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「川口ブランド」

本市は、大消費地である首都・東京を背景
に、伝統的な鋳物工業をはじめ、機械工業や
木型工業などの「ものづくりのまち」として発展
し、活気あふれる中小企業の集積が進みまし
た。現在でも、日本を代表する産業集積都市
として、我が国のものづくりにおいて重要な役
割を担っています。また、安行の植木をはじめ、
赤山の枝物や切花など、独自の仕立て技術を
有する緑化産業が盛んな「植木の里」としても、
国内外に広く知られています。
こうした伝統と技術によって培われてき
た技とともに、現在では医療・福祉・サー
ビスの分野においても本市産業は広がりを
見せております。これら世界に誇る「川口
ブランド」を広く市内外に発信し、より多
くのかたに知っていただき、使っていただ
き、広めていただくことを目的とし、平成

２７年度より川口市市産品フェアを毎年開
催しております。今後も、“知ろう・使おう・
広げよう ” をテーマに、川口市産品の魅力
を発信し、販路拡大を図るとともに、市内
においては地産池消の機運を高めて参りま
す。
本誌は、川口市市産品フェア２０２２に
出展した企業をはじめとした、素晴らしい
製品・技術を持つ企業を紹介し、ご覧いた
だいた全ての企業様にご活用いただくこと
を目的に編集したものです。
様々なビジネスの場において、是非とも

「川口ブランド」の優れた製品・技術を貴社
のビジネスにご活用いただきますことを心
から願っています。

世界に誇る
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株式会社アイコム

048-796-4451

玩具企画製造：あらゆる分野でのホビー ( 趣味）を形に（製品化）をモットーに活動しています。玩具業界では、
プロホビー（ブランドメーカー）として、ラジコン、プラモデル等を作られる方用の工具、素材を製造販売してお
ります。主体（工場設備）は、遠心鋳造機による金属物製造、フィギュア、キーホルダー、スケールモデル、ジオ
ラマパーツ、疑似餌（軟質塩ビ）など製造。レーザー加工機、3D 造形機、ブラストマシン、中型木工バンドソウな
どを使い、企画製造もしております。

フェイスシールド
マイクロギャラリーフィギュア 
●フェイスシールド
今回、コロナ感染症に伴い、弊社でできることがないかと模索
したなかで、フェイスシールドを製作し、川口市内の病院様の
ご意見いただきながら、サイズ等改善し、導入していただきま
した。現在は、一般仕様に加え、玩具メーカーとしてのアレン
ジを加え、動物の形状や、川口市きゅぽらんが付いたフェイス
シールドも製造可能になりました。
●マイクロギャラリーフィギュア
遠心鋳造機による、ゴム型（安価）での金属物（錫鉛合金）製
品製造を主体にしております。3D 造形機による原型制作から金
属鋳造、手塗りによる彩色等社内での一貫製造です。協力会社
による、メッキ、塗装等も可能です。

ジオラマ等用ミリタリー乗り物  
マイクロギャラリーミリタリー

048-796-4471

お問い合わせください。

川口市観光物産協会、埼玉県物産観光
協会

〒 339-0024 
さいたま市岩槻区釣上 350-8

株式会社アイコム

1/43 スケール金属モデル
ディスプレイモデルホンダ
CB 400 SF

http://www.prohobby.sakura.ne.jp/

主な玩具問屋、ホームセンター他
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会社概要

ウチダステンレス工業株式会社

048-282-1200

ステンレスで製作しているアルコール自動噴霧器。チェーン店の立ち食いそば屋さん主力店舗に 60 台以上納入。人
手がかからず 1 日 1000 人以上対応し、電池交換は 1 か月以上しなくて OK。受注生産で現在数百台受注、問い合わ
せがあります。基盤からすべてメイド・イン・ジャパンなので皆さん安心してご購入いただいております。そのほか、
どこでも手洗い器もご好評をいただいています。

アルコール自動噴射器 
ステンレスなので丈夫で衛生的、お手入れも簡単。
2 段式はお子様や車いすの方に丁度良い高さになっています。
一回のアルコールの量が調節可能です。
その他オプションにてシート貼りによる色や柄をインテリアに
合わせて変更可能です。

どこでも手洗い器 
100V があればどこでも手を洗うこと
ができます。イベント会社様から今後
の為にと購入いただいております。

048-282-1230

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 6-15-15

ウチダステンレス工業株式会社

アクリルパーテーション
数百台以上販売

http://www.uchida-stainless.com/
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株式会社ジェイ・パック

048-228-1288

企画制作から印刷・加工・発送まで一貫した生産体制で高品質・低価格 ・ 短納期を実現します。
昨今、商品を作れば売れる時代は過ぎ去リました。たとえ良い商品を開発してもお客様に知られていなければ存在
価値がありません。 「差別化」　「特化」　「営業提案」といった言葉が氾濫しておリますが、印刷品質やグラフィッ
クで大きな差別化をするのは非常に難しいことです。ジェイパックでは「印刷物は後加工にあり」をキャッチフレー
ズに特殊・型抜き加工など他社とは一線を越えたご提案を致します。

ジェイ・パックオリジナル商品 
フェイスシールド（日本製）
細菌やウイルスの飛沫感染対策として製造しました環境に優し
いペット素材のシールドです。軽量なのでフィット感があり、
開閉する種類もあリます。
ワンタッチチェアー
折りたたみ式の紙製チェアーです。アウトドア、スポーツ観戦
などの野外での使用。又は災害時用の常備品としてもお考え頂
けます。印刷を施し企業の販促物としても使用できます。
簡易ベッド（段ボール製）
組み立て式の段ボール製のベッドです。予期せぬ災害時等での
避難場所での使用を目的としベッドや腰掛けとしてその他、多
目的用途のある製品です。使用前はコンパクトになり保管がで
きます。

販促什器 
企画、印刷、加工から梱包、発送まで
の一貫した生産体制によリ、高品質・
低価格・短納期を実現。また、高い品
質を常に追求し続けデザイン性、機能
性、耐久性に優れたこだわりの製品を
提供致します。

048-228-1588

〒 332-0004 
川口市領家 3-18-14

株式会社ジェイ・パック

ノベルティグッズ
実用性に優れたジェイ・パックオリジ
ナル製品です。オリジナルの印刷が可
能な為、広告ノベルティとしても応用
できます。
左上… メガホンと扇子の機能を合わせ
た「メガセン」
左下… マスクケース（マスク 3 枚収納）
＊抗菌仕様
右…キーホルダー、携帯スタンド（ア
クリル製）、既製品のインクジェット
印刷

https://j-pack.biz
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会社概要

朝日合金株式会社

048-252-4021

避雷設備材料（外部雷保護システム）・太陽光パネル取付架台の製作・制作施工、通信基地局の架台などの電気工事
とフェンス、手摺やタラップなどの建築金物及び建築工事の 2 本柱があります。工場では主に鉄、ステンレス、銅、
アルミなどの加工品を製作しております。

避雷針 - 自立型 
40 年にわたり避雷設備関連商品の製造に携わってきました。現
在は製造・販売から施工までを行い、長年の経験と技術力を生
かし時代のニーズにお応えしていきます。これからも研究開発
を怠ることなく、品質管理にはなお一層万全を期していき「よ
り安心安全、確実な製品」を提供して参ります。

架台制作、組立、パネル取付まで行っ
ており、施行例は全国各地に。アフリ
カ、ヨーロッパ、アジアなどの国にも
実績があります。

048-256-0332

彩の国工場振興協議会

〒 332-0023 
川口市飯塚 3-8-6

朝日合金株式会社

「より安心安全、確実な製品」をモッ
トーに発展致します。

http://www.asahi-gokin.co.jp/

大手電気工事会社、大手通信工事会
社、大手建築会社
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株式会社一会設備

048-265-2521

弊社はダクト製作及び取付の専門業者です。先代から引き継ぎ 40 年以上事業を続けてきております。
実績を積み重ねてきており多くの物件施工をしてきました。最近に於きましては川口めぐりの森の空調換気ダクト
工事は弊社で施工いたしました。

自社工場 
川口市上青木にある自社工場でダクトの設計から製作、取り付
けを専門に行っています。
オフィスビル・商業施設・各種ビルの工事を請け負っています。
優れた技術と迅速な行動で作業を行い一期一会の精神でお客様
に接し、快適な生活環境を提供できるよう努力しています。

BBQ 収納 BOX 
BBQ コンロをすっぽりと収納でき、使
用後の炭の処理は蓋を閉めておくだけ
で自然消火し延焼の危険がありませ
ん。

048-265-7593

日、祝日

9:00~17:00

川口商工会議所、( 公社 ) 川口法人会

〒 333-0844 
川口市上青木 2-24-3

株式会社一会設備

BBQ/ 焚火台収納ソロキャンプ
用 BOX
炭の処理がラクチン！使用後の炭の処
理は煩わしいですが・・
蓋を閉め放置して燃え尽き後に安全に
処理ができます。
ソロキャンプ用ブリキ箱 BBQ セット
D400 × D400 × H360mm[6kg]
参考価格￥9000[ 税込 ]
お好みのサイズ・使用用途でお使いに
なれます。サイズを変更し外置きゴミ
箱としてもオススメです。

http://www.ichie-setsubi.co.jp/

㈱関電工、新日本空調㈱、高砂熱学工
業㈱、ダイキンエアテクノ㈱、ダイダ
ン㈱、㈱トーエネック、㈱ヤマト
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会社概要

伊藤鉄工株式会社

048-224-3986

弊社は、地域に根付いた鋳物メーカーとして、創業以来、排水金具・マンホール蓋・ルーフドレン・バルブボックス・
鋳鉄製網類・グレーチング・ベンチレーター・グリーストラップ・ステンレス製品・ツリーエレガンス（樹木保護盤）・ 
車止め・フェンス・照明灯・エレガンスグレート・（化粧溝蓋）・レリーフ・ モニュメント・各種銘板等の製造を行っ
ております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

鋳鉄製マンホールふたと製造風景　 
川口市にある自社工場で、設計から鋳造、加工、塗装、組立ま
でを一貫生産。鋳物職人による高度な技術と高い信頼性で、高
品質のマンホールを製造しています。各種用途のマンホールの
他、くさり、キーなども揃えており、受注生産にてトイレマン
ホールふた設置用テントも準備。マンホール関連はすべてが揃
う体制をとっています。鋳鉄の良さを生かし、さらに創意工夫
とノウハウを加え、期待を超える製品を提供しています。

鋳鉄製マンホールふた 
川口市元郷にある自社工場で、設計か
ら鋳造、加工、塗装、組立までを一貫
生産。高度な技術と高い信頼性で、高
品質のマンホールふたを製造していま
す。

048-222-3379

お問い合わせください。

（一社）日本鋳造協会、（公社）空気調
和・衛生工学会、日本金属継手協会

〒 332-0011 
川口市元郷 3-22-23

伊藤鉄工株式会社

キッチン
鋳鉄製品では難しいといわれている軽
さと強さを実現した川口鋳物職人の技
の証です。グッドデザイン賞も受賞し
たスタイリッシュな外観です。川口
i-mono ブランド認定製品。

http://www.i-g-s.co.jp/

ゼネコン、設計事務所等に納入実績あ
り
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株式会社エム・コーポレーション

048-241-0285

防塵・防水ＰＣ・モニター・パネルＰＣの設計製造
防塵・防水性能（IP65 以上）を有するモニター、パネルＰＣ、コンピュータの設計製造。

『エムテクション』製品は他業種多目的な環境に合わせた仕様で製造し、
過酷な環境下に新たな IT 環境をつくり「業務改善」、「労務改善」、「新たな収益の創出」を推進します。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

エムテクション 
エムテクション製品の『３つの強み』
１．完全密閉型：
　　製品に開口部分がなくそのまま設置可能
２．結露対策：
　　結露抑制ベント搭載
３．完全カスタマイズ：
　　現場環境に合わせたスペックで製造

エムテクションモニター　
46 インチ 
仮囲いにエムテクションモニターを設
置し現場のライブ映像や工事情報の表
示、周辺地域の情報などを掲示するた
めに使用。
完全密閉型防塵防水仕様なので特別な
ボックスなど不要です。
薄型・軽量なため設置場所も自由です。

048-241-0286

川口商工会議所

〒 332-0024 
川口市飯原町 3-4

株式会社エム・コーポレーション

エムテクション パネル PC
大型掘削機に搭載されたパネル PC で
す。
湿度が高く粉塵や水の飛散に加え掘削
機の振動があり、コンピューターを設
置するには過酷すぎる現場でしたが、
エムテクションならこの様な現場でも
設置することが出来ます。

https://emu-corp.com

鹿島建設、大成建設、大林組、安藤ハ
ザマ、大和ハウス、その他
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会社概要

老川工業株式会社

048-267-2121

1951 年の創業以来、新しい街づくりに寄与すべく、アルミサッシ、スチールドアの金属製建具工事業を担ってきま
した。常に満足いただける安全管理と品質管理を提供していきます。設計力が重要となる開口部は、メンテナンス
計画やランニングコストなど長期的視野も必要です。したがって、お客様から選んでいただけるパートナーとなる
べく、トータルでの建物の資産価値向上をご提案できるような総合力を高めていきます。地域密着での事業展開を
通じ、社会に貢献していきたいと考えています。

めぐりの森 施工一例 
オフィスビル、商業施設、福祉施設、官公庁、医療施設など、
各種ビルの開口部に設置するサッシ、ドア、シャッターなどの
設計から施工までトータルに提供しています。開口部は人が一
番初めに目にするところであり、その建物の顔です。防災・防
犯の観点と施設の目的に合致したデザイン性を両立させ地域の
景観を向上させるよう心がけています。潜在ニーズも考慮しな
がら、設計、施工をしていきます。

川口信用金庫　 
開口部アルミサッシ、玄関ドア、エン
トランスのステンレス建具等を納めさ
せていただいた工事の一例です。

048-267-2127

（公社）西川口法人会、（一社）日本サッ
シ協会

〒 333-0869 
川口市芝宮根町 1-5

老川工業株式会社

川口市立幸町小学校　
手摺、へだて、庇等の金属製品。 
自動ドア、シャッター等の施工や改修
など。平成２７年１２月にガラス工事
業の建築許可を取得。

http://www.oikawakk.co.jp/

埼玉県、川口市、埼玉建興㈱、伸明建
設㈱、埼和興産㈱、その他首都圏ゼネ
コン
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株式会社川金コアテック

048-259-1161

橋梁用支承のトップメーカーとしての長年にわたる経験で培われた「鋳造・加工技術力」「解析・設計技術力」「製品力」 
により、免・制振技術の建築・土木の両分野で様々な製品を製作・販売しています。地震による建物の損壊や崩落、
それによって引き起こされる人的被害、物的被害を最少にします。

プロフェッショナルの想像力 
素形材、土木・建築機材、産業機械を主力事業とする川金グルー
プの中核である川金コアテックは、常に「明日の技術シーズ」
を先取りした次世代の高品質テクノロジー開発に挑戦していま
す。各工程における現場のプロフェッショナルたちが長年の経
験を通じて培って来たノウハウの上に築かれた想像力は、高度
化する市場からの要望や多様化するテクノロジーの課題に製品
開発スピードの向上、経済性の追求や品質管理の徹底などによ
り、迅速に対応します。

マルチベースは、地震による複雑な挙
動、施工時の誤差などの予想しにくい
力や変形などに柔軟に追従し、建物の
安全を守るコンパクトで高強度・高耐
久を特徴とするすべり支承です。

048-259-1137

〒 332-0015 
川口市川口 2-2-7

株式会社川金コアテック

免震オイルダンパーは地盤と構造物の
間に設置して地震エネルギーを吸収
し、かつ水平方向の揺れを軽減させる
働きを持つ装置です。

http://www.kawakinct.co.jp/

建築：川口市、埼玉県を始め全国都道
　　　府県、市町村、庁舎・駅舎、民
　　　間高層ビル他
橋梁：国内各発注機関のほかアジア、
　　　ヨーロッパ、アフリカ地域など
　　　海外でも展開



PickUp!

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

10

10

会社概要

鋼栄エンジニアリング株式会社

048-287-1577

上下水道用製品のほか、防水工事、金物・金属工事、および土木・建築金物をはじめ、鋼構造物・アルミ覆蓋など
の設計、製作、施工を行っています。いずれも社会インフラをつくり、ストックを保守・拡充、また、次世代へ引
き継ぐことを目指し、新時代を切り開いてきました。土木・建築資材の販売も行っており、公共事業・民間工事を
問わず、社会資本を拡充し維持していくニーズにこたえています。

アルミ合金製軽量蓋 KE カバー 
耐候性がよく、メンテナンスフリー、リサイクルが容易なアル
ミ素材の上下水道用蓋です。ばね目幅を小さくし、分割が簡単
なため、運搬、設営が容易であり、柔軟性に富む製品です。２
種類のゴムを使用し、防臭効果を高め、さらに水抜きスリット
やスライドストッパーをつけることで作業を簡単にするなど、
品質改善、短納期実現に取り組んでいます。一般財団法人建材
試験センターの品質試験もクリアした品質です。

アルミ手摺 UG-2515A（日本下水道事
業団仕様）の設計、製作から施工まで
一貫して行うことにより、品質の確保、
コスト削減、納期短縮を可能にしまし
た。

048-287-1575

土日祝日

8:30~17:30

川口商工会議所

〒 334-0061 
川口市新堀 280-1

鋼栄エンジニアリング株式会社

日本水道協会検査工場（JWWA）上下
水道に関わるステンレス管、鋼管の設
計、製造、施工を行います。

http://www.koei-eg.co.jp/

各大手ゼネラルコンストラクター、水
処理プラントメーカー等、主として上
下水道処理施設。



PickUp!

11

11

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

恒栄電設株式会社

03-5993-3111

創業より 70 余年、電力における様々なシーンにおいて、日本の電力供給を支えてきました。
「安全・明朗・節速」の指針の元、より安全で、確実なものを、より省資源で迅速に提供できるよう努め、発電・送

電・受電に関する事業に取り組んでいます。
さらに、持続可能な社会づくりに貢献するための新たな事業として、太陽光・風力発電など再生可能エネルギー設
備の建設や独自のスマート農業システム開発を進めています。
また、「もっと良くする、なければ創る」をモットーに 3D プリンターなどの最新技術を活用した製品開発にも取り
組んでいます。

【電気設備関連工事】および【農業事業】 
1. 川口市内の自社工場にて携帯電話基地局のアンテナポールな
　どの鋼構造物の設計・開発・製作・施工
2. 全国各地の発電所・変電所の新設工事・メンテナンス・改修
　工事
3. 関東を中心に学校など公共施設の電気設備工事
4. 大型の 3D プリンターを用いた新商品開発
5. 福島県での花卉栽培、スマート農業システムの開発・運用

スライド式電動門 
発電所・変電所等のハイレベルなセ
キュリティが必要な場所にお客様の要
望を反映した独自の設計・製作・制御・
据付します。
また、メッキ後の塗装によって雨風に
強く沿岸周辺でも錆に強い仕上げにす
ることも可能です。

土日祝日

8:30~17:30

( 本社 ) 〒 114-0021 東京都北区岸町 1-8-17
( 埼玉事業所 ) 〒 334-0004 埼玉県川口市
　　　　　　　　　        　 大字辻 521 

恒栄電設株式会社

自社開発安全治具
安全対策や作業効率の改善のため現場
から出たアイディアを具体化した治具
を自社開発し、製品化に取り組んでい
ます。
多芯ケーブルをまとめて保護できる

「マルコンキャップ」や電気点検中の
ブレーカー誤動作を防止する「B ロッ
ク」を開発し、販売しています。

http://www.koei-densetsu.co.jp/

㈱関電工、㈱ダイフク、北芝電機㈱、
積水ハウス㈱
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児玉コンクリート工業株式会社

048-299-5275

社会と環境の変化に伴う都市の高層化、高多機能化、耐震化・・・。
複雑に高度化する建築・構造物のニーズにお応えするため、KODAMA はパイル製品の製造と供給にとどまることな
く、施工技術の研究開発までを幅広くカバーし、トータルな技術提供を行っています。基礎杭技術のリーディング
カンパニーとして、安全・快適な都市生活の根本を支え、より豊かな未来の創造に貢献していきます。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)

既製コンクリートパイル ( 製造・販売・施工 ) 
「良い基礎をお客様に提供することで社会貢献する」をモットー

に、安全性・確実性・経済性に優れた高品質なコンクリートパ
イルを製造し、高精度で信頼性の高いくい施工を提供していま
す。確かなクオリティと迅速なデリバリーを貫く KODAMA 製
品は、国内産業の発展および国土開発計画などの大規模プロ
ジェクトにも貢献する信頼のブランドです。

既製コンクリート杭 
PHC 杭　PRC 杭　SC 杭

048-299-5295

（一社）コンクリートパイル・ポール
協会、関東コンクリートパイル協同組
合、川口商工会議所、東京商工会議所、
豊島法人会

〒 332-0017 
川口市栄町 3-10-3 みどりビルディング 5 階

児玉コンクリート工業株式会社

機械式接手　T・P JOINT
 ( トリプルプレートジョイント )
T・P JOINT は、気象条件（風、雨、気
温等）の影響を受けにくく、安定した
施工ができます。

http://www.kodama-conc.jp/

川口市、埼玉県



PickUp!

13

13

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

埼和興産株式会社

048-224-3494

1. 建築工事請負
2. 病院・クリニックリノベーション工事請負
3. 土木工事の請負
4. リニューアル工事請負
5. 不動産売買、仲介並びに賃貸
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

施工例 
入居者の住み心地を第一に考えた「耐震・耐火性」「遮音性」「断
熱性」「メンテナンス性」に優れた鉄筋コンクリート造の賃貸マ
ンション「ブレインマンション」。
川口市でも工場や倉庫の多いエリアに本社がある事から、工場・
倉庫の新築や改修工事のご用命を数多くいただいております。
事業用建物の建築には多くの経験と専門知識、ノウハウが必要
です。「小回りの利く総合対応力」でお客様の多様なニーズにお
応えします。

工場・倉庫建築専門ブランド
「My+Factory」 

オーダーメイド設計、設計施工ワンス
トップでオリジナルの工場・倉庫を建
築します。
機能性やデザインに拘ったオリジナル
の建物でお客様の事業の力になりま
す。

048-224-7712

土、日、祝

8:30~17:30

川口商工会議所

〒 332-0006 
川口市末広 3-14-10

埼和興産株式会社

高性能賃貸マンション
「ブレインマンション」

入居者の住心地を第一に考えた「耐震・
耐火性」「遮音性」「断熱性」「メンテ
ナンス性」に優れた鉄筋コンクリート
造の賃貸マンション。
入居率が高く、土地活用や相続税対策
におすすめです。

http://www.saiwa.co.jp/

一般企業、一般事業者、病院・医療施
設、不動産関係
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会社概要

三和体育製販株式会社

048-255-6121

【施設部】スポーツ施設用器具・遊具の設計・製造及び、埼玉及び近県における点検・施工・販売

【販売部】スポーツ用具の製造及び、代理店を通した全国の学校等への販売

電動式バスケット装置 
学校や公民館、運動施設の体育館に設置している天井からの昇
降式や壁面の伸縮バスケット装置など。近年、手動よりも、省
力化と時短が可能な電動式が主力となっており、旧型の点検・
補修時に電動化への切替工事を実施するケースが大幅に増えて
いる。

サッカーゴール 
アルミ製の移動式サッカーゴールは、
国体向け施設ガイドラインに準拠し、
品質や安全性、価格ともに満足頂いて
おり、全国で人気が高い商品。

048-251-1800

日本スポーツ用品工業協会会員

〒 332-0027 
川口市緑町 9-15

三和体育製販株式会社

PickUp!

会社概要
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<< 企業名 >>
<<TEL>>

<< 事業内容 >>

<<PRODUCT_ タイトル >>
<<PRODUCT_ 内容説明 >>

<<Pick up!_1_ 商品名 >>
<<Pick up!_1_ 内容説明 >>

<<FAX>>

<< 定休日 >>

<< 営業時間 >>

<< 加盟団体 >>

<< 郵便番号 >>
<< 住所 >>

<< 企業名 >>

<<Pick up!_2_ 商品名 >>
<<Pick up!_2_ 内容説明 >>

<<URL>>

<< 主な取引先 >>

日除けシェルター
近年、熱中症対策の観点から、屋外の
日除け製品の需要が急増している。標
準品とは別に、現場に合わせた設計提
案でお客様に好評を得ている。

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

埼玉県内及び関東圏の官公庁、学校。
または全国の学校、運動施設等。



PickUp!

15

15

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体
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会社概要

株式会社城南製鋼所

048-223-3116

昭和３０年以来、電気炉メーカーとして鉄筋コンクリート用棒鋼製造一筋に社会に貢献してまいりました。国内の
みならず海外からも高い評価を頂き、建設物の基礎として様々な場所で使用されています。また地球環境保全に貢
献する「鉄スクラップ」リサイクル企業として、安全第一を基本とし、高度化するお客様のニーズにお応えできる
高品質の製品を提供するとともに、自然と調和した、環境に優しい「資源循環型社会」の構築を使命として、全社
一丸となり事業展開を進めています。
ＩＳＯ９００１・１４００１・４５００１　認証工場

鉄筋コンクリート用棒鋼 
鉄筋コンクリート用棒鋼とは一般的に「鉄筋コンクリート造」
と呼ばれる建物で、主に使用されている鋼材です。表面に「リブ」
といわれる凸凹が施されており、コンクリートとの密着性や定
着性を高め、引張高度を増す為に使用されます。
様々な建築物・建造物に必要不可欠な材料であり、高い耐震性
能を求められている現在、鉄筋コンクリート用棒鋼はますます
重要になっています。

鉄筋コンクリート用棒鋼 
鋼種　　ＳＤ２９５、ＳＤ３４５、
　　　　ＳＤ３９０
サイズ　Ｄ１０・Ｄ１３・Ｄ１６
確かな技術力に支えられた当社の製品
は、厳しい品質管理体制のもと、信頼
されるブランドとしての地位を確立し
ています。

048-224-7607

日曜日

8:00~17:00

普通鋼電炉工業会

〒 332-0004 
川口市領家 5-11-13

株式会社城南製鋼所

リサイクル企業として
自然と調和した、地球に優しい、未来
に貢献するリサイクル企業を目指し
て、日夜、鉄を蘇らせています。

http://www.jonan-steel.co.jp

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱、エ
ムエム建材㈱、岡谷鋼機㈱、兼松ト
レーディング㈱、JFE 商事鉄鋼建材㈱、
日鉄物産㈱、阪和興業㈱
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会社概要

株式会社菅土木

048-253-0112

当社は、地域貢献できる総合建設業として公共事業を中心とした地域密着型の事業を展開しております。
時代のニーズをしっかりと捉えながら、地球規模をも意識した環境保全の取り組み、そして地域の人々が安心安全
に心地よく暮らせる街づくりを目標に日々業務に取り組んでおります。
キャッチフレーズとして「さすが土木！仕事に『サ』がつく『スガドボク』」を掲げ、業務に対する姿勢をしめしつ
つ、地元の皆様に親近感をお持ちいただけるような企業風土を目指しています。
川口市地域貢献事業者 ( 平成 29 年度認定 )

鋼管ポール再生工法 
本工法は老朽劣化した鋼管ポールにアラミド繊維シートを使用
した内部補強を行い、新品と同等以上の強度に復元する工法で
す。
本工法の特徴は、現位置・現状況のまま施工が可能であるため、
多くのメリットが得られます。

1. 既存ポールの撤去・新設が不要となり、建替えよりも経済
的である。

2. 高所作業・重機の使用がなく、作業の安全性が向上する。
3. 施工時間は約 2 時間でスピーディーである。

鋼管ポール再生工法 
長さ 1 ｍ ( 地上 50cm 地下 50cm) のアラミド繊維シートを鋼管ポール内
に挿入し、内面貼付け後にモルタルを充填。
周囲が 50％腐食していても新品鋼管以上の強度を確保、行政機関にお
ける設備財源の削減に貢献できる安価で信頼度の高い設備補修技術や点
検技術の活用に取り組んでいます。

048-253-0149

土日祝日

8:30~17:00

( 一社 ) 川口市建設協会、( 一社 ) 埼玉
県建設業協会

〒 332-0021 
川口市西川口 3-7-33

株式会社菅土木

https://sugadoboku.com/

川口市、埼玉県　他
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会社概要

スペーススタッフ

090-4132-0901

いつも忙しい職人さんの事務アシスタントならお任せください。今までになかった地域密着の新しい事務アシスタ
ントサービス。 
事業詳細：一人親方の皆さんの「面倒な作業」をこちらで代行することで、本業に専念できる環境を作るお手伝い
                     をいたします。

【主な業務】1、事務関連（領収書仕訳、請求書作成から郵送作業、年賀状作成など）
2、営業事務（施工報告書作成、お客様対応、電話問い合わせ対応）
3、現場関連（現場同行サービス、現場お届けサービス、材料発注代行）
4、営業支援（一人親方の仲介役となり、仕事の紹介から見積作成まで全部丸ごとお手伝い）

                       「こんなことを手伝ってほしい」などがありましたらお気軽にご連絡ください。

一人親方の事務効率化と業務効率があがることをお
約束します。 
コンセプトは「一人親方だけどひとりじゃない。困ったときに
頼れる事務アシスタントサービス。専属のアシスタントとして
一生懸命にサポート」
営業、事務の知識に裏打ちされた独自ノウハウで、一人親方の
事務効率化と、一人親方から法人化を目指す人へ企業成長のた
めのお手伝いをします。
また地域のお客様と職人を直接繋げるお手伝いを積極的に行い
ます。

顔が見えないオンラインより、
顔が見えて安心の事務代行サー
ビス 
建築は奥が深く、一般的な事務代行だ
けでは行える仕事ではありません。私
なら本当の「建築業専門」ができます。
それは私自身が建築業で働いているか
らです。
だからこそ本当に必要なことがわか
り、それを解消することができます。

川口商工会議所

〒 333-0861
川口市柳崎 1-21-1

スペーススタッフ

日常の事務作業はもちろん、今
後の営業支援まで一括してお手
伝い
アナログとデジタルの真ん中で、地域
の一人親方の皆さんに寄り添いながら
女性ならではの視点でサポートするこ
とができます。
また、営業支援にも力を入れることに
より、地元の職人さんを探しているお
客様の声にも応えることができます。

https://nfnif.hp.peraichi.com/

内装業、塗装業、防水業など
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会社概要

株式会社セラフ榎本

048-265-1883

昭和３８年創業。ビル・マンションの大規模修繕工事を主軸とし、ドローン外壁調査やペットリフォームにも全力を注
いでいる。

・建設業としての事業：マンション大規模修繕工事、共用部給排水設備改修工事、専有部ペット 犬・猫 リフォーム工事
・一級建築事務所としての事業：既存建築建物の調査診断業務・改修設計業務
・ドローンによる外壁赤外線調査
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

外壁劣化検出 AI システム
100 件以上のドローン調査で得た膨大な画像データを基に「外
壁劣化検出 AI システム」の開発が実現しました。AI で解析し
た後の画像には劣化の種類ごとに色の異なるマークが付くた
め、一目瞭然で劣化を判別することができます。AI を用いるこ
とで、「解析労力・解析時間削減による低コスト化」や「報告書
作成の短納期化」等が期待できます。弊社は、「外壁劣化検出
AI システム (S.D.A)」によってこれまでよりもさらに精度の高い
外壁調査診断サービスをご提供致します。
( 協力：一般財団法人 材料科学技術振興財団 )

メリット①
解析労力・解析時間削減による低コス
ト化 048-269-0578

第 1・3 土曜日、日曜日、祝日

9:00 〜 18:00

〒 333-0847 
川口市芝中田 2-34-16

株式会社セラフ榎本

メリット②
報告書作成の短納期化

https://www.sei.ne.jp/
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会社概要

有限会社大晶工藝社

048-250-6400

住宅・店舗・オフィスなどあらゆるシーンの家具や什器を製造販売としお客様の目線に立って、末長く愛着を持っ
て使い続けていただけるような製品を造っていきたいと考えております。
創業 35 年の納入実績で培った知識と経験や技術で、他社にはない木工部品なども製造していきたいと思います。

特注家具製造 
豊富な素材とアイデアでできるのが特注家具のメリットです。
適材適所で最良の材料を選び、加工組立・塗装仕上げ以外の全
ての工程を一人の職人が完成まで手掛けております。

棚板１枚でも丁寧に製作しておりま
す。仕上げ材の圧着力に優れている弊
社開発・販売の圧着ローラー（意匠済
み）にて張り合わせております。木工
関係・クロス屋・POP s 貼りなどに使っ
て頂いております。日々商品開発にも
力を注いでおります。

048-250-6565

日曜日

9:00~18:00

〒 333-0844 
川口市上青木 1-16-11

有限会社大晶工藝社

現場・工場でも簡単に取付けなどの商
品を開発し商品化しております。

内装業者、工務店
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会社概要

株式会社武井工務店

0120-57-4774

新築・増改築・戸建リノベーション・マンションリノベーション・各種リフォーム（水まわり・キッチン・窓まわり・
外壁・エクステリア・電気・給排水）、倉庫・工場の建築及び修繕、プレハブ建築。

『ずっと仲良く』当社の企業理念は「" 顔の見える地元職人 " と共に超地域密着の街づくりで人々を笑顔にする」「地
元の街づくりを通して " 最も人と人を仲良くさせる企業 " となる」こと。当たり前のことを徹底的に行い、地元地
域やお客様ともっともっと仲良くなることをこだわって家づくりをしています。 家を建てる時だけでなく、建てた
後も一生涯のお付き合いができるように、社員一同、日々精進しています。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

『自社で建てる。』 
自らの手と「顔のみえる」地元職人とで最後まで受け持つこと
により、お客様の想いに責任を持って作る。
だから私たちは自社大工と地元職人にこだわります。

YESS 建築 
建物を構成する部分を『標準化』する
ことにより、『建築生産トータル』を『シ
ステム化』し、『商品化』した建築です。
工場・倉庫・物流施設・店舗等に適し
た建築工法で、検討事項・仕様が予め
標準化されているので高品質でありな
がら、短工期・低価格を実現。

048-226-5355

埼玉建築士会、JBN、日本木造住宅耐
震補強事業者協同組合、日本住宅保証
検査機構、住宅あんしん保証、LIXIL 
リフォームショップ

〒 332-0003 
川口市東領家 5-2-8

株式会社武井工務店

スーパーウォール工法で高気密・
高断熱の高性能住宅
スーパーウォール工法の家は、業界最
高水準の基本性能を誇る、高気密・高
断熱・高耐震構造。
高性能なスーパーウォールパネルと高
断熱サッシ及び計画換気システムが、
健康・快適・安心・安全の理想的な住
環境を実現します。

http://www.takei-co.com/

㈱横河システム建築、㈱ LIXIL、㈱さ
とうトーヨー住器
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会社概要

土リサイクルセンター株式会社

048-452-8264

弊社は土のリサイクルに真面目に取り組んでおります。
土は千差万別なため、その土に合ったリサイクルを行う必要があります。

【建設発生土】【建設汚泥】【浚渫土】の受入が可能です。
骨材の販売もしておりますので、残土を降ろして製品を積んでそのまま現場に向かうことが出来ます。
市内はもちろん都内からのアクセスも良いのが特徴です。

【RC-40】【RC 砂】【埋戻し用砂質土】【赤残土】【改良土】の販売をしています。

赤残土 
色合いの赤い土を原料にリサイクルを施した主力商品です。
改良材を一切使用していないため、植栽が可能です。
埋戻し工事ではもちろんのこと、宅地造成や外構工事でも多く
の実績があります。
一般のご家庭の DIY で少量の土が必要になった場合でも、ご利
用いただくことが出来ますのでお気軽にお問合せください。
またご家庭での農作業や DIY で不要になった土の受入も行って
おります。

砂質土 
浚渫土をリサイクルした商品です。
山砂の規格に合わせて粒度を調整して
います。
改良材は使用していませんので中性で
す。
粘土を取り除いているので水はけが良
く、泥っぽくならないため埋戻しに適
しています。

048-452-8265

日曜、祝日

6:30~18:30

特定非営利活動法人環境開発研究所

〒 333-0833 
川口市西新井宿 1374

土リサイクルセンター株式会社

改良土
水を多く含む土をリサイクルした商品
です。
改良材を使用しているので植栽には向
きませんが、草が生えて欲しくない道
路・駐車場・工場新設などの埋戻しで
ご利用いただくのが最適です。

https://tuti-rc.co.jp/

首都圏公共工事事業者、首都圏建設工
事事業者、市内民間工事事業者
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会社概要

株式会社東都コンサルタント

048-283-7472

弊社は、平成３年に創業して以来、主に公共事業のインフラ整備における測量及び設計コンサルタント・補償コン
サルタントなどの業務を行っております。

（測量）　GNSS・基準点・水準・地形・路線・河川測量から用地・地籍調査まで多岐にわたる測量調査業務。
（設計コンサルタント）　道路、河川、上水道、下水道などの計画・設計・維持管理等に関する業務。
（補償コンサルタント）　公共事業に伴う建物等・工作物調査算定業務・事業損失補償等などの業務。
（地理空間情報）　無人航空機 (UAV)・レーザ計測システム (MMS・地上レーザスキャナ）を活用した３次元計測。

走るだけで三次元データーを取得（MMS） 
MMS は、車両に GNSS アンテナやカメラ、レーザーなどの機器
を搭載し、走行しながら道路周辺の 3 次元空間位置データを取
得できます。数万のレーザー光で周囲への距離を測り、これら
の点をつなぎあわせることで CG のような立体モデルを作成で
きます。この立体モデルにカメラ画像を貼り付けて、さまざま
な地図に加工できます。また、高度道路交通システム分野にお
ける自動運転用の３次元基盤地図の整備促進や、取得した 3 次
元空間位置データを無線伝送すれば、遠隔地と円滑に情報共有
でき、災害時の減災にも役立ちます。

ＭＭＳ ( モービルマッピングシ
ステム ) を使用した３次元計測
車で走行しながら道路面および道路周
辺の構造物を３次元計測できる測量技
術です。 MMS（車輌）には 3 次元レー
ザースキャナ・GNSS・カメラ・各種
センサーが搭載されており、移動しな
がら時速 20km 〜 80km でも正確に周
囲の計測が可能です。

