頼されたハンカチの縫製風景  

オリジナルスカーフ  
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 1981年、ケープは英国ターレイ社（TALLEY）のエア

マットレスの総輸入元として誕生しました。 

 以降、日本の創傷看護・ケアの実情にあったオリジナル

のエアマットレス開発を中心に、四半世紀以上に及ぶ歴

史を刻んでまいりました。 

 もっと人に温かい「介護」を。 

 もっと積極的な「体圧分散ケア」を。 

 これからもその想いを胸に、時代の要請に応え続けます。 

株式会社 ケープ 

ケープ 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市平成町2-7  

資本金 5,000万円 

従業員 120名 

電話番号 046-821-5511 

FAX  046-821-5522 

メール lovingcare@cape.co.jp 

ＨＰ  http://www.cape.co.jp/ 

●床ずれ防止用エアマットレス 

●床ずれ防止用ウレタンフォームマットレス 

●車いす用クッション 

●ポジショニングピロー/体位変換器  

●生体用洗浄機 

 ケープの技術は、臨床現場との共同研究によって

開発されています。エビデンス（科学的根拠）に基

づく機能だからこそ、床ずれ対策への正しいアプローチ

ができるのです。 

●フランスベッド（株） 

●パラマウントケアサービス(株) 

●(株)ヤマシタコーポレーション 

●(株)日本ケアサプライ 

 

●かながわ中小企業モデル工場 指定工場 

 

 

外観  

製品例 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 昭和50年創業。仕事は丁寧・敏速をモットーに、看板

製作のほか、看板デザイン、取付工事、そして塗装一

般、リフォーム一般なども対応します。 

有限会社 コイケ工芸 

コイケコウゲイ 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市追浜東町2-9  

資本金 300万円 

従業員 5名 

電話番号 046-865-0255 

FAX  046-865-0938 

メール kys@fsinet.or.jp 

ＨＰ  https://itp.ne.jp/info/143400981200000899/  

●アクリル看板 

●電飾看板 

●ステンレス社名看板 

●カッティングシートによる文字製作 

●インクジェットシート製作 ほか 

 単品から大量生産まで対応いたします。 

 また、出張作業・高所作業にも対応可能で、デザ

イン等、企画製作から取り付け後の管理まで、一貫

してお引き受けすることができます。 

●横須賀市 

●(国研)海洋研究開発機構 

●(株)日産クリエイティブサービス 

●サカタのタネグリーンサービス(株) ほか 

 一級建築塗装技能士が在籍する会社として幅広

く営業しております。 

会社外観 

製品・施工例 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 石の品質や種類にこだわりがあります。 

 国産、外国産の質の良い厳選した石を使用していま

す。 

 また、加工設計にも力を入れており、加工精度の高さの 

追求、永年の使用に耐え、使いやすい設計としています。  

有限会社 佐島田中石材 

サジマタナカセキザイ 

業種  窯業・土石製品製造業 

住所  横須賀市佐島2-10-4 

資本金 300万円 

従業員 3名 

電話番号 090-1466-2804（田中） 

FAX  046-857-1114 

メール Ishi-tanaka@jcom.home.ne.jp 

ＨＰ  https://www.sajimatanaka.com/ 

●墓石 

●外柵 

●石垣 

●石桶 ほか 

 自社工場を完備しており、あらゆる石材加工に対

応可能な機械設備一式を保有しております。 

 中国企業との直接取引により、価格競争力には自

信があります。地域最安値価格帯で安心の石材工

事をご提供いたします。 

●横須賀・三浦の各寺院 

●中国の石材加工会社 ほか 

 一級技能士が企画・デザインから提案させていただ

きます。 石材で何でもお作りいたしますので、お気軽

にご相談ください。 

会社外観 

保有機械     提携工場の様子     
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 お客様第一主義で地元密着を大切にし、「皆様に喜ば

れる畳を作りたい」という職人気質を常に心がけています。 

 作業の際の家具の移動、お部屋の掃除、畳のふき取り

作業などは弊社が責任を持って行う「奥様らくらくシステ

ム」実施店です。 

 また「よこすか産業まつり」にも長年積極的に参加し、畳

の普及活動にも力を入れています。  

株式会社 鈴木畳店 

スズキタタミテン 

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市林2-1-34 1F  

資本金 300万円 

従業員 4名 

電話番号 046-857-5240   

FAX  046-856-9989 

メール info@tatami-suzuki.com 

ＨＰ  http://www.tatami-suzuki.com/ 

●縁なし畳 

●介護保険適用  

  「洗える畳」 

●防カビ・抗菌畳 

●カラー畳 

 作業員全員が１級畳製作技能士や職業訓練

指導員の有資格者です。 

 また、平成12年のかながわ技能フェスティバル畳

制作部門優勝者もいます。 

 一般的な縁つき畳、縁無し畳はもちろん、「衝撃

緩和型畳」などの最新の畳も各種取扱いしていま

す。  

●リフォーム関係各社 

●工務店関係各社 

●介護付き有料老人ホーム関係各社 

●不動産関係各社 

 基本的に神奈川県全域を営業地域としています。 

 東京23区も対応可能です。 

 その他の地域でもお気軽にご相談ください。  

 また、畳工事（表替・新畳・裏返し）も承りますの

で、ご相談ください。 

会社外観  

製作過程 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 ワラ畳、化学畳、エコ畳、畳に関しては何でもご相