048-282-9251

（一社）埼玉県測量設計業協会

〒 334-0005 
川口市里 476

株式会社東都コンサルタント

地上型 3 次元レーザスキャナー
計測
地上型 3 次元レーザスキャナーを使用
し、秒間数十万を超える高密度・高精
度のレーザーを照射し対象物の形状を
3 次元座標の密集した点群データとし
て取得し、この点群データを解析、加
工することで地図や設計図の作成など
幅広い用途で活用することができま
す。

http://www.touto-consul.co.jp/

埼玉県、川口市、戸田市、三郷市、八
潮市、草加市、さいたま市、民間事業
者など
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長島鋳物株式会社

048-252-4391

1945 年鋳物のまち川口市に創業以来、上下水道の歴史と共に歩んできたマンホールふたのメーカーです。強度を求
めた時代、デザイン性を追求した時代を経て、現在は路上の「安全・安心」を両立させたマンホールのふたを開発
しています。今後も上下水道に於いて「ストックマネジメント支援企業」として計画的な維持管理の御提案と施設
の長寿命化をサポートし市民の安全安心に寄与してまいります。

下水道製品　
デザイン性に富んだマンホールふたや、さらなる「安全・安心」
とふたの「長寿命化」を目指した製品開発に注力しています。
最新の機械と伝統的な職人技術を合わせた技術はまさに鋳物の
街川口が誇る技術です。これからも新しい製品を全国に、また
世界に送り届けます。

手作業で行っていた造型や注湯を自動
化した最新の造形機。

048-252-4393

8:40~17:40

川口鋳物工業協同組合、（公社）日本
下水道協会、日本グラウンドマンホー
ル工業会、水道用鉄蓋工業会

〒 332-0022 
川口市仲町 2-19

長島鋳物株式会社

我が国の上下水道など公共インフラ
は、維持管理の時代を迎えています。
長年培ってきた高度な技術と最新鋭の
鋳造機器を融合させ、高品質な製品を
供給します。

https://www.nagashima-imono.co.jp/

各市町村水道課・下水道課・土木課・
都市計画課、各県企業局、東京都水道
局、下水道局、建設局 他 全国自治体
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会社概要

中原建設株式会社

048-269-3310

中原建設は、重機土木からスタートし創立 81 年目の総合建設会社。
皆様が日常生活で利用する道路・橋・上下水道等の生活インフラ整備を行っています。また製造事業ではアスファ
ルト合材・再生砕石や砂の製造と販売を展開。

「高い技術力」と「未来を創る現場力」で地域の皆さんが安心して暮らせる街づくりのお手伝いをしています。これ
からも地元から信頼される企業を我々は目指し続けます。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

総合土木事業 
皆様の生活に欠かすことのできない、土木インフラ整備をメ
インに事業を展開しています。芝川に架かる橋の工事や国道
１２２号線の舗装工事などを行っています。当社では、新たな
ものを構築するだけでなく、既存の構築物を安全なものに補修
するための技術力、長年のノウハウを駆使し、安心して暮らせ
る街づくりをお手伝いしています。

アスファルト合材・再生骨材 
道路舗装に使用する、アスファルト合
材製造販売と工事現場から発生する、
ガラと言われるコンクリートの塊やア
スファルトの廃材を受け入れ、道路舗
装工事に用いられる再生骨材に加工
し、製品化しています。ただ産業廃棄
物として廃棄してしまうのではなく、
再び資源としてリサイクルし新たな社
会貢献へ。

（一社）川口市建設協会、（一社）埼玉
県建設業協会

〒 333-0861 
川口市柳崎 5-2-33

中原建設株式会社

SKIP 橋 ( 里上青木線）
SR 鳩ヶ谷駅と SKIP シティとを繋ぐ橋
を施工させていただきました。

https://www.nakahara-kensetsu.co.jp/

川口市、国土交通省、埼玉県　ほか
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日本躯体処理株式会社

048-229-7222

コンクリートに内在する無機質材料に独自技術の機能性触媒を配合した「躯体に優しい製品」を中心に展開してい
ます。コンクリートへの新しいアプローチを提供し、無機質躯体改質分野での先駆的役割を担っていきたいと考え
ています。各種コーティング材の研究、開発、製造、販売はもちろん、建築、土木工事、メンテナンスやリフォーム、
コーティングなどを行い、コンクリート構造物の安全の担保に全力で向き合っています。

無機質浸透性コンクリート改質材
「RC ガーデックス」 

コンクリートに深く浸透し、優れた改質効果と要求性能を発揮
する、けい酸塩系のコンクリート含浸材です。コンクリート表
面に施工することにより、コンクリート内部の細孔に不溶性の
結晶体を生成し、緻密な状態に変化させます。それによって劣
化因子の浸入を抑え、構造物の耐久性向上ならびに長寿命化を
図ることが可能となります。

亜硝酸カルシウムを主成分とした塗布
型防錆剤です。コンクリート内の奥深
くに浸透した亜硝酸イオンにより内部
鉄筋表面を不動態化し、鉄筋の腐食を
抑制します。また、カルシウム濃度が
高くなるので、けい酸ナトリウム系の 
RC ガーデックスと併用すると反応が
促進されコンクリートのひび割れや剥
落を抑制します。

048-229-7223

（一社）日本建築学会、（一社）日本
建築材料協会、（公社）土木学会、（一
社）日本自走式駐車場工業会、（一社）
日本コンクリート診断士会

〒 333-0835 
川口市道合 262-1

日本躯体処理株式会社

雪と地下水の多いドイツ北部で実績の
ある止水・防水材の専門メーカー、カ
スター社の漏水用止水システムです。
養生時間が短い製品を組み合わせてい
るので、使い勝手がとても良いです。

http://www.kutai.co.jp/

国土交通省、都道府県、市町村等の公
共事業、土木・建築資材商社、ゼネコ
ン各社、ディペロッパー他
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会社概要

日本量水器工業株式会社

048-282-1829

弊社は、レジンコンクリート製品の製造加工に特化した会社です。創業 23 年以来川口市において水道メーター枡（量
水器）をセメントコンクリート製で製造販売。昭和 60 年には、新素材である合成繊維（ポリマー）を結合剤とした
レジンコンクリートに着目し製造技術、配合技術を独自に確立し、いち早く導入しました。製造、加工、品質はトッ
プクラス、クオリティの高さには定評を頂いております。新しい都市景観整備が拡大しつつある今、都市景観と安
全性向上を考慮した各種インフラ（電柱の地中化）製品など、新しい時代の流れを見据えた製品の開発も目指して
います。

上下水道用マンホール 
レジンコンクリート製品をはじめ、上下水道用資材、車止め、
非常用仮設トイレなどを取り扱っております。高品質な製品を
ご提供いたします。

平成 30 年 6 月日本水道協会検査工場
認定工場を取得

048-285-9556

（公財）日本水道協会

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 3-19-11

日本量水器工業株式会社

製造、加工品質はトップクラス、クオ
リティの高さを保つためにしっかり検
査をしております。

https://www.nitiryou.co.jp/

全国官公庁上・下水道局
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株式会社ひかり塗装

048-296-7865

近代木工塗装の現代も塗師の技と心を受け継ぐ、塗装のプロフェッショナル集団です。職人の誇りを持ち常に品質
向上に努め、仕事に妥協することはありません。商業施設のテナントの什器や造作物などを中心に、高級マンショ
ンのオーダー家具等を工場塗装しています。また、商業施設や住宅、病院の壁や天井等、現場での施工も行います。
ご要望のデザインにより内外装も様々なテクスチャやエイジングが選択でき、ローラー工法や吹き付け以外にも様々
な技術で表現可能です。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

木工塗装 / UV 塗装 
400 坪を超える敷地に 240 坪の工場という、業界最大級の規模
を誇る工場を併設。標準〜特上仕上やクリアー、染色、エナメ
ルなど、多彩な塗装技術へのニーズにお応えしています。また、
業界に先駆け、「ハイレベルな仕上がり」「傷がつきにくい塗膜
硬度」「超速乾で素早い仕上がり」「非常に優れた耐久性・衛生性」
を誇る UV 塗装システムを導入。小型品から大型品まで幅広く
承っております。

内装塗装 
幅広い経験を積んだ熟練の職人が、細
部にも徹底的にこだわり塗装いたしま
す。意匠壁による壁面修飾や、外壁塗
装と並行しての内装塗装による建物の
" トータルコーディネート " も承って
おります。

048-296-7862

日曜日、祭日

9:00~17:00

東京ディスプレイ協同組合、東京木工
塗装技能士会、埼玉県塗装業協同組
合、川口商工会議所

〒 334-0057 
川口市安行原 638

株式会社ひかり塗装

メタルペイント
木材、ガラス、プラスチック、金属、
アクリル、コンクリート等、どのよう
な対象物でも金属のような外観、感触
を持ち金属特有の質感を表現する事が
出来ます。

http://www.hikaritoso.com/

㈱乃村工藝社、㈱ボスコ、㈱バウハウ
ス丸栄、㈱ヤマフジ、㈱東和、㈱フロ
ンティア、㈱ワーズ、㈱エムアイディ、
㈱サンエース、㈱ユニ・マックス、㈱
誠興社
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会社概要

株式会社福原鋳物製作所

048-252-3352

昭和 12 年に創業し、戦前まで産業機械部品を製造していました。その後、昭和 33 年より上下水道関連製品事業を
開始。現在、主な製品はマンホール・消火栓・防火水槽の鉄蓋、水道用仕切弁筐、ツリーサークルや地震時マンホー
ル浮上抑制ブロック（インナーウェイト工法）です。また、歩行補助器（発売予定）やトラックの片側から荷下ろ
しが完結できるフォークリフト用 “ サヤ ” など、「あったらいいな」をテーマとした開発にも力を入れています。

下水道管路耐震化（インナーウェイト工法） 
地震による地盤の液状化によりマンホール本体が浮上し、下水
道の排水機能停止や交通機能への影響など、被災住民の救急活
動、復興活動を妨げ甚大な被害をもたらします。インナーウェ
イト工法は「メンテナンスフリー・効果が確実・原理が単純」
マンホール浮上防止対策の決定版として各自治体で採用頂いて
おります。

マンホール浮上抑制
インナーブロック
マンホールの重量化による液状化時の
浮上防止技術「インナーウェイト工法」
は土木学会より技術評価証を頂いてお
ります。

048-252-4929

川口鋳物工業協同組合、川口商工会議
所、埼玉県ロードレポーター

〒 332-0021 
川口市西川口 5-10-28

株式会社福原鋳物製作所

水道用仕切弁筐「KPF 型」
鋳鉄とプラスチックをコラボし、強度
を保持しながら大幅な軽量化に成功。
作業性が向上、また経済的にやさしい
製品です。

地方自治体　他
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株式会社フジキャスト

048-252-0511

「鋳物の街　川口」の地に平成６年に設立した弊社は、創業以来、消火栓鉄蓋、仕切弁きょう等の上下水道用資材、また、
ダクタイル製グレーチング（トライポットグレーチング）等の道路用資材を販売して参りました。取扱製品のほぼ
全てが鋳鉄製です。鋳物特有の優れた機能を十分に活かし、しかも高性能・高品質な製品をユーザー様にご提供す
ることで豊かな社会の構築に貢献することを目指しております。

高機能消火栓鉄蓋 
私たちの安心・安全な暮らしを守る消火栓。いざという時の消
火活動においてはこの消火栓鉄蓋は、素早く確実に開けること
ができなくてはなりません。一方、開けやすさだけを優先して
は、平常の車両通行時にガタツキの騒音が発生したり、蓋がは
ずれてしまうことになりかねません。そこで「緊急時に素早く
開けることができ、しかもガタツキがないこと」をテーマに研
究を重ねた結果、多くの優れた特徴を持つ理想的な消火栓鉄蓋
が誕生しました。

ねじきょう 
回転だけで・・・高さ調整が簡単
三点支持蓋は・・ガタつかない
内蓋付で・・・・砂が入らない

048-258-0080

土日祝日、その他指定した休日

8:00~17:00

〒 332-0021 
川口市西川口 3-15-11

株式会社フジキャスト

トライポットグレーチング
置くだけで・・・ガタつきがしにくい
ダクタイル鋳鉄は・・・強靭・頑丈
固定ボルトがない・・・維持・清掃が
簡単

川口市上下水道局、資材販売企業等
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会社概要

富士測地株式会社

048-265-3345

昭和 54 年に創業し地域密着の総合コンサルタント業として、地域貢献活動に積極的に取り組んでおります。川口市
とは、平成 29 年度にドローンによる災害時における被害調査支援の協定を締結いたしました。地域社会の安全安心
な暮らしを技術力と機動力でサポートいたします。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

ドローン事業で地域をサポート 
災害時には、ドローンを使った被害状況調査により、地域社会
の安全安心な暮らしを技術力と機動力でサポートをします。実
際に中川（約 22.4㎞）を UAV 測量時の写真です。
また平成 28 年 11 月に【無人機を用いた構造物等の検査方法】
の特許を取得しました。

ドローン 
ドローンの機体を 4 機保有してます
写真測量に使います。 048-265-9473

（一社）埼玉県測量設計業協会

〒 333-0842 
川口市前川町 3-52-10

富士測地株式会社

実地では時間のかかる場所などでもド
ローンによるスムーズな測量をおこ
なっております。

http://fuji-sokuchi.com/

川口市、八潮市、三郷市、戸田市、草
加市、吉川市、埼玉県、国
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会社概要

富士貴建装株式会社

048-225-6630

平成４年に川口市末広に創業しました。創業当初からの塗装、防水のほかにも大工工事、内装仕上工事、建築工事
も手掛けています。近年は、戸建て一般住宅の新築工事も行ってり、新事業として地盤調査、地盤保証、地盤改良
事業にも着手しています。地元川口の住宅の安全、安心を皆様にご提供するために日々努力しています。

スクリュープレス工法（重機） 
弊社のスクリュー・プレス工法による砕石柱は、押圧により地
盤全体を締め固めており、せん断が発生しても強度にほとんど
影響がなく、地震波を減衰させる効果もあり、大切な住まいを
地震から守ります。天然砕石によるパイル形成のため、発がん
性物質六価クロム等の有害物質発生の心配がありません。さら
に砕石柱は、将来撤去が必要となる埋設物という扱いにならな
いため、土地の資産評価にも影響がありません。施工時の材料
投入が目視できるため施工不良の心配なく、確実な施工が可能
です。

スクリュー・プレス工法
砕石柱工法のなかで押圧力が No. １で
す。
環境にやさしく地震に強いスクリュー・
プレス工法です！

048-225-4664

日曜、祝日

8:30~17:30

( 一社 ) 埼玉県建築士事務所協会賛助
会員、( 一社 ) 埼玉建築士会賛助会員

〒 332-0006 
川口市末広 2-13-7

富士貴建装株式会社

無線リモコン操作の専用機で省力化を
実現（通常 ４ 人→ ２ 人の作業に）

http://fujitaka-kensou.co.jp/

キャピタルウッズ㈱、日本宅建ホーム
㈱
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会社概要

邦栄建設株式会社

048-288-8800

私たち邦栄建設は昭和 46 年の創業以来、 常に新しいことに着目し、一歩一歩実績を積み重ねて参りました。移り変
わりの激しい時代のニーズをいち早く察知し、 最新技術を積極的に推進活用し、 土木工事における環境負荷の低減や
高品質製品の提案や提供を行っております。
これからも土木のエキスパート集団として、 顧客の満足と信頼はもとより、 地域と共に歩み続け常に進化し続ける

『地域共生企業』でありたいと考えております。 
これからも私たち邦栄建設にご期待ください。

L-Mole（エルモール）工法
今やライフラインの地下埋設工事には、 交通、環境、 公衆対策が
不可欠であります。 管渠埋設が深い場合や交通量の多い場所で
は、 開削工法より非開削工法（推進工法）での施工が求められ
ます。推進工事に必須な立坑の施工において、 従来工法では、 路
面覆エ、 鋼矢板圧入、 山留設置等で広大な作業スペース、 長期に
わたる施工期間と人力を多く必要とする為、 交通渋滞、 振動・騒
音、 安全性に問題があります。弊社のエルモールはその問題を
一手に解決！推進機械の形状により、直径 l.2m 〜 2.5m、大口
径では 3.0 〜 5.0m の鋼製ケーシング立坑の掘削、 圧入を一体型
の専用小型立坑機にて安全、短期間（深さ 6.0m 程度の立坑で
は僅か 1 日での構築が可能）、 省スペースで構築することを可能
としております。

LMV-1500R 
Φ 1200、 Φ 1500 の小型立抗
ベースマシン 0.25 超小旋回
全周回転圧入機

048-288-8880

( 一社 ) 川口市建設協会、 ( 一社）埼玉
県建設業協会、L-Mole 工法協会

〒 334-0072 
川口市安行吉岡 1570-6

邦栄建設株式会社

LMV-2000R
Φ 1500、 Φ 1800、 Φ 2000 の小型立抗
ベースマシン 0.45 超小旋回
全周回転圧入機

https://houeikensetsu.co.jp/

川口市、 埼玉県、 国土交通省他
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株式会社マエダ

048-224-1500

知識と経験の豊富な営業が様々なプランを提案し、設計・デザイン部門がお客様の要望を具現化、こだわりを持っ
た技術者集団が高品質な製品を製作し、安全かつ迅速に施工いたします。 １９４８ 年の創業から ７４ 年。社訓「こ
れでよいか」は弊社のものづくりに対する姿勢として、深く根づき受け継がれています。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

特注建築金物製品等一貫受注システム 
ステンレスサッシ、スチールサッシ等の鋼製建具。受付カウン
ター、入口ゲート等の装飾金物製品。強化ガラスドア、ガラス
フェンス等強化ガラス・板ガラス製品。アクリル什器、照明カ
バー等の装飾アクリル製品。袖看板、スタンド看板等のサイン
全般。これらフルオーダー製品を設計・デザインから製作・施
工まで「一貫受注システム」でお受けします。

第一工場、第三工場、ドア工場の３つ
の自社工場で、多種多様なオーダーメ
イド製品を製作しています。 048-224-2309

土曜、日曜、祝祭日

8:30~17:30

彩の国工場振興協議会、埼玉県シート
メタル工業会、川口機械工業協同組
合、川口商工会議所ほか

〒 332-0003 
川口市東領家 3-31-12

株式会社マエダ

シャーリング、プレーナー、ベンダー、
レーザー加工機、パンチプレス、昇降
盤、電動カンナ、コーナーシャー、溶
接機、インクジェットプリンター、カッ
ティングマシンなど、あらゆるニーズ
にお応えするための機械設備を保有し
ています。

https://www.kk-maeda.co.jp/

鹿島建設、清水建設、乃村工藝社、イ
リアほかゼネコン・内装業者
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会社概要

有限会社ますいいリビングカンパニー

048-254-8021

工務店機能を兼ね備えた設計集団です。家は家族の 生活する大切な場所。伝統や既成概念にとらわれることなく、これ
からの日本の建築を作っていきたい。奇をてらうデザインではなく、住まいとして調 和の取れたほどよい空間を作りた
いと考えています。

【住宅デザイン】建主様の趣味、志向に合った、世界に 1 つだけの家を建築家が設計
【自然素材の健康住宅】国産無垢材や漆喰塗り壁等の自然素材を使用した体に優しい家づくり
【セルフビルド & ローコスト】建主様に よるセルフビルド。良い思い出作りにもなり、コストダウンにも繋がります
【原価公開】建主様が工事 原価を確認しながら進められる原価公開システム

川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

景色が一望できる家 
傾斜地の高台に敷地があることをいかし、リビングからの眺望
を暮らしの中に取り込むことを意識して設計しました。
リビングにある大きな窓からは、景色が一望できます。この景
色をじっくりと眺められるよう、景色に向けて長い階段ベンチ
が配置されています。リビングにはペレットストーブを配置し、
美しい展望と暖かな火のぬくもりが暮らしの中心となっていま
す。
また、八溝杉の天井羽目板や家具、唐松のフローリング。壁な
どの仕上げには漆喰を使用しています。まるで森林浴している
かのような木の香りに包まれた室内。心地よく健康に過ごして
いただけるような素材の工夫をしています。
さらに、漆喰塗り、キッチンや洗面の前のタイルはりは、お施
主さんがセルフビルドで行いました。思い出にも残り、メンテ
ナンスにもいかせると好評です。

古神札納所兼トイレ棟新築工事
（氷川神社・川口市青木） 

神社の境内に造る建築ということで、地面から湧
き出てきたような大らかな大地をイメージさせる
平屋の古神札納所兼トイレ棟のボリュームに、大
きくて平らな屋根をダイナミックにかける建築
としました。約 20m の左右に大きく広がる軒裏
には杉板を貼り、傾斜を与えた外壁には土壁をイ
メージした左官仕上げを施しています。木製建具
やカウンターなどの造作木部には国産材のオニグ
ルミ（ウォルナット）に大工職人の手による丁寧
な加工を施し、神社の境内にある付属建築として
ふさわしい意匠を目指しています。

048-259-7035

日曜、祭日

8:30~19:00

〒 332-0032 
川口市中青木 3-2-5

有限会社
ますいいリビングカンパニー

2 つの中庭のある家
最近、３回目の雑誌掲載をしていただいた「2 つ
の中庭のある家」。建ててから１０年経った今で
も、魅力を発信し続けています。この住宅は胎内
空間のイメージで設計されています。緑や自然素
材や光や風に常に包まれる空間デザインとするこ
とで、安らぎを感じられる場となっています。例
えば、屋外の二つの庭は、内部空間と一体化して、
部屋のどこからでも緑や光や風を感じられるよう
になっています。床は杉板、天井はラワン合板の
柿渋染、キッチンはモルタルと、素材そのものの
質感を大切にして、自然の色を生かして仕上げて
います。取材の日、この中庭で子猫が遊んでいま
した。お話を聞くと、野良猫の親猫が子猫をここ
に連れてきて育てているのだとか・・・。

https://masuii.co.jp
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株式会社向山工場

048-255-8021

1946 年（昭和 21）創業の鉄筋コンクリート用棒鋼の電炉一貫メーカーです。JIS 規格品である在来筋に加え、関東
エリアで製造する電炉メーカーとしては初めて、785N/mm2 級の高強度せん断補強筋「エムケーフープ」用素材を
開発。通常製品より強度が高いことにより、 鉄筋の使用数量を減らすことができ、建築デザインの柔軟性を高め、建
築現場での省力化に貢献しています。

鉄筋コンクリート用棒鋼 
コンクリートは圧縮強度には優れた特性を示しますが、引張強
度がないため、中に鉄筋を入れて引張強度を補強します。その
重要な役割をになう棒鋼が当社の主力製品です。

鉄筋コンクリート用棒鋼鋼 
SR235 ・ SD295A / SD345 / SD390
/ SD490 D10 〜 16 048-253-6321

六本木ヒルズ、埼玉スタジアム 2002、
その他住宅、公共施設 他

〒 332-0016 
川口市幸町 3-9-1

株式会社向山工場

高強度せん断補強筋
「エムケーフープ （MK785）」　

国内初高強度せん断補強筋での 「重ね
継手」の評定取得！鉄筋量が約 50％
カットでき、過密配筋を解消できます。
捻じれの影響が少なく、伸び性、溶接
性に優れています。（MK785　MD10
〜 MD16）

https://www.mukoyama-steel.com/

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱、エ
ムエム建材㈱、岡谷鋼機㈱、兼松ト
レーディング㈱、 JFE 商事鉄鋼建材㈱、
日鉄住金物産㈱、阪和興業㈱
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会社概要

株式会社モリチュウ

048-283-1421

” まちのアクセサリーを創造する ”
創業 80 年のモリチュウ。川口の地場産業である「鋳物」で、景観材のデザイン提案、設計、製造を行っています。
鋳物は様々な金属を自由に造形できる魅力と面白さがあります。この鋳物の魅力をより多くの方々に伝え、アイデ
アを駆使し、モノづくりの未来を切り開いていくのがモリチュウのミッションです。有機的なデザインが持ち味の「鋳
造」、赤錆の発生しない「アルミ」や「ブロンズ」、シャープさと錆びづらさが特徴の「ステンレス」、強度と素朴さ
が魅力の「鉄」。それぞれの特徴と持ち味を生かし、「景観材鋳物のプロ」としての自覚と誇りをもって「まちに彩り」
を提供します。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

川口市役所新庁舎のドレインカバー 
川口地場産業である「鋳物」を使って様々な景観材製品を作っ
ています。こちらの写真は「川口市役所新庁舎のドレインカ
バー」です。鋳物ならではの凹凸と、アルミ地の素材感を生か
した作品です。

「鋳造×素材＝いいものづくり∞」

最近では、「軽量で赤錆の出ないアルミ鋳物」を用い、門扉やフェ
ンス、サインの制作も数多く行っています。

鋳物製目隠しフェンス  
" 見せずに魅せる " 鋳物を使用したオ
リジナル目隠しフェンスです。鋳物の
特徴である自由度の高いデザインで、

「他にはない空間」を作り出すことが
できます。
モリチュウオリジナルデザインです。

048-284-3100

土曜、日曜

9:00~17:00

川口商工会議所、川口鋳物工業協同組
合、川口新郷工業団地協同組合、日本
厨房工業会、食品機械工業会

〒 334-0075　 
川口市江戸袋 2-5-27

株式会社モリチュウ

電解除菌水クリーン・リフレ
モリチュウ新規事業部で除菌水の販売
を開始しました！
原料は水と食塩のみ。化学物質を使わ
ない、電解除菌水です。除菌効果に加
え消臭効果も抜群。除菌後は水に戻る
ため、安心してご使用いただけます。

https://www.morichu.co.jp/

川口市、さいたま市、埼玉県および各
県土木整備事務所、都市基盤整備公団 
他
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矢島鋳工株式会社

048-253-2662

鋳物・精密ダイカスト部品の技術商社として 100 社をこえる協力企業のネットワークでお客さまのニーズに応えま
す。鋳造〜表面処理まで一貫してお任せください。

〈主な取扱品目〉
・鋳鉄鋳物・鋳鋼鋳物・特殊鋳物 ( 耐熱 ) ・ロストワックス ・アルミダイカスト ・亜鉛ダイカスト・MIM ・機械加工
・熱処理 ・メッキ ・塗装

油圧機器製品 
ハウジング
材質：ＦＣ 300

当社は設計段階から参画し、ベストな品質を作り上げる為に、
お客様のニーズを丹念に確認し、協力企業の厳選並びに綿密な
試作・検証、徹底した製品検査により「安全品質」の確保に努
めています。

ボディ 
材質：AC 2 A( アルミ )
熱処理：T6 048-253-2019

川口鋳物工業協同組合

〒 332-0034　 
川口市並木 2-9-2

矢島鋳工株式会社

各種コネクター部品
材質：ADC12
亜鉛メッキ＋クロメート処理

http://yajima-castings.co.jp/
company.html
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山際建設有限会社

048-281-0625

山際建設は「お客様の豊かで幸せな暮らしの実現」をモットーに、お客様との出逢いが生涯のお付き合いとなりま
すように、一期一会を大切にしています。新築工事やリフォーム工事のご提案はもちろん、土地探しからの家づく
りや建てた後のアフターメンテナンスまで、丁寧に対応いたします。家づくりに於いて、社員大工による安心施工、
住宅性能 ( 断熱性能・気密性能・耐震性能 )、空間及びインテリアデザイン等を大切にしております。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

川口市内の保育所・幼稚園に対する
木育教育のご提案 
山際建設では建築木材端材をアップサイクルして、川口市内の
保育所・幼稚園に通う園児の未来に貢献します。
木育を通して SDGs の理解を深め、川口市 ( 街づくり ) ×教育施
設 ( 教育 ) ×地域企業 ( パートナーシップ ) にて SDGs( ４：質の
高い教育をみんなに・１２：つくる責任つかう責任・１３：気
候変動に具体的な対策を ) へ貢献します。
山際建設は川口市の工務店として、建築現場で有効活用できな
い建築木材端材を川口市内の子どもたちのために有効活用しま
す。

TooWooD
（セレクト型セミオーダー住宅） 
【TooWooD】とは、厳選された 8 つ

のライフスタイルから自分たちらしい
暮らしを実現できる家づくりができま
す。「デザイン」にもこだわることが
でき、断熱性・気密性・耐震性等の 「性
能」にこだわり、リーズナブルな定額
制の「価格」を実現します。

048-284-3083

水曜日

10:00~18:00

建築士事務所協会川口支部、埼玉県宅
地建物取引業協会川口支部

〒 334-0005 
川口市里 883-1

山際建設有限会社

スーパーウォール リフォーム
（高性能リノベーション）

今のお住まいを基本に、耐震性や断熱
性などお家の性能を高め、住み慣れた
お家のまま、新しく住みやすい環境に
変えることで家と家族を幸せにするお
手伝いをいたします。

https://www.yamasan.biz

㈱ LIXIL、TOTO ㈱、タカラスタンダー
ド㈱、㈱ダイケン、パナソニック㈱、
ニチハ㈱、他
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株式会社ユニパック

048-258-6991

株式会社ユニパックは、（一社）公共建築協会認定フィルターメーカーです。空調設備で使用される使い捨てフィル
ターを洗浄再生可能な製品に開発し、平成２４年省エネ大賞を受賞しました。また、環境省が認定する「CO2 削減
効果に最も優れた製品」の L2Tec 認証も受けております。
2006 年に東京ミッドタウンに納入以来、SDGs につながるフィルターとして国内主要空港、メガバンク等で建物の
環境負荷に貢献しております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

エアコンを空エアコンを空気清浄機に！
超親水性持続抗菌フィルタ

『涼風 Ag+』・『恵風 Ag+』 
富士フイルム社製『Hydro-Ag+』技術をフィルタへ応用し、持
続抗菌性を有した中性能フィルタです。
既存の捕集効率の低いフィルタに比べ細かい多くの塵埃を捕集
し、フィルタ上で抗菌性を発揮します。
エアロゾル感染の予防・空調機メンテナンス頻度の低減に役立
つ製品となっております。
川口市内でも、放課後児童クラブを始め、養護施設等多くの施
設で導入をして頂いております。

超親水性持続抗菌フィルタ
「恵風」 

富士フイルム社製「Hydro-Ag+」技術
を活用した、業界初となる抗菌機能付
き（Ag+）中性能フィルタ

048-258-6992

（公社）日本空気清浄協会、埼玉県空調衛
生設備協会、（一社）日本冷凍空調工業会、

（一社）東京都冷凍空調設備協会、（公社）
空気調和・衛生工学会、日本設備設計事務
所協会　他

〒 332-0021 
川口市西川口 2-7-1

株式会社ユニパック

Hydro-Ag ＋スプレー
弊社の感染防止対策フィルターにも活
用されている持続抗菌剤です。

https://www.unipac.co.jp

三井不動産、NTT 都市開発、オリッ
クス　他
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会社概要

吉村工業株式会社

048-222-2989

伝統技術の鋳造法を継承しながら、近代的かつ高度な品質管理のもとで鉄蓋を生産しています。上下水道、ケーブ
ルなどの設置に欠かせないマンホール鉄蓋、ハンドホール鉄蓋、電線共同溝用鉄蓋、地中管路防護板などの生産を
通じて、インフラ整備に尽力しています。強風、地震などの自然災害に対しての減災や、景観、そしてバリアフリー
のための無電柱化を含む街路整備にも役立っており、「近未来の街づくり」の担い手を目指しています。

電線共同溝用鉄蓋 900 × 3000AS 
アスファルト舗装向けの電線共同溝用鉄蓋で、吉村工業オリジ
ナル滑り止め模様で提供しております。滑り止め性能の高さに
加え、化粧蓋に比べて鉄蓋表面のメンテナンスが不要ですので、
維持費の削減につながります。

電力向け鉄蓋 
車道用防水鉄蓋。中蓋で止水する仕様。
通信用鉄蓋は、自社の鉄蓋の中でも歴
史が古く、昭和 21 年から納入してい
ます。

048-225-3157

（一社）日本鋳造協会、川口鋳物工業
協同組合

〒 332-0001 
川口市朝日 1-3-21

吉村工業株式会社

一般産業機械鋳物
材質はねずみ鋳鉄でも球状黒鉛鋳鉄で
も製造可能です。素材納入だけでなく、
機械加工も社内で行うことが出来ま
す。

http://y-cast.jp/

国土交通省、防衛省、東京都、埼玉県、
NTT、東京電力
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株式会社アルファーエンタープライズ

048-452-8891

レストランなどの飲食店、学生・社員食堂、給食設備の業務用厨房設備の企画・設計、製造、施工を行なっております。
お客様との打ち合わせのなかで、ご希望や提供メニューなどを把握し、厨房機器選定・作業動線を考慮した機器レ
イアウト設計を行ない、機器の製造及び設置施工を行なうことで、お客様にご満足いただけるようにつとめており
ます。
また、お客様のご要望により業務用厨房をアレンジして一般住宅への設置も行っております。

シンク、調理台など、厨房機器（ステンレス製）を製造してお
ります。
ご希望の寸法・仕様で製作します。使い勝手のよい製品を丁寧
な溶接作業で造り上げております。

二槽シンク 
槽の寸法が異なる二槽シンク

048-286-6930

〒 334-0076 
川口市本蓮 1-6-7

株式会社
アルファーエンタープライズ

システムキッチン
業務用をアレンジし、一般住宅に設置
しました。
ガスコンロは家庭用です。ビルトイン
洗浄機付

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

ファミリーレストランチェーン、製パ
ン工場社員食堂
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会社概要

石川金属機工株式会社

048-285-2411

非鉄合金鋳物メーカー。同業他社でも稀な遠心鋳造法で製造する製品は、防衛省護衛艦をはじめとする、多くの船
舶の軸受等に採用されております。遠心力による加圧の比重さにより不純物を取り除く遠心鋳造法と熟練技術者に
よる砂型鋳造法で製作から完成まで一貫生産が可能です。

遠心鋳造 
回転する筒形ケースの中に溶湯を鋳込み、遠心力による加圧の
比重差により、不純物の分離を行って安定した材質を得ること
ができます。
当社の遠心鋳造は、従来の砂型鋳造法に比べて非金属カ介在物
や気泡を含まず鋳巣が皆無で密度の高いすぐれた機械的性質の
製品を造る当社独自の開発による鋳造技術です。

 （当社比）

熟練した専門技術者による手作業での
調整をおこないます。

048-285-2416

日曜、祭日

8:00~17:00

川口新郷工業団地協同組合、川口商工
会議所、川口鋳物工業協同組合

〒 334-0075 
川口市江戸袋 2-2-18

石川金属機工株式会社

一貫生産を行える本社社屋および工場

http://www.isikin.com/
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イトコー株式会社

048-224-8401

ステンレス・チタンを取り扱う鋳造メーカーです。ステンレス鋼を始め耐熱鋼、特殊鋼などの工業用品を取り扱っ
ております。全て受注生産しており、主にバルブやポンプといった耐食性を必要とする製品から医療関係、食品関
係の製品も取り扱っております。また中国の協力工場にてロストワックス製品も生産しております。国内では 1 個
からの生産も可能で多品種小ロットで対応しております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

ステンレス鋳鋼・耐熱鋼・特殊鋼鋳造
ステンレス鋳鋼品、耐熱鋼品、特殊鋼品の鋳造を行っています。
受注生産となり、主にバルブやポンプといった耐食性を必要と
する製品、医療や食品関係も多く取り扱っています。その他ロ
ストワックス製品も取り扱っています。

ステンレスバルブ等
バルブの他、ポンプ各種、機械部品な
どを主に扱っております。 048-224-2070

日曜、祝祭日（土曜不定休）

8:00~17:00

日本鋳造協会、川口鋳物工業協同組
合、チタン協会、川口商工会議所

〒 332-0011 
川口市元郷 3-22-2

イトコー株式会社

設備
オート倉庫による木型の管理をしてい
ます。

http://www.itokoh.co.jp/

日立金属㈱、大東工業㈱、大平洋機工
㈱、フシマン㈱
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会社概要

株式会社イノウエ

048-252-6088

鋳物を作るには型が無ければできません！
川口の工業の集積地として様々なメリットを生かした型づくりをしています。木型屋という業種ではありますが、
ものづくりに携わる皆様のお手伝いが出来るよう日々励んでいます。木型・樹脂型・金型等使いやすくより良い物
ができる型作りを心がけています。機械だけではできない職人の手業と最先端の技術を融合させたイノウエだけの
こだわりを体感してください。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。 埼玉県彩の国工場認定。

鋳物屋さんの型を作って 75 年 
イノウエのこだわりは職人の技術と最先端の技術を融合させた
イノウエ固有の技術です。最新のコンピューターを使って設計
を行いますが、型作りはあくまで職人の手技ありきと考えてお
ります。イノウエではレベルの高い職人ばかりをそろえており、
唯一無二の製品をこころがけて製作しております。

職人の技で一つ一つ丁寧に製作してお
ります。他ではできないイノウエの繊
細な手業でどんな依頼にもお応えいた
します。

048-252-5415

日本木型工業会、川口木型工業協同組
合、川口商工会議所、日本鋳造工学会　
他

〒 332-0017 
川口市栄町 3-12-17

株式会社イノウエ

弊社では最先端の CAD を用いた設計
にも自信があります。職人の技術を更
に進化させるべく様々な努力をし続け
ます。

川口内燃機鋳造、青梅鋳造、トヨタカ
スタマイジング＆ディベロップメン
ト 他
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ＡＣＳ株式会社

048-486-9896

産業用カッティングマシーンの開発・製造・販売を手がける会社です。従来のサンプルカットの領域を超え、小ロッ
ト ･ 多品種対応の量産機として、ダンボール加工のみならず、化成品加工、看板作成、最近では新型コロナウィル
ス拡散防止用のパーティション作成等様々な場面でご活用頂いております。お客様のニーズをお聞きし、必要とさ
れる機能をいち早くご提供できるよう、製品開発に取り組んでおります。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

マルチカッティングマシン
ＡＳ５０２２ＦＷ
最大加工範囲５, ０００×２, ２００㎜を有し、加工軸を２軸搭
載するハイエンドモデル。左右の加工軸にそれぞれ異なる加工
ユニットを搭載する事でダンボールカットから、緩衝用フォー
ム材の加工まで１台で対応いたします。又、同じ加工ユニット
を搭載し、両軸同時加工等様々な加工用途にも対応いたします。

ＡＳ・ＡＳＺ・ＡＳＸシリーズ 
ＡＳ・ＡＳＺ・ＡＳＸの３シリーズよ
り、ご用途、ご予算に併せてご提案致
します。各種オプション類をはじめ、
平型（Ｆ）・縦型（Ｓ）のご選択、お
よび個別仕様のご相談もお受け致しま
す。

048-486-9897

（公社 ) 日本包装技術協会、（一社）日
本能率協会、　川口商工会議所

〒 333-0842 
川口市前川 2-51-14

ＡＣＳ株式会社

・飛沫防止パーティション
・プラスチックダンボール
・3㎜ 厚ダンボール
・強化ダンボール ( V カット )
・1㎜ 厚ガスケット
・40㎜ 厚ポリエチレン
・62㎜ 厚軟質ウレタン

https://acs-1980.com/

サカタインクス㈱、武藤工業㈱ 他

写真）最大加工範囲：５, ０００×２, ２００㎜ 厚さ：６０㎜対応
左軸：振動カッター、罫線ツール、V カットツール、
切削カット（ルーター）
右軸：傾斜振動カッター（当社特許機構）
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会社概要

株式会社小貫金網製作所

048-252-5944

川口市において、創業大正 14 年から現在まで理化学・工業用特殊金網及び加工、特殊板金、ＮＣパンチング、レーザー
加工など多種様な面で営業してきました。長年培ってきた加工技術と職人の腕によって様々なニーズに対応します。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

レーザー・板金・金網加工
金網は職人の手により鋏で切断して加工することが多いです
が、弊社ではレーザー加工と金網加工を複合することで、より
高難易度な切断加工が可能です。工業用品から理化学品まで多
種多様な金属加工品を製作しております。他社で断られた、小
ロット、短納期にも柔軟に対応致します。

ＳＵＳ 304 フィルターです。タレット
パンチプレスにてパンチング穴あけ、
レーザー加工にてフランジその他加
工、板金加工をしてから内側にステン
レスメッシュを貼っています。多種多
様なストレーナーの特注製作が可能で
す。

048-252-7833

川口商工会議所、川口機械工業協同組
合、東京金網商工組合、（公社）西川口
法人会、（公財）埼玉県産業振興公社

〒 332-0023 
川口市飯塚 2-7-17

株式会社小貫金網製作所

自社社屋。歴史と伝統を職人の技で現
代に発信致します。

https://www.onuki-kanaami.co.jp/

㈱愛工舎製作所、アイメックス㈱、㈱
アイサー商事、㈱エイ・エス・エイ・
ピイ
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川口『強力会』

048-282-3887

川口市近郊の、主に金属加工業の企業２４社の団体として発足し十数年、主に川口近郊の若手経営者が参加し共同
受発注を中心に様々な取り組みを行っています。毎月１回の会合で様々な研修会や勉強会、懇親会などを行いお互
いの情報交換の場として活用しています。また、企業診断や適性相談なども行っており今後は一般向けのセミナー
なども開催予定です。この会に入れば大丈夫という内容で終わらせず、皆で協力し作り上げていく組織にしていき
ます。

金子プレーナー 
強力会では主に自社ではできない業務内容や加工技術内容の
際、一括受注し手分けし様々な案件に対応しています。共同受
発注により、車などの小物精密部品から大物製缶品、その他金
属溶解加工等、幅広く対応できます。また各社の受注の増減に
応じて発注分配し組合等とは違うアプローチで会員同士協力し
ております。【参考　㈱金子プレーナー】

金属３D プリンタを使用し切削加工を
施した小型精密部品 【参考　㈱長山工
業】 048-282-0082

川口商工会議所

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 3-20-2

川口『強力会』

金属を精錬し様々な商品に加工するこ
とができます。【参考　伸陽軽金属㈱】

http://kaneko-planer.com/k/
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川口まちこうば芸術祭

048-228-2220

【BASE TIMES kawaguchi】
市内製造業がデザイナーとのコラボレーションにより、製品・商品開発を行っています。デザインをカタチにする
プロセスを通し自社の技術開発が図られ、参画企業同士の強みが相乗効果で発揮されます。新たな挑戦ができる場、
ものづくりをブレストできる場、企業同士やデザイナーとの人脈が広がる場、共にプロモーションができる場とし
て川口の町工場を中心に活動をしています。

kawaguch-air 
デザイナー石田和人と町工場５社のコラボレーション「金属製
のチェア」
川口の空気　川口の空　町工場のにおい
地元の産業として金属加工技術は 川口に欠かせないもの
そしていつもそばにあり　なくてはならない空気のようなもの
まちこうばの技術を知ってもらい　親しんでもらいたい

・「amaashi」金属を正確に削る技術のチェア（栗原精機）
・「orisu」金属を折り曲げる技術のチェア（かねよし）
・「ameagari」金属をアートに磨く技術のチェア
　（新光ステンレス研磨）

・「yurari」金属を自在に曲げる技術のチェア（フジテック）
・「waku-waku」金属の扉を作る技術のチェア（マエダ）
https://kawaguchicci.or.jp/kawaguchifaf/prodct.html#kawaguch-air

川口まちこうば芸術祭 2022 
本年３月にアトリアにて、「川口まち
こうば芸術 2022」を開催しました。
親子連れの一般来場者も多く、素材に
触れ体験し製品やデザインの魅力を感
じていただきました。来年３月にも
バージョンアップし芸術祭を開催しま
す。ぜひご期待ください。

048-228-2221

土、日、祝日

9:00~17:30

〒 332-8522 
川口市本町 4-1-8 川口センタービル 8 階

川口まちこうば芸術祭

参画のまちこうば
幹事企業：㈱栗原精機、㈱かねよし、
㈱新光ステンレス研磨、フジテック㈱、
㈱マエダ。

参画企業は随時募集中です

https://www.kawaguchicci.or.jp/
kawaguchifaf/
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株式会社キット

048-255-4586

製薬、化学、化粧、食品分野における生産現場の洗浄設備や、混合・投入など粉粒体の搬送に関わる装置を製作し
ています。現場の状況や環境に合わせて最適なシステムを提案・設計・製作し、導入後は専任エンジニアによるメ
ンテナンスと、導入前から設置後まで一貫したフォローを行います。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

KIT ノズルと洗浄デバイス 
３次元回転の高圧噴射を行う KIT ノズルと、水圧のみで安定し
た昇降を行う水圧シリンダー。自社開発のこの ２ アイテムを中
心とした洗浄デバイスにより、生産設備における攪拌タンク、
反応釜などあらゆる容器や設備の高圧洗浄を行います。安全性
に優れ、外部から異物混入の恐れがない完全封じ込め洗浄も可
能。小さな洗浄装置から全自動の大型洗浄システムまで多数の
実績があります。
川口 i-mono ブランド認定製品。

【粉体ハンドリング設備】 
IBC（コンテナ）や、IBC を搬送するリ
フター、混合機、投入装置などを単体
装置からトータル設備まで、ご提案、
製作しております。

048-252-4686

土日祝日

8:30~17:30

ISPE（国際製薬技術協会）、日本粉
体工業技術協会、製剤機械技術学会 

（JSPME）、日本ウォータージェット学
会、川口商工会議所

〒 332-0015 
川口市川口 5-11-19

株式会社キット

【洗浄設備】
自動搬送付の洗浄システム、小さな容
器や瓶などの洗浄機、棚式の乾燥機な
ど幅広く手掛けています。

https://www.kit-coltd.co.jp/

建設会社、製薬会社、食品・化学・化
粧品生産プラント
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会社概要

協栄システム株式会社

048-251-6767

自社ブランドで販売している協栄オートスロープ（駐車場用自転車搬送装置）の他、食品・飲料会社の工場内製造
用搬送ラインおよびその周辺装置、給食センター用コンベアなどの設計・製作・据付・保守を一貫して行っています。
その他、物流倉庫、物流センター内で使用されるピッキングシステム間口、手荷物用コンベアなども手掛けており、” 
運ぶ ” を合理化するお手伝いをしています。

協栄オートスロープ　
自転車 ･ ミニバイク搬送コンベア「協栄オートスロープ」は
関東を中心に全国の駐輪場で広く導入されています。スピー
ディーに、スムーズに自転車を階上へ運びます。保守点検も、
もちろんお任せください。

手荷物用コンベアとして、ホテル、空
港内などで使用されています。スーツ
ケースなど大きな荷物を扱う現場で注
目されています。

048-251-4969

川口機械工業協同組合、( 一社 ) 自転
車駐車場工業会

〒 332-0031 
川口市青木 3-27-17

協栄システム株式会社

新工場竣工（H ２８年７月）。設計・
製造・据付・保守まで自社一貫で、お
客様のニーズにお応えしています。

http://www.kyoeistm.com/

四国化工機㈱、㈱椿本チエイン、大
成建設㈱、㈱大林組、㈱竹中工務店、
清水建設㈱、椿本興業㈱、岩崎電気㈱、
JSR ㈱、㈱デリカシェフ他
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株式会社共和歯車製作所

048-284-4311

当社は創業 70 年、時代を先取りした歯車加工技術を追求し続けております。
材料から歯車研磨まで一貫した歯車加工が行える体制を整えており、ニーズに合わせた高精度・高品質な歯車を製
作しております。
一品一様な歯車に対応するため、最大φ 2500mm の歯切設備と、約 1000 種類の歯切工具を揃えております。
歯車研磨では、最大φ 2000mm までの設備を有し、歯車測定機での検査によって、間違いのない製品をお届けします。
多品種少量・中量・高精度・高品質な歯車・歯車装置製作のため、全社一丸となってチャレンジする所存です。

材料から歯車研磨まで一貫した歯車加工を行い、ニーズに合わ
せた高精度・高品質な歯車製作をしております。

多品種少量・中量・高精度・高品
質な歯車製作 
登録図番 30000 点を超える様々な歯車製作
に対応する設備を揃えております。
歯切設備は、外歯車・内歯車・傘歯車・ラッ
ク歯車等、様々な歯車に対応可能です。
外歯車は最大φ 2500mm までの加工を行
い、内歯車は最大φ 1200mm までの加工が
可能となりました。
歯研設備は、成形研削や創成研削をはじめ
様々な研削方式に対応しており、最大φ 
2000mm までの加工を行っております。
サイズ・形状・要求精度・ロット数等、様々
な要求に応じて、最適な加工方法を選定し、
歯車を製作しております。
歯車測定機を使った測定は最大φ 1500mm 
まで行い、高精度・高品質な歯車製作を可
能にしております。

048-284-4315

（一社）日本歯車工業会、川口商工会
議所、川口機械工業協同組合

〒 334-0075 
川口市江戸袋 2-8-6

株式会社共和歯車製作所

歯車装置設計・製作
創業から 70 年培ってきた歯車製作の技術
を基に、歯車装置の製作を行っております。
一品一様の歯車装置を設計から部品製作・
組立・無負荷による試運転まで、一貫して
対応できる体制を整えております。
様々なシーンで活躍する歯車装置を、お客
様の要望に応じて一つ一つ丁寧に製作して
おります。見えないからこそ確かな技術を
注ぎ込んで、お客様に喜んでもらえる製品
を作り続けております。
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会社概要

桐山工業株式会社

048-251-2677

創業昭和８年、学校給食用ガス回転釜を製造販売して６８年、調理釜製造メーカーとして全国の厨房関連会社を通じ、
多くの給食施設で愛用されています。2250 ﾄﾝのプレス機を導入後、加工・組立まで一貫した製造工程で、安心・安
全な信頼される製品づくりが強みです。こだわりは、独自の「三層クラッド鋼」衛生的で耐久性を兼ね備えた材質は、
調理からお手入れまで、作業者にやさしい調理釜です。全国の「おいしい食事」を支え、時代と共に進化しています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

大量調理釜製造（ガス・蒸気・ＩＨ） 
学校給食でお馴染みの回転式調理釜、熱源はガス・蒸気・ＩＨ
式の調理釜に特化しています。
ガス釜は 60 〜 230 ﾘｯﾄﾙ　蒸気釜は 60 〜 400 ﾘｯﾄﾙ
ＩＨ釜は 80 〜 300 ﾘｯﾄﾙまで、標準仕様となっています。また、
ｉ -mono ブランドに認定された三層クラッド製品は、耐久性の
あるステンレスで蓄熱性の高い鉄をサンドしており、調理や清
掃がし易くなり、作業効率が上がったと喜ばれています。標準
品からお客様のニーズの合わせた特注品にも対応できます。環
境にやさしい低輻射の調理釜、ＢＣＰ対応の移動式調理釜など、
様々な場面で活躍しています。

温度調節機能付きガス煮炊釜 
ＡＣＦ２型  
揚げ物油の温度を一定に保つ機能があ
り、火力調節を気にせず、調理に集中
できます。子ども達に大人気の揚げパ
ンも上手に仕上がります。
川口 i-mono ブランド認定製品。

048-252-4766

川口商工会議所、川口機械工業協同
組合、（一社）日本厨房工業会、（一社）
日本ガス石油機器工業会、（公社）川
口法人会

〒 332-0031 
川口市青木 4-16-5

桐山工業株式会社

蒸気回転釜 CKSK 型　
セントラルキッチン向けの蒸気回転
釜、長時間稼働対応、メンテナンス軽
減、オプションの撹拌機付きも省力化
に貢献しています。

http://www.kiriyama-kettle.co.jp/

大手厨房商社、全国厨房関係販売店
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株式会社葛生鐵工所

048-251-3725

1934 年の創業以来、編組機械の専業メーカーとして耐圧ホース・自動車用ホースのブレードマシンをメインに生産
しています。自動車用各種ホース、建設機械高圧ホース、電線用ハーネス、フレキシブルチューブなどに加え、内
視鏡チューブ、カテーテルなど、医療分野にも納入。顧客ニーズに応えるため、常に技術革新をしています。

ブレードマシン 
ブレードマシンとは単純にいえば組み紐の機械。チューブや
ホースの剛性を保つために内部には網目がありますが、これを
編む機械を作っています。編むものが大きくなれば糸となるワ
イヤー、樹脂などの引っ張り具合の調整が難しくなったり、バ
ランスが狂ったりします。他方、医療分野では直径 5 ミリといっ
た極細でありながら、安全性が求められます。

用途に応じて選べるよう、3 種類をラ
インナップしています。均一で正確な
巻きあげを実現し、生産効率の向上に
寄与します。

048-253-5755

土日祭日

8:30~17:15

川口機械工業協同組合、川口商工会議
所

〒 332-0024 
川口市飯原町 1-6

株式会社葛生鐵工所

超電導素材を使用したリールにより、
特殊ケーブルの製造を行う一貫ライン
です。リニアモーターを採用した高速
での安定稼働が可能です。

http://www.kuzuu.jp/

横浜ゴム㈱、㈱ブリヂストン、帝都ゴ
ム㈱、櫻護謨㈱、住友電装㈱、日立金
属㈱、カルソックカンセイ㈱、三栄技
研㈱ 他
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会社概要

株式会社工藤鉄工所

048-222-8000

当社は創業 110 年を迎えた老舗メーカーです。印刷・製本関連の機械を設計・製造・販売まで一貫の体制でやって
おります。常に先駆的機械の開発に努め、数々の特許機械を生み出してきました。現在では振動技術、エア搬送技
術を駆使した、「紙揃え機」及び「エアテーブル」は国内でのシェアは 80 ％以上頂いております。 近年は時代の流
れも速く、お客様のニーズは多様化されています。この難題に応えるべく、110 年培ってきた技術や信頼をベースに、
日々進化する先端技術の開発に挑戦していきます。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。彩の国指定工場。KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。埼玉県
工業製品グランプリ受賞。

エアテーブル
軽い力で重量物を楽に移動させることが出来るテーブルです。
独自のテーブル構造およびエアー技術により、効率的で安定し
たエアーを吹き出し、搬送・回転・位置決めなどに効果を発揮
します。テーブル全面に配置されたエアー吹き出し口に、物を
乗せると圧力がかかり、自動的にエアーが吹き出す仕組みに
なっています。テーブルは木製のため加工が容易で、お客様の
求める形状・サイズを自由にオーダーメイドで製作できます。
またさまざまな製品と組み合わせての使用が可能です。
川口 i-mono ブランド認定製品。

紙揃え機　 
紙を揃える機械です。この機械で紙幣
を揃えています。弊社独自の振動技術
を駆使した機械です。揃え機がないと
高品質な本、雑誌、紙幣などの紙製品
は出来ません。

（一社）日本印刷産業機械工業会、川
口商工会議所、川口機械工業協同組
合、（公社）川口法人会、

〒 332-0003 
川口市東領家 5-4-10

株式会社工藤鉄工所

パイルジョガー　
紙を積み替える装置です。紙揃え用の
振動装置は、針側・咬側にそれぞれ設
置され、振動の時間と強弱などの設定
が自由。クランプで紙を押さえている
ため、紙ズレがなく正確に揃えること
ができます。

http://www.kudo-ace.co.jp/

国立印刷局、大日本印刷、凸版印刷
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株式会社栗原精機

048-295-0287

創業以来、ミリ単位、ミクロン単位の精密機械加工を軸に、医療機器、光学機器、産業機器の部品やホビー関連製
品など数多く手掛けております。
これまで培ってきた技術をもとに、アウトドアグッズや文具などの自社ブランドを展開。
新しいスタイルの町工場が「楽しいものづくり」で川口を元気に！
 KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

『感性が響き合う、ものづくりを一緒に。』
埼玉県・川口市にて５０年、金属の切削加工を営む町工場です。
精密切削加工を駆使した金属雑貨ブランド COOL MILLINGS の
ステーショナリーシリーズ、キャンプシーンで活躍するアイテ
ムを続々と世に送り出している KURIHARA TAKUMI シリーズ、
精度と感性で応えるブランドコラボを展示・販売します。

テープカッター
アルミニウムの中でも強度に優れ、航
空機や自動車などの構造材としても用
いられる A2017 ジェラルミン材から、
刃の部分も含め一体削り出しで制作し
ており、丈夫で永くご愛用いただけま
す。

048-296-7976

川口商工会議所

〒 334-0056 
川口市峯 68-1

株式会社栗原精機

Seimitsu Carabiner
栗原精機オリジナルの純日本製カラビ
ナ。航空機などにも使用される軽くて
丈夫な金属「ジェラルミン」の塊を精
密切削技術で削り出してできていま
す。本体はもちろんのこと、耐久性の
高い棒バネ、オリジナルのネジも日本
製を使用。

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

Deki Tech、タミヤ、designshop、大
手生活雑貨・文具チェーンストア
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有限会社敬和

048-266-5860

あの有名ラーメン店、そば屋、うどん屋で使われている麺を茹でる釜は私たちが製作しています。
その他厨房設備の製作をしています。ステンレス類の溶接加工は自社で行うため、使い勝手の良いレイアウトや、
厨房面積や働く人の動線に応じた厨房システムなど、細やかなオーダーにも対応します。もちろん、施工まで責任
を持って行う一貫体制も整っており、受注から納入まできめ細やかな対応で、スムーズな開業をしっかりサポート
します。

特注ステンレス製品　そば釜　タンドール 
ステンレス製品何でも制作します。設計から製作、取付まで一
貫して行いますので価格はリーズナブルで高品質です。
得意製品はそば店、うどん店、ラーメン店で使われている大型
茹で釜、大量の麺を茹でることができます。
変わった製品ではタンドール窯を製作しています　インド料理
店でナンを焼く釜です。

コンパクトそば釜
大量の麺投入でも楽々茹で上げ、でも
サイズはコンパクト 048-266-5869

川口商工会議所、日本厨房工業会

〒 333-0865 
川口市伊刈 284-1

有限会社敬和

角形茹で麺機
反転カゴ付きで茹で上げが簡単です

川口市役所、ラーメン店、そばうどん
店、インド料理店、大手厨房メーカー
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小原歯車工業株式会社

048-255-4871

1935 年（昭和 10）創業の歯車製造会社。4,000 種類のＫＨＫ標準歯車を常時在庫保有し、即日出荷を可能にしています。
また、総合カタログや Web ページにて製品情報を公開。歯車諸元や特性、CAD データ、価格を公表しているので、
お好みに合わせて歯車を選定頂けます。装置の基幹部品である歯車を信頼と満足を添えてお届けします。教育用・
歯車組立キットは川口 i-mono ブランド認定製品です。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

KHK 標準歯車 
KHK 標準歯車とは KHK 独自の規格でシリーズ化した 200 品目
30,000 種の製品群です。平歯車・はすば歯車・ラック＆ピニオ
ン・かさ歯車・ねじ歯車・ウォーム＆ホイールの豊富なライン
ナップより、使いたい歯車がすぐに見つかります。また、規格
化することで生産を合理化。最新の機械設備と省力化技術によ
り、高品質かつリーズナブルな製品を実現しています。製品在
庫は常時 4,000 種。1 個から購入でき、すぐに使える歯車をお
客様のお手元にお届けします。

ＭＭＳＧＱ
歯研スパイラルマイタ 
JIS0 級の歯研スパイラルマイタを標準
化。材質は SCM415 を採用し、歯部は
浸炭焼き入れ、精度・強度共に最高峰
の歯研スパイラルマイタです。

048-256-2269

土日祝

8:30~17:15

川口商工会議所、（一社）日本歯車工
業会、川口機械工業協同組合

〒 332-0022 
川口市仲町 13-17

小原歯車工業株式会社

ＤＬＳラック＆ピニオン
自動潤滑システム
電動式ポンプとウレタン製の潤滑歯車
を利用してグリースによる適切な自動
潤滑を実現！メンテナンスはグリース
がなくなったらカートリッジを交換す
るだけ。ラック＆ピニオンの潤滑に最
適なシステムをご提案いたします。

http://www.khkgears.co.jp/
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会社概要

株式会社栄精機製作所

048-446-7711

株式会社栄精機製作所は昭和 45 年の創業以来、三次元測定器・工作機械・専用機・特殊車輛・包装機械・食品加工
機等の精密機械加工・精密製缶加工製品の製造を行ってまいりました。
CAD 設計−材料（ＳＳ・ＳＵＳ・Ａｌ）−製缶加工 - 機械加工 - 組立及び設置迄一貫生産体制を敷いております。
１ｍあたり±１ｍｍという高精度な製缶加工を主体とし、マシニングセンタ−は 2000 × 1400 × 900 の範囲で高精
度加工が可能です。Ｂ to Ｂは勿論、Ｂ to C 製品の自社製品開発・製作も行っております。また、お客様の必要と
する機械装置を一緒になって実現する活動にも取組んでおります。お気軽にご相談下さい。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

ボウシン 
「ボウシン」は、ステンレスバネ板材を用いた特殊構造により、

地震の衝撃・揺れを吸収するとともに、バネ材の弾性復元力に
より、建物の変形を防止し倒壊から守ります。
新築時の施工はもとより、リフォームに際して後付け施工も可
能です。

精密機械装置の架台 
製缶後の精密機械加工により平行度・
平面度等を計測装置の要求精度に応え
ています。

048-255-7616

土、日、祝祭日

9:00~17:00

川口商工会議所、川口機械工業協同組
合

〒 332-0031 
川口市青木 1-20-16

株式会社栄精機製作所

ワックス模型鋳造型枠装置
大形 (10000 × 1700W × 900H) のワッ
クス模型の鋳造型枠で、可変幅構造に
よりサイズに合せた造形寸法の調整が
容易にできます。

http://www.sakaeseiki.jp/

㈱イワキ、鉱研工業㈱、日本ギア工業
㈱、㈱前川製作所、㈱ミツトヨ、㈱
ミューチュアル、㈱アバン設計、芝浦
工業大学
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会社概要

有限会社サンアーム工芸社

048-255-4098

一品物の木工品のデザイン、製造をしております、創業１９２０年のサンアーム工芸社です。主なものは、木工ア
クリルのパーテーション。展示会ブース。ＴＶ、舞台、イベントの大道具。店舗、ご自宅用家具のデザイン製造を
しております。時たまワークショップも開催しております。木工の事でしたら、小さな事でもご相談頂ければ幸い
です。 
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

木工製品でしたら何でもお作り致します。市産品フェアの弊社
出展ブースも自らデザイン、製作、設営致しました。ワーク
ショップができる、おしゃれなブースづくりを目指した結果、
大勢の方に弊社ブースに足を運んで頂きました。

店舗什器。オーダーメイドテー
ブル、ベンチ、パーテーション 
bar のオーダーメイドのテーブル、ベ
ンチ、パーテーションです。
テーブルは一部折りたためます。ベン
チは座面下に大きな収納スペースがあ
ります。使いやすくなるように設計を
しました。

埼玉中小企業家同友会、川口商工会議
所、（公社）川口法人会

〒 332-0031 
川口市青木 4-26-29

有限会社サンアーム工芸社

イベント用テントのウッドデッ
キ
イベント用テント５０ｍ×４ｍのウッ
ドデッキ、手すり、階段、スロープを
製作しました。

http://sunarm.co.jp/

イベント企画会社、大道具製作会社、
設計事務所、木工製品でお困りの方、
江東区役所
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会社概要

サン印向山食品工業株式会社

048-264-2511

看板商品の手羽餃子を中心に主に業務用加工品を作る創業 48 年の老舗食品メーカー。みんな一度は食べたことのあ
る手羽餃子。焼き鳥の加工品からヒントを得て一般量産化に初めて成功し、今では香港など海外でも大人気の商品
です。開発力には自信があり、近年の震災を懸念し非常食の開発にも着手。国内外に向けこれからも色々な形のオ
リジナリティあふれた展開を行っていきます。

新製品　Ｎｅｗごちのご紹介
生だから　加熱でハンバーグの味が滲み出て、、
ご飯に、、、、、うんまい！ 
ご飯バーグの特徴
＊生ハンバーグをご飯で包んで、凍結してあります（９０ｇ / １ケ）
＊凍結のまま１ケあたりレンチン２分 /600 ｗ、（2 分 30 秒 /500 
ｗ）で出来上がり

（〇大量の場合：袋入りのまま蒸し器で、または袋から出してフ
ライパンで蒸し焼き）
＊小腹満たし、３時のおやつ、おつまみ、おかずにも
ご飯バーグのお召し上がり方
＊ハンバーグは生ですので芯温は７０℃以上にして下さい
＊袋から出すには加熱後熱いうちに長手の両端を両手で引っ張っ
て下さい
＊ご飯は味が付いていませんので白飯の場合と同じ食べ方をお薦
めします

看板商品の手羽餃子。ボリュームたっ
ぷりでジューシーな手羽餃子は大人か
ら子供まで大人気の商品です。 048-264-2512

土日祝日

9:00~17:00

川口商工会議所

〒 333-0845 
川口市上青木西 3-4-18

サン印向山食品工業株式会社

新開発の 5 年間保存が可能な「救命ラ
イス」。国産米を使用しそのままでも
食べられる万能非常食。

http://www.mukaiyama.co.jp/
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会社概要

三英電気工業株式会社

048-255-7196

高周波同軸コネクタの設計・製造
移動体通信基地局、放送設備、列車無線向けなど社会インフラに係る業界へケーブルメーカーの OEM 製品を通じ供
給を行っております。
特に、次世代無線通信システム [ ５Ｇ ] に係るミリ波帯の研究開発をすすめております。
創業から約半世紀で培った技術を生かし、小規模事業者であることを強みと捉え、小回りを利かした営業で、単品・
小ロット・試作・開発のニーズに積極的に取り組んでおります。

高周波同軸コネクタ 
ユーザーの仕様に基づく製品設計を行い製品化まで行います。

近年では、無線設備を落雷から保護し、通信機器を過電圧・過
電流から保護するアレスタの設計技術に定評を得ています。

最新設備の導入 
ものづくり補助金を活用し、最新鋭の
①画像寸法測定器、②ネットワークア
ナライザの導入を図り、５Ｇで利用さ
れるミリ波帯の研究開発も可能となり
ました。

048-255-7198

川口商工会議所、川口機械工業協同組
合、（公財）埼玉県産業振興公社

〒 332-0031 
川口市青木 3-4-20

三英電気工業株式会社

２０２３年に創業５０周年を迎
えます
ユーザーより選ばれる続ける会社であ
り続けるために社員一同真摯に取り組
んで参ります。

https://sanei-connector.com/

大手ケーブルメーカーなど



PickUp!

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

62

62

会社概要

Shimada Appli 合同会社

048-269-7703

最適に塗布乾燥システム方案を提供する開発団体として、２０１１年 Shimada Appli 合同会社は起業しました。40 
余年コーティング乾燥技術の業務経験を基に、次世代向けの新しい表面処理技術を提案致します。感光性レジスト材、
各種絶縁材、機能性液体材料向けの薄膜用スプレーシステムを製造しております。すでに特許取得をしました最新
式スプレーシステムにより品質と生産性向上、環境改善の提案と、新工程技術開発の協力をお客様に勧めております。

本年 6 月に開催された電子機器トータルソリューション展 2022
（JPCA ショー）において、下記の件で「JPCA Show AWARDS 

2022」を受賞致しました。

受賞内容：「ノズル詰まりを起こさずノーマスキングによるスプ
レー塗布可能な塗布システム」

脱炭素、VOC 対策のための水性液剤や無溶剤型液剤等を使用す
る際、懸案事項となる吐出用ノズルつまり、乾燥効率や塗布効
率等の改善により、数年前より研究開発、試行錯誤してきまし
た。その新しい塗布工法による、各種コーティング技術の好結
果を紹介しました。それらの用途例が、さらに各分野において、
脱炭素、VOC 対策への大きな手掛かりになります。

高塗着効率の精密マイクロスプ
レーガン
容易に分解組立可能の低吐出量による
マイクロスプレーガンで感光性レジス
ト塗布や防湿絶縁を薄膜部分塗布、細
線塗布可能。付加価値アップと環境改
善に大きく貢献（特許取得済）

048-875-2811

エレクトロニクス実装学会

〒 333-0842 
川口市前川 3-7-15-101

Shimada Appli 合同会社

マスクレス塗布可能なセレクト
スプレーガン
粘度１０〜１５００センチポイズの材
料を選択的にスプレーコーティングす
る塗布バルブで、１ｍｍ前後のパター
ン幅から薄膜塗布可能なスプレーガン

（特許取得済）

http://shimadaappli.com/
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会社概要

株式会社ダイニチマテニクス

048-295-4411

ダイニチマテニクス ５４ 年の歩みは、お客様のニーズにより技術を高め、物流効率化に挑戦してきた歴史です。主
に自動車部品やＯＡ機器を運ぶオリジナルのパレットや台車を製造する企業として、様々なニーズに応える多種多
様な物流機器を開発してまいりました。そこに求められるのは、品質を損なうことなく効率よく移動できる機器で
あること。私たちの自信は提案力。お客様のニーズを深く理解し、それに応える提案を行うのはもちろん、納品ま
での各工程でお客様のニーズを先取りしたプラスαの提案もおこないます。ダイニチマテニクスは「物流機器を通
じて社会に貢献する創造型提案企業」として、常に、「物流のトータルコストダウン」を追求してまいります。

DM-PALLET( メッシュパレット） 
随所に施す、他にない違いが高い耐久性、品質を生み出す！

＜特徴＞
・線径Φ 6.3 ｍｍの鋼材使用による高強度・随所に溶接補強し
た高い剛性と耐久性

・３つのサイド差込フックでサイド面強度アップ
・電気亜鉛メッキ  三価クロムで RoHS 対応
・ネームプレートが標準装備
・各種オプション設定可能で、オーダーメイドにも応じます
・１台でもご注文可能です。

インパネ専用パレット
クルマのインパネを運ぶための専用パ
レット。充填率を高めつつも、収納・
取り出しがしやすく、かつ輸送中や作
業中に脱落・変形しないよう、汚れや
傷がつかないよう、設計・製造しまし
た。積みやすさ、降ろしやすさを実現
するために、前面と上部を開くように
し、約 1.6 〜 1.8 ｍのインパネを簡単
に収納可能です。

048-295-4412

全日本パレット事業協同組合

〒 334-0058 
川口市安行領家 1212-1

株式会社ダイニチマテニクス

フィルム専用パレット
電子部品に使われるプリント基板用
フィルムや液晶テレビのディスプレイ
用光学フィルム、食品の袋やレトルト
パックの包装用フィルム等をロール状
のまま運ぶパレット。フィルムを降ろ
した後は支柱を折り畳み、スペースを
取らずに効率よく保管できる構造で
す。

https://www.dainichi-m.co.jp/

自動車、フィルム、食品、物流、農業、
防災、医療、環境、家具、建材、loT、
その他

外寸 網ピッチ 売価（運賃別）
1000W 800L 840H 50

50

50

50

50

100

×× ×

×× ×

×× ×

12,000 円

1200W 1000L 890H 13,500 円

1200W 1000L 890H 12,000 円
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会社概要

株式会社田島軽金属

048-563-5221

業界トップクラスの設備と技術で、大型アルミ鋳物の製造を得意としております。
縦弾性係数（ヤング率）を改善することでたわみ難い「軽量高剛性材料」も新たに開発し、ラインナップに加えました。
ますます多様化するお客様の幅広いニーズに応えていきたいと思います。

アルミ合金新素材【MON-4】
MON.3 の縦弾性係数（ヤング率）を改善した新材料

内装パネル 
２０２０年　東京都内最大
４０００X １２５０mm の内装パネル
です。高いデザイン性で複雑な形状を
実現します。アルミは軽量であり、耐
火性材料であり着目されてます。

048-563-4335

川口鋳物工業協同組合

〒 348-0064 
羽生市藤井上組字城沼 1375

株式会社田島軽金属

アルミプランター
２０２０年羽田開発地区に１１台のア
ルミ鋳造のプランターを納入した。
１５００ＬＸ６００ＷＸ６００Ｈ
アルミ鋳造の鋳肌を利用し、塗装に工
夫をしたデザイン性の高い製品です。

http://www.tac-casting.com/
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会社概要

田辺商工株式会社

048-265-1329

弊社の浄水器は、現在、世界約５３ヵ国の日本大使館・書記官舎を始め、大手商社・建設会社等の事務所及び宿舎
等に約 5000 台が設置されております。毎日の飲料・炊事用水に利用され、海外で長期滞在しご活躍の皆様の健康維
持に貢献しております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

ＴＮ式除菌浄水器 
海外の都市の水道水は、グラスに汲むと濁りが肉眼で分かる程
で、細菌もたくさん検出されるなど大変汚染された状態です。
日本の様に水道インフラが整っている国は少なく、水道水が安
全に飲める国は世界でも約 15 ヵ国位と言われております。こ
のような中、弊社は各種の浄水装置・浄水器の専門メーカーと
して、創設以来各国の水道事情にも適合するように万全の設計
を進めています。危機管理に弱い日本人の健康をガードし、海
外での日常生活（氷を造ったり、飲用用途の他にもお料理の際
等・・・）での活躍のお手伝いをしております。

逆浸透膜浄水装置 TN-2000-RO　 
海水時 100ℓ / Ｈ（2㎡ /Day) 
900 人対応
淡水時 300 ℓ / Ｈ（6 ㎡ /Day)
2,200 人対応

塩分、放射性物質、病原性細菌、農薬、
ヒ素、アルミニウム等を除去

048-268-2379

川口商工会議所

〒 333-0848 
川口市芝下 2-8-1

田辺商工株式会社

ＴＮ式災害用浄水器 TN-01MC-
MF　
フィルターは 2 段階式で能率良く浄水
可能です。
川口 i-mono ブランド認定製品。

http://tanabeshoko.com/

外務省、鹿島建設㈱、住友商事㈱、伊
藤忠商事㈱等
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会社概要

株式会社辻井製作所

048-222-3363

普通鋳鉄 (FC)、ダクタイル鋳鉄 (FCD) の他に、耐酸高珪素鋳鉄「アリロン」の製造を行う国内唯一の鋳造メーカーです。
生産管理システムや鋳造シミュレーションソフトの活用など、従来の鋳物工場のイメージにとらわれないものづく
りを行っており、「IT( 情報技術 ) を活用し高品質の製品を提供する鋳造メーカー」として日夜研鑽に励んでおります。

超大型ダンプトラック用アクスルハウジング 
アクスルハウジング（車軸管）：エンジンのパワーをタイヤに伝
える「アクスル（車軸）」を包み、車両の軸重を支える重要保安
部品です。

エレベータ部品 ( プーリー )：エレベー
ター巻上機のメインワイヤーロープが
かかる滑車。 048-223-7480

土日祝、お盆、年末年始

8:00~17:00

川口鋳物工業協同組合、（一社）日本鋳
造協会、 （公社）日本鋳造工学会、川口
機械工業協同組合、 川口優法会　他

〒 332-0011 
川口市元郷 1-32-9

株式会社辻井製作所

14％以上の珪素を含む鉄系合金鋳鉄で
広範囲な適応性と長期間の耐食性を有
する優れた耐酸材料。ステンレス圧延
工程の消耗電極や、ポンプケーシング
など特殊溶液に接する部分等に使用さ
れている。現在当社は国内唯一の「ア
リロン」製造メーカーとなっています。

http://tsujii-ss.co.jp/

＜鋳造＞アイダエンジニアリング㈱、㈱小松製
　　　　作所、㈱日立ビルシステム、東芝イン

フラシステムズ㈱、三菱重工業㈱、㈱
三興ポンプ製作所、三成研機㈱

＜製缶＞㈱日立産機システム、東北電機製造㈱、
　　　　㈱東光高岳
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会社概要

デアロイ工業株式会社

048-252-4036

1939 年の創業以来、タングステンなどを焼結して作る特殊合金「超硬」を用いた特殊工具の製造・販売をしています。
超硬特殊工具は、自動車の主要部品から建材まで幅広い分野での切削加工などに使われています。自社焼結をして
いるので、形状、数量などユーザーニーズに柔軟に応えることが可能です。顧客からの課題を解決し、新たな提案
をし、技術を向上させていきたいと考えています。

超硬特殊切削工具 
顧客のワーク形状に合わせ、様々な用途の超硬工具をワーク図
面から設計・製作しています。超硬工具を使用することで、刃
類の磨耗も少なく、工具交換の回数の削減、加工時間の短縮を
図ることが可能になります。そのため、工具交換後の調整が少
なくなり、ライン稼働率が向上することもメリットです。

数工程を同時に加工することを可能に
した、まさに時を削るタイムカット
カッターです。仕上げ用です。 048-256-7204

日本機械工具工業会、川口機械工業協
同組合

〒 332-0031 
川口市青木 2-7-44

デアロイ工業株式会社

ペレタイザー用の回転刃・固定刃とも
に各種製作。再研磨などのアフター
サービスも充実。常にベストな状態で
お使いいただけます。

http://www.dialloy.co.jp/

旭化成工業㈱、㈱小松製作所、ホン
ダエンジニアリング㈱、富士重工業
㈱、曙ブレーキ工業㈱、コスモ工機㈱、
日本プラコン㈱　他
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会社概要