談下さい。 

 うす畳、へりなし畳、カラー畳等新しく開発された材

料を使用して対応します。  

株式会社 富澤 

トミザワ  

業種  その他の製造業 

住所  横須賀市上町2-3  

資本金 1,000万円 

従業員 9名 

電話番号 046-823-1036   

FAX  046-823-3427  

メール info@tomizawa-t.co.jp 

ＨＰ  http://www.tomizawa-tatami.jp/ 

●畳 

●襖 

 当社には100年以上の豊富な経験と技術力が

あります。 

 これらを生かし、お客様のあらゆるニーズにお応え

します。 

●神奈川県他官庁 

●住友不動産(株) 

●(株)ヤマダホームズ 

 畳の設置にあたっては、一級畳製作技能士が施

工し、工程管理は建築施工管理技士が行います。 

外観  

市内根岸町にある工場の様子 



主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

そ
の
他 
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 木彫仏像、寺院用具、神具等製作しており、彫刻、漆

塗、金箔押、彩色まで一貫して行っております。  

 又、永い年月、祀られ護り継がれて来た仏像を次世代

に継承する為の修復作業にも力を入れております。  

八正堂 仏師梶谷 

ハッショウドウ ブッシカジガヤ 

●木彫仏像 

●寺院用具 

●神具    等 

 永年にわたり培われてきた技術を承継し、丹念な

仕事を続けてまいります。 

●寺院 

●神社 

●一般家庭 

  

作業所 

作品例 

業種  家具・装備品製造業（宗教用具製造業） 

住所  横須賀市秋谷1-21-8  

資本金 － 

従業員 2名 

電話番号 046-856-8403 

FAX  046-856-8403 

メール cbgnn013@ybb.ne.jp 

ＨＰ  － 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

 インターネットでもセイルが買える時代。 

 セイルメーカーには、“つくって売る”以上のことが求められ

ています。 

 ボートのサイズだけでなくクセまでも考慮したデザイン、ポ

テンシャルを100％引き出すクロスの選択とセイル作りの

技術、そして取り付け時の細やかなチューニング。 

 1枚1枚のセイルに、クラフトマンシップを。 

 Since1971. 

 私たちは、フッドセイルメーカーズです。  

フッドセイルメイカースジャパン 株式会社 

フッドセイルメイカースジャパン 

業種  繊維工業 

住所  横須賀市長井3-33-8  

資本金 2,000万円 

従業員 5名 

電話番号 046-857-2345 

FAX  046-857-2333 

メール info@hoodsails-jpn.com 

ＨＰ  http://www.hoodsails-jpn.com/ 

●ヨットセイル 

●テンションテント 
   (レストラン、個人宅) 

●カジュアルバック 

●トラック用 

  カーテンサイダー 

 工業用ミシン、ウェルダー、プロッターカッターを保有 

しており、布製品全般をCADデータ通りにカット、縫

製又は高周波ウェルダー加工が可能です。 

●(株)プロコ 

●山田車体工業(株) 

●ジャパンマリンユナイテッド(株) 

●箱根観光船(株) 

●(株)タイソンズアンドカンパニー 

 セイルづくりの技術を活かし、近年では、SAILTEC 

ブランドにてテント等、セイル以外の布製品も手掛け 

ております。(http://www.sailtec-jpn.com/) 

 

製造の様子 

SAILTECハイパーテント(庇部分) 

メインセイル 
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主な製造品 強み・特徴 

主な取引先 

企業概要 

その他 

そ
の
他 

 建設資材の主要品である生コンクリートを三浦半島一

円に供給しているJIS製品製造販売の会社です｡  

 時代の移り変わりが早い昨今においても、乗り遅れるこ

となく、営業を展開し、地域に必要とされる企業を目指し

ます。 

 モチベーション向上、顧客獲得のチームづくり、健康維

持・安全確保を経営方針に掲げ、「ワクワクする気持ち・

道徳観・相手を思いやる心」を大切にし、皆が幸せになる

ように努めます。 

横須賀生コンクリート 株式会社 

ヨコスカナマコンクリート 

業種  窯業・土石製品製造業 

住所  横須賀市船越町1-284  

資本金 9,550万円 

従業員 10名 

電話番号 046-861-5251 

FAX  046-861-0393 

メール － 

ＨＰ  https://y-kyouso.e-yokosuka.jp/index.html/ 

●生コンクリート  横須賀市、葉山町、逗子市、鎌倉市(東部方

面)、横浜市(南部方面)を営業地域としています。 

 当社では、積極的な設備投資を行うなど、常に

チャレンジを続けています。 

●横須賀地区生コンクリート協同組合 

●湘南生コンクリート協同組合 

●神奈川生コンクリート協同組合 

 当社工場は高強度コンクリート認定工場です。 

 火力発電所から発生するフライアッシュを混和材と

したコンクリートを生産し、環境負荷の低減に貢献し

ていきます。   

制御室の様子 

工場外観 
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