株式会社時園製作所

048-486-9130

弊社は大正３年に、東京にて金属挽物業として創業しました。当時はアクセサリをメインに一個一個手作りという
「匠」の仕事でしたが、優れた「匠」の仕事を残しつつ常に進取のもの作りに取組み、真鍮材の旋盤加工へと技術力

を高めて参りました。その後、医療機械・通信機器の部品製造へと業務を拡大し、現在は業務用サーバ大手のニッ
トク社向け機器部品の製造に主力を移しています。
弊社は「常に新しい技術を模索し、最高の品質を作ることで、社員の人間的な成長を促し会社に一体感を醸成す
る。」ことを企業理念としており、従業員一人一人の創意工夫で新たな付加価値創造に日々、取り組んでいます。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

業務用ビールサーバ・ウォータサーバ部品 
真鍮製の業務用ビールサーバ・ウォータサーバ部品を製造して
います。アクセサリ製造で培ったヒキメを残さないドライ真鍮
加工技術で、高級感を演出します。旋盤加工だけでなく、マシ
ニングセンタも保有しておりますので、様々な形状の加工が可
能です。
加工材質の幅も広げており、真鍮は勿論、POM・PET・PP・ア
クリル・ABS・塩ビ・テフロンといった樹脂の加工も手掛けます。

ビール用ドラフトタワー 
居酒屋様や、ホテル・バー・ラウンジ
でご使用頂いております。お酒を飲む
方であれば、お店で一度は見たことの
ある製品です。

048-486-9131

土日祝日

8:30~17:30

川口機械工業協同組合、川口商工会議
所

〒 333-0861 
川口市柳崎 2-16-1

株式会社時園製作所

足踏み式アルコールディスペンサ
弊社の切削加工技術を応用してドラフ
ト風の消毒液ディスペンサを製作しま
した。ディスペンサは勿論、足踏み〜
吐出部までの機構も全て設計・開発し、
特許出願をしています。

https://www.tks-pro.com/

㈱ニットク
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会社概要

トーメックス株式会社

048-284-5678

什器（店舗用・オフィス用）建築機械部材、等の精密な金属板金加工を短納期で仕上げる高い技術力
メーカーの製品図面をもとに、ＣＡＤ・ＣＡＭを駆使し、最新鋭の各種加工機械とのネットワークをはかることに
より、複雑、高精度、高品質な製品を少量から量産までハイスピードで提供します。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

切る、曲げる、溶接する、手のひらに乗るような小さなものから、
４ｍの長尺物まで様々な板金加工に対応できる先進設備を備え
ており、最新鋭のファイバーレーザー加工機が鋭意稼働中です。
また、川口市に２７名、埼玉県全域でも８５名しかいない１級
工場板金技能士を有する高い技術力で様々なニーズにお答えい
たします。
さらに通常であれば別会社に委託する塗装工程を、同じ敷地内
にある２社が連携する事で、輸送コストやタイムロスがなくな
り、短納期・低コストを実現。今年度からはクラウド式生産管
理システムを導入し、今どこにどの製品があるのか？をリアル
タイムで把握し、さらなる短納期に貢献しています。

縞鋼板加工 
人員と時間をかけ、専門工具を使って
もヒューマンエラーを回避できなかっ
たザグリ加工。サーボ駆動ＣＮＣレー
ザパンチプレスを使用し、縞鋼板の凸
つぶし加工を行う事で、従来は 12 時
間を費やしていた作業が 45 分で終了。
不良率のゼロ化も達成。
川口 i-waza ブランド認定。

048-284-1037

川口商工会議所

〒 334-0063 
川口市東本郷 1-6-11

トーメックス株式会社

金属焼付塗装（木目調）
業界でも希少な設備である 6 ｍの長尺
縦吊ラインにより、自動塗装機と手吹
き塗装を融合させた高効率・高付加価
値な金属焼付塗装を実現しています。
独自の木目印刷塗装システムを開発
し、長尺形材に木目を塗装することに
成功しました。
川口 i-waza ブランド認定。

http://www.tomex.co.jp/
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会社概要

株式会社戸塚重量

048-297-1923

メーカーから工場への搬入の他、中古機械の運び出しや工場の引っ越しなど、日本全国・海外も対応致します。工
場内の最適なレイアウトの提案・変更により業務の効率化を図ると共に、快適な現場環境を作り上げます。機械を
設置する際に使用しているのが自社で開発した「重量物運搬用電動ローラー ELEV（エレブ）」です。4 台セットで使
用し、最大 20t の重量物を動かすことが出来ます。また床に接するローラーは軟質樹脂製となっており、お客様の
床を傷つけません。丁寧でスピーディーな搬入により、お客様より感謝状を頂いたり、日刊工業新聞社や朝日新聞
社の取材を受けたりと、高い技術力が評価されています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

工作機械・重量物移設 
主に工作機械を工場に運搬・設置をしています。30 年以上の実
績と経験を活かし、製造業の皆様のベストパートナーとして、
日本のものづくりを支えます。「全ては顧客の為に」を信条にお
客様へ安心と笑顔をお届けします。顧客の皆様に選ばれるよう、
声なき声を聴き・形なき形が見える様、( 株 ) 戸塚重量は学び続
けます。

電動ローラー「ELEV（エレブ）」 
4 台セットで使用し、最大 20t の重量
物をボタン一つで動かすことが出来る
電動ローラーです。専門機関での試験・
分析が行われ、耐荷重性が立証された
製品となっております。i-mono ブラ
ンド認定を授与され、海外への販売実
績などもございます。また、昨年度か
らリースも開始するなど知名度を上げ
ています。

048-297-1993

川口商工会議所、川口機械工業協同組
合、埼玉県トラック協会

〒 333-0801 
川口市東川口 6-14-16

株式会社戸塚重量

家庭用電源 100V で駆動するため、誰
にでも安全かつ簡単に操作できます。
また有線ボタン操作により搬入物に直
接触れることなく、屋内外を問わず使
用できます。

http://www.juryo.co.jp/

㈱牧野フライス製作所、㈱岡本工作機
械製作所、倉敷機械㈱　など
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会社概要

TOMOE 株式会社

048-284-1041

川口市のほか茨城県結城市と福島県白河市に焼付塗装工場を擁し、15 の塗装ラインを保有します。
溶剤塗装専用コンベアライン、粉体塗装専用コンベアラインは複数を稼働。大型・重量塗装専用の固定ラインも各
工場に設置し、大ロットから少量多品種まで短納期で対応を図るなど、顧客のあらゆるニーズに応えています。新
たな取り組みの建築塗装部門では、創業以来 67 年にわたって培った信頼と塗料の直接仕入のメリットを活かし、安
価で安心の屋根・外壁塗装などを提供しています。
2022 年 5 月、結城市に新工場が完成いたしました。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

金属焼付塗装 ( 木目調 ) 
業界でも希少な設備である 6m の長尺縦吊ラインにより、生産
効率を向上させ、自動塗装機と手吹き塗装を融合させた均一で
高効率・高付加価値な金属焼付塗装を実現しています。さらに
独自の木目印刷塗装システムを開発し、長尺形材に木目を塗装
することに成功しました。剛性がありながらもやわらかな外観
は和室や寺社建築にも最適です。時代の風を読み、トレンドに
応える金属製品を提供しています。

工事の相談・見積もりから引き渡 し、
その後のフォローまで、67 年の信頼と
実績で応えます。色褪せや錆、節電、
暑さ対策など、建築物の問題を塗料で
解決していきます。

048-285-2049

川口商工会議所

〒 334-0063 
川口市東本郷 1-7-6

TOMOE 株式会社

創業以来、地域と歩んできました。 「企
業を育てることは人を育てること」を
モットーに人材育成にも積極的に取り
組んでいます。

http://www.tomoe-toso.co.jp/
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会社概要

有限会社豊栄厨房

048-241-5524

学校給食は衛生面、食の安全の確保と同時に、限られた時間で大量の調理を行わなくてはなりません。調理担当者
の使いやすさ、児童との動線の切り分けなど、トータルで考えて最善策を提案しています。常に現場のお客様の使
い勝手を第一に考え「環境制約の中で最高の結果を ...Good job! for GUEST」を掲げ、製品製造販売に力を尽くします。

厨房板金類全般 
40 年前に厨房板金、ステンレス板金の製造加工会社として設立
以来、『喜んでいただける商品・製品・環境対応を ...』 を基本に
事業を展開してきました。厨房板金設計製作施工、厨房機械・
器具販売施工、厨房機械・器具修理、業務用什器消耗品販売、
厨房付帯工事一式と、厨房に関してトータルで提供することで、
受注してから設置するまでのリードタイムを短縮し、速やかな
スタートを約束しています。

学校給食、保育園、病院などに向け、
食器などあらゆる厨房什器備品を販売
します。 048-241-5592

〒 332-0027 
川口市緑町 8-36

有限会社豊栄厨房

被災者が避難所で思うこと ...。それは
温かい食べ物がほしいということで
す。そのニーズにこたえる緊急災害時
用移動式煮炊釜 ( 市内の OEM 工場に
て製作 ) です。

http://www.048-241-5524.com/

川口市、他官公庁 ( 学校給食施設等、
厨房板金・機械・什器類等 )、大手厨
房メーカー ( 厨房施 設等、厨房板金等 )
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株式会社ドリマックス

048-254-1231

多くの特許や実用新案（例、野菜カッティング装置・果物カッティング装置・棒状野菜皮むき機・石けん置き他）
を取得しており、他社にはない商品で独自性を確立しています。また、卓上型グラス洗浄機・マルチツマ・コンパ
クトおろし機はグッドデザイン賞を受賞するなど、デザイン性でも優位性の高い製品を有しております。他社が開発、
製造していない部分を製品としているため、他社製品を導入している企業からも発注を頂いております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

ＤＸ -100 マルチスライサー 
丸刃遊星回転を用いた超引き切りにより、食材の断面を傷めず
にカットできます。切り口が綺麗なため、鮮度も長持ちし、0.3 
㎜の薄いスライスも可能です。キャベツ、ネギはもちろん、レ
タスなどの柔らかい野菜、ピーマン、パプリカなどの中が空洞
の野菜もつぶさずに綺麗に裁断できます。

＜ DX-70 マルチツマ＞  
ツマ、かつらむきだけでなく職人技の
網造りも簡単に。平成 9 年グッドデザ
イン賞を受賞。
川口 i-mono ブランド認定製品。

048-254-1331

土・日・祝日、夏季休暇、年末年始

10:00~17:00

（一社）日本食品機械工業会、川口商
工会議所、川口機械工業協同組合

〒 332-0035 
川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

株式会社ドリマックス

http://www.dremax.com/

大型スーパー、牛丼チェーン、レスト
ランチェーン、大手製パンメーカー、
大型加工センター　他
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会社概要

永井機械鋳造株式会社 断裁機事業部
（断裁機事業部） 0480-72-2676
（本社）　 048-251-5260

1938 年川口にて創業。戦後断裁機製造を手掛け成長、1953 年市内に鋳造部操業、高精度、高精工、高品質、高性
能にこだわり自社鋳物と国産部品を使用した高速度断裁機を製造しています。1965 年永井機械鋳造株式会社を設立、
2021 断裁機事業を永井機械鋳造株式会社に統合、断裁機事業部として、生産工場を県内加須市に構え、鋳物から一
貫生産を前面にして高速度断裁機を製造しています。印刷局では紙幣の断裁仕上げに採用されるなど高精度な高速
度断裁機です。

高速度断裁機 NCW116HHN1 
印刷業界で利用されている大きな用紙　四六判、菊判、A1 サ
イズの断裁に好適な高速度断裁機です。断裁高さ１６５ｍｍ、
70g の用紙を 1500 枚一度に高精度で断裁できます。そのため
本機 NCW116 型は国立印刷局にて紙幣の断裁仕上げに利用され
ております。また、新開発のクランプ挟まれ事故防止安全補助
装置「クランプセンサー」を標準で搭載し、たいへん好評です。

小型ながら、プロ用として大型機同様
の高精度高速度断裁機です。小断ち、
オンデマンド断裁に好適。 （断裁機事業部）0480-72-6389

（本社）               　048-251-5380

( 一社 ) 日本印刷産業機械工業会、川
口商工会議所、川口機械工業協同組
合、埼玉県中小企業振興公社、( 一社 ) 
埼玉県経営合理化協会

（断裁機事業部） 〒 349-1155 加須市砂原 2345
（本社）　　　　 〒 332-0032 川口市中青木 3-6-22

永井機械鋳造株式会社
断裁機事業部

弊社は、彩の国工場です。

https://www.nagaikikai.co.jp

印刷、製本、紙工、紙器会社、紙商社
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会社概要

中里歯車工業有限会社

048-282-1274

歯車は、動力を伝達するときに使用される重要な機械要素部品です。
その歴史は紀元前まで遡ると言われます。動力を伝達する方向等によって、平歯車、はすば歯車、かさ歯車、ウォー
ムギヤ、スプライン等の各種歯車を製作しています。
各種歯車は、鉄道車両、自動車、産業用機械等、幅広い分野で使用されています。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

各種歯車および高精度機械部品 
1970 年設立以来、歯車の製造に専念し、チャレンジ精神と創意
工夫により、お客様のニーズに応え、お客様より高い信頼をい
ただいてきました。
これまで培ってきた加工技術を基に、ものづくりの新たな研究・
開発にも取り組み、新鋭加工機、高精度三次元測定機の導入に
より、高度化社会のシーズにも応えていきます。
これからも、技能の伝承と技術の創造により、産業界の一歯車
として貢献を目指します。

三次元測定機により
測定中の平歯車 
加工した平歯車の、歯形、歯すじ、寸
法精度を測定します。

048-284-7017

川口機械工業協同組合

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 3-23-13

中里歯車工業有限会社

まがりばかさ歯車
加工中のまがりばかさ歯車。

http://nakazatohaguruma.com

㈱新栄製作所、㈱東芝、㈱ NST 製作所、
日精樹脂工業㈱
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会社概要

有限会社西尾工機

048-255-6247

スプロケットが主な受注であった頃より伝動部品を加工・製作販売
いつしか時代はタイミングベルトが主流となっていきました。
川口青木で 40 余年、タイミングプーリー製作  ㈲西尾工機

・材料購入からの一貫社内製作が目標
ツバキ、三ッ星、NOK、ユニッタ
各社標準品のフィニッシュドボア品に対し、材料から製作にて価格対抗

84XH200W( 熔接構造 ) 
台形歯型タイミングプーリ

歯先 OD591.46 Φ　重量：約 65kg　材質：SS400

熔接構造にて、軽量化加工済

( 同型プーリ、本来の重量：140kg ↑ )

製作期間：3 週間

ツバキ歯型　135P14M80W
ピッチ 14M　歯先 OD598 Φ
重量：115kg 048-256-4561

川口商工会議所

〒 332-0031 
川口市青木 5-8-27

有限会社西尾工機

三ッ星歯型　120S14M1200W
ピッチ 14M　歯先 OD531.97 Φ
重量：118kg

椿本興業㈱、三ッ星ベルト販売㈱、藤
川伝導機㈱、大喜産業㈱
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株式会社日章冷凍

048-261-0961

冷蔵冷凍車を主体とした特装車メーカーです。お客様のご要望に合わせた特装車両の設計、製造、点検、修理まで
行っております。長年培った技術とサービスを積極的に活かし、新たな車載用冷凍機を搭載した電気式冷凍車『ICE 
EAGLE』を開発、販売しています。

エンジン停止中にも冷却可能な電気式
冷凍機を搭載した冷凍車『ＩＣＥ ＥＡＧＬＥ』 
電気式冷凍機は渋滞時にもエンジン回転に依存せず温度管理が
可能。更に、バッテリー単独でエンジン停止中でも約 1 時間の
稼働も可能です。オプションの充電器で、バッテリーの充電を
行いながら冷凍機の継続運転が可能で予冷・積置きや仮設の冷
蔵庫としても利用可能です。（充電器は 100 Ｖ、200V 共使用で
きます。）

エンジン駆動式
２コンプレッサ—冷蔵冷凍車
メーカー標準の冷蔵冷凍車とは異な
り、2 コンプレッサー式になります。
エアコンと荷室の同時使用でも、確実
に冷えます。

048-261-4069

川口商工会議所、（公社）川口法人会

〒 333-0844 
川口市上青木 5-19-8

株式会社日章冷凍

移動スーパー（移動販売車）
電気式冷凍機を搭載し、冷凍（-25℃）
から加温（+20℃）の温度帯に対応し
たショーケースを設置することが可能
です。冷凍室ではアイス保存、加温室
では弁当保存が出来ます。また、お客
様の用途や販売品目に合わせた販売車
を製作致します。

http://www.n-r.co.jp/

国内自動車ディーラー、各冷凍機メー
カー、運送会社、食品販売会社、個人
ユーザー他
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株式会社ニッポー

048-253-2788

温度・湿度調節器の製造、マイクロコンピュータ応用製品開発、超音波加湿器、洗浄機の製造を行っているメーカー
です。プリント基板の回路設計から組込み用ソフトの開発、部品調達から製造まで一貫し自社でおこなっています。
ODM 基板開発のほか施設園芸、きのこ栽培などの農業分野へ環境制御機器などの商品を販売しています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

換気・カーテン・暖房制御盤　換気 NAVI 
施設園芸用ハウスの天窓・カーテン・暖房を複合的に制御し、
温度管理をするコントローラです。１台で最大４ハウスの天窓
管理が出来るほか、１ハウス４系統にも使用でき、生産者の労
力を削減します。傾斜温度制御とスカシ換気機能により栽培環
境の急変を抑え、作物へのストレスを軽減します。タッチキー
とツマミで簡単に操作出来るのが特長です。また、オプション
のセンサやクラウドシステムなど、生産者のニーズに合わせ機
能を追加することができます。

統合環境制御盤
ハウスナビ・アドバンス
施設園芸用ハウスの天窓、暖房、カー
テン、炭酸ガス施用などを相互に連動
させ、ムダの無いバランスのとれた栽
培環境づくりをします。日本の生産者
目線で開発した、現場で使いやすく、
気の利いたオリジナル機能満載の商品
です。

048-253-2793

土日祝

8:20~17:20

川口商工会議所、東京科学機器協会

〒 332-0015 
川口市川口 2-13-20

株式会社ニッポー

農業用クラウドサービス
アイファームクラウド
スマホやタブレット端末を使い自宅に
いながら農場の栽培環境をモニタリン
グ、遠隔管理が出来るクラウドサービ
スです。測定データの共有、比較、集
計機能を搭載し、データに基づいた栽
培管理に活用いただけます。

https://www.nippo-co.com/

施設園芸農家、農業法人、農業技術セ
ンター、農業大学校など
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日本シーム株式会社

048-298-7700

【マシンテクノロジーで地球を豊かにする】を存在理念にプラスチックの粉砕機をメインとした環境機械の専門メー
カーです。地球環境やサーキュラーエコノミーの構築に貢献しています。創業から 45 年の納入実績で培った知識と
経験や技術でメンテナンスは勿論、アフターフォローまでしっかりと致します。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

洗浄粉砕機 PF シリーズ 
独自の技術で開発した強力洗浄＋粉砕システムです。洗浄＋粉
砕の 2 工程の作業を１台で行い様々な素材に対応します。ホッ
パー上部から処理物と水を投入し粉砕と洗浄を同時に行うこと
で強力な洗浄効果を発揮します。素材のサイズや処理量など、
お客様のニーズに応えられるよう小型・中型・大型サイズまで
シリーズ化しております。洗浄機能が不要の場合は、乾式粉砕
機としてもご使用可能です。

ペットボトルからラベルを剥がす作業
を行います。剥離機本体に取り付けた
固定針の調整で丸ボトルでも潰れたボ
トルでも処理が可能。また、ボトルの
原形を保ったままラベルを剥離しま
す。洗浄機能付の AQUA シリーズもあ
ります。

048-298-7750

土、日、祝日　（第 3 土曜日営業）

8:30~17:30

川口機械工業協同組合

〒 334-0054 
川口市安行北谷 665

日本シーム株式会社

お客様のニーズに合わせ、オリジナル
プラントの設置・設計・製造・アフター
フォローを一括で、ご提案致します。

http://www.nihon-cim.co.jp/

アーステクニカ、NOK 、荏原製作所、カワタ、
クラレプラスチックス、三甲、JX エンジニ
アリング、JFE エンジニアリング、鈴与エ
コプロダクツ、ソニー M 、ダイセキ MCR 、
中央化学、筑波化成、豊田通商、富士重工業、
ポリプラスチックス、三菱エンジニアリン
グプラスチックス、三菱電機、ロート製薬
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<< 住所 >>

<< 企業名 >>

<<Pick up!_2_ 商品名 >>
<<Pick up!_2_ 内容説明 >>

<<URL>>
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日本樹脂工芸株式会社

048-224-1613

大規模商業施設・スーパー・百貨店・セレクトショップ、小規模店舗等、様々な規模・御利用状況・ディスプレイ
商品に合わせた各種アクリル製品を販売・制作致しております。
アクリル素材が持つ本来の美しさを最大限に活かした各種加工を取り扱っております。

アクリル加工全般
アクリルショーケースは透明感のある美しさはもとより、耐久
性にも非常に優れており、みなさまの大切な商品やコレクショ
ン、思い出の品々等を美しく大切に保管・展示することが可能
です。
例えば、レ−ザ−加工・ＮＣ加工データを基に彫刻・切り文字・
エッチング等様々な形を自在に再現することが出来ます。

POP・サイン 
アクリルにカッティングシートを貼っ
たり、直接印刷をすることもできます。
ケ−ス状にして用紙を挟みこめばその
場で媒体を変えることも。
用途に合わせてご提案いたします。

048-224-1632

〒 332-0003 
川口市東領家 5-21-23

日本樹脂工芸株式会社

ディスプレイ什器
ディスプレイや陳列用にオーダーメイ
ドで製作可
商品のサイズにピッタリ合わせれば見
栄えもよくなり売り場スペースの効率
化を図れます。

http://www.njkogei.com

㈱イト−ヨ−カ堂、㈱オカムラ、㈱ユ
ナイテッドアローズ
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日本整備株式会社

048-223-3135

エコ＆セーフティがコンセプト。環境負荷軽減とより高い利便性と安全性を求め、省力化・効率化を実現する機器
を開発・提案して製品を納入します。フルード関係機器、オイル注入機などのオイル関係機器、環境機器 ( フロン
ガス交換クリーニング機など )、安全・省力化機器を通じて ” 安全と環境を守るサービス ” を発信しています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

Hi-BREEDER( ハイブリーダー ) 
全自動ブレーキフルード交換エア抜き機です。従来熟練整備士
２名で行うブレーキ液交換作業を、１名で安全かつ確実に短時
間で作業する事が出来ます。

全自動でカーエアコンのフロンガスを
クリーニング・再生する機械です。ボ
タン操作で簡単に行えるのが特徴で
す。

048-223-3136

( 一社 ) 日本自動車機械器具工業会、
川口商工会議所、（公社）川口法人会

〒 332-0002 
川口市弥平 1-5-9

日本整備株式会社

全自動で車のＬＬＣ ( 冷却水 ) を交換・
再生する機械。従来、４０％〜５０％
程度しか交換できなかったものを隅々
まで交換・再生できます。

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

アルティア、安全自動車、イヤサカ、
バンザイ
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日本精密金型株式会社

048-252-3649

アルミダイカスト部品の金型をお客様のニーズに合わせ設計、製作。自社金型を使用し、製品の鋳造から組立検査
まで一貫して精密部品を生産しています。加工レスのメリットは加工刃の逃げ部が不要、高精度な複雑形状が可能、
チル層が残り高強度、単価の低減です。薄肉部はおよそ 0.5 ｍｍ、形状精度はおよそ 0.005 〜 0.01 ｍｍ精度を実現
します。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

加工レス精密鋳造製品 
アルミダイカスト部品の金型をお客様のニーズに合わせ設計、
製作。自社金型を使用し、製品の鋳造から組立検査まで一貫し
て精密部品を生産しています。加工レスのメリットは加工刃の
逃げ部が不要、高精度な複雑形状が可能、チル層が残り高強度、
単価の低減です。薄肉部はおよそ 0.5 ｍｍ、形状精度はおよそ
0.005 〜 0.01 ｍｍ精度を実現します。

多様化したお客様の要望に応える為
に、金型製作技術で培われた技術ノウ
ハウを量産加工にも展開しておりま
す。特に加工レス製品の最重要箇所の
機械加工には、基準の設定方法やその
他、さまざまなノウハウを有していま
す。

048-256-3321

土、日、祝日

8:30~17:15

川口商工会議所、（公社）川口法人会、
（一社）日本ダイカスト協会、日本ダ

イカスト工業協同組合

〒 332-0031 
川口市青木 3-2-3

日本精密金型株式会社

加工レス・一貫生産（金型製作・鋳造・
機械加工・表面処理等）における品質
維持は量産安定の最重要事項です。品
質部門では源流管理の元に金型検証・
鋳造品の検証等初期段階の製品・品質
確保に重点をおいています。

https://jpd-japan.co.jp/

パナソニック㈱、コニカミノルタ㈱、
富士通㈱、NEC プラットフォームズ
㈱、㈱東京マルイ、日本電産コパル電
子㈱、日本航空電子㈱、富士フィルム
オプティクス㈱　他
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株式会社畑中製作所

048-284-9188

設計・製作・設置まで一貫した責任施工を軸に経済・社会構造の変化とともに、お客様のニーズを敏感にキャッチ 
し、幅広い分野で実績を築いてきました。今後も操作性・メンテナンス性を重視した設計技術や経験を活かし更に
活躍のフィールドを拡張すると共に現状に留まることなく進化する事をお約束いたします。お客様の最適を実現し、
ご満足を感じていただけるよう、社員と共に挑戦していきます。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

鋳造中子造型用 3D プリンター 
鋳砂を使用し、3D から砂型鋳造用の中子をダイレクトに造形。
鋳造に幅広く応用し、革新的な製造手段を提供いたします。製
作可能範囲は X:300Y:300Z:200 まで STL の図形データーから造
形を行います。レーザーマーカーを使用することにより、コス
トを抑えているため、他社よりも低価格で提供できます。
川口 i-waza ブランド認定技術。

多数の協力会社群構築により幅広い
ニーズに対応し、大幅な納期短縮が可
能になります。お客様により満足して
もらえるよう日々努力しています。

048-285-3359

川口商工会議所、川口機械工業協同組
合、北部労働福祉協会

〒 334-0073 
川口市赤井 2-4-41

株式会社畑中製作所

鋳砂を使用し、3D から砂型鋳造用の
中子をダイレクトに造形致します。

http://www.hatanaka-ss.co.jp/

㈱クボタ、ケイミュー㈱、新明和工業
㈱、デンカ㈱、IHI 運搬機械㈱、日精
㈱
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原田工業

090-1852-8513

創設 22 年の老舗工場です。アルミやステンレスで溶接加工や機械パーツの部品の製作をしております。町工場の利
便性を活かし、小ロットでの発注や個別単体での依頼もお受けいたします。現在「優拓」を製造販売しております
が各種メーカーの OEM 依頼や販売代理店も募集しております。

キャリーカート兼用釣り台「優拓」 
「優拓」は知人から簡単に携帯できる釣具を作ってほしいと依頼

があり考案。釣具は荷物が多いので、高齢の方でも楽に持てる
ことを目指し構想から 4 年かかりようやく完成いたしました。
総アルミ製で重量は 7.8 キロと軽く、重いヘラバッグを乗せら
れるので移動がとても楽になります。細部にこだわったオー
ダーメイドで、組み立て、取り外し操作も簡単です。

実釣時の背もたれは荷物置きにも変化
します。幅は 400 ㎜あり、またいでも
あぐらをかいても問題ありません。

〒 334-0062 
川口市榛松 842

原田工業

回転が静かで滑らかな高品質車輪を標
準装備。移動時に取り付ければキャ
リーカートにもなるのが特長です。ま
た折り畳みも可能で収納にも困りませ
ん。
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株式会社フカガワ

048-257-3111

1960 年の創業以来、空調ダクト工事業の皆様のお役に立つことを第一の目標に、社訓である「誠意・努力」の４文
字を常に胸に刻みながら、社員一丸となった商品づくりとサービスの提供に努めております。空調ダクト業界の手
作業から機械作業への改革、現場作業の効率化・安全化など様々な提案をしてきました。
これからも空調工事業界の発展のため努力してまいります。

ファイバーレーザー切断機  LaserDual
・粉塵量 1/30 に低減。鉄板の拭き取り作業が不要です。( 当社比 )
・ヒュームの低減によりメンテナンス作業を削減できます。
・ファイバーレーザー採用でアシストガスが不要の為、ランニ
ングコストが削減できます。

・ドロスが少なくなり、ロール成型機への負担が軽減されます。
・コイル材も使用可能です。

商業施設・工場など多くの建築建物に
使用されている空調ダクトおよび空調
ダクト成型機の製造販売を主力とし
ております。「国土交通省の建築基準
法」や「消防法」に基づき製作し、お
客様の使用用途により様々な製品ライ
ンナップをご用意させて頂いておりま
す。

048-256-6629

（一社）日本空調衛生工事業協会、（一
社）埼玉空調衛生工事業協会、全国ダ
クト工業団体連合会（全国４０団体に
所属）、日本防排煙工業会、日本吹出
口工業会、発泡ゴム断熱工業会

〒 332-8555 
川口市西青木 2-9-5

株式会社フカガワ

エアカーテンは、汚染空気の室内侵入
を防ぎ、ウイルス拡散防止に役立ちま
す。出入口の開閉に伴う多種多様なウ
イルスの侵入を防止すると共に、ウイ
ルス拡散防止の一助となり、安心で安
全な環境を作りだします。
また省電力モーターにより電力を抑
え、電気料金の削減にも大きく寄与し
ます。

http://www.ductnet.com/

全国空調ダクト業者全般
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株式会社フジカ工業

048-283-2251

ゴム、スポンジの打ち抜き加工、樹脂の射出成形、接着、組み立てなどの加工をメインに行っています。その他協
力工場とのネットワークを生かし、幅広い素材、加工方法に対応しております。弊社にご相談いただけましたら、
ワンストップで解決方法のご提案を致します。

てまもりマンボウ 
コロナ禍が続く世の中、直接何かを触るのに抵抗がある声をヒ
ントに製作しました。買い物かごやカート・つり革などに巻き
付けるように包んでご使用いただける携帯型非接触カバーで
す。滑りにくい軟質ポリ塩化ビニール製で、使用後は除菌シー
トやアルコールで拭けば繰り返しご利用いただけます。

ポリエチレンフォーム
パズルピース 
適度な硬さを持つポリエチレンのスポ
ンジ。水の力でカットするウォーター
ジェット加工で切り抜きました。ピー
ス同士がしっかり合うように工夫をし
ています。

048-285-2722

鳩ヶ谷商工会、東部工業用ゴム製品卸
商業組合

〒 334-0013　 
川口市南鳩ヶ谷 7-6-9

株式会社フジカ工業

5 軸ウォータージェット加工品
水の力でカットするウォータージェッ
ト加工。通常垂直にしかカット出来ま
せんが、軸を斜めにすることが出来る
加工機により 3 次元的なカットを可能
としました。従来のように複数のパー
ツを切り貼りすることなく、見栄えの
良い製品が作れます。

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

建設機械、電機関連企業、他
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フジカ濾水機株式会社

048-225-2311

水処理装置、ろ過装置の設計、製造、保守、修理を行っています。小中学校、高校のプールや公共スポーツ施設の
ろ過システム、警察や消防署、自治体の雨水ろ過装置、井水ろ過装置などの設置、メンテナンスをしています。川
口市内の公立学校に関しましては、１００％近い納入実績になります。当社が製造したろ過装置は、関東を中心に
北海道から沖縄まで全国の学校や工場、公共施設などで活用されています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

PF-7520 型（プール用珪藻土式ろ過装置） 
珪藻土式ろ過は、他の方式よりも水質が良く、メンテナンス性
に優れ、濾材のイニシャルコスト、ランニングコストが安価で
す。珪藻土式は高いろ過精度を有しており、微細なろ過が可能
になります。珪藻土をろ過装置に利用する場合、ろ過フィルター
に珪藻土を付着させますが、この技術は当社を含めて数社にし
かありません。川口 i-mono ブランド認定製品。

合成樹脂製円盤型放射骨格の表面を高
級樹脂織物で覆ってあります。この
リーフは運転を停止しても反対側 にふ
くらんで、コーティングされた珪藻土
ケーキを落とすようなことがありませ
ん。

048-225-2322

( 公財 ) 日本水泳連盟推薦、( 一社 ) 日
本浄水機械工業会、( 公社 ) 日本プール
アメニティ協会、彩の国工場振興協議
会、川口商工会議所、川口機械工業協
同組合

( 川口工場 ) 〒 332-0011 川口市元郷 2-3-32  
( 本社 ) 〒 170-0013 東京都豊島区東池袋

5-39-15

フジカ濾水機株式会社

フジカ独自のリーフ（ろ過網）に珪藻
土をコーティングさせ、微細なろ過を
するので、他のろ過方式にはみられな
い輝くような水になります。当社を含
めて、数社のみが持つ技術です。

http://www.fujikarosuiki.com/

全国の自治体他
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不二工業株式会社

048-224-3333

不二工業株式会社は鋳物鋳造品製造、機械加工及び木型製作を行っております。材質はＦＣ、ＦＣＤ、ＡＣ、ＢＣ、
ＳＣ、ＳＣＳで木型製作、鋳物製造から、機械加工まで一貫生産。数量単発１個より量産まで対応いたします。中
子を沢山使用する複雑形状品が得意です。

構造建築物用免震装置（ＢＳＬ） 
国土交通大臣認定品の免震装置です。地震時に杭頭の建物基礎
部分の傾斜角を、免震装置自体が吸収できる回転機構付きすべ
り支承として、地中梁が不要となる杭頭免震構造を実現してい
ます。この装置を活用することで地中梁が不要なため、地中を
深く掘る必要がなく、工期短縮・コストダウンを図ることがで
きます。また、排出される土砂が少なくなることで、環境面で
の負荷も少なくなると高評価されています。

ダム・河川水門・上下水道ポンプ場・
遊園地などで使用するポンプの本体
ケーシング及び部品を鋳物製造から機
械加工まで行います。木型・発泡型な
どから製作できます。

048-224-3335

川口鋳物工業協同組合、川口商工会議
所、（公社）川口法人会、（一財）川口
中小企業共済協会

〒 332-0004 
川口市領家 4-1-8

不二工業株式会社

中子が多い複雑形状品を得意とする当
社には、その技を使った大型（３メー
トル）のモニュメントも好評です。

http://fujicasting.co.jp/

荏原製作所、日立製作所、電業社機械
製作所、三井住友建設、ＪＦＥエン
ジニアリング、豊田通商、鈴与マタイ、
赤阪鐵工所、㈱明電舎
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フジテック株式会社

048-297-5103

昭和 38 年に製缶業からスタートし、現在では金属の R 曲げ加工専門メーカーとして半世紀培った技術力と経験で、
多種多様、大小様々な鋼材を曲げています。フジテックの曲げ技術は、最先端の医療、建設、土木、各種プラント、
芸術関係等の曲げ部材に広く使われています。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

Ｒ曲げ加工製品 
ベンディングロールやアングルベンダーを使用し、板・型鋼・
板展開材等あらゆる鋼材のＲ曲げ加工を行っています。Ｒ曲げ
加工とは、鋼板や型鋼を円柱、円錐、半円状、らせん状などに
曲げ加工することで、精度 ± 1㎜以内の社内基準を有し曲げて
います。

フジテックでは工場見学等の地域貢献
活動も積極的に行っています。

048-297-5104

川口商工会議所、㈱国際後継者フォー
ラム、彩の国工場振興協議会、（公社）
川口法人会、川口機械工業協同組合、
加須市商工会

〒 334-0057 
川口市安行原 100-2

フジテック株式会社

大小様々な大きさや素材に対応するた
め、各種専用の機械を使っています。
職人が作り出す曲げ加工専門メーカー
の曲線を見てください。

http://www.mage-ftc.co.jp
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株式会社フジムラ製作所

048-225-7781

「イメージをカタチに」お客様がイメージされている製品を、簡単なイメージ図からでも弊社で詳細に設計を行いカ
タチにします。イベント装置関連・医療機器メーカーから OA 機器メーカー・食品機器メーカーなど様々な業界の
板金加工を請け負っています。対応材質は主にステンレス・鉄・アルミ。ブランクから溶接・組立まで一貫して対
応と、町工場のネットワークで塗装・メッキ・アルマイト・シルク印刷・機械加工なども対応可能です。私たちが
目指すのはお客様に必要とされる工場。より良い製品をいかにコストダウンし、納期までに確実にお渡しできるか！
平成 12 年の設立以来、「提案力・高品質・納期厳守」を継続しお客様との信頼関係を築き上げることに取り組んで
まいりました。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

デジタル板金技術！ 
フジムラ製作所は、すべての過程で徹底したデジタル化とネッ
トワーク化を実現。他社に先駆けたデジタル板金の導入は、製
造のスピードアップに加え、「勘」や「コツ」といった属人的
なノウハウに頼らず、見積りから、プログラミング、ブランク
や曲げ加工から溶接加工まで一連の工程を進めることができる
ようになりました。またレーザー加工機、ベンダー加工機、溶
接機など、最新の加工設備を揃え、充実した設備と技術力で、
お客様の想像を超える製品を生み出しています。3 次元データ
で実際の製造に先立ちご発注者様と仕様確認ができるようにな
り、板金に関する専門知識をお持ちで無い方も、気軽にご依頼
いただけるようになっています。

デジタル板金加工技術 
すべての過程で徹底したデジタル化と
ネットワーク化を取り入れ、スピード
アップと一貫生産体制を確立してい
る。現場各従業員にモバイル端末を配
布し進捗情報の共有やコミュニケー
ションに役立てている。

048-225-7814

埼玉県シートメタル工業会、埼玉県指
定彩の国工場、川口商工会議所、川口
機械工業協同組合

〒 332-0004 
川口市領家 3-12-10

株式会社フジムラ製作所

溶接加工技術
全溶接職人がステンレス溶接 JIS 資格
を取得。ステンレス溶接専門級５種類
あるをすべて取得する者も多数在籍し
ている為、特にステンレス仕上げ加工
に定評があり、様々な仕上げを得意と
している。

https://www.fujimurass.com/

㈱ミスミ
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株式会社緑マーク

048-251-1311

当社は装飾印刷をはじめ、エレクトロニクス関連部品である静電容量式タッチセンサー、メンブレンスイッチ、抵
抗膜式タッチパネル、フレキシブルサーキット（Ｆ . Ｐ . Ｃ .）、液晶関連製品、放熱関連部材等の提供させていただ
いています。
また、絶縁、拡散、防塵シート、マスキング、取扱説明書、合皮加工、樹脂・金属切削、ＥＭＩ対策品、抗菌・抗ウィ
ルスフィルムなど用途に応じた加工を施し、印刷だけでなく関連した商品を広く提案させていただきます。

装飾印刷、静電容量式タッチセンサー、
メンブレンスイッチ
これまで培ったスクリーン印刷技術をベースに関連する加工技
術を組み合わせて、電気製品などのスイッチの表層部として使
用されている装飾印刷部品と、その構成部品であるメンブレン
スイッチや静電容量式タッチセンサーなど、機能に係る操作部
をオリジナルで製造・販売しています。

装飾銘板類他、シール・ステッ
カー等
透明な樹脂フィルムに多種多様な色を
印刷することにより、ご要望の絵柄や
文字を表現いたします。エンボス加工
や両面テープ等の加工を組み合わせた
部品としても、供給いたします。
また、ＵＬ対応のシール、ステッカー

（デカール）も対応させていただいて
います。

048-251-1255

〒 332-0034 
川口市並木 4-19-15

株式会社緑マーク

機能性部品（静電容量式タッチ
センサー、メンブレンスイッチ
他）
導電性インキを印刷することにより回
路等を形成させ、スイッチ機能を持た
せた製品です。接点や機構的な動作部
のない静電容量式タッチセンサーは
デッドフロントなどの意匠シートを重
ねてご提供出来ます。
また、メンブレンスイッチは「ＬＥＤ
実装」も可能です。

http://midorimark.co.jp/web/HTML/
index.html

SMK ㈱、SMC ㈱ 、カシオ計算機㈱、
㈱コロナ、シチズン時計㈱、積水化
成品工業㈱、ダイニチ工業㈱、大日
本印刷㈱、帝国通信工業㈱、東芝ホー
ムテクノ㈱、パナソニック㈱ 、㈱富
士通ゼネラル、ぺんてる㈱、㈱丸山製
作所 、㈱リコー、リンナイ㈱　他
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株式会社明和製作所

048-251-4525

昭和 20 年から半世紀にわたり留まることなく培った、“ 高品質で高性能な製品を作る ” という姿勢と技術は、すで
に多くの製造・販売実績となって実を結び、国内はもとより、世界各地のインフラ設備や災害復旧にも貢献してい
ます。これからも、お客様からいただいた「信頼」を基盤に、常に研鑽を怠ることなく “ 社会に貢献する製品作り ” 
に全力を尽くしてまいります。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

プレート KP シリーズ 
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ライ
ンナップ。振動板の材質には高張力鋼板を使用し一段と耐久性
が向上。二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ
作業による振動板後部の早期摩耗を防止。

ランマ RTX シリーズ
打撃力の強いランマで所定の締固め密
度に達するまでの時間が短縮できま
す。

048-256-0409

川口商工会議所、( 公社 ) 川口法人会、
東京消防機器研究会、( 一社 ) 日本建
設機械レンタル協会

〒 332-0031 
川口市青木 1-18-2

株式会社明和製作所

ハンドガイドローラー
MSR シリーズ
新・高剛性フレームの採用によりクラ
ス最大の起振力を発揮。

http://www.meiwa-ltd.co.jp/

本田技研工業㈱、ヤマハ発動機㈱、㈱
小松製作所、防衛省、官公庁、各自治
体
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有限会社ヤヘイ工販

048-263-1860

「なんとかして！」ヤヘイさん！
ありがたいことにこのお言葉を多数いただきます。
弊社は川口市を中心に製造業者様向けにものづくり全般の部品調達・加工をサポートする専門商社です。
“ 感謝し感謝され愛され続ける企業をつくる ”
少人数、小規模だからこそできることがあります。
弊社はパートナー企業とともに、小さな会社であることの利点を生かして大手企業には真似できないものづくりを
しています。

ものづくりにおいて「我が社が伝える情報で人々が
ワクワクするような明るい未来を創りたい」 
作り手の製品に込めた想いを広く伝えることが我が社の役割。
顧客の持つ潜在ニーズを引き出すことでより良い製品作りや付
加価値をもたらすアイデアを提供し続けています。
既存の設備や製造方法では対応できないもの、急な部品の欠損
や破損、廃番による代替品のご提案まで。長年の経験・知識・
実績の中でよりベストな方法でアドバイス、サポートし、問題
を解決します。私が有する豊富な経験や知識、そして多くの
IMT パートナー企業による技術と商材で製品としてのパフォー
マンスだけでなくコスト面でもお客様をサポートします。

「お客様もその先も見据えた」提案・企画力、製品化できるコ
ネクションを持っていることが他社には負けない弊社の強みで
す。

かるがるローダー
(karugaru Loader) 
ローダーとはパレットに乗せた荷物を
荷下ろしするための装置です。担い手
の負担を軽減することができます。
かるがるローダーは特許技術搭載品、
オールステンレスで超軽量！しかも錆
びない！弊社以外では購入できないオ
リジナル製品です。

048-269-1090

土、日、祝日

8:30~17:30

埼玉県機械器商協同組合、中小企業家
同友会

〒 333-0834 
川口市安行領根岸 484-1

有限会社ヤヘイ工販

校正も修理もワンストップサー
ビス (calibration)
弊社は測定器の校正を行う専門業者と
のパートナー連携をしており、校正
サービスと長年培ってきた計測器の修
理技術の両面からお客様の品質をサポ
ートします。
* 校正の納期について毎回困っている。

( 新品時、再校正時共に )
* アイテムごとの校正の書式を統一し

たい。
* 校正時の期限前に連絡が欲しい。
弊社では一貫したサポート体制でお悩
みを解決します。

http://yaheikohan.jp/

県内主要企業、県内工業高校、国・私
立大学　他
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山伸ステンレス工業株式会社

048-286-3331

2016 年山伸マテリアルからステンレス加工品の設計と施工を事業目的として独立。
事業の柱は、①業務用厨房機器　②ステンレスエクステリア製品　③ステンレス鋼構造物が中心です。
ステンレスの特徴である、耐久性に優れ、衛生的で、光沢のある美観性は、様々な施設空間に活用されます。
新設の施設計画では、平面計画から具体的な製品の提案やコストメリットの試算を提示しご検討頂きます。
既存の改修計画では、現状調査と客観的な調査を総合的にまとめ企画立案致します。
これらの実施にあたっては、製品の製造から設置施工そしてアフターサービスまでを一貫して行います。

各種ステンレス加工品 
弊社は、ステンレスを主材料とするあらゆる加工製品を取扱っ
ております。ステンレスの耐久性と美観性は、衛生的な施設空
間造りに無くてはならないものです。

［業務のご紹介］
＊ 業務用厨房機器
　 調理場の設計から施工・アフターまでを一括して責任施工致
     します。
＊ エクステリアや鋼構造物
　 門扉や進入防止柵・大型浴槽からステンレスプール等、各種

オーダー製作致します。
＊ サイン及び各種モニュメント
　 目的に応じたサインの総合的な提案を致します。
　 時計塔や街路灯を兼ねた製品までクライアントの希望に叶う
　 ものづくりを実現します。

大量調理向け厨房施設 
 HACCP の理念に沿って、食材の入荷
から下処理〜上処理〜加熱調理〜盛付
〜配膳まで、各種厨房機器は、清掃性
が高くドライシステムでの運用が可能
な機能を持つ加工を施しています。洗
浄機・消毒乾燥機器や各種保管庫等適
切に配置する設計協力も行います。

048-286-3481

土日祝

8:30~17:30

川口商工会議所

〒 333-0834 
川口市安行領根岸 925-1

山伸ステンレス工業株式会社

学校向けプール及び関連設備
耐久性と美観性に優れたステンレス
プールは衛生面でも高い評価を得てい
ます。関連するシャワー設備や目洗い
シンクの他、外周を取り巻くフェンス
もステンレスが使われています。太陽
光の反射を抑え通気性を保ち外部から
の目隠し効果のある製品です。

http://yamasus.co.jp/

地方自治体、建設業、設備業
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山伸マテリアル株式会社

048-286-3111

日常生活のあらゆるところで重要な役割を果たしているステンレス。
幅広い産業はもとより、高度な最先端技術産業においても不可欠な素材です。
また、リサイクル性にも優れたステンレスは今後さらに需要が期待される素材でもあります。
私たち山伸マテリアルはバネ材向け帯鋼を主力として、「全フープ在庫の山伸」、「バネ材供給の拠点」、「ステレンス
のデパート」をモットーに、高度な品質管理の下、お客様のあらゆるニーズにお応えすべく在庫販売体制を強化し
ています。ステンレスのことなら安心して任せられるパートナーであり続けること。
これが私たち山伸マテリアルの使命です。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

ステンレス限りない未来へ
高品質・多品種、そして必要な時、必要な量を届けます。

ステンレス帯鋼
冷間圧延帯、スリット帯、バネ材をは
じめ多くの鋼種をあらゆる硬さ、厚さ、
長さ、巾で取り揃えています。
自社スリッター設備により高品質、短
納期、小ロットを実現します。

048-286-4887

土日祝

8:30~17:30

東京ステンレス流通協会、日本バネ工
業会、川口商工会議所

〒 333-0834 
川口市安行領根岸 925-1

山伸マテリアル株式会社

ステンレス鋼板
シャーリングライン、レベラーライン、
レーザー切断機を取りそろえ、ご注文
に応じた加工を施して短納期でお届け
します。

http://www.yamashin-material.co.jp/

豊田通商、JFE 商事
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株式会社吉田東光

048-714-0403

創業 1951 年。日々変化し、挑戦する老舗建築資材総合商社です。400 超の生コン工場・500 超の建材店との取引があり、
残土処理手配に至るまでワンストップで事業を展開しています。そんな建設業界を陰から支える当社が開発した『現
場見守る君』は、ただ撮るだけではなく、建設現場での防犯・現場管理、自治体の河川管理、工場や倉庫での品質・
安全管理など、様々な用途に適応。昨今の人手不足や働き方改革にまでアプローチします。

現場見守る君 
コロナ禍により、遠隔から現場を見守る「リモートワークツー
ル」として認知度を高めている『現場見守る君』。スマホや PC で、
いつ・どこでもライブ映像を見られるので、万一の際の証拠映
像としてだけではなく、日常的な管理・確認業務とも相性抜群
です。使い方は、電源に挿すだけ。SIM 内蔵・ネット工事不要で、
届いた日から使えます。6 種類の機種から選べ、月額 9,800 円
〜のレンタル制。関東圏内なら、防犯設備士が直接訪問し、そ
の場に最適な機種のご提案もいたします。お気軽にご相談くだ
さい。

◎『現場見守る君 PRO』　
『現場見守る君スタンダード』にセン

サーライトを付けました。
NETIS( 国土交通省の新技術情報提供シ
ステム ) にも登録されています。
暗闇でも明るく発光し、防犯効果も倍
増。安心、安全な街づくりに貢献しま
す。

048-856-0023

土日祝

8:30~17:30

川口商工会議所

〒 338-0002 
さいたま市中央区下落合 6-4-5

株式会社吉田東光

◎事例紹介 ( 自治体の河川管理 )
「河川に行かないと水位がわからず不

便」「市民と情報共有したい」といっ
た課題にカメラの活用が増えていま
す。スマホや PC から、危険を冒さず
に水位確認が可能。市の HP にも載せ
ることで、豪雨の際、市民の方からも
喜ばれています。

https://www.mimamorukun.com/

川越市役所、ふじみ野市役所、入間市役
所、桶川市役所、富士市役所、ナビホー
ム㈱、ポラスグループ、清水建設㈱、鹿
島建設㈱、㈱加賀田組、京王建設㈱、㈱
飯田産業、住友林業ホームエンジニアリ
ング㈱、㈱長谷工リフォーム、JFE ケミ
カル㈱、三菱ケミカル㈱、琉球通運㈱、
㈱ JA 津軽みらい
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株式会社リョウケ

048-281-9790

ブロー成形機と射出成形機で 24 時間稼働の生産設備がある成形工場でお客様のアイデアをカタチにするお手伝いを
しております。
プールのコースロープをはじめとし、工業用部品から家庭用雑貨まで。
個人様、企業様問わず、イメージさえあれば、図面作成、３D 造形、切削加工、金型作成、試作、量産、印刷、加工、
出荷まで一貫して行います。

アクリル板越しの会話サポートアイテム
「CatchVoice」（キャッチボイス） 

社員の声をカタチにしたアイテム第 3 弾
アクリル板越しでの会議や打ち合わせが当たり前になりつつあ
る昨今、アクリル板越しでの会話の手助けをするために作られ
たアイテムです。ポケットやバッグからサッと取り出し電源を
入れて、アクリル板の上に掛けたり、手元に置くことができ、
スペースも取らないので設置が簡単。会議や打ち合わせ、お店
の窓口に簡単におくことができます。
他にはないコンパクトさが重宝すること間違いなし！！のオス
スメの一品です。

ブロー成形で作る現代アート作品 
室内装飾品「PLART」
PLART は、社員の遊び心から生まれ
たアイテムで、ブロー成形で作る現代
アート作品です。ブロー成形（中空成
形）とは、名前の通り、中が空洞の樹
脂を上から金型へ流し込み、金型を締
めて、空気を入れる成形方法です。お
部屋のインテリアはもちろん、LED 照
明を当てて、お店やオフィスのちょっ
としたインテリアとしても見ているだ
けで、おしゃれで楽しめるアイテムで
す。https://pl-art.com/

048-281-9793

土日祝日

9:00~17:00

川口商工会議所、（公社）川口法人会

〒 334-0062 
川口市榛松 691-3

株式会社リョウケ

コースロープを始めとする各種
プラスチック製品や部品
スポーツジムや小中学校のプール等で
使用するコースロープ。25m、50m な
どの標準の長さから、オリジナルサイ
ズにも変更可能です。また、各種プラ
スチック製品や部品など図面から作成
します。お客様のイメージをカタチに
します。

https://ryoke.co.jp/
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会社概要

和光機械工業株式会社

048-295-3228

既存の技術にとらわれずに、投光機、環境関連機械、小型建設機械など、時代が求める製品を開発、提供しています。
大手メーカーに対しても OEM で安心、安全な製品を供給しており、研究開発や生産、納入、アフターサービスまで
一貫体制で対応しています。さらには環境問題、社会インフラの整備と再構築など、社会的課題を解決するための
製品を世に送り出すことにも大きな誇りを持っています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

LED バルーン照明機 
すべて自社工場による生産の LED を利用した照明です。従来製
品と異なり、360 度明るく照らせるため、影ができず、事故を
未然に防ぐことができます。瞬時に点灯、再点灯できることも
特長で、安心、安全な明かりをすぐに届けることができます。
さらには、90 W 〜 300 W まで無段階で調光が可能であり、必
要に応じて明るさを変えられます。
川口 i-mono ブランド認定製品。

照明の全てのパーツはボックスに収
納。収納すれば段積みが出来るので保
管も容易で余分なスペースをとりませ
ん。

048-295-3225

川口商工会議所、( 公社 ) 川口法人会、
東京消防機器研究会、( 一社 ) 日本建
設機械レンタル協会

〒 333-0821 
川口市東内野 272

和光機械工業株式会社

ダイオキシン排出基準を大幅に下回る
煙を出さないダイオキシン対策型焼却
炉です。廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則 ( 平成 14 年 12 月 1 日
施行）にも対応しています。

http://www.wacoh.ne.jp/

京セラインダストリアルツールズ販
売㈱、本田技研工業㈱、ヤマハ発動
機㈱、㈱小松製作所、防衛省、官公庁、
各自治体
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株式会社ワタコン

048-265-7312

ワタコンは「世の中にない物を作るアイデア集団」です。ベストセラー機エコワットシリーズを始め、環境配慮型
緩衝材などいずれも世界初の製品です。最近では強化ダンボールを特殊構造にした収納型災害用給水槽の開発と販
売に成功し、全国の自治体の緊急対応に貢献しております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

エコワット
不要になった空ダンボ−ル等を緩衝材にする機械です。廃棄物
を再利用するのでゴミの削減に貢献し、従来の発泡スチロール
や空気泡シ−ト（プチプチ）の購入経費の削減もできる一石三
鳥の機械です。
川口 i-mono ブランド認定製品。

災害用給水槽「ミズコン」  
大地震や災害など緊急時に一番困るのは飲料水と生活用水の確保です。
ミズコンは 1000 ℓの水を貯蔵する容器です。収納しやすいコンパクト
設計で各避難所等に多く設置されています。

048-265-7397

川口商工会議所、川口優良法人会

〒 333-0844　 
川口市上青木 6-1-21

株式会社ワタコン

http://www.watacon.co.jp/
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株式会社スリーウエイ

048-257-6880

川口市にて創業し 35 年、市内を中心に教育分野の IT 関連を中心に活動しております。
・コンピューター機器の販売、設定、修理、賃貸
・コンピューターの運用に関わる教育、指導
・事務用機器、ネットワーク機器の販売、設置、設定、賃貸
・各種消耗品、リサイクルトナー等販売

川口市 GIGA スクール構想事業 
小中学校の児童 1 人 1 台ノートパソコンを配布し「学びを止め
ない」を目指し保守運用管理を行っております。

コンピューター機器の販売、設
定、修理、賃貸
コンピューター機器の販売や設定、修
理や保守等お客様のご要望に合わせご
提案させていただきます。

048-252-1884

土日祝

9:00~18:00

〒 332-0035 
川口市西青木 1-14-2

株式会社スリーウエイ

ネットワーク関連の構築および
保守
ネットワークおよびサーバ管理などお
客様のご要望に合わせご提案させてい
ただきます。

http://www.3way-jp.com

日本電気㈱ 、㈱内田洋行 、ダイワボ
ウ情報システム㈱
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株式会社ネクストステージ

048-229-1195

・ホームページ、アプリの作成保守
・グラフィックデザイン（ロゴ、名刺、パンフレット、キャラクター作成など）
・映像の企画作成（YouTube、PR 映像など）
・ネットワーク・サーバー構築〜保守
・グローバル IT サポート ( 翻訳・通訳 )
・Microsoft365 導入支援 (Microsoft Partner)
・経済産業省認定情報処理支援機関（スマート SME サポート）

オンラインビジネスを加速させる‼︎
ホームページ＆アプリ作成ツール『 NEXT PLUS 』 

「ネクストプラス」はいつでもどこでもホームページの画面上で
編集を行うことができ、HTML や CSS といったホームページを
作成するための知識も必要ありません。
また、SNS 連携や SEO 対策も簡単に設定できて、思いのままの
ホームページ・アプリが作れる CMS です。
EC サイトも標準搭載で、商品紹介ページも簡単に自由なレイア
ウトで制作できるので、商品の魅力を存分に伝えることができ
ます。

「簡単にホームページ・アプリの更新を行いたい！」「今どきの
カッコいいデザインのホームページ・アプリを作りたい！」
新時代の CMS「ネクストプラス」はそんなお客さまの声から誕
生しました。

ホームページ＆スマホアプリ
ホームページ＆アプリ作成ツール「ネ
クストプラス」はすべての操作がシン
プル！知識がなくても、ダイレクト
に修正＆更新ができるので、スピー
ディーに編集することができます。簡
単にオンラインショップの開設も出来
るので、この機会に是非、非対面ビジ
ネスを始めてみませんか⁇ 土曜、日曜、祝日

9:00~18:00

川口商工会議所

〒 332-0017 
川口市栄町 2-1-25 神谷町ビル

株式会社ネクストステージ

デザインサービス 
弊社はお客様に満足して頂くデザイン
制作を一番に考えております。
ロゴ、名刺、企業パンフレット、封筒、
広告、ステッカーなどの各種デザイン
サービスを提供しており、その他の印
刷物に関しましても、対応いたします
のでお気軽にご相談ください。

https://www.next-st.co.jp/

NTT データグループ、ジョンソンコ
ントロールズ、ダイワボウ情報システ
ムなど
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株式会社細野鉄工所

048-256-1161

細野鉄工所は創業来約 70 年にわたりポンプ用鋳鉄管を主とする圧力機械鋳物製造の専門メーカーとして一筋の道を
歩んでまいりました。
今日では鋳物事業以外にも、全国各地にある社有地を活用した人々のライフスタイルに寄り添った多くの事業を展
開しています。また新たな事業の創出も積極的な取組みを進めており、これからも地域の皆様に愛され、地域の発
展に貢献する明日への価値を創造していきます。

地域情報サイト「まいぷれ川口」 
長年川口の地で事業を行ってきた弊社として、地元川口の情報
発信のお手伝いをさせて頂きたく始めた事業が「まいぷれ川口」
です。店舗様の情報に加え、イベント、行政情報等、川口市内
のあらゆる情報を発信していきます。地域に特化した情報サイ
トとして、川口の皆様により多くの情報をお届け出来る媒体を
目指します。

GBP（Google ビジネスプロ
フィール）連携機能
現在、店舗を探される方の多くが
Google 上にて「キーワード＋地名」
での検索を行っています。

「まいぷれ川口」では、店舗情報や投
稿されたニュースを GBP 上に連携する
事が出来る為、1 手間でより多くの方
への情報発信が可能です。

048-256-1131

水曜、日曜、祝日

9:00~18:00

川口商工会議所、川口鋳物工業協同組
合

〒 332-0023 
川口市飯塚 1-1-28

株式会社細野鉄工所

ニュース LINE 投稿機能
店舗様の悩みとして、情報発信を行う
時間が作れないという事が挙げられま
す。

「まいぷれ川口」では、メッセージア
プリ LINE 上で簡単にニュース投稿が
可能であり、ご家族とメッセージをや
り取りする感覚で情報発信を行えま
す。

https://hosonotekko.co.jp/

川口市内店舗様
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アトリエ　ボワット・ビコロール

048-253-6178

フランスの伝統的な厚紙クラフト技術を使って、布箱・紙箱から、室内・店内装飾のためのインテリア制作まで、
多様な用途やご要望にお応えします。

（１）カルトナージュ作品、ソフトファニシング作品の制作、販売をしています。生地選びからのオーダーメイドも
承ります。

（２）個人のお客様を対象に、日本ヴォーグ社フレンチメゾンデコール認定講師によるクラフト教室を開講していま
す。出張ワークショップも承ります。

（３）法人のお客様を対象に、贈答用の箱や商品ディスプレイ、店内装飾など、ご提案いたします。

布箱 
フランスの伝統的な厚紙クラフト技術「カルトナージュ」を使っ
た布箱です。
針も糸も使わず、手作業で厚紙（カルトン）に布を貼りつけて
作っています。

手作り感と高級感のバランスがよく、しっかりとした作りの布
箱ですので、贈り物の箱として、また、ご自宅のインテリアや
商品のディスプレイとして幅広くご活用いただけます。

プレシャスな時計やジュエリーを入れておくのはもちろん、箱
だけで飾ってもすてきです。（サイズ：縦横 14cm　高さ 9cm）

二色箱 
内張りに雁皮紙と典具帖紙を用い、贅
沢で心地よい手触りの紙箱に仕上げて
います。ふたを開けたときにハッとす
る二色の取り合わせの妙をお楽しみく
ださい。（サイズ：縦横 10cm　高さ
5cm）

048-253-6178

土曜、日曜、祝日

9:00~17:00

日本ヴォーグ社フレンチメゾンデコー
ル会員

〒 332-0031 
川口市青木

アトリエ　ボワット・ビコロール

フレンチメゾンデコールの世界
フォトフレーム、ミニトレー、袱紗、
アロマオーナメント、コンパクトミ
ラーのシリーズ作品です。フレンチメ
ゾンデコールキットを使用し、統一感
のある生地で制作します。1 作品を 2
時間で作るレッスンも開講中です。「手
芸は初めて」という方もぜひどうぞ！

https://handmate.io/school.
html?id=781

手芸・クラフト講座（ワークショップ
含む）の企画運営会社、手芸・クラフ
ト販売店
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株式会社エキスパートオブジャパン

048-281-1322

創業者である前社長は日本山岳会会員で登山家。
本物をコンセプトに全て自社製造での商品を展開しています。
国内シェア９０％を誇るスノーシューズ（アルミワカン）を中心に、
広義的な意味でアウトドア業界のサービス事業部門への展開と
日本製登山用品の海外輸出のパイオニアになるべく運営をしていきます。
販売店や取扱い店も随時募集しております。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

登山用品 
日本 No.1 職人ブランド。
プロ登山家のための Made in Japan を一般の方々にも使って頂
きたい。そんな思いで作っています。
登山のプロや官公庁に使用されている商品も多く国内シェア 
９０ ％を誇るスノーシューズ（アルミワカン）を中心に研究と
工夫を重ねた数多くの自社商品を自信を持っておすすめいたし
ます。

国内シェア９０％を超える
スノーシューズ（アルミワカン）
高級素材クロムモリブデン鋼を
使用したアイゼン類とキャンプ用品

048-286-0866

土日祝、年末年始、夏季休業

9:00 ~ 18:00

〒 334-0062 
川口市榛松 699

株式会社エキスパートオブジャパン

「プチドラゴン」という
踵に付ける滑り止めと
オリジナルペグです。
様々な用途として利用でき、
両商品共に軽さと丈夫さでは
世界随一の商品です。

（プチドラゴン／アルミ製・ペグ
／クロモリ鋼製）

http://www.exp-japan.jp/

石井スポーツ、好日山荘、さかいやス
ポーツ、Amazon、ゼビオ、アルペン、
登山用品店、スポーツ用品店、スポー
ツ用品専門問屋　他
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株式会社 n-position

048-229-1101

弊社は社是「更年期からを美しく」を実現するために 2 つの事業があります。1 つ目は姿勢と歩行の指導業です。2
つ目は座り方を変える骨盤コントロール補助器「ニュートラル」の販売です。
靴の踵などの減り方に左右差があったり、座っているときに何気なく足を組んだりしませんか？、その理由として
骨盤の歪みなどが原因で引き起こされると聞いたことがあると思います。弊社は骨盤の歪みに着目し、延べ 1.5 万
人の姿勢・歩行の指導経験と 4 年にもおよぶ東北大学との共同研究から得られた知見を活かした姿勢と歩行指導、
そして製品の開発を行っています。

骨盤コントロール補助器「ニュートラル」 
骨盤コントロール補助器「ニュートラル」は約 83％もの人が歪
んでいるとされる骨盤の歪みに着目した製品です。コンセプト
は体を支える力（＝支持力）の向上です。アプローチの特徴は
これまで多くの商品が目指した真逆の「骨盤矯正をしない」「体
圧分散をしない」「柔軟座面にしない」です。メカニズムは座面
に開いている計算された切り込みが坐骨を受け、自身の重さ（自
重）によって「ただ座る」だけで骨盤が本来あるべき位置に導
かれます。腰に違和感がある方にもオススメできる製品です。

骨盤コントロール補助器
「ニュートラル」 

骨盤コントロール補助器「ニュートラ
ル」は技能受賞歴のある川口市内の木
型屋さんで製作しています。緻密に計
算され製作された坐骨受けは木製座面
にない柔らかい感じやお尻が包み込ま
れるような優しい感じを受ける今まで
にない木製座面です。

048-611-9767

土、日、祝祭日、年末年始

9:00~18:00

川口商工会議所

〒 332-0011 
川口市元郷 3-13-9

株式会社 n-position

-10 歳ウォーキングレッスン
更年期からの歩行に必要なのは何か？
これまでの指導経験から導き出された
答えは「安心・安定」でした。不安に
ならない、危険にならない（ふらつか
ない）歩き方があります。誰もが独学
で取得した歩き方をこれからの 10 年
に備え、リセットしてみませんか？

https://n-posi.jimdofree.com/

特定非営利活動法人 健康姿勢管理、
仙台和光純薬株式会社
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株式会社エーワークス

048-446-9561

プラスチック成型企業から独立した商品開発・製品製造を主とした雑貨メーカーです。キャラクターグッズの製造
販売のほか、素材・製作共に国産品にこだわっています。独自で開発したオリジナル商品や、通常は小ロットでの
生産が難しい商材なども取り扱っています。
■プラスチック製品、日用雑貨、食器など

自社ブランド「ECOSO®」 
エーワークスでは長年に渡るプラスチック成形の経験を活かし
て自然由来のエコな素材も取り入れた、長く持続的に使っても
らえる商品ブランド「ECOSO®」を立ち上げました。「ブロック
カレンダー」「コンパクトスプーン・フォーク」を始めとしてラ
インナップを増やしております。

ブロックカレンダー 
国内自社製造にこだわった高品質ブ
ロックにカレンダーをプリントし、ブ
ロックを組み替えることにより万年カ
レンダーとしてお使いいただける商品
です。

048-446-9563

〒 332-0011 
川口市元郷 4-2-17

株式会社エーワークス

ECOSO® コンパクトスプーン・
フォーク
お米由来の素材も入っている、繰り返
し使えるマイスプーン・フォークです。
収納時はコンパクトになり、携帯しや
すいサイズ感です。

https://a-works.info/

東映アニメーション㈱、大日本印刷
㈱、㈱ J リーグ、㈱キデイランド、他
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株式会社ささき商事

048-251-8141

麻雀用品の販売、全自動麻雀卓の修理・レンタルや開店相談・内装施工など麻雀用品専門店として 40 年以上の実績
があります。麻雀のことはささきにご相談ください。感染対策商品も独自開発しています。代引・クレジットカード・
ショッピングローンなどお支払い方法がいろいろ。
牌・点棒を１個から販売、発送ＯＫ！人気の中古全自動麻雀卓も取り扱っています。

健康マージャン教室の参加者を募集しています。 
「飲まない・賭けない・吸わない」をスローガンとした、健全な

麻雀教室です。麻雀はとても楽しいゲームなので、毎日わいわ
い賑わっています。時間があっという間に過ぎてしまうという
声も多数。認知症予防にも効果があると実証されており、これ
からの趣味としてもオススメです。毎週月曜日〜金曜日が営業
日、午前・午後・1 日、ご都合に合わせて好きな時にご参加頂
けます。初心者〜経験者まで、幅広くご参加頂いておりますの
で、興味がありましたら是非お問い合わせください。※当店の
ウィルス対策が取材されました。

【新登場】全自動麻雀卓アモス
レックス 3 -AMOS REXX Ⅲ -
最新機種の全自動麻雀卓。自動配牌や
ドラ出し機能など充実した機種です。

048-251-8140

日曜、祝日

9:00~17:30

〒 332-0031 
川口市青木 5-16-19

株式会社ささき商事

全自動麻雀卓 AQUA Ⅱ
( アクア 2)
税込 89,800 円という破格のオリジナ
ル全自動麻雀卓。販売台数 700 台超え
の大人気商品です。ご家庭で使用でき
ます。

https://www.sasaki-mj.co.jp/

全国麻雀店様、個人、法人、ホテル、
デイサービス、福祉施設、他
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泰和電気工業株式会社

048-229-4210

１９５６年に接地抵抗測定器を開発。以降高圧系の地絡事故、及び低圧系の漏電を検出する装置の開発を主に行い
「接地の泰和」として保護継電器を世の中に送り出してきました。１９７３年屋外キュービクルを主とした受配電盤

の設計・製造を開始し、社会インフラとしての事業用電気設備製品を納入することにより電力の安定供給および高
い信頼性維持に寄与しています。保護継電器は、高圧系統の短絡事故を検出する過電流継電器・地絡事故を検出す
る地絡継電器・太陽光発電設備を保護する系統連系用継電器などを、また低圧用では漏電継電器や、消防規格品の
漏電火災警報器などを製造しています。

受配電盤・制御盤・各種保護継電器 
受配電盤は、ビルや工場など中小規模の事業用設備が高圧で受
電した電気を低圧に変圧し、安定した電力供給を行うための受
電設備で、屋外に設置される場合は、専用のキュービクルに効
率よく収納します。消防法認定品や一般需要家向けの設備など
各種装置の設計・製造を行っています。保護継電器は、高圧系
統において短絡事故や、地絡事故などが発生した場合、そのま
ま放置しておくと火災などの重大な事故に発展してしまうの
で、それらを未然に防ぐための対応を行い、電力設備の保全を
図り信頼性の高い電力供給に重要な働きをしています。

キュービクル式非常電源専用
受電設備（認定キュービクル） 
万一火災が発生した時にスプリンク
ラーや消火栓ポンプなどの消防設備に
電気を供給する非常電源専用受電設備
をはじめとした各種の電源設備をコン
パクトに収納したキュービクル式受電
設備です。

048-720-8072

土日祭日

8:30~17:30

（一社）日本配電制御機器システム工
業会、（一社）日本火災報知機工業会、

（一社）埼玉県設備設計事務所協会

〒 333-0017 
川口市栄町 3-8-4-3F

泰和電気工業株式会社

高圧受電設備用各種保護継電器
高圧受電設備に短絡事故や地絡事故が
発生した時にすみやかにかつ的確に高
圧系統から切り離しを行い、ほかの需
要家への影響を与えないように常に監
視し、電気設備を安全に運用するため
に必須な装置です。

http://www.taiwadenki.co.jp

川口市、国交省、埼玉県、さいたま市、
富士電機、オリックスファシリティー
ズ㈱、㈱ＮＴＴファシリティーズ、ハ
ウス食品㈱、京成電鉄㈱
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田辺電機株式会社

048-295-0957

当社は、上下水道施設のプラント電気計装設備の設計・製造・現地施工を行っております。常に稼動していなけれ
ばならない施設が多いため、２４時間、３６５日問題なく稼働するよう信頼性、耐久性、安全性を最優先に体制を
整えております。自動・監視制御装置等のプログラムも自社設計にこだわり、バージョンアップやメンテナンスに
も対応。ご要望に応じ中央監視制御のクラウド化などもご提案いたします。

受配電盤・制御盤・遠方監視制御装置・監視操作
設備 
上下水道排水プラント施設の受配電盤・制御盤・遠方監視制御
装置・中央監視制御装置の設計製造、現地施工を行っておりま
す。各種機器の製作・選定など、施設環境に応じたベストアン
サーを御提供し、電気設備を通じて社会に貢献してまいります。

LCD 監視制御装置 
プラント施設の状態監視、運転・停止
制御、履歴検索・トレンド確認等の施
設全体の運用を把握できる製品になり
ます。

048-295-9975

土曜、日曜、祝日

8:30~17:00

川口商工会議所、( 公社 ) 川口法人会、
さいたま商工会議所

〒 333-0823 
川口市石神 1629

田辺電機株式会社

中央監視制御装置
各ポンプ場施設を 1 カ所で集中監視制
御するシステムをクラウド化し、気象
観測・情報表示機能を組み合わせたシ
ステムとなっております。

http://www.tanabe-denki.co.jp/
access.htm

県内各自治体の浄水場、下水処理場、
ポンプ場
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株式会社谷川電機製作所

048-255-2351

電力を発電施設から消費する場所に送電するためには送配電設備が必要です。当社はこの設備資機材における電力
ケーブル接続材料、架空線材料、地中線材料の専門メーカーです。製品開発から品質管理にいたるまで、厳しい審
査を受けております。今後も技術の向上、設備の充実、品質管理の徹底を心掛け、信頼ある製品作りに取り組んで
まいります。

スーパーテップ 2004
スーパーテップ 2004 は、常温収縮チューブ技術を採用した全
く新しい概念の終端接続材料です。作業時間の短縮、製品のコ
ンパクト化だけでなく、接続部本体にはシリコンゴムを採用し、
耐候性・耐トラッキング性に優れた高性能製品にバージョン
アップしています。ハンダ付けが不要なので、誰がやっても仕
上がり品質のバラツキがなく、また環境負荷も低減できます。

＜スプリング式アルミクリート＞ 
ケーブルを水平・垂直に支持・拘束す
る際に用いるもので、スプリングにて
把持する為ケーブルの挙動に対し長期
的に一定の把持力を維持できます。素
材は非磁性の為、渦電流による発熱は
ありません。

048-250-3000

川口鋳物工業協同組合、（一社）日本
電力ケーブル接続技術協会、（一社）
日本電気協会、（一社）日本電設工業
協会、日本架空線金物工業会、地中送
電技術研究会

〒 332-0031 
川口市青木 2-3-46

株式会社谷川電機製作所

＜地中線用昇降梯子＞
地下孔及び洞道内への出入り時に用い
る梯子です。使用時に可動部梯子を引
上げて昇降を行います。可動部梯子は
ステンレス製で梯子上端には墜落防止
用の安全器具が取付けられます。

http://www.tanikawa-denki.co.jp/

東京電力ＨＤ㈱、㈱関電工、三英電
業㈱、古河電工パワーシステムズ㈱、
㈱フジクラ、有力電設資材卸業者
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中興電機株式会社

048-251-7610

弊社は創業以来 100 年に亘り「より良い商品で社会に貢献」をモットーに高低圧受電装置、制御盤、などの各種配
電盤を世に送り出し、長年の実績と厚い信頼を築き上げてまいりました。
情報通信基盤を支える電源供給インフラは高い信頼性が求められています。弊社も社会のニーズに応えるために「皆
様に喜んで頂く」を第一に「何事にもチャレンジして」新しい製品作りを通して、社会に貢献していきます。品質
保証活動と環境保護活動を両立させることにより常に「お客様に満足頂ける製品作り」を真摯に目指していきます。

屋外キュービクル形受配電装置 
メイン製品は高圧で受電するための機器一式を金属製の屋外
箱に収めた屋外キュービクルです。6,600V で受電した電気は
キュービクル内で 100 V または 200 V に変圧され、施設に供給
されます。受電容量が 50 kvA 以上、 4,000 kvA 以下の小中規模
施設の受電設備としてよく利用されている消防法認定品です。
限られた設置スペースに効率よく納められるようなコンパクト
性に加え、保守点検がしやすく、ランニングコストも低減でき
るよう、工夫をしています。

低圧屋内配線において、幹線より分岐
した電力をさらに分配し、各電灯、動
力回路に供給しています。 048-251-8188

全国通信用機器材工業協同組合、（一
社）日本配電制御ｼｽﾃﾑ工業会、東京配
電盤工業協同組合、( 一社 ) 日本電気
協会

〒 332-8577 
川口市栄町 2-6-16

中興電機株式会社

高圧で受電する屋内用キュービクル形
受配電装置。
高圧を低圧に変圧し、各電灯、動力回
路に供給します。

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

川口市、東・西日本電信電話㈱、㈱
NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ、㈱ NTT ﾃﾞｰﾀ、㈱ NTT 
ﾄﾞｺﾓ、NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱、富士電機㈱、
日本電気㈱
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株式会社ツインテック

048-291-5133

エクステリア製品の製造・販売で 65 年の歴史を誇る株式会社ティー・ケー・ケーの新規事業として、コロナ禍の新
しい生活様式を安心・安全・健康に送るためのエコ・環境商品を多数扱っています。抗菌を目的としたプラスティッ
ク樹脂に銅粉を混ぜ合わせた「プラッパー」は用途に合わせて 30 種類以上をご用意、また、ウイルスの不活性化と
脱臭を目的としたオゾン発生器は、有人環境用と無人環境用を揃えています。さらに、水回りを著しく良化させる
ウルトラファインバブル生成ノズルは、水道の元栓に取り付ける給水器具認証済の優れもの、お風呂やシャワーだ
けでなく、建物内のすべての水を清潔にします。

ウルトラファインバブル生成ノズル
キャビテーション方式により、水道水がノズルを通過するだけ
で、直径１マイクロメートル以下のウルトラファインバブルを
生成します。
また、課題とされていた水圧・水量の減衰を特許技術の「DUAL
構造」にて極力抑えます。水道管の元栓、一か所の設置工事だ
けで建物内の水回りはすべてウルトラファインバブル水とな
り、清潔な水が供給されます。メンテナンスの必要がなく、10
年間の保証がついています。

ウルトラファインバブル
生成ノズル「UFB DUAL」 
水道の元栓に取り付けることで建物内
の水はすべてウルトラファインバブル
に。この目に見えないほどの小さな気
泡が、汚れの内側に入り込み、剥離さ
せることで清潔な水環境を実現しま
す。

048-296-6777

〒 333-0802 
川口市戸塚東 1-9-20

株式会社ツインテック

オゾン発生器
開発、製造、販売 10 年以上のメーカー
の製品を扱っています。脱臭効果も抜
群の発生器を有人用、無人用とタイプ
別に廉価で提供します。

https://www.greenteam.jp/

埼玉県内を中心とした福祉施設、教育
機関、歯科医院等
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株式会社筑波産商

048-223-6797

私たちは、日本の住まいに合うデザイン・機能性を兼ね備えたオリジナル家具の開発を行い、モダン・ベーシック・
カジュアル・スタンダード・和モダンなど幅広く皆様のご要望に沿った家具作りに専念しております。
家具を通して快適な住まいのお手伝いをさせていただきます。

川口本社ショールーム＆ ARBOL( アルボル ) 館 
川口市朝日にショールームを構え、国内外のインテリア製品（家
具）を展示しております。
昨年末には、ショールーム向かいの倉庫の一部を展示スペース
としてリフォームしました。

『今』欲しい家具、『明日から』使いたい家具をご案内いたします。

BEANS CHAIR/ ビーンズチェア 
みんなで使える、なが〜〜〜く使える。
お子ちゃまからパパママ、おじいちゃ
んおばあちゃんまで！
高さ調整機能付便利チェアです !!

第 2・第 4 火曜日 、毎週水曜日

10:00~18:00

〒 332-0001 
川口市朝日 4-11-5

株式会社筑波産商

4 色対応

https://tsukuba-sansho.co.jp/

家具専門店様、ハウスメーカー様、イ
ンターネット販売会社様など
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鶴見製紙株式会社

048-283-3620

1922 年創業、再生紙 100% トイレットペーパーの直販メーカーです。
ご家庭でも馴染みのあるトイレットペーパーを小売業、学校、工場、病院等に直接販売をしています。2007 年には
ISO27001 を製紙業界で初めて取得し、本格的に機密書類の受入れをスタートさせ、『機密書類溶解処理サービス』
と『再生紙 100% トイレットペーパー』を業界問わず、多くの皆様にご利用いただいております。
リサイクルで地球環境の保全に貢献し続ける企業として日々取り組んでいます。
2015 年に環境配慮型トイレットペーパーとして川口 i-mono ブランドに認定。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

機密書類溶解サービス・トイレットペーパーの製造
販売 
病院、学校、官公庁、工場、オフィス等から排出された機密書
類を再生紙 100% トイレットペーパーへとリサイクルしていま
す。
一度使われた紙（古紙）を繰り返し使うことで資源の有効利用
になり、新たに投入される木材（パルプ用材）の量を抑制する
ことで、森林資源の持続可能な利用に貢献しています。
機密書類をリサイクルすることで、持続可能な未来に向けて一
緒に取り組んでみませんか。
●機密書類溶解サービス
ISO27001 を取得した工場で安心安全に機密書類の溶解処理を
行っています。
●トイレットペーパーの製造販売
人と環境にやさしい再生紙 100% トイレットペーパーを製造販
売しています。

機密書類溶解サービス 
機密書類を段ボール箱ごと未開梱のま
ま安全に溶解処理を行います。

「大量に廃棄したいけど持込む手段が
ない！」

「廃棄にかかる費用を見直したい！」
等、お困りごとがございましたらお気
軽にお問合せください。

048-283-3664

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 8-1-10

鶴見製紙株式会社

トイレットペーパーの製造販売
100% 再生紙を利用した、環境にやさ
しいリサイクルトイレットペーパーを
販売しています。関東で唯一のメー
カー直販体制を整え、家庭向けから業
務用トイレットペーパーまでスピー
ディにお届けいたします。

「発注したトイレットペーパーが届か
なくて困った！」

「トイレットペーパーにかかるコスト
を抑えたい！」等、トイレットペーパー
のことならお任せください。熱意ある
セールススタッフがお応えします！

http://tsurumipaper.co.jp/

企業、学校、官公庁、ドラッグストア、
ホームセンター、スーパーマーケッ
ト、ディスカウントストア
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東和電機工業株式会社

048-291-8432

電気は産業や社会、人々の暮らしと深く繋がります。この電気をそれぞれの用途に合わせ安全にかつ効率よく使用
できるように供給する設備「配電盤」を設計製造販売しております。また、環境との創造的な共生を目指して、プ
ラント制御分野から、ビル管理分野、そして快適空間を生み出す空調計装分野において、グローバルスタンダード
技術と豊富な経験、そして柔軟な発想から生まれたトータルソリューションを提供しています。さらに、近赤外分
光法を応用した、果実の糖度測定など光センサー事業では農業分野において研鑽を重ねています。

高低圧受配電盤、監視盤、制御盤、操作盤、分電盤、
開閉器盤、端子盤 
配電盤・制御盤・分電盤など受配電・制御システムメーカーと
して、創業以来の納入実績・リニューアル等、多くの改善事例
を基盤にして、製造・配電制御から計装制御、情報通信にいた
るまで、お客様の抱える問題を解決し、トータルなエンジニア
リングを実現しています。例えば、データセンター向けの PDU
盤は、UPS（無停電電源装置）より給電をうけサーバー用分電
盤とともにサーバラック（IT 機器）への高品質で安定した電源
供給の専用設備として使用され高度な要求を満たす製品となっ
ています。

中央制御監視装置 
主に、プラント施設内の機器の状態監
視、運転・停止、速度調整をします。
中央制御室には、オペレータステー
ション（パソコン）や監視盤（デスク
盤）、制御盤を設置しています。

048-280-5810

( 一社 ) 日本電気協会、日本制御配電
システム工業会、( 一社 ) 電気設備学
会、

〒 334-0073 
( 川口営業所 ) 川口市赤井 4-12-1

東和電機工業株式会社

サーバー用分電盤
サーバー用分電盤は、UPS（無停電電
源装置）から PDU 盤（電源盤）へ供
給された高品質な電源をさらにサーバ
ラック（IT 機器）へ安定して届ける専
用設備として使用され高度な要求を満
たす製品となっています。

https://www.towagp.co.jp/

各省庁、都道府県市町村、都市再開発、
インテリジェントビル、医療福祉、関
電工、東光電気工事、きんでん他
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株式会社日本バイタル

048-224-5185

弊社は昭和 18 年創業の YCC グループです。太陽光採光システム「KAISEI」、森林火災予防装置である設置型自動消
化器「Fire Watcher」、水質改善資材「BIO-EGG」、活性化銀イオンを配合した効果持続型アルコール除菌剤「AG75」、
活性化銀イオンを配合した効果持続型次亜塩素酸ナトリウム「ヴァーゴ H」、家具専用洗浄除菌剤「AG クリーン」
の製造販売を行っております。

『AG75』効果持続型アルコール除菌剤 
アルコールは揮発すると同時に除菌効果がなくなります。

・【安全】「AG75」は食品グレードのエタノールのみを使用（メ
タノールや IPA などの他のアルコールは使用していません）。

・【安心】特許技術「活性化銀イオン」を配合しているので、除
菌効果が持続します。

・【効果】24 時間除菌・30 日間抗菌します（公的機関でのウイ
ルス殺傷試験、細菌殺傷試験済み）。

・【便利】１回の処理で 24 時間除菌効果が続きます。

持続型アルコール除菌剤
「AG75」（姉妹品ヴァーゴ AG ＋） 

048-223-3336

土日祝日

10:00~16:00

川口商工会議所

〒 332-0003 
川口市東領家 4-10-13

株式会社日本バイタル

太陽光採光装置「KAISEI」

https://www.j-bital.com/
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株式会社フォーエバー

048-252-8122

チタン・セラミック刃物製造販売、油圧式粉末成形プレス機、高速打錠機、金型設計、抗菌製品開発販売等他

チタンを主材とし約５カラットのダイアモンド粒子を配合させ
切れ味が持続する三徳包丁です。銀も含有させ刃全体に抗菌性
も持ち合わせています。チタン特有の軽い・サビない・金属の
嫌な臭い移りもしなく清潔で使いやすい『5 カラットダイヤモ
ンドチタン包丁』です。

抗菌カラーセラミック包丁 
セラミックは非常に硬いので刃が減り
にくく切れ味が永く持ちます。独自の
乾式プレス法で製造することによりカ
ラフルな包丁も作ることができます。
刃面には銀焼結被膜加工により、刃面
全体に抗菌性を持たせているので衛生
的です。

048-255-0106

〒 332-0017 
川口市栄町 1-3-19

株式会社フォーエバー

セラミックカッター
” オルセラ ”
日本発！セラミック製カッター
切れ味が持続し、サビにも強い。
切れ目もついているので、刃を折って
切れ味がよみがえります！

https://forever-k.com/

パール金属㈱
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MINORI 商事株式会社

048-229-8213

ＭＩＮＯＲＩ商事は布・皮革製品の総合商社です。アニメグッズやノベルティグッズなど小ロットから、デザイン、
製造まで承っております。また、ホームページや楽天市場などでも商品の販売をしております。
タペストリーやブランケット、布製品だけでなく缶バッジやアクリル製品など様々な商品を取り扱っておりますの
で、ファブリック・商材・ノベルティ制作にお困りの時はお気軽にＭＩＮＯＲＩ商事にご相談下さい。

布・皮革製品の総合総社です。
Ｔシャツやタオルを始めとして、タペストリーやブランケット、
合皮や本革の財布や鞄や小物など小ロットからデザイン、製造
まで受注できます。またアニメやスポーツ関連など様々なイベ
ントのグッズ製作も得意です。
弊社社長が直接、日・中・韓の工場と取引交渉を行います

自社ブランド『Atashi-Ashita』 
キーワードは「自然」「生活」「日々」
シンプルなデザインの生活雑貨が生活
に溶け込み支えます。
あなたの生活に「ちょっと便利」な彩
りを・・ずっと素敵な日々であります
よう。Atashi-Ashita はそんな気持ちを
込めたブランドです。

048-229-8213

土日祝日

9:00~18:00

川口商工会議所、川口市観光物産協
会、東京商工会議所

〒 332-0021 
川口市西川口 1-32-6 シティビル西川口 4 Ｆ

MINORI 商事株式会社

渋沢栄一グッズ　オリジナルデ
ザイン
弊社オリジナルデザインにて 2024 年
度から新壱萬円札になる渋沢栄一グッ
ズを製作しました。ブックカバー、小
銭入れ、パスケース、Ｔシャツ、トー
トバッグ、手ぬぐい、肩掛けも出来る
ブランケットなど色々な商品を展開し
ています。

https://minori-s.com/

㈱コスパ、巣鴨信用金庫、㈱虎の穴
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株式会社アクシス

048-265-3131

川口市で住宅資材、建材、梱包資材、イベント資材などの取り扱いしている卸売商社になります。お探し物のご相
談から、設計のご提案まで、幅広いネットワークと経験豊富なスタッフがお客様のニーズにお応えします。企業の
災害対策、BCP に関してお役立ちできる製品も多数お取り扱いしております。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

イベント資材部門
・イベント資材の提案販売
・レンタル用品向けプラダンケースの設計
・イベント向け細菌やウイルス対策品
産業資材部門

・印刷紙器・段ボールの設計販売
・各種包装資材の設計販売
・製品の緩衝設計
・細菌やウイルス対策品の販売
住宅資材部門

・構造接着剤をはじめ各種接着剤の販売
・断熱材、雨どい、ウレタンフォーム等
・住宅・建築資材の販売
・アグリ関連資材販売

光触媒環境浄化装置 
光触媒環境浄化装置は、高い耐久力と、
優れた脱臭・除菌効果を持つ光触媒セ
ラミックフィルターを活用して、空中
に浮遊するウィルスを除去します。
悪臭物質や有害物質を分解し、人体に
も安心安全です。

048-266-2286

埼玉中小企業家同友会

〒 333-0847 
川口市芝中田 2-31-6

株式会社アクシス

ピタ 7
 転倒滑り防止に！設置物を動かさず、
下側に取付けるので高所作業と穴あけ
工事が不要！阪神大震災再現波の 1.2
倍の耐震試験にて効果を確認！ﾌﾟﾛｾﾌﾞ
ﾝﾏｯﾄを使用し優れた柔軟性と粘着力で
簡単に設置。キレイにはがせ、水洗い
で繰り返し使用可能。

http://www.axisjapan.jp/

ハウスメーカー、工場、イベント運営
会社等
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会社概要

神陽金属工業株式会社

048-285-1261

当社は設立以来、半世紀以上にわたり銅合金をはじめとする非鉄金属製の継手メーカーとして歩んでまいりました。
その製品は、各種フランジ、エルボ、レデューサ、ティーピース、スリーブ、ユニオンなど多岐に及んでおります。
主に船舶用配管継手として国内の造船会社にご採用いただいており、銅合金管継手メーカーとしての実績に基づい
た信用を賜り、伝統と確固たる地歩を築いております。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

銅合金製管継手 
試作品を含め、多品種少量、オーダーに合わせて銅合金製継手
を生産しています。メーカーとしての実績を積み重ね、長年に
わたる信用が長い伝統と確固たる地歩を造船業界に築いていま
す。絞り加工、押し抜き曲げ加工、旋盤など、あらゆる加工技
術を駆使して、ベストな製品をつくりあげています。

組み合わせフランジ 
板材よりプレス加工により成型されて
おります。 048-282-5752

川口新郷工業団地協同組合

〒 334-0076 
川口市本蓮 4-4-27

神陽金属工業株式会社

一体型フランジ
鋳造から加工まで弊社で製作しており
ます。

http://www.shinyo-kinzoku.com/

ジャパンマリンユナイテッド㈱、三菱
重工㈱、川崎重工業㈱、その他
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セントラルインターナショナル株式会社

048-225-8811

セントラルグループ各社の管理・運営支援事業、浄水器 (Seagull IV)・オフィスサプライ (ASKUL)・OA 機器の販売
代理店事業、介護予防通所施設の事業（スマイルステップ川口）、ドローン教室、松陰塾、宅地建物取引業等を行っ
ています。

浄水器／介護事業／ドローン教室／松陰塾 
浄水器「シーガルフォー」の正規販売代理店を始め、地域密着
型の通所介護施設の運営やドローン教室の運営、学習塾等の運
営をしています。

シーガルフォー（浄水システム） 
世界最高峰のシーガルフォー浄水シス
テムは化学物質はおろか細菌、ウィル
ス、放射能降下物に至るまで、人体に
有害な物質を限りなく 100% 近く除去
する事ができます。しかも水の旨みの
もととなるミネラルはそのまま残すよ
うにデザインされています。

048-225-4339

〒 332-0006 
川口市末広 1-11-2 セントラルグルー
プ本社ビル

セントラルインターナショナル
株式会社

スカイファイト川口
（ドローン教室）

最短 2 日間短気集中型ドローンスクー
ル。あなたのペースに合わせて国土交
通省・管理団体認定ドローン資格を取
得できます。

https://www.central-group.co.jp/
sevenseas/

グランドデュークス㈱、㈱ショーイ
ン、㈱ドローンネット



PickUp!

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

122

122

会社概要

株式会社旅倶楽部

048-224-1011

1986 年の創業以来、多様化する旅のニーズに対して、私どもは旅行を予算の高い安いの単純なコストだけで判断す
るのではなく、旅行費用に対するより高いパフォーマンスの追及を目指してまいりました。旅行費用が最優先され
る時代にありながらも、間違いない手配を目標として多くの時間を費やしております。皆様が最高の時間を過ごし
て頂くことに集中し、企画をしています。皆様の心と必ず繋がっていく事と信じております。
ご満足いただけるプランを一緒に考えてまいります。
皆様の旅のプライベートプランナーとして、お付き合いが出来たらと考えております。

海外・国内の個人旅行、団体旅行の手配全般、国内外の在庫最
多級を誇る、ホテル＆航空券のオンライン検索・予約可能なネッ
トシステム。法人・組織のお客様向けの、出張などに役立つ一
元管理可能なオンライン予約システムなどを取り揃えていま
す。

リリアツアー
( 川口駅発の日帰りツアー） 
川口駅出発のバスツアーです。
果物狩り、工場見学、キャンプや名勝
地巡り、名物料理を堪能するなど様々
なワクワクを皆様にお届けできるよう
に企画しています！

048-224-1013

木、土、日祝日

9:00~13:00（店舗）
9:00~18:00（電話対応）

全国旅行業協会、（一社）川口市旅行
観光協会

〒 332-0012 
川口市本町 3-4-3-202

株式会社旅倶楽部

オンライン予約システム
世界最多級の在庫数を誇る、国内・海
外のホテル＆航空券検索予約システ
ム。予約から決済まですべての手配を
オンラインで可能です。個人旅行、出
張などの際にご活用下さい。
https://trip-zenryo.net/tabiclub/cpanel/

https://www.tabiclub.com/

川口市役所、市内町会、婦人会等の団
体、自治会、子供会
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会社概要

株式会社蔦屋
｛クラフトカルチャーアイビーガーデン｝

048-240-3015

戦後、創業社長小林四郎（昭和 59 年没）と妻ミツイ（二代目）が当時貴重品の砂糖で飴を作り赤羽駅前で露天販売。
店を建てお菓子屋を創業、昭和 26 年に法人化、時代と共にレストラン事業、喫茶、レンタルビデオを営みつつも徐々
に貸しビル業に移行（三代目社長次男洋嗣）マクドナルドは前ビルからのテナントで 50 年に渡る。現 4 代目社長が
新たに川口市で単身者向け賃貸住宅を始めキティの部屋、スヌーピーの部屋とキャラ部屋を作り人気となる。令和
元年より趣味を生かしてハーバリウムを事業に加える。

ハーバリウム
植物標本から発展し、今や、フラワーインテリアに進化したハー
バリウム。
誕生日のプレゼントや母の日のギフトとして、また、結婚祝い
の品としてなどあらゆるシーンのおしゃれなギフトです。
ハーバリウムは、プリザーブドフラワーを中心に本物の花を透
明度の高いオイルでガラス瓶に閉じ込めてあるので、長い時間
変わらぬ美しさを楽しむことができます。
アイビーガーデンでは、販売の他、ハーバリウムを手作りした
い方のために、２時間で基礎から学べるハーバリウム（材料込
み￥３０００）の他リーズナブルに学べる色々なコースをご用
意して皆様をお待ちしています。

羊毛フェルトで我が家のペット
を製作しよう 
愛犬や愛猫を手作りしてみませんか？
ご主人様が作るマイペット。とても特
徴を捉えたかわいい子に仕上がりま
す。テクニックを超えて純粋にその子
への愛情がそのような作品を作らせる
のだと思います。仕上がったその子達
の目には、確かに魂が宿っています。

048-259-0789

川口商工会議所女性会、中小企業家同
友会

〒 332-0031 
川口市青木 3-12-8

株式会社蔦屋｛クラフトカルチャー
アイビーガーデン｝

煌めき曼荼羅（大人の塗り絵）
カラフルなペンを使ってどなたでも曼
荼羅アートを書くことができます。下
絵があるので、絵心は必要ありません。
仕上げにスワロフスキーをちりばめた
ら世界に一つのオリジナルアートの出
来上がりです。

https://www.tsutaya-ivy.com/

個人のお客様
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会社概要

なちゅら .sim

050-3187-8777

企業や学校などの産業医、保健室と同じようにアロマやアロマテラピーとハーブを提供し癒しと心を整える企業、
施設内サロンを提案します。
●パーソナルサロン　お肌の悩み、体の疲れなどカウンセリング後その日の状態に合わせた施術をご提案。

（リンパケア、フェイシャル、ヘッドスパ、ムーンセラピー、リフレクソロジー）
●手技教室　セラピストフォローアップ
●毎月 Healing Event イベント開催（美・食・タロット・ワークショップ）
●地域マーケット、マルシェ出店
●販売（ハーブティー、クレイ商品、アロマ雑貨、化粧品、サプリメント、造花、天然石）

セラピスト育成から独立支援
リンパケア
ムーンセラピーサ ロン
●リンパケアは手のひらの優しい圧でリンパの流れに沿い行われ
緊張緩和、エイジングなどに期待されるケアです。
●月のリズム（ムーンセラピー）と星座位置による施術、その方
のその日にあった施術提案、ココロとカラダを整えるお手伝いを
します。美容院や歯医者のように定期的に通っていただくことで
長期的に整えるお手伝いをさせていただきます。
●セラピスト育成、独立支援。
●オフィス内サロン、空いている会議室等でドライヘッドスパや
もみほぐし、ストレスを持ち帰らない新しい働き方のご提案。従
業員の疲れを軽減、リフレッシュ効果が期待でき生産性の向上に
もつながるお手伝いをします。

●サロンスペース活用
まだ活躍の場を持つことのできない各
種セラピストの方や趣味を活かした
ワークショップ等、地域の方々にサロ
ンを提供し自信、自立を促せるプラッ
トホームとしてのご利用やサポートを
します。

川口商工会議所　

〒 335-0003 
蕨市南町 4-44-8

なちゅら .sim

①クレイの活用
②クレイを使ったワークショップ
①クレイとは土壌から掘り出される鉱
物の一種。主成分はシリカ（ケイ素）
です。
②クレイ歯磨き粉、２年で分解が始ま
るバイオマス歯ブラシ。ポイントパッ
ク、ハーブバスソルト、バスボム。

https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_
id=natura358&follow=true

㈱ガモウ、㈱ NATURE&CLAY、グリー
ンフラスコ、㈲ヴォルドウィンジャ
パン



PickUp!

125

125

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

株式会社ノブ

048-452-4868

私どもは木工什器の製造業として、百貨店やショッピングモール、飲食店等に、木製什器を製作し納品してまいり
ました。おかげさまで、創業してこれまで、たくさんの取引先様との良好な関係を構築することができ、順調に売
り上げを拡大してきました。
この度、常に変化し続ける社会のニーズにお応えするため、木工所をリニューアルし、プロから DIY 職人まであら
ゆる方々にご利用いただける工房のシェアリングサービスを開始いたしました。収納スペースやコワーキングスペー
スも完備し、快適な環境をご提供しております。

WOOD LABO NOBLE　DIY シェア工房 
WOOD LABO NOBLE は、プロ仕様の木工機械を利用できる会員
制のシェア工房です。
プロの木工職人が製作を行っている木工所をリニューアルし、
プロから DIY 職人までさまざまなニーズにお応えする新しい
シェアリングサービスです。
専用収納スペースやコワーキングスペースも設けているため、
会議室・打ち合わせスペースとしても利用可能です。
Instagram　 https://instagram.com/wood_labo_noble

あらゆる工具を取り揃えております。
据え置きの木工機械もございます。詳
細は HP をご覧ください。 048-452-4878

川口商工会議所

〒 332-0003 
川口市東領家 3-20-11

株式会社ノブ

コワーキングスペース
工房がガラス越しに一望できるコワー
キングスペースを設けております。
Wi-Fi を完備しているため、PC 作業も
可能です。お茶やコーヒーもご用意し
ております。打合せや、作業の合間の
休憩にご利用いただけます。

https://nobuw.com/

㈱アディスミューズ、㈱プロフィック 
、㈱トラストワン
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会社概要

株式会社ママダ衣料

048-266-0050

1973 年地元川口にて開業。
白衣・作業服・事務服・作業用品の専門店です。
今年の新型コロナ感染症拡大後は、お客様の健康を守る感染症対策商品の品揃えに力を入れています。

フェイスシールド
感染症対策に軽くて丈夫なフェイスシールドです。
前面はＰＥＴ素材でクリアな視界を確保、後ろはゴムでぴった
りフィットします。
大きさ：縦２２０ｍｍＸ幅３２０ｍｍ

ドライロングスリーブＴシャツ 
抗菌抗ウイルス加工【ポリジン　バイ
ラルオフ】を採用したＴシャツです。

「清潔・安全な仕事場」実現に寄与し
ます。各色・各サイズあり。

048-261-0773

〒 333-0866 
川口市芝 3-24-13

株式会社ママダ衣料

ユージェルＳ
手指消毒用速乾性アルコールジェルで
す。手指に潤いを与える成分（グリセ
リン）を配合し、肌に優しい商品です。
接客など頻繁にアルコールを使用する
方にお勧めです。

川口市・埼玉県等の地方自治体、各種
団体、企業



PickUp!

127

127

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

特定非営利活動法人
ワールド・サポート・プロジェクト

048-456-5045

私たちのプロジェクトは、途上国の環境改善を中心に活動をしてます。
それは、物であったり、人々の支援だったり様々です。
日本の NGO 活動は、飛躍的な発展を遂げていますがまだまだ地域によっては、支援が必要です。
政府や自治体、国際協力機関、学生団体や民間企業など、異なるセクターと連携することにより効果ある支援を目指します。
1. 途上国においての環境整備を行う事で地球環境保全を促進する
2. 国内外の国際協力活動で知識・情報の普及及び啓発活動を行う
3. 不要品を集め資源再利用として途上国に贈ることで支援を図る
以上　３大柱として事業している。

地球上の水は " いくらでもあるもの " から、" 限られたもの " に
なってしまいました。そして、それが " 全生命体 " の自然環境
に過剰な負荷をかけています。今、水資源の重要性に対する認
識を大きく改めようとしています。私たちは、人と自然のかけ
橋となって、水環境を見守っていきたい。2016 年さいたま国際
協力基金に採択され、「ラオス農村部に飲料水製造装置を設置す
る支援事業」を実施しました。

https://www.facebook.com/worldsupportproject

アルコール除菌・抗菌剤
「アルクリナ」 
『アルクリナ』は、エタノールと第 4

級アンモニウム塩の相乗効果で除菌と
洗浄が一度にできる製品です。
医療・介護施設（厨房を除く）で使用
する設備や機械・器具類の洗浄・除菌
用アルコール製剤です。
安全性の高い低刺激処方で環境にも配
慮しており、従来のアルコール製剤に
比べニオイを低減しています。

048-456-5045

なし

9:00~18:00

〒 333-0847 
川口市芝中田 2-39-9

特定非営利活動法人 
ワールド・サポート・プロジェクト

Blue Contents Project
古来より、青色は「幸せ」「誠実」「信頼」
を象徴する色とされています。
また、気持ちを落ち着かせる色として
医療的にも認められています。
また「侍ブルー」で象徴されるように、
世界規模で「日本色」として「青」は
一般的になっています。

https://supportpro.org/

友信設計事務所、日本アドバンストア
グリ㈱
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花植木類利用拡大推進ネットワーク

048-295-2580

地域の花植木産業の振興及び発展を図っていくため、生産・流通・販売に関わる一連の組織が一丸となって利用拡
大への取り組みを推進することを目的に令和２年７月に設立されました。
令和４年３月にはホームページを開設し数々の情報を提供しているほか皆様のニーズに応えられる花植木商品の流
通の仲立ちや供給を行っています。
事務局を担当している㈱安行植物取引所では大口の利用向けに、せり売りを行い広範な品ぞろえを実現しています。

川口市を中心として産出する花植木 
生活に潤いをもたらす花植木をビジネスユース、パーソナル
ユースいずれにも対応できる形で提供します。
古くから定着している花植木だけでなくユーザーの求めるＴＰ
Ｏに合わせてトレンディ—な品目、形態、量に幅広く対応して
います。

斑入りのツゲ 
最近人気の樹種です。斑が入っている
ことで周囲に明るさを生み出していま
す。生け垣に最適です。
川口・鳩ヶ谷住宅公園内（川口市坂下
町）に展示植栽しています。

048-294-8282

〒 334-0058 
川口市安行領家 1100

花植木類利用拡大推進
ネットワーク

四季咲きのツツジ
最近人気の樹種です。従来のツツジは
春のものという概念を破り秋にも花が
見られます。
川口・鳩ヶ谷住宅公園内（川口市坂下
町）に展示植栽をしています。

https://hanaueki-saitama.jp/
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株式会社ボスケ

048-229-3507

屋上・ベランダ・屋根・壁、あらゆる人工地盤を緑化、緑の空間をデザインします。ポリプロピレン製の緑化マット「安
行四季彩マット」を使い、土のない場所でも、木や植物を配することができます。マンションのベランダやオフィ
スビル、公共施設までさまざまな場所での実績があり、設計から施工まで行います。施工後は、きれいなお庭を維
持させるための定期メンテナンスも承ります。農場では常時 700 枚程度、さまざまな樹種の在庫マットを有していて、
1 枚から販売もおこなっています。

安行四季彩マット 
基盤となる□ 50 ｃｍのマットは厚みが 5・10・15 ｃｍの 3 タ
イプあり、芝生などの地被類や 2 ｍを超える樹木までさまざま
な植物を植えることで、従来不可能だった樹木を含む薄層緑化
が可能です。根がマットに絡むので強風でも樹木が倒れず、通
水性に優れているため雨のあとでも水がたまりません。ユニッ
ト式で並べていく工法で工期が短いのも特徴であり、撤去も簡
単です。
川口 i-mono ブランド認定製品。

安行四季彩マット施工例１ 
県内の事業所屋上に 3 つの緑化エリア

（計 500㎡程度）があります。従業員
の皆様の憩いのスペースになっている
とお聞きし、我々も大切に管理させて
いただいています。

048-224-5239

日、祝日

9:00~18:00

川口市都市緑化植木生産組合、( 一社 )
川口市造園業協会

〒 332-0004 
川口市領家 5-1-3

株式会社ボスケ

安行四季彩マット施工例２
広いバルコニーに芝を敷き詰めたい！
そんなご要望からデザインしたお庭で
す。リビングから眺めたときの景色が
大きく変わり、施工してよかったとお
声をいただいています。

http://www.bosque-ltd.com/

デパート、住宅メーカー、病院、老人
介護施設、駅ビル、工場、倉庫、社屋、
その他個人宅　他
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エニーシステム株式会社

048-430-7221

エニーシステムのＩＣＴソリューションは、医療分野を中心に数多くのノウハウを蓄積し、IT 化が急速に進む現代、
お客様の IT 環境整備、業務の効率化、お客様のニーズにお応えし、お客様と一体になり問題を解決します。
デジタルサイネージのコンテンツ配信技術（特許取得）を開発し、マルチビジョンシステムやＰＣ内蔵大型タッチ
モニターサイネージおよびＷｅｂアプリケーション、インタラクティブアプリケーションの開発供給を行っていま
す。
また、経済産業省認定企業 Smart SME Supporter、中小機構デジタル化応援隊事業のＩＴ専門家として、ＩＴ化の
支援を展開しています。

見守り介護ロボット「パルスハートバンド」 
新開発の見守り介護ロボット「パルスハートバンド」は、介護
施設様から夜間の巡回に介護職員の負担があり、入居者様の睡
眠の妨げ負担になっていることから、設置や保守の負担も無く、
安価で簡単に使え導入しやすいシステム、入居者様に 24 時間
の安心・安全を提供したいとの希望から生まれました。
守り介護ロボット「パルスハートバンド」は、ものづくり補助
事業の採択を受け、市産品フェア 2022 でご覧いただけます。
また、2022 年 10 月 7 日川口リリア展示場で ANY プライベー
トショー 2022 にて製品発表を行います。

ストレスチェック
「パルスハートⅢ」 

パルスハートⅢは、ストレスを見える
化しようと開発された製品です。指先
の毛細血管を測定し、解析ソフトウェ
アによりストレスが見えます。
また、測定データの交感神経他から血
管年齢を求められます。
企業が毎年行うストレスチェック機能
を実装しました。

048-430-7222

川口商工会議所

〒 332-0021 
川口市西川口 1-26-4 上新ビル 1F

エニーシステム株式会社

統合介護支援システム「b-nass」
統合介護支援システム「b-nass」は、
2014 年に統合版を開発し供給を開始
しました。介護部門、看護部門、事務
部門、営業部門、施設管理、勤務管理、
人事管理、請求管理など、データーベー
ス化して一元管理できる唯一のシステ
ムです。

http://anysystem.co.jp/

㈱ハウスドゥ、㈱イプサ、ＮＴＴ都市
開発㈱、㈱日本シューター



PickUp!

131

131

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

カイロプラクティック健美館川口本院

080-1341-3641

症状の原因を歪みチェック、カウンセリング確認し、骨盤、背骨のゆがみを整えていきます。
【骨盤の歪みによって起こりやすい症状】猫背・反り腰・肩こり・ストレートネック・首こり・ひざ痛・O 脚・X 脚・

生理痛・生理不順・頭痛・オスグット・テニス肘など症状の痛みだけを解決するのではなく、原因を見つけ再発予
防を重視していきます！

カイロプラクティック・エステティック・パーソナ
ルトレーニング・物販販売
免疫力の向上、スポーツのパフォーマンス向上、など一見関係
のなさそうなことも意外と大きな関わりがあります。ご来店さ
れた際には、痛みをとるだけでなく原因をみつけ改善・提案を
させていただきます。さらには、ゆがみを整えることで、気に
なっている腰痛、肩こり、むくみ、小顔をスッキリさせていき
ます。肌ケアができるフェイシャルエステも行っています。な
んでもご相談ください。皆様のご来店お待ちしております！
カイロプラクティック技術を覚えたい方向けにカイロプラク
ティックスクールも 2 ヶ月に一度開催してます。

美骨パーソナルトレーニング 
ダイエットや美・健康維持のために骨
格だけではなく、筋肉のバランスと強
化をするためのパーソナルトレーニン
グを取り入れております。美姿勢を維
持させていくためには欠かせない、【抗
重力筋】の柔軟性、強化を中心にトレー
ニングを行なっていきます。

048-298-7800

不定休

9:00~20:00( 平日 )
10:00~17:00( 土日祝 )

日本カイロプラクティック連合会

〒 333-0831 
川口市木曽呂 246-2 メゾンベルデ 202

カイロプラクティック
健美館川口本院

美容カイロフェイシャルエステ
骨盤、背骨矯正で内臓ケア。フェイシャ
ルエステで外臓である皮膚ケアを行い
ます。健康的、透明感あるお肌づくり
のサポートをいたします。

㈱日本直販総本社

https://chiropractic-kenbikangroup.jp/



PickUp!

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

132

132

会社概要

コミー株式会社

048-250-5311

コミーは創業 50 余年。新商品を生み出しユーザーと共に喜ぶ会社になりました。
「出会いの喜び・創造の喜び・信頼の喜び」を味わえる仕事を大切にしながら、ミラーだけでなく、ユーザーの役に

立つ世界のどこにもないオリジナル商品を開発しています。
コミーのミラーは身近なコンビニから航空機まで、安全・防犯・サービス・効率アップにお役に立っています。飛
行機の手荷物入れでは忘れ物防止に。駐車場では出入口の安全確認に。病院・介護施設では衝突防止や見守りに。
工場では衝突防止だけでなく作業効率アップなどに使われています。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

和の伝統から生まれた箸の “ 技 ” を楽しむ箸技 
箸技は、２本の棒と５本の指を使って「挟む」「移動する」「引
き裂く」という和の伝統を支えてきた箸の技を使ったゲームで
す。箸技はルールが簡単なので世界中の老若男女、誰でも遊ぶ
ことができます。
発売中の「箸タイム」は２種類の箸技が楽しめて、介護業界で
は機能回復訓練や認知症予防に役立つと好評です。
ゲームを通じて緊張感と達成感が味わいながら指先の運動や脳
の活性化が期待できます。

FF ミラー AIR 
「FF ミラー AIR」は、航空機の手荷物

入れ用ミラーで、乗客には忘れ物防止
に、CA にはセキュリティチェックに
使われています。累計出荷台数は 60
万台以上。世界のエアライン 100 社以
上に採用されています。

048-250-5318

土日祝、夏季、冬季休業

9:00~17:00

川口商工会議所

〒 332-0034 
川口市並木 1-5-13

コミー株式会社

FF ミラー気配（けはい）
トイレ出入口の衝突防止に最適！プラ
イバシーにも配慮し、人の気配（けは
い）だけがわかるよう、鏡面に「ぼか
し加工」を施した FF ミラー。目の高
さに貼るだけで、死角が自然と目に入
り、衝突防止に役立ちます。

https://www.komy.jp

エアバス、ボーイング、セイコー、大
日本印刷、イオン、東京メトロ　他
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川口鋳物工業協同組合

048-224-6200

1. 購入事業
2. 分析・材料試験事業
3. 廃砂再利用事業
4. 共同受注事業
5. 会館事業
6. その他の事業

当組合は明治 38 年 8 月 11 に創立以来 117 周年を迎えました。
現在、組合員 104 社。

分析・材料試験事業
化学分析試験の他、発光分光分析機器
を導入して、分析試験をより正確、迅
速をモットーとして分析業務を行な
い、万能材料試験機、硬度計、シャル
ピー衝撃試験機、マンホール圧縮試験
機、金属・走査型電子顕微鏡装置等を
設置して材料試験業務を行なっていま
す。

048-224-1536

土日祝日、年末年始、組合休日

8:30~17:30

( 一社 ) 日本鋳造協会、埼玉県中小企
業団体中央会

〒 332-0011 
川口市元郷 2-1-3

川口鋳物工業協同組合

共同受注事業
昭和 62 年 4 月にスタートした公共鋳
物製品の需要開拓事業で川口市、財団
法人川口産業振興公社並びに各自治体
のご協力を得て成果をあげています。
納入された公共鋳物製品は高欄、親柱、
街路灯、フェンス、モニュメント、時
計塔、レリーフ、門扉、車止、道路標
示ポール、路面化粧板、ロストル、記
念品等多種多様にわたっています。

http://www.kawaguchi-imono.jp
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川口機械工業協同組合

048-224-8111

当組合は 1934 年創立、川口市を中心とした県内の機械工業に携わる事業所によって組織し、現在の会員数は 172
名で構成しています。川口の機械業界の特徴は、企業規模は小さいながら、完成品の製作、加工、組立などの分野
にわたり技術が集積していることです。会員企業の製造品目は一般機械・電気機械・輸送機械・精密機械などの製造、
金型、歯車などの機械要素、金属加工、製缶板金など幅広い業種が揃っており、組合ホームページにおいて製品別、
設備別に紹介しています。

048-224-8116

埼玉県中小企業団体中央会、埼玉県機
械工業団体連合会、川口工業振興協議
会

〒 332-0012 
川口市本町 3-3-6

川口機械工業協同組合

https://www.machinemate.or.jp/
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公益財団法人川口産業振興公社

048-263-1110

川口市は全国でも有数の中小企業のまちとして、鋳物、機械および関連産業など、首都東京に隣接している地理的
な特性を活かし、多種多様な業種が集積しております。
当公社では、市内産業を代表する鋳物の「造形の自由度（しなやかさ）」「強靭で堅牢である（たくましさ）」等の優
れた特質や技術を大切にし、川口市を支えてきた「ものづくり」の伝統を継承しながら、「みんなでつくる川口の元
気」をスローガンに、企業の販路拡大および企業構造の高度化を促進する事業等、様々な取り組みを通して、市内
産業の維持・発展の実現をめざしています。

市内産業の発展をサポートします 
私たち公社では、自社の技術・製品をアピールしたい方のサポー
トや新しい製品や技術を開発されている方の奨励制度、川口市
で起業や創業を検討している方のサポート、貿易に関する知識
を身につけたい方などのサポートを行っています。
詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.kawaguchi-net.or.jp/

展示会助成金制度 
展示会等への出展費用について、小間
代金・会場借上料の 1/2 以内の金額を
助成します。オンライン展示会も対象
となります。

【利用者の声】
展示会はものづくり企業にとっては販
促の重要な機会ですので、助成金は助
かります。

048-262-8882

〒 333-0844 
川口市上青木 3-12-18 埼玉県産業技術
総合センター 7 階

公益財団法人川口産業振興公社

川口新製品等開発振興奨励制度
新製品・新技術開発に関する創意工夫
あふれる提案を募集。厳正な審査の結
果、特に優秀と認められた提案につい
て奨励金を交付します。

【受賞者の声】
開発に関わった社員はもちろん、関わ
らなかった社員からも多くの喜びの声
を頂きました。

https://www.kawaguchi-net.or.jp/

市内中小企業者および市内在住・在勤
者等
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川口商工会議所

048-228-2220

川口市の優れた製品や技術を認定し、高い技術や技能、ノウハウなどの魅力を発信するとともに、認定企業の販路
開拓・拡大を支援する『川口 i-mono（いいもの）・川口 i-waza（いいわざ）ブランド認定制度』。現在、67 製品 38
技術 全 105 ブランドを認定しています。

【暮らしにまつわるいいもの】
キッチン・ホビー・ファッション・生活用品・住宅・インテリア・エクステリア・教育

【ビジネスを広げるいいもの】医療・機械装置・付帯部品・建設・流通・環境
【伝統が育んだいいわざ】生産・加工・処理技術

川口 i-mono（いいもの）
川口 i-waza（いいわざ）ブランド 
川口の優れた製品・技術を認定し、企業の販路開拓に貢献する
とともに、「ものづくり都市・川口」の技術力を示すブランド事
業です。国内外の生産現場で活躍する機械装置や、デザインが
際立つ i-mono。多彩なプロフェッショナルの製造技術 i-waza。
顔が見える距離のものづくりネットワークがここにあります。
ぜひホームページをご覧ください。
川口 i-mono・川口 i-waza ブランド認定制度
https://www.kawaguchicci.or.jp/brand/

川口 i-mono ブランド認定製品 
【暮らしにまつわるいいもの】

キッチン・ホビー・ファッション・生
活用品・住宅・インテリア・エクステ
リア・教育

【ビジネスを広げるいいもの】
医療・機械装置・付帯部品・建設・流通・
環境

048-228-2221

土、日、祝日

9:00~17:30

〒 332-8522 
川口市本町 4-1-8 川口センタービル 8F

川口商工会議所

川口 i-waza ブランド認定技術
【伝統が育んだいいわざ】

生産・加工・処理技術設計、試作開発、
技術マッチング等実績多数。
鋳造、金型、木型、切削、研削、研磨、
プレス、板金、製缶、溶接、治工具、
塗装、熱処理、機械組立、樹脂加工等

https://www.kawaguchicci.or.jp/
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川口新郷工業団地協同組合

048-285-1766

環境保全を第一に、緩衝緑地帯に「ゆうゆう歩道」を整備し、環境に配慮した街づくりを実施。定期的に一斉清掃を行っ
ています。その他、地域の皆様のため、隣接する三町会と共に「ばんばん祭（ばんばんざい）」を開催するなど CSR
活動に力を入れています。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

川口新郷工業団地協同組合 
2019 年に創立 50 周年を迎えた川口新郷工業団地協同組合は、
都心から 15km と至便な場所に位置し、物流環境にも恵まれた

「工業専用地域」にある工業団地です。組合員事業所は 2022 年
現在 78 社、業種の比率としては製造業が 4 分の 3 を占めており、
日本経済の根幹を支えるものづくりの技術集団として、多種多
様な製品製造・加工を行っています。

「組合員の電気料金負担軽減と安定供
給を図るため、1975 年に埼玉県初の
運用が開始された、「共同受配電事業」
は、団地内 78 社を 1 つの大規模工場
とみなし、電力会社より一括で電力を
購入して各事業所に配分供給してお
り、組合活動の大きな柱となっていま
す。

048-283-2802

埼玉県中小企業団体中央会、川口商工
会議所

〒 334-0076 
川口市本蓮 4-3-38

川口新郷工業団地協同組合

創立 50 周年を記念して「炎」を新工
会館前に建立しました。エネルギーの
源である炎を象った鋳鉄製のモニュメ
ントは、今後も発展を続ける川口新郷
工業団地協同組合のシンボルとして、
また、ものづくりのまち川口市のシン
ボルとして皆様に親しまれています。

http://www.shingou.or.jp/
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川口地区木材商組合

048-254-3500

〜 「彩の森の木々を川上から川下へ」　木を使う生活を応援します。〜
森林は二酸化炭素を吸収しています。森林は地球温暖化防止に欠かせません。木材を使うことで二酸化炭素の排出
量が減ります。木の家は地球温暖化防止に貢献しています。木材は優れた特性を持っています。木造住宅は、都市
の森林です。
埼玉県にも木造住宅に欠かせない良質な建築資材がたくさんあります。
また、私たちは合法木材・JAS 構造材の普及活動も積極的に行っています。
建築に関するお問い合わせはお近くの木材販売店にご相談ください！

創立 74 年目を迎えた市内の木材卸売り業者の団体です。現在
30 社ほどの組合員で構成されています。SDGs にも積極的に取
り組んで、木材を通じて持続可能なより良い住環境をご提案し
ます。

さいたま県産木材 
さいたま県産木材認証制度は、埼玉県
内の森林から産出された木材である事
を証明して販売する制度です。県産木
材とは、埼玉県内で生育した丸太や、
丸太から加工される材木や木製品の事
です。平成 14 年度、「さいたま県産木
材認証制度」がスタートしました。

048-254-3500

（一社）埼玉県木材協会

〒 332-0023 
川口市飯塚 3-6-31

川口地区木材商組合

合法木材
世界の森林から違法に伐採された木材
の流通が問題となっています。法令に
よる正しい手続きで生産された「合法
木材」の積極的な利用を呼びかける「合
法木材推進マーク」。いつまでも木と
ともに生きる。合法木材の利用を一丸
となって広げましょう！ 近郊の建設会社・工務店・不動産店・

木工業者等
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川口鋳金工芸研究会

090-1776-6987（猪股）

川口市の鋳物産業に由来する美術工芸の表現と技術を保存、継承、展開すること。また、これを広く一般に普及し
美術工芸と川口市の文化の振興に寄与することを目的としています。鋳金工芸教室の開催、各種講習会の実施、鋳
物文化の広報普及活動等を実施しています。
教室は、初心者を対象とした “ 本科（２年間）” と、本科修了者や経験者を対象にした “ 研究科 ” に分かれています。
詳しくはホームページをご覧下さい。

※惣型方：茶釜、鍋、梵鐘などのように、形が軸を中心として
回転体となる製品を造るのに用いる造型方です。惣型を造るた
めの木型を、挽き型または回し型と云い、軸を中心として木型
を回転させ型を造り出します。

「赤いスイートピー」 
第 49 回 川口市美術展
彫刻部門　教育長賞
ブロンズ製  左：高さ 18㎝ 重量 1.35㎏

右：高さ 21㎝ 重量 1.85㎏

〒 332-0001 
川口市朝日 2-2-11

川口鋳金工芸研究会

「風炉」
第 49 回 川口市美術展
工芸部門　市長賞
鋳鉄製
ダイナミックな作品にするために、大
きな釻（かん）付きをつけた。肌は荒
く仕上げたが、おはぐろとの色の変化
と相まって、気に入った作品になった。

https://kawaguchi-chuukin.com/
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川口農業ブランド推進協議会

048-296-4021

川口農業ブランドの拡充を目的に、令和２年度に作成した「川口農業ブランド活用方針」を基軸として、認定農産
物の活用、更なるブランディング策の構築とその強化への取り組みを通じ、「川口農業ブランド」の確立を目指すた
め、ブランド認定者と消費者を繋ぐための事業支援（主にブランド地図作成、料理体験教室等コラボレーション事業）
や実証結果の情報化と報告会を行った。
また、川口農業ブランドの振興を目的に、イオンモール川口前川店における展示即売を通じて販路拡大を図った。
加えて、川口農業ブランド認定品の紹介・宣伝・消費拡大を目的として、川口市内で広報ＰＲに努めた。

川口農業ブランド認定 
「川口の気候と風土に適しており、川口の農業者の知恵と努力に

よって育まれた農産物であること」や「消費者や流通関係者か
らも高い評価を受けている」など、10 項目の認定基準に基づい
た評価、審査を経て認定された安全・安心な農産物です。

シクラメン
花上がりの良さや葉数の多さからリ
ピーターが多く、埼玉県シクラメン
研究会が実施する平成 30 年度の共進
会では埼玉県知事賞を受賞するなど、
様々な品評会で高い評価を得ている。

048-295-0004

安行造園会、( 一社 ) 川口市造園業協会、( 一
社 ) 日本植木協会青年部埼玉支部川口青年
部、㈱安行植物取引所、神根植物生産組合、
川口インドア・グリーン協同組合、川口造
園協同組合、川口市都市緑化植木生産組合、
川口ハイウェイオアシスグリーンパーク協
同組合、川口鉢物園芸生産組合、( 一社 ) 埼
玉県造園業協会南部支部、埼玉南部花卉生
産組合、さいたま農業協同組合南部ブロッ
ク青壮年部安行支部、さいたま農業協同組
合南部ブロック青壮年部新郷支部、新郷緑
化振興会、( 一社 ) 日本盆栽協会川口支部、

（農）赤山みどりの会、（農）あゆみ野農協安
行園芸センター、みどりの会、さいたま農
業協同組合南部ブロック青壮年部戸塚支部、
新井宿駅と地域まちづくり協議会、個人会
員× 2

〒 334-0058 
川口市安行領家 844-2

川口農業ブランド推進協議会

チャボヒバ 曲幹仕立て
チャボヒバの幹を特殊なノミを用いて
根本から上部まで 4 等分に割って芯を
抜き、3 人がかりで幹を曲げている。
曲幹（きょっかん）仕立てという安行
の代表的な技術で手入れをし、割かれ
た幹が太り癒合して完成する。

https://kawaguchi-agri-brand.jp/
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川口緑化産業団体連合会

048-296-4021

本市の緑化産業は、地域別、業種別等で組織された団体が数多く、活動内容についても多岐多様となっています。
このことから時代の変化に対応するため、統合したひとつの共同体を作り、緑化への関心と理解をふかめるよう啓
蒙活動を通じて、地場産業である緑化産業に寄与することを目的とし各種事業へ積極的に参加しています。

各種緑化の普及啓発事業 
造園施工管理技士、造園技能検定等国家資格取得斡旋事業の実
施や「秋の並木元町公園花植木市」の開催、市内緑化関係者が
一堂に会す合同新春賀詞交歓会などを実施しています。

秋の並木元町公園花植木市 
毎年１０月下旬頃に安行の花・植木の
展示販売や PR をメインとし、お子様
も楽しめる昔遊びコーナー・フワフワ
や、緑花抽選会などの楽しいイベント
を実施しています。

048-295-0004

㈱安行植物取引所、( 一社 ) 川口市造園業協会、
協同組合川口園芸販売、神根植物生産組合、（一
社）日本盆栽協会川口支部、新井宿盆栽会、安
行造園会、（一社）埼玉県造園業協会南部支部、
埼玉南部花卉生産組合、（農）あゆみ野農協安行
園芸センター、（農）川口市花き生産組合、（農）
安行総合植木生産組合、川口園芸商協同組合、
川口造園協同組合、川口インドア・グリーン協
同組合、さいたま農業協同組合、さいたま農協
南部ブロック青壮年部戸塚支部、安行観光協会、
川口市都市緑化植木生産組合、川口盆栽組合、
新郷緑化振興会、新小雅良盆栽共同組合、川口
ハイウェイオアシスグリーンパーク協同組合

〒 334-0058 
川口市安行領家 844-2

川口緑化産業団体連合会

合同新春賀詞交歓会
団体相互の連携強化を図ると共に、行
政機関、議員、関係団体と新年の幕開
けを祝い、親睦を深めるために「合同
新春賀詞交歓会」を毎年開催していま
す。
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川口ロータリークラブ

048-222-0124

川口ロータリークラブは次年度で 65 周年を迎えます。ロータリークラブのおもな目的は地域社会や職場、および世
界の奉仕にあります。災害・被災地支援、ポリオ募金、ウクライナ支援募金活動、子供たちの学習支援などの奉仕
活動を通じ、若手で編成される姉妹クラブのローターアクトクラブとの連携も深めながら積極的に奉仕活動を展開
させています。

ロータリークラブは事業と専門職務および地域社会のリーダー
約 120 万人が集まる国際的組織です。さまざまな奉仕活動を行
いながら、すべての職務における高い倫理基準を奨励し、世界
の親善と平和の確立に寄与しています。

被災地の陸前高田にて。津波被害を受
けた浜辺での植樹事業に参加。

048-222-0118

〒 332-0012 
川口市本町 1-18-5 NTT ビル 1F

川口ロータリークラブ

川口駅前でウクライナ支援募金活動。
姉妹クラブのローターアクト、子供た
ちとともに行いました。さまざまなメ
ディアで活動が大きくピックアップさ
れました。

http://www.kawaguchi-rc.com/
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株式会社アライ

048-227-0711

埼玉県南を基盤として、業務用酒類と食材の卸販売をしております。昭和 28 年川口市で創業し、一貫して醸造品の
酒類飲料・食材を中心に取り扱ってきました。弊社の強みは、地域の資源を活用した商品化から流通・販売までサポー
トできることです。長年の卸売事業による、酒類・飲料・調味料メーカーとのパイプと外食事業者を中心と した流
通ネットワークにより、企画した商品を販売に繋げ、飲食・食品事業者の事業発展に貢献いたします。
川口市地域貢献認定事業者 (CSR)。

川口御成道味噌（麦） 
創業した昭和 28 年頃は市内に 8 蔵の味噌メーカーがありまし
た。特に南平地区（末広・元郷・領家）は江戸時代より麦作り
が盛んだったため、麦味噌醸造が川口の地場産業として発達し
ていました。現在はなくなった川口の味噌づくりを復活させ、

「食を通して街の魅力づくり」に貢献したいという思いから、川
口の麦味噌が誕生しました。原料は、埼玉県産大豆を使用。九
州の麦味噌は甘口ですが、関東は辛口が特徴です。現在、市内
の社会福祉法人「ごきげんらいぶ」さん（もともと米味噌を製
造している施設）にて麦味噌を製造してもらっています。障が
い者の雇用という点で間接雇用ではありますが、社会に貢献で
きればと考えています。

特製味噌だれにんにくパンチ
／川口御成道味噌麦
川口御成道シリーズとして川口で作ら
れている味噌やお米を使用した商品を
開発。商品を通して川口がかつて醸造
の街だったことも伝えていきたい。

水曜日、日曜日

10:00~17:00

全国酒類業務用卸連合会、埼玉県中小
企業家同友会、川口ロータリークラ
ブ、川口商工会議所、川口青年会議所

〒 332-0012 
川口市本町 4-1-8　川口センタービル 
1F

株式会社アライ

「川口御成道純米本みりん」
／川越いも焼酎「紅赤金時」
／川口市御成道純米酒　
独自で製造する自家醸造ビールはもち
ろんのこと、取引先に製造委託し地域
の商材を使った商品の開発をしていま
す。

http://arainet.jp/

大手外食チェーン、地場飲食チェー
ン、埼玉県内・都内近郊料飲店・団体・
事業者
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江口工業株式会社

048-222-4724

一般・精密折曲・板金プレス加工、スポット・アルゴン・酸素・アーク溶接加工、諸機械加工、金型治具製作、各
種鉄鋼工作加工及び工事、スチール製品の製造販売を行っています。消防・防災用格納箱以外にも建物用金物や構
築物、一般板金工作部品、広告サイン、什器も手がけています。

交換用・特注消火栓ボックス 
建物の消火栓ボックスの取替え工事一式を行います。物件の現
地下見（測量・採寸）からおこない設計・作図から電気工事、
取外し取付工事まで一貫して責任を持ってお受けします。また
特注品はヘアライン仕上げのきれいな外観も特徴的です。SUS- 
304 製でサビにも強い作りになっております。

消火訓練を実施する際に使用する移動
式消火栓ボックスです。キャスターで
移動可能で、給水することで実際に放
水訓練ができます。

048-223-6808

（一社）日本金属プレス工業協会、埼
玉県金属プレス工業協同組合、川口機
械工業協同組合、 川口商工会議所

〒 332-0014 
川口市金山町 5-8

江口工業株式会社

鉄、ステンレス、アルミ等の溶接加工、
プレス加工製品。１点ものから量産品
まで製作致します。

http://www.eguco.co.jp/
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株式会社エレブロプロモーション

048-251-8282

エレブロアイウエアーブランドは世界中の人々に愛されるよう世界各国の都市やリゾート地をサングラスイメージ
として名付け、日本人のお顔に合わせたフレーム設計で職人が 1 点、1 点調整して販売提供しております。

OEM にて企業様、アパレルブランド様、アーティスト様のサングラスも製作しております。

エレブロサステナブルコレクションサングラス
SDGs 持続可能な世界を作る為の取り組みとして、国内で廃棄
された再生ペットボトル材料を使ったフレームと、生分解され、
土に還る特殊なレンズを入れた地球環境へ配慮したサングラス
を販売しております。
使用しなくなりましたら回収してリサイクルします。

アースシャインポラライズド
（調光偏光レンズ特別仕様） 

日本国内の回収ペットボトルから生ま
れたリサイクルプラスチック素材を使
用したサングラスフレームが誕生しま
した。アースはウェリントンシェイプ、
季節に関係なくハマるマットブラック
フレーム。3 つの機能が入った特殊レ
ンズ（調光、偏光、UV カット）
￥6,500 ＋税

〒 334-0052 
川口市安行出羽 5-1-28

株式会社エレブロプロモーション

フォレスト G15 ポラライズド
（偏光レンズ特別仕様）

地球環境への配慮した自然に還るリサ
イクルエコウッドサングラス。輸送す
る際に傷が付いて商品化されない廃材
などから生まれたリサイクルウッド素
材 100% を使用した完全ハンドメイド
サングラスフレームが誕生しました。

http://elebrou.co.jp/

ゼビオホールディングス㈱、㈱ア
ミューズ、㈱エイチ・アイ・エス
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株式会社大泉工場

048-222-1171

1917 年、東京都台東区龍泉寺町にて電動装置用品の製作を開始しました。1922 年には川口市金山町に工場を移転・
拡張し、その後、川口市領家にて機械工場及び鋳物工場を増設、一貫生産体制を整備しました。時代の変遷もあり、
不動産管理事業に転換、現在は不動産管理事業に加えてフードマシン販売事業とジュースマシン販売事業、そして
KOMBUCHA 製造販売事業を展開しております。2022 年 7 月には、発酵スパークリングティー「_SHIP」がリニュー
アルしました。

 _SHIP コンブチャ (ORIGINAL/YUZU/SHISO/KUWA) 
2022 年 7 月 1 日リニューアル！
ナチュラルな原材料にこだわった KOMBUCHA ブランド。
日本で唯一、非加熱製法にこだわった専用ブルワリーで醸造。
他にはない、フルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみ
いただけます。

WO ！ POPCORN ！
日本のグルメポップコーンシーンをサポー
トしてきた大泉工場《Oizumi kojo》が、安
心して食べることができる化学肥料や農薬
を使わない原材料《Organic》を使用して
開発した、 “ ダブルの O” で誰もが笑顔にな
れるポップコーンです。
ポップコーンをもっと身近に楽しめるよ
う、ナチュラルな素材や製法にこだわり、
おいしい笑顔を未来につなぎます。
地 球 や 未 来 を 考 え る 時 間 を、WO ！
POPCORN ！と共に過ごしましょう。

〒 332-0004 
川口市領家 5-4-1

株式会社大泉工場

1110 CAFE/BAKERY
自然・生活・身体 3 つの環境が〇（マル）
になる。
こだわりの素材を独自の組み合わせで
つくる PLANT BASED MENU と、職人
がひとつひとつ丁寧に焼き上げる出来
たてのパンを、緑豊かなガーデンで。
すべてが新感覚の CAFE&BAKERY。

http://www.oks-j.com/

ホテル、飲食店、小売店、スーパー、
量販店等
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有限会社オリジン

048-223-2917

創業 30 年の総合模型メーカーとして、様々な商品の制作を行っています。代表は原型師として創業より熟練した技
術をもとに様々な制作を行ってきました。現在は優秀な原型師を多数育て、フィギュア原型制作のパイオニアと し
て大手玩具メーカーなどの依頼を多数受けています。

フィギュア
弊社はフィギュアの原型の造形を得意とし国内外大手メーカー
より様々なキャラクターフィギュア等の原型制作を承っていま
す。業歴 30 年の原型師を中心に熟練した職人たちが高度な精
度のモデリングを行っています。他社で断られた難易度の高い
案でも、光硬化樹脂を使用した弊社の高い技術力で、お客様の
ニーズに合わせた高精度製品を提供しています。

様々なオリジナル製品も作製しており
フィギュアを展示するベースや造形の
際に使用するシリコンカッター等の制
作・販売も行っています。【インター
ネットで購入可能】

お問い合わせください

お問い合わせください

川口商工会議所

〒 332-0012 
川口市本町 2-4-16

有限会社オリジン

超高精度３D プリンタ（エンビジョン
テック社製パーファクトリー ) を使用
し高精度な造形・原型を制作していま
す。

http://www.clubm.co.jp/

㈱バンダイ、㈱ BANDAISPIRITS
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株式会社カーネル

048-294-5261

電子制御部品の製造・設計
自社製品「屋根クール」製造・販売
 KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

全自動屋根散水冷却装置「屋根クール」 
屋根クールは全自動で水をコントロール。
暑くなる前から散水を始め、温度上昇を抑え続けるから建物全
体を冷却することができます！

048-297-1855

〒 333-0816 
川口市差間 2-2-25

株式会社カーネル

http://www.kernel-k.co.jp/

㈱前田製作所
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快工房株式会社

048-291-7721

私たちはオープンスペースに対してソフト・ハード両面での社会貢献を目的とした、「こだわりものづくり」の技術
者集団です。安全で快適なオープンスペースの形成に貢献できるよう、さまざまな製品をご提案いたします。
■公園／景観／外構施設：ベンチ・縁台・野外卓・パーゴラ・シェルター・四阿・デッキ・橋・舗装・擬木・手摺・
防護柵・車止め・門扉・フェンス・防災施設・ソーラー照明灯・水飲み・トイレ・サイン・時計塔 ■遊具：複合遊具・
単体遊具■ スポーツ施設：防球ネット・観覧席・スケートパーク

音が鳴る遊具 『テモアシモ』 
鍵盤を手で叩くとパイプから音が鳴る遊具です。その名の通り

『手でも足でも同じように遊べる』ところが特徴で、車いすに
乗ったままでも遊べるよう設計されており年齢や能力に関係な
くみんなが遊べる遊具＝インクルーシブな遊具をテーマにして
開発しました。
音を鳴らす遊びは認知機能や心身発達のうえで重要な刺激をも
たらします。この遊具はマレットなどの道具を使う必要が無く、
手や足を使って直接音を鳴らすというシンプルかつ直感的な操
作がインクルーシブに配慮した点と言えます。

門扉（台車式 引戸） 
扉がレール上を移動する台車式の引戸
です。さまざまな分野でその施設の「か
お」となるゲート（門扉）、標準の縦
格子のほかに建物や周囲の景観にマッ
チしたオーダーメイドのご提案もいた
します。その他にもレールが必要ない
ボックススライド式・支柱回転式とマ
ルチスライド式などの大型門扉もあり
ます。

048-291-7725

土日祝日

9:00~18:00

川口商工会議所、（一社）日本公園施
設業協会、（一社）自然環境共生技術
協会、（一社）ランドスケープコンサ
ルタンツ協会

〒 333-0816 
川口市差間 2-14-5

快工房株式会社

パーゴラ・縁台
公園や遊び場において憩いの場を提供
するパーゴラと縁台のセットです。ど
ちらも鋼材と人工木材を組み合わせて
おり、頑丈で長寿命かつ景観に馴染み
やすい色合いが特徴です。

http://kaikobo-kk.co.jp/
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株式会社かねよし

048-253-0001

【レーザー切断加工】【レーザー溶接加工】【曲げ加工】【金属材料、加工品卸売業】
最新鋭の金属加工機械を多数導入、IT を活用した生産システム構築により、「川口 i-waza ブランド」に認定されて
います。高齢者や外国人高度人材等多様な人材の活用や、働き方改革への積極的な取組から「埼玉県働き方改革モ
デル企業事例」として取り上げられています。また、SDGs を意識し、職住近接、省エネ、資源循環等、持続可能な
環境に配慮した企業スタイルをとり、「地域未来牽引企業」に選定されています。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

orisu 
design:Kazuhito Ishida
置いておくだけで空間が華やかになるジュエリーのように光り
輝くチエアです。同じ形のパーツから出来ていて、折り紙のよ
うに金属を折って作りました。
( ステンレス ･ 銅 ･ 真ちゅうのレーザー切断 ･ 曲げ ･ 溶接 )

okuriha 
思い出の写真と一緒におくる一点もの
のフォトスタンド

design: 小島　汐莉

〒 332-0032 
川口市中青木 5-3-17

株式会社かねよし

Bread stamp
 梅、紅葉、花火、日本の伝統模様の麻
の葉のスタンプ。

design: 安間　美結

https://www.kaneyoshidesu.co.jp/

金属加工品需要家様
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株式会社川口技研

048-255-5411

「快適な暮らしを創造する」をテーマに、安心・安全・使いやすさにこだわった製品造りを続けています。物干金物
「ホスクリーン」で安全と「家事らく」を提案する等、化成品による生活のイノベーションを目指しています。今後

も、生活で大活躍する製品を世に送り出していきます。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

ホスクリーン SPC 型（物干金物）/QL 型（物干し竿） 
使う方が気持ちよく室内干しができる物干金物です。ワンタッ
チで着脱できるスマートさとクッションバネや荷重表示などの
安心機能を両立しています。また洗濯物の風通しを良くするな
どの工夫を凝らした四角い物干し竿もあり、ユーザーのニーズ
に応え続けています。

ホスクリーン hoshare
（ホシェア） 

物干しと衣類掛けをひとつにした新し
い発想の新製品です。物干し竿を使わ
ないスッキリした見た目と乾いた洗濯
物を壁に寄せてそのまま掛けておける
時短機能。玄関で使えばにおいや菌、
ウイルス対策にもなり、これからの新
しい生活様式にも柔軟に対応します。

048-255-8228

日本ロック工業会、東京建築金物工業
協同組合、（一社）日本 DIY 協会、川
口商工会議所

〒 333-0844 
川口市上青木 1-14-41

株式会社川口技研

TK レバー
（取替え用レバーハンドル）

ドアノブ（握り玉）からレバーハンド
ルへの取り替えができることで、開け
閉めの操作が楽になるのと同時に錠も
交換することで安全対策にも繋がりま
す。住宅用室内錠を古くから手掛けて
いるメーカーとしての経験と知見を活
かした製品づくりをしています。

https://kawaguchigiken.co.jp/
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川口市都市緑化植木生産組合

048-296-0551

埼玉県が、人工地盤を緑化するための資材として開発したユニット式植栽基盤を改良し、そこに川口市特産の植木
類を植栽した「安行四季彩マット」を扱う市内の植木生産者および造園業者の組合です。現在、５つの社園が商談
や施工、メンテナンスなどに対応しています。
安行四季彩マットは「川口 i-mono ブランド認定製品」で、川口市役所第一本庁舎のテラス部分の緑化を始め、市
内外の公共施設や民間施設の屋上・テラス緑化など施工実績があります。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

安行四季彩マット 
用土を入れたポリプロピレン繊維のマットに植木類などを植栽
したもので薄層軽量、設置や移動が容易なため屋上やテラスな
どの緑化に適しています。
〇　主な特徴

・その 1　従来工法に比べ舗装面や屋上など薄く軽量なユニッ
トで緑化が可能です。

・その２　植物が根詰まりを起こしにくく、生育環境に必要な
通水性と排水性を兼ね備えています。

・その３　様々な植物の植栽が可能で移動が簡単、レイアウト
は自由自在です。在来工法と比較して低コスト化が可能です。

（約１／２〜）

安行四季彩マットで非日常の空
間を演出 
安行四季彩マットの屋上緑化技術で、
屋上の無機的な空間が劇的に変わりま
した。

048-295-8828

土日祝祭日

8:30~17:15

〒 333-0831 
川口市木曽呂 341

川口市都市緑化植木生産組合

積極的な情報発信　
安行四季彩マットによる緑化技術につ
いて実需者の方々に広く知っていただ
くため、市内はもとより県内や都内で
開催される展示会などにも出展してい
ます。

設計や建設、建築、ハウスメーカー、
エクステリア関連業者など



PickUp!

153

153

FAX

URL

住所

定休日

営業時間

加盟団体

主な取引先

会社概要

一般社団法人 環境・再生・安全協議会

048-212-0717

地球環境温暖化に向けて地域で活動する団体・個人が堅固なネットワークを構築し、低炭素社会構築の新しい公共
の担い手として活躍する基盤となるべく、この度、一般社団法人環境・再生・安全協議会を設立するに至りました。
同じ志を持つ多くの企業・団体・個人と連携し合いながら、最新の情報を収集・共有し、「行動の糧」とするととも
に、「環境・再生・安全」に関わる幅広い分野で社会に貢献していく所存です。

環 　境：environment
再 　生：reproductio
安 　全：safety
協議会：council

企業・団体・個人の会員を募り、連携しながら地球温暖化対策
も含めた広範囲な活動を行っています。

＜会員紹介＞
大五興業㈱、㈱ GX、㈲東照温泉、㈲山本粉炭工業、㈲アック
㈱ miimo、グッドエージェンシー㈱

土壌用粉炭 
自然により近い農作物を健康に栽培で
きる土壌用粉炭。根の張り良くなり根
腐れしにくいと農家さんから評判。

048-437-3165

土日祝

9:00~17:00

〒 333-0835 
川口市大字道合 24 番地 2

一般社団法人
環境・再生・安全協議会

超長寿命ナノシリカバッテリー
バッテリーは消耗品だから、、、と諦め
るのはもう過去の話です。ナノカーボ
ンシリカの強力な還元作用で驚異的な
長寿命を実現。

https://eresac.jp/
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頑張る人応援志隊

070-6518-5516

様々な分野で頑張っている個人事業主や団体を応援するオフ＆オンラインサロン。

各種サービス 
様々な事業主が集まった相互応援のサークルです。例、整体、
カウンセリング、アート、手作り小物、ワークショップ等

メヘンディアート
世界に 1 つだけの「楽しく心地よく」
カタチにとらわれない融合アートを描
きます♪レッスン、ワークショップ、
オーダーメイド
https://www.instagram.com/madoka_
mehendi_art 〒 333-0807 

川口市長蔵 1-4-7-101 NS サービス

頑張る人応援志隊

ワイヤークラフト工房
１本のワイヤーで雑貨やアクセサリー
を作っております。
https://www.instagram.com/waiya_
hanamizuki/?hl=ja

https://peraichi.com/landing_pages/
view/ouenshitai
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株式会社グッドワン

048-755-9843

「安心・安全・快適に暮らせる住まい環境」を考え、建築関連の事業を行う。
①「ヒトもペットも暮らしやすい住まい」として、高齢者もペットも健康で快適に暮らせる工夫や設備のある住宅
建築・リフォームを行う。
②「ずっと安心・安全に暮らせる住まい環境整備」として、建物の劣化・不具合・欠陥・雨漏り等の高性能赤外線サー
モグラフィ装置による調査及び修繕対策等を行う。
③「ヒトも建物も清潔・快適・エコに暮らせる環境整備」として、最先端の水道設備 UFB DUAL の普及・販売を行う。

高性能赤外線サーモグラフィ調査 
弊社では、高性能赤外線カメラ [FLIR T1050sc] と高性能解析ソ
フト [Research IR Max] を使用し、建物の外壁等の劣化・不具合・
欠陥等の調査や漏水・雨漏りの調査を行っております。調査は、
非破壊試験技術者 ( 赤外線 )、雨漏り診断士の資格者が行います。
一般的な調査精度 (2 〜 15 万画素 ) の 20 倍以上の約 320 万画
素の赤外線画像解析で、劣化や水分の滞留による欠陥を見つけ
出し、ご依頼者に、その状況や修繕対策についてご説明致しま
す。

赤外線建物調査 [ 建物の劣化・
雨漏りを見える化！ ] 
建築物内外の肉眼では気づかない不具
合・欠陥・劣化や雨漏りを赤外線熱画
像で見える化‼非破壊検査・サーモグ
ラフィ装置の有資格者が撮影・解析し
ます。修繕・メンテナンスもご相談下
さい。

048-755-9853

水曜日

9:00~18:00

( 社 ) 宅地建物取引業協会、( 一社 ) 日
本非破壊検査協会、( 一社 ) ペットラ
イフ協会、( 社 ) 日本愛玩動物協会、
NPO 雨漏り診断士協会 

〒 336-0923 
さいたま市緑区大間木 1703-1

株式会社グッドワン 

ヒトにもペットにもやさしい住
まい
ペットと共に老後も、安心・安全・快
適に暮らせる住まいを、ペット・飼い
主・高齢者の目線で考えています。愛
犬家・愛猫家住宅コーディネーター・
愛玩動物飼養管理士がご提案します。

https://www.good1.co.jp/

青木信用金庫、埼玉りそな銀行、パナ
ソニックリビング、三協アルミ、オー
プンハウスアーキテクト
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株式会社コスミックエムイー
川口工場：048-268-9811
本社　　：048-767-8600

１９８６年の創業より、さまざまな分野の医療機器の製造に携わって来ており、当社では特に電子機器の心臓部に
あたる電子制御部の開発を得意としております。その中でも回路設計及びファームウェア設計（組込みソフトウェ
ア開発）においては高い評価を頂いております。近年では医療機器製造販売業者として自社ブランド品の販売にも
力を入れており、医療業界に参入したい企業のコンサル業務なども請け負っております。

メディカル弾性ストッキング
プラスワンマジック Jukiner 
長時間座位、立位で仕事をされる方の筋肉をサポートし血行を
改善 し、むくみを軽減します。やわらかい素材で蒸れにくく履
きやすい製品です。

川口工場：048-269-0845
本社　　：048-767-8333

医療イノベーション埼玉、埼玉ロボッ
トビジネス研究

川口工場：〒 333-0848 川口市芝下 2-31-3
本社　　：〒 336-0926 さいたま市緑区
　　　　　東浦和 1-3-10 篠原ビル３F 

株式会社コスミックエムイー

http://www.cme.co.jp/

㈱アサヒ、トワテック㈱、㈱ドリーム
インポケット
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会社概要

株式会社小林ナーセリー

048-296-3598

ブルーベリーやイチジクなどの果樹、バラなど花木の苗木を生産し、全国のホームセンターや花屋 ( 種苗会社経由 ) 
に販売しています。最近では東南アジアを中心にヨーロッパ、中国、アメリカなどへの輸出入も行っています。現在、
花が咲く時期、実が完熟する時期に花や実の匂いを閉じ込め、花や実がなくてもその匂いがわかるシステムを構築し、
6 次産業化を進めています。

ブルーベリー 
ブルーベリーだけで年間 70 万本を出荷し、国内でもトップシェ
アを誇っています。なかでも完熟色が美しいピンク色という新
品種のブルーベリーは、アメリカの大学で 20 年の歳月をかけ
て開発されたもので、日本の市場では初の品種です。当社は、
苗作りから卸、販売までを行っていますが、価格も人気も通常
の紫色のブルーベリーをしのぐ勢いです。

3 回咲きのバラです。フランスのバラ
の名門メイアン社が 20 年の歳月をか
けて開発しました。暑さ、寒さに強く、
病気にも強いことから初心者にも向き
ます。

048-296-3340

（一社）日本植木協会

〒 334-0059 
川口市安行 944

株式会社小林ナーセリー

桃色の 20cm 以上もある見事な装飾
花。花付きが良く、寒さや暑さに強く、
北海道でも花を咲かすことができます

http://kobayashinursery.jp/
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会社概要

株式会社こまむぐ

048-229-8053

現在、海外ブランドがシェアの 9 割以上をしめる木製玩具市場であるが、日本製を求めるユーザーは増加傾向にあ
ります。そんな中、弊社は日本で数社のみの木製玩具メーカーであり、また国内で唯一、企画から製造までを一貫
して行う木製玩具 ｢専門｣ ブランドです。「子供のよりよい遊びの為に」を理念に掲げる木型作りの職人が集う木製
玩具の会社です。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

どんぐりころころ 
人気 No1 の何とも可愛い目をしたどんぐり帽子の木のおもちゃ
です。裏側がボールになっており坂道を可愛らしくどんぐりこ
ろころと歩く。土台に少しだけ傾きをつけて坂道にしてあげる
と、トコトコと揺れながら可愛らしく坂を下っていきます。ど
んぐりを歩かせる坂道の素材は、板状であれば何でも大丈夫で
す。トレーやお盆や絵本など、坂の素材や質感が異なると動き
に違いがでてきます。

作業は勿論全てが手作業。削りから組
み立て、色付けまで一つ一つ丁寧に
行っています。 048-229-8054

毎週土曜日、日曜日

9:00~18:00　

〒 332-0011 
川口市元郷 4-6-6　5 号室

株式会社こまむぐ

ゼンマイで動く木製のロボットです。
側面についている竜頭をまくと、左右
に揺れながらゆっくりと歩きだしま
す。

http://www.comomg.co.jp/

阪急阪神百貨店、そごう西武百貨店、
東京おもちゃ美術館、山口工芸　他
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株式会社 CoreMore

048-234-4198

【地域に密着した児童発達支援にこだわっています】
埼玉で作業療法をはじめ言語療法・運動療法等、小児発達の専門家が所属する児童発達支援事業所は少なく、お子
様一人一人に応じた支援を行うために多職種が所属する児童発達支援事業所として運営しております。子育てやお
子様の発達においてのお悩みや発達障がいの診断、症状、重症度、抱えていらっしゃるお困りごとは、お子様とご
家族様お一人お一人によって様々であることを踏まえ、個別支援を基本に支援として提供しております。また、お
子様並びにご家族様にも身近で頼りがいのある場所となれるようにと日々事業所を運営しております。

『専門家とご家族の協業による、お子様中心の支援
提供』 
お子様を無理に合わせる様な支援やマニュアルによる活動を提
供することを避け、多職種による議論や打ち合わせを充分に
行った上で、ご家族様のお話を支援に取り入れながら、お子様
の状態にあった個別性の高い支援をご家族様と共に創り上げて
いきます。
あくまでもお子様を中心として、今必要な支援を専門家とご家
族様の協業によって紡ぎだすこと、これまで CoreMore が臨床
の中で実践し、これからも大切にしていくべき支援の在り方で
す。

小児発達分野で経験を積んだ作
業療法士が支援を行います。 
人が生活する上で関わる全ての活動を

『作業』と呼んでいます。お絵かきや
はさみで切る事も『作業』ですし、外
遊びや楽器を鳴らすこと、食事をした
りお風呂に入る事も『作業』です。こ
うした『作業』を駆使しながら、能力
が発達するように関わります。

048-212-9408

・CoreMore さいたま新都心スタジオ
・CoreMore class 東浦和（2022.4 月
OPEN 児童募集中）

〒 333-0866 
川口市芝 2-14-31 第 2 聖ビル 1F

株式会社 CoreMore

小児発達の分野で経験を積んだ
言語聴覚士による言語療法を実
施します。
言語聴覚士による専門的な評価・相談・
支援を致します。他者や外界への気付
きから言語や言語以外の理解や表出手
段を促し、コミュニケーションに必要
な機能と能力の発達を促進します。

https://www.core-more.com
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会社概要

サクラボーロ株式会社

048-225-2020

１．衣料品・衣料雑貨品・アクセサリー・日用雑貨品等の企画、デザイン、設計、製造、販売
２．衛生用品の企画、デザイン、設計、製造、販売
３．インターネットを利用した各種情報提供サービス

ゴマひげカード神経衰弱 
ママが二人以上の子供を同時に相手できる知育カードとして開
発致しました。神経衰弱に特化したカードです。神経衰弱ゲー
ムを遊ぶことにより記憶力の向上に手助けをします。
おねえちゃんには英語で １ 点、弟には平仮名で １ 点等その場
の雰囲気でルールを決めて簡単に遊ぶ事ができるようにデザイ
ンしました。
文字の中には「 A 〜 Z 」、「あ〜ん」全ての文字が含まれており
ます。絵のデザイン選択にもこだわりがあり、地元の名産品や
日本の有名な富士山、忍者等を含みます。グローバルな子供に
育って欲しい思いを込めて制作しました。
せんべいには顔が！？ネコの頭には「川口」の文字が・・・新
しい発見をして下さい。

ハイブリッドファッションマス
ク（オーガニックガーゼマスク） 
オーガニック コットン １００％使用
のハイブリッドマスク
カラー：生成色（自然に近い素材本来
の色合いで、植物の破片等が残ってい
ます）
ガーゼマスクサイズ：巾１７cm × 縦
１０cm （日本製）

048-225-2021

土曜、日曜、祝日

9:00~17:00

川口商工会議所

〒 332-0014 
川口市金山町 12-1  サウスゲートタワー
川口２F

サクラボーロ株式会社

ゴマひげ板車
交通事故の勉強ができる組み立てキッ
トです。
色が塗れます。オリジナルの工作が可
能です。
車のうしろには秘密があります！

http://www.sakuravolo.co.jp/

amazon、minne
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会社概要

株式会社三愛電機

048-224-8251

伝統技術と先端技術で豊かな光未来を創る

1971 年東京都荒川区で創業。1975 年に川口に移転しました。創業以来、街路灯をはじめとする屋外照明器具を製造。
“ 街のあかり ” はその土地に住まう人々や、訪れる人々の心を和ませる重要な役割を担っています。

街路灯 
街路灯は様々な土地の特色や景観に合わせ、街のシンボルとし
て私達の心を和ませ、安全を確保するものであります。ここ
キューポラのある街 “ 川口 ” で、複雑な形状のデザインで且つ
機能的な街路灯を、設計から製造まで一貫して行っております。
鋳物などを使った伝統的な技術と、より安全で快適な暮らしを
支える先端技術を融合させ、“ 光未来 ” を創りつづけます。

半導体照明（ SSL ) をベースに高品位
且つ省エネで環境に優しい街路等をお
客様の多様化するニーズに応え小ロッ
トから多品種にわたり提供しておりま
す。

048-224-8253

全国照明器具協同組合連合会、関東照
明器具協同組合、（公社）川口法人会、 
川口商工会議所

〒 332-0003 
川口市東領家 4-3-4

株式会社三愛電機

その土地の特色や景観に合ったデザイ
ンを忠実に、安全性や機能性を兼ね備
えた街路灯です。

http://www.suneyes.co.jp/

SKIP シティ、川口朝日環境センター、
銀座中央通り、東京駅丸の内ロータ
リー、行幸通り、青山通り、六本木通
り、環状 2 号線、室蘭大橋、出雲大
社神門通りなど
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会社概要

株式会社三立製作所

048-229-3107

私達は、金型製作で長年培って参りました経験 , 技術により、二次元の絵 ( 図 ) から立体形状を構築する事を得意と
しており、皆様方が、想い描いている物を具現化するお手伝いを致します。
更に、希望される材質 ( 金属 , 樹脂 , 木材等 )、品質、数量で量産化する方法も御提案出来ると考えております。
物品の設計から、量産化まで一貫して、お手伝いさせて頂きます。

釣り用ルアー、キャラクター品の製作。 
高硬度で錆などにも強い金属 ” チタン ” を使い、釣り用ルアー
を作製致しました。形状も魚に似た動きをする様に考案し、見
た目も金属の質感を活かし、造形致しました。
川口市のキャラクター ” きゅぽらん ” を樹脂で作製致しました。
皆様のお好みで着色して頂ける様に白地にしましたので、色々
な工夫をして頂き、好きな場所に置いて、楽しんで下さい。
また、" こういう物が欲しい " と、お考えの物がございましたら、
是非、お聞かせ下さい。お手伝いさせて頂きます。

釣り用ルアー ( チタン製 ) 
耐腐食性が強い " チタン " を使用し、
引いた時に尾びれを振る動きをする様
に渦を発生させる形状を考案、色付け
の必要ない造形に致しました。

048-229-3107

日本ダイカスト工業協同組合、（公社）
川口法人会

〒 334-0011 
川口市三ツ和 2-31-5

株式会社三立製作所

川口市キャラクター
” きゅぽらん ”
川口市のキャラクターではあります
が、皆様の工夫を活かし、育てる事が
出来き、楽しんで頂ける ” きゅぽらん ”
を目指し、製作致しました。

https://sanritsu.bsj.jp/

㈲斉藤ダイカスト様、㈱北島ダイカス
ト工業所、日本精密金型㈱
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ジャパニメ有限会社 / Manga University
048-259-3444 
090-4721-4489

設立 24 年目を迎え、海外向け教育出版・外国語編集業務、マンガ・イラスト制作その他、外国人の企業研修受け入
れ、国際交流などを行っております。

また、「お子様から大人まで楽しめる教室」をコンセプトにしたアート教室や英会話教室などを展開しております。

英語とマンガで日本の文化・歴史を海外に発信！ 
ジャパニメ／マンガユニバシティーでは、海外に向けて日本の
文化・歴史料理などをマンガでわかりやすく解説した本を出版
しております。

英語編集業務 
元海外ジャーナリストによる、英語編
集業務を行っています。翻訳から文章
作成まで編集に携わる内容など幅広く
対応しております。

土日祝日

10:00~17:30

川口商工会議所

〒 332-0021 
川口市西川口 3-31-18  ジャパニメビル２F

ジャパニメ有限会社 / 
Manga University

イラスト・キャラクター制作
英語デザインやイラスト制作なども
承っております。企業キャラクターな
どでお悩みな場合もお気軽にご相談く
ださい。

https://www.howtodrawmanga.com/

主に海外
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株式会社シンフォニージャパン

048-281-5300

「ゴミを 90％脱水してゴミ代を 90% 削減する。CO2 も削減出来て地球にも優しい」
野菜ゴミ専門 90% 減容脱水装置を製造販売している株式会社シンフォニージャパンです。弊社装置は多くの食品関
連の企業様に採用いただいており、菌も燃料も使わず油圧の力で脱水する単純で省エネ型の装置です。ゴミ処理で
困っている企業様や、脱炭素社会に向けて行動を起こそうとしている企業様。ぜひ弊社にお手伝いさせて下さい。

90% 脱水で産廃コスト・CO2 削減に貢献。野菜専
門減容脱水装置の製造販売 
野菜残渣を油圧の力で押し潰し脱水する減容脱水装置。上から
のプレスだけではなく、横から板が出て残渣の形を崩すカクハ
ン機能（特許取得済）を搭載した事で、飛躍的に脱水効率が上
昇！
油圧シリンダーの強力な力に耐える溶接技術も弊社の強みで
す。

小型～大型減容脱水装置と周辺
機器 
小型機から大型機まで、減容脱水装置
は残渣の量に応じてお選びいただけま
す。
又、残渣が大量な場合でも人手がかか
らないように周辺機器も揃えておりま
す。

048-281-5379

川口商工会議所

〒 334-0073 
川口市赤井 2-4-31

株式会社シンフォニージャパン

極めて故障の少ない高速破砕機
野菜や食料品のように水分を含んだ柔
らかい物が最小 2mm 程度まで細かく
破砕出来ます。又、ゴムやベルトなど
の消耗品を使っていない為、故障が少
なく長期間メンテナンスなしでお使い
いただけます。

http://www.symphony-japan.co.jp/

大手コンビニベンダー、カット野菜工
場など
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株式会社ダイナテック
電気製品安全検査研究所

048-259-2601

弊社は国内製造及び輸入品の電気製品を法的検査に基づき安全検査を行っている会社です。事業内容としては、①
PSE 検査②安全確保検査③技適マーク試験④行政法令申請⑤ EMC 試験　などです。
実務的作業としては、⑥製品技術コンサルタント⑦ダメ出しレポートの作成・解説⑧改善・改造指導等⑨御社の商
品開発に参加 ( 国内外 ) ⑩市場クレーム解析等を行っております。

PSE 無料技術相談 
御社が輸入若しくは国内製造されている製品が経産省管轄する
電気用品安全法に規定する商品かどうかを無料で判定いたしま
す。

PSE 適合性検査の実施 
電気用品安全法の技術基準に則り法的
検査を行います。 048-287-8851

川口商工会議所、川口市観光物産協会

〒 332-0021 
川口市西川口 6-18-1

株式会社ダイナテック
電気製品安全検査研究所

ダメ出しレポートの作成
電気用品安全法に則り法的に不具合箇
所を列挙したレポートを作成しメー
カー様に改善依頼をかけることができ
ます。

http://www.j-dynatec.co.jp

国内大手販売向けバイヤー様各位、
Web 販売業者様各位
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株式会社大勇フリーズ

048-290-5611

重要なインフラである上水道。その上水道の工事をする場合には従来から、どうしても各家庭の水道の供給（いわ
ゆる断水時間）が停止してしまいます。弊社の研究開発した各種工法を用いることにより、断水時間、断水エリア
を最小限に抑えることにより、皆様の日常生活への影響も極力抑え、エンドユーザーである市民の皆様の立場に立っ
て、効率的なインフラ整備に貢献しています。
渋沢栄一ビジネス大賞特別賞受賞、かわさき起業家オーディション ビジネスアイディアシーズ市場 優秀賞受賞、科
学誌 Science Advances に論文掲載

株式会社大勇フリーズ 
市内全域に水道水を供給している配水管路の一部で工事をする
場合には、どうしても、その上流側の弁（バルブ）を閉めて、
断水状態にしないと工事が出来ません。そのバルブの位置に
よっては、その下流側の広範囲なエリアが全て一時断水状態に
なり、多くの世帯が長時間、水道水の使えない生活に陥ってし
まいます。当社の凍結工法は断水時間・エリアを最小限に留め
られる位置にバルブの代わりに液体窒素を用いて、短時間で一
時的に配水管の一部を凍結させ、工事終了後に解凍し、断水時
間・エリアを最小限に抑えます。

DSP 工法 
本管（メイン管）を断水することなく、
T 字管のみでの施工が可能となります。
凍結工法では交換が不可能な空気弁・
補修弁を交換する為の工法となりま
す。

048-290-5612

日本水道工業団体連合会、水道技術研
究センター会員 B、配水用ポリエチレ
ンパイプシステム協会

〒 333-0831 
川口市木曽呂 7-1

株式会社大勇フリーズ

DOWS 工法
DOWS 工法単体で使用する事はなく、
必ず凍結工法か DSP 工法が付属しま
す。両端に凍結を施工した場合には、
断水範囲を最小限に出来ます。配管の
撤去部部に施工する為、機器が残りま
せん。

http://www.daiyufreeze.co.jp

全国官庁、ゼネコン、鉄道・空港施設、
病院
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会社概要

太陽毛絲紡績株式会社

048-265-2411

太陽毛絲紡績は、宮城県栗原市に自社紡績工場があります。1937 年の創業以来、ウール、カシミヤ、アルパカ、モ
ヘヤなどの原料を使用し、高級糸やテキスタイル、ニット製品などを提供してまいりました。高品質な紡毛糸は厳
選した素材と洗練された技術から生まれ、創業以来紡績メーカーとして当社が大切にしているものづくりの理念で
もあります。豊かな感性とクラフトマンシップにあふれる素材は皆様からご好評を博し、当社は本年で創業 85 年を
迎えることができました。

ふんわりカシミヤセーター 
ふんわり、優しい肌触りのカシミヤ素材は当社を代表する糸の
一つ。昔ながらの手動横編み機を使用して、職人さんが１枚１
枚手作業で製造しています。糸の紡績からニット製品の編みた
てまで、一貫して社内で製造しているため、配色やサイズのカ
スタマイズができる等、お客様に合わせて、こだわりの一着を
お作りしています。

宮城の紡績工場 
宮城の紡績工場では、先代より受け継
いできた伝統ある技術で糸を製造して
います。

048-267-5699

土日祝、その他当社規定による

9:30~18:00

〒 333-0844 
川口市上青木 5-5-9

太陽毛絲紡績株式会社

川口ラボの手横編み機
川口の本社では、手動横編み機 ( 手横）
を使用して、ニット製品の製造を行っ
ています。手作りだからこそ叶う、こ
だわりの物作りを目指しています。

http://taiyo-keito.co.jp
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会社概要

W2STUDIO

090-6515-8354

弊社は、プロダクトデザイン／ 3D モデリング ・ 3D プリンター／ペーパークラフト／イラストレーション／パッケー
ジデザイン／レーザーカット加工 ・ 試作を提供しています。ペーパークラフト商品の設計・試作・生産を中心に提
供しています。プロダクトデザインと 3D モデリングと出力は、模型・玩具 ・ 容器製品試作を中心に提供しています。
イラストレーションは、カーメンテナンス雑誌の表紙や冊子・書類などのイラスト／テクニカルイラストを手掛け
ています。レーザーカット作業は、製品設計・素材選定・試作・小ロット量産まで一貫して受注可能により多くご
依頼を受けています。もちろんどの工程からでも受注可能です。何かお困りごとなどありましたらご連絡ください。

プロダクトデザイン
3D モデリング／ 3D プリンティング
ペーパークラフト
イラストレーション
パッケージデザイン
レーザーカット品設計・試作・量産

商品ご紹介 
① オリジナル商品展開

ミニチュアツールキットシリーズ
ロードバイク ( 完成品 )
カフェレーサー ( 完成品 )

( 一社 ) 日本ペーパークラフト協会個
人会員

〒 333-0811 
川口市戸塚 3-23-4

W2STUDIO

② オリジナル文具
テープカッターと文鎮

③ 雑誌オートメカニック

http://w2studio.jp

㈱内外出版社、ブラザー販売㈱、㈱紙
宇宙、㈱津川洋行、大日本印刷㈱
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会社概要

株式会社テクノコア

048-291-1001

・オリジナル人工降雨システム「レインカーテン」の設計・製造販売：研究用途の他、防災教育など、幅広い分野
   でお客様のニーズに対応しております。

・新開発の空気清浄装置「レインウォッシャー」は、多段除菌機構とウォッシュアウト効果により衛生的な潤いを
   提供します。

・各種涼感ミストシステムの設計、製造販売：都内、県内の駅前や公共施設、社寺境内など、数多くの設置実績が
   ございます（「ドライミスト ®」の能美防災㈱正規代理店）。

・その他、ロボット用試験装置を始めとした各種試験装置・精密機器の設計、製作も行っております。
・海外協力会社を通じた代行輸入や市場調査等にも対応可能です。

テクノコア  オリジナル涼感製品ミストファン 
ドライミスト ® の設計施工を始め、ミストと風を組み合わせた
各種ミストファン、視覚でより涼感を得られるデザインミスト
熱中予棒 ® などを取り扱っております。屋内、屋外、車内など、
各種シーンに合わせた装置をご提案いたします。いずれも可搬
性に優れて手軽に設置可能です。暑さの厳しい期間だけのレン
タルもございます。お気軽にお問合せください。

室外機冷却 
猛暑続きの近年、冷房は命を守るため
に不可欠です。地球温暖化や電力量の
ひっ迫を考慮すると、冷房設備の省電
力化が強く望まれます。高温下の室外
機を小雨散水で冷却することで、冷房
効率アップと消費電力削減が可能で
す。

048-291-1005

土日祝日

9:00~18:00

さいたま商工会議所、川口商工会議所

〒 334-0058 
川口市安行領家 1220-5

株式会社テクノコア

 レインカーテン ®  
人工降雨再現装置　
相次ぐ豪雨や台風により、防災対策の
必要性が求められています。あらゆる
タイプの降雨再現装置により多くの人
に豪雨を体験していただき、防災教育
をサポートいたします。人工降雨を利
用した移動式空気清浄装置はこれから
の季節にご活用いただけます。

http://www.technocore.jp

能美防災㈱、HONDA、各省庁、東京都、
埼玉県、川口市他地方自治体、国立大
学法人、独立研究開発法人
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会社概要

株式会社デジタルＳＫＩＰステーション

048-264-7777

次世代映像産業の導入と集積の拠点「SKIP シティ」の先導的役割を担うため、1997 年 3 月に設立。現在、SKIP シ
ティ施設群の維持管理、SKIP シティ彩の国ビジュアルプラザ（映像ミュージアム、公開ライブラリー、映像ホール、
HD スタジオ、ポストプロダクション [ 編集室・MA 室 ]、インキュベートオフィス [ 映像制作者・ベンチャー企業向
け貸しオフィス ]）の運営に加え、2019 年からメディアセブン（川口市立映像・情報メディアセンター）の運営（指
定管理）も受託しています。また、SKIP シティを拠点とした映像制作やイベントの企画・運営、世界に通用するク
リエイターの発掘と育成など、デジタル技術の特性を生かした新時代の映像文化の形成に向け、様々な事業を展開
しています。

企画運営・映像制作 
●イベント・展覧会の企画運営
SKIP シティ国際 D シネマ映画祭、川口市市産品フェアをはじめ
とするイベントの企画・運営、および、SKIP シティ映像ミュー
ジアムやメディアセブンで実施する企画展・ワークショップ等
の企画・運営も行っています。
●映像制作
映画・テレビ番組、各種プロモーションビデオ（会社・学校案
内、商品紹介、町おこしなど）、CM、イベント・舞台の記録映
像などを制作しているほか、映像資産のデジタル化なども行っ
ています。４K や 360 度映像の制作・編集にも対応しており、
最新鋭の機材を備えたポストプロダクションでの仕上げが可能
です。

●映像制作
「空港ピアノ」「駅ピアノ」シリーズ
（写真 /NHK BS1）、ガイアの夜明け「“ 棄

てない ” 闘い！〜食品ロス削減 2020
〜」（テレビ東京）などのテレビ番組、
金錯銘鉄剣や蓮田の埋蔵銭など、埼玉
県の歴史・文化に迫る映像作品などを
制作しています。

048-264-7778

川口商工会議所、（公社）川口法人会、
川口市観光物産協会

〒 333-0844 
川口市上青木 3-12-63

株式会社デジタルＳＫＩＰ
ステーション

●施設運営
SKIP シティ彩の国ビジュアルプラザ
( 写真 ) やメディアセブン等の施設運営
管理を行っています。人材育成やリテ
ラシー教育を視野に入れて、子どもか
ら大人まで楽しみながら学べる企画展
やワークショップを開催しています。

http://digital-skip-st.co.jp/

埼玉県、川口市、川口市消防局、川
口市教育委員会、深谷市、国土交通省、
NHK、テレビ東京
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会社概要

株式会社 T&K

048-271-9356

ものづくりのまち川口で、自社の出版アイテムのほか、市役所、商工会議所、出版社や翻訳会社の皆様よりご用命
をいただき、パンフレットや書籍などを創り・作り・造りつづけています。ていねいにお話をうかがい、ご提案し、
取材や原稿作成を進め、高品位なデザインでパッケージング。出版社で雑誌や書籍の編集長を歴任したディレクター
や、出版・広告の世界で多数の実績を持つライター、編集者、フォトグラファー、デザイナー、校正者らが、知識・
見識・経験・技術・センスを総動員して、自社のアイディアやお客様のご要望をカタチにしています。

お手持ちの会社案内のお供に「会社案内＋」を！ 
経営理念、ヒストリー、開発秘話や人物伝、哲学や想いなど、
お手持ちの会社案内には収まらない “ 製品やサービスの背景や
奥行き ” をたっぷりアピールしてみませんか。まずはお話をう
かがい、構成や内容をざっくりご提案いたします。そしてイン
タビューによる原稿作成、写真撮影、そしてデザインを進めて
ご覧いただき、じっくりとご要望をうかがいながら “ お客様の
気持ちをとらえる一冊 ” を形にしていきます。周年の記念品や
社内の意識共有ツールなどとしてもご活用いただけます。お気
軽にお問い合わせください。

パンフレットの制作をいたし
ます。 
前列左：『働きやすいまち川口』（川口
市経済部経営支援課様）。市内の事業
所様にうかがい、現場で生き生きと働
く皆さんや、“ 働きやすい ” 環境づく
りに努める代表者の方々の声をまとめ
ました。ほかに「みどりのまち川口の
歩き方」（同農政課様）など。

048-271-9356

土日祝日、年末年始

9:30~18:00

川口商工会議所、( 公社 ) 川口法人会

〒 332-0017 
川口市栄町 2-5-11 AH ビル 202

株式会社 T&K

「あなたの本」をつくります。
会社の周年記念に、人生の節目に、本
をつくりませんか。お話をうかがいな
がら内容をや構成をご提案いたしま
す。インタビューによる原稿作成、写
真撮影などもおまかせください。

http://www.tandkinc.co.jp

出版社、翻訳会社、制作会社、研究機
関、自治体、商工会議所、各種団体
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会社概要

株式会社東京久栄

048-268-1600

弊社は、昭和 28 年の創業以来、幅広い海水利用を事業の基幹として資源・エネルギー関連分野、水産分野、港湾
分野等に関わる沿岸域開発のパイオニアとして社会に貢献してきました。この実績と経験から活動の場を海から陸、
そして環境全体へと広げ、自然と社会の調和に取り組む環境コンサルタント部門、環境調和型の設備設計等を提案
するエンジニアリング部門、海洋設備の調査等を行う水中メンテナンス部門、そして新たな視点で豊かな社会を目
指す新領域推進室の４つの柱からなる総合エンジニアリング企業として成長してきました。
これからは、「自然を識り、豊かな未来につなぐ」をスローガンに、環境に配慮したより良い社会の実現に挑戦を続
けていきます。

レンタルボトル「Depla β oyage｣
「Depla β oyage｣ はステンレスボトル ( 水筒 ) のお貸し出しと

飲料のご提供を行うことで、depla= 脱プラスチックを支援する
サービスです。海洋プラスチックゴミ問題の解決に貢献したい、
そんな思いから始まりました。
オフィスでの日常使いはもちろん、スムーズな会議・イベント
運営をお手伝い致します。本サービスを利用すれば、飲料の手
配や準備片付けまで一気に解決致します。また、環境問題への
取り組みのアピールにもなります。ご利用者様は水筒を持ち運
ぶ必要も、自分で洗う手間も一切なく、ビジネスに専念頂くこ
とができます。
私たちは楽でおいしい取り組みで、人にも地球にも優しい社会
の実現を目指します。

水中構造物の点検実績 30 年。水中ド
ローンや各種ドローンを駆使し、上空
や水上からの撮影、さらには陸上から
の水中構造物の点検も行えます。また、
各種ドローンに測定器を装着した様々
な調査も可能です。

048-268-8301

（一社）日本環境測定分析学会、（一社）
電力土木技術協会、（公社）土木学会、（公
社）日本水環境学会、（一社）埼玉県環境
計量協議会、（一社）水底質浄化技術協会

〒 333-0866 
川口市芝 6906-10

株式会社東京久栄

土壌汚染対策法に基づく調査（指定調
査機関登録済み）や農用地などの土壌
調査を行います。履歴調査をはじめ、
概略調査、詳細調査および、浄化対策・
対策後のモニタリング調査やコンサル
ティングも承ります。また、調査結果
を踏まえた住民・行政を交えたリスク
コミュニケーションにも対応します。

https://www.kyuei.co.jp/

官公庁、各エネルギー関連企業、東亜
建設工業㈱、五洋建設㈱、清水建設㈱
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会社概要

内藤プロセス株式会社

048-224-7145

スクリーン印刷及び印刷に関わる付帯加工。
創業から 47 年。印刷がすべてのものを引き付ける “ 万有印力 ” をもって視覚に潤いを与えられる製品づくりを目指
し、お客様が求め満足していただけるものを日々提案、製造しております。雑誌表紙・POP・トレーディングカード・
ディスプレイ・電子機器などあらゆる素材、場面での製作が可能です。

「これがスクリーン印刷？」と驚きを与えられるような再現のできる印刷で、あらゆる印刷媒体に新しい風を送って
おります。
KAWAGUCHI i-waza（いいわざ）ブランド認定企業。

スクリーン印刷と独自の印刷技法
現在のスクリーン印刷は進化してきており、高繊細を表現する
製版技術や高度な印刷技法によって従来の認識より水準が上
がってきています。
当社は厚盛り・蓄光・スクラッチ・リオトーン・ラメなど一般
的なスクリーン印刷のほか、独自に編み出した印刷技法も取り
扱っております。輝きと動きを連動させる “FVP”・レンチキュ
ラーのレンズ層を印刷で作り出し自在な形に表現可能な “MVP”・
レンズ層を必要とせずモノクロでの模様の切り替えを表現する
“ チェンジング印刷 ”・形状金型一つで複数のデザイン成形品を
作成可能な “ND モールド ” 。どれも創意工夫を凝らした技法で、
様々なモノづくりへプラスワンの付加価値を与えることができ
ます。

FVP（フラッシュビジョンプリ
ント） 
スクリーン印刷インキで微細線を作り
出し視線を変えることで図柄が動いて
いるように見える技法

048-224-5105

第 2･4 土曜日、日曜日、祝日

8:30~17:30

川口商工会議所、東京スクリーンデ
ジタル印刷協同組合、日本グラフィッ
クデザイナー協会

〒 332-0003 
川口市東領家 2-16-8

内藤プロセス株式会社

MVP（ミラクルビジョンプリン
ト）
部分的にレンチキュラーレンズ層をス
クリーン印刷インキで加工する技法

http://www.naito-p.co.jp/

凸版印刷㈱、㈱コムデギャルソン、レ
ンゴー㈱、セイコーウオッチ㈱
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会社概要

ネイバー＆ブラザーズ株式会社
GROW BREW HOUSE

080-4052-1258

醸造場併設のタップルームでは樽生クラフトビール、缶詰、自社経営の BAR では樽生クラフトビールを販売。
都内、県内をはじめとする飲食店へのケグ販売、飲食店向けオリジナル・クラフトビール開発・製品化を行っています。
川口市産果実、県内産麦を使用したローカルな醸造を目指し「畑からビールまでをつなぐプロジェクト」も進めて
います。

クラフトビールの多様さと楽しさを提案していきます。 
「店づくりはまちづくり」

タップルームは地域の人々が集う気軽な社交場となっていま
す。醸造場直結で常時６種類の新鮮なクラフトビールを提供し
ています。缶詰、瓶詰製品も販売。
25 年を迎える姉妹店 CASK AND STILL では自社醸造リアルエー
ルを提供し本場英国 PUB の味わいを再現しています。
このような多種多様な製品は自社飲食店のみならず埼玉県、東
京都を中心に飲食店向けに卸販売も行っています。またオー
ダーメイド・クラフトビールの受注生産も行っています。

神根セゾン 
川口産夏みかんを使用した季節限定の
フルーツビール

（季節限定商品）

川口商工会議所、( 公社 ) 西川口法人
会

〒 332-0021 
川口市西川口 1-25-8 近藤ビル１F 
GROW BREW HOUSE

ネイバー＆ブラザーズ株式会社
GROW BREW HOUSE

NK BLACK
すっきりとしたアイスコーヒーのよう
なポーター（英国式黒ビール）
NK（西川口）の新時代を開くという思
いを込めた定番品

一般顧客、Highlander Inn 秩父、
NONSUCH ㈱ REM　
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会社概要

ハンドバック鈴木

048-297-2555

ハンドバック鈴木では革の仕入れから、裁断、縫製の製品が出来上げるまでに渡る全工程を自社で担います。
自社工場では、業界に長く携わる職人たちが在籍。
そのため国内生産でありながら、低コスト、短期間での納品が可能です。
ハンドバッグ、小物などの製品であれば、小ロットから大ロットまで何でもお任せ下さい。

革製品 ( ハンドバッグ、小物 ) 
革、合皮、帆布、ナイロンの加工を得意とする弊社では、全て
国産 100% 製品を製作しており、長く持って頂きたいという思
いで一つ一つ丁寧に仕上げております。

048-297-2555

日曜日、祝日

10:00~18:00

〒 333-0821 
川口市東内野 361-4

ハンドバック鈴木

https://dbell.jp/

ラズホールディングス㈱、清水商事
㈱、㈱碓井、濱野皮革工藝㈱

自社ブランド「D.bell」
2022 年に誕生したのが「D.bell」です。
次世代の教育と共に、日本の素晴らしい技術をもっと多くの日本の方に
知って頂くために誕生しました。このブランドを通して、縫製業界を盛
り上げていく所存でございます。
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会社概要

Florigen

080-3729-3992

ソーシャルスキルトレーニング絵本の企画・制作・販売
子ども向けイベント企画・開催
Florigen の公式 HP にて、困ったときこうした！エピソードをあつめた「子育てミッション　ヒント集」を公開中。
公式 HP　https://www.florigenkids.com/

考える→できる！おなまえ絵本 
社会の大切なルールやマナーを学べる絵本タイプの教材です。
ご家庭で楽しくソーシャルスキルトレーニングができます。表
紙と本文にお子様のお名前をお入れするセミオーダー式なの
で、主人公はお子様自身。様々な問題について自分で考える練
習ができます。

おでかけミッション　男の子用 
表紙と本文にお名前が入って、お子様
が主人公になれる男の子用の物語で
す。水族館に行くストーリーの中で、
外出時の様々な問題について考える練
習ができます。
学べるテーマ：おでかけの準備、列に
並んで待つ、人混みの中での移動、お
買い物の取り決め、ほか 土日祝日

年末年始（12 月 28 日〜 1 月 3 日）

9:00~17:30

川口市観光物産協会

〒 332-0012 
川口市本町 4-3-14 小峰第一ビル 5F-L7

Florigen

おでかけミッション　女の子用
表紙と本文にお名前が入って、お子様
が主人公になれる女の子用の物語で
す。水族館に行くストーリーの中で、
外出時の様々な問題について考える練
習ができます。
学べるテーマ：おでかけの準備、列に
並んで待つ、人混みの中での移動、お
買い物の取り決め、ほか

公式 HP：https://www.florigenkids.com/
オンラインショプ：https://onamaeehon.base.shop/
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会社概要

前澤工業株式会社

048-251-5511

当社は、国および地方公共団体の上・下水道および農業用水・河川関係の各種処理施設並びに、これらに関連した
単体機器および装置の設計・製作・据付を一貫して行っている上下水道用機器・水処理装置専業メーカーであり、
販売活動は全国の諸官公庁を対象として行っております。さらに環境関連分野における民間の市場に対し、土壌・
地下水汚染浄化事業、産業廃水処理事業など積極的に進出を図り、実績を積み上げながら事業の拡大を図っており
ます。

2002 年に当社がバタフライ弁を最初に製品化して以来、多数の
納入実績があるほか、施工性向上、低コスト設計にも貢献して
います。また、水道面間を基準とした面間伸縮機能を搭載した
更新対応シリーズや、両方向からの充水作業を可能とした NS
ダブルウェイバタなど様々なバルブ製品をラインナップしてお
ります。

ユニット型ピンラック式除塵機
下水処理の最初の工程である沈砂池に
て使用します。
維持管理が容易なほか､ 耐食性・施工
性に優れており、多くのポンプ場・下
水処理場にてご採用頂いております。

048-251-9375

（公社）日本水道協会、（公社）日本下
水道協会、（一社）日本工業用水協会、
全国簡易水道協議会、（一社）日本水
道工業団体連合会　他

〒 332-8556 
川口市仲町 5-11

前澤工業株式会社

省エネ型エムジェット
沈砂池に溜まった砂の揚砂・移送・洗
浄を、1 台で効率よく行う省エネ型の
ジェットポンプです。沈砂をパイプで
移送するため、臭気の発生が最小限に
抑えることができます。

https://www.maezawa.co.jp/ja/index.html

全国官公庁の浄水場、下水処理場、ポ
ンプ場
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会社概要

株式会社
ムサシ・トレイディング・オフィス

048-258-4421

主に自動車関連の商品 ( 工具・特殊工具・タイヤ関連工具・消耗品等 ) をディーラー系部品販社・自動車部品商・ガ
ソリンスタンド用品商・タイヤディーラー等を通して、自動車修理工場・ガソリンスタンド・タイヤショップ等に
カタログ・チラシを配布して販売しております。量販店に対しては、本部等を経由しピット関連商品・販促品等を
販売しております。商品は、台湾・中国・米国からの直接輸入商品・国内仕入れ商品及び弊社開発商品を販売して
おります。自社保有の各種印刷機他によりステッカー・車検証入れ・看板・のぼり等の印刷も社内で対応しており
ます。

ソーラーセンサーライト
昼は太陽光で充電、暗くなると防犯カメラ風に赤色で点滅、セ
ンサーで感知すると約 60 秒点灯。

『防犯カメラ作動中』のステッカーが 2 枚付属で、防犯対策にもっ
てこいの、電気代が掛からないエコなソーラーセンサーライト
です。
別売りの専用〈ガラス用貼付けベース〉や〈マグネットベース〉
にセットすれば、ガラス面や鉄板にも簡単に取り付けられます。

PETASUTO 
貼るだけのスマートフォンストラッ
プ、落下防止・紛失防止に！
デザインもいろいろ取り揃えておりま
す。オリジナルデザインもお受け致し
ます。

048-258-4431

〒 332-0031 
川口市青木 3-3-11

株式会社
ムサシ・トレイディング・オフィス

飛沫防止パーテーション
軽量・工具不要・組立簡単・取付簡単！
アクリル台座にアルミ柱をねじ込み
PET シートを差し込むだけで完成！取
付は、台座裏の特殊粘着シートでテー
ブル面に貼り付けるだけ！ PET シート
はアルコール消毒可能で衛生的です。

http://www.mtojapan.com/

自動車機械商社、工具商社、自動車部
品商社、自動車用品商社、ホームセ
ンター商社、全国メーカー系部品商、
タイヤメーカー系販社、タイヤ関連機
器販売商社、自動車用品小売業協会、
カー用品店等
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会社概要

有限会社村田屋

048-252-1739

川口市でバウムクーヘンを中心として、製造から販売まで行っております。彩の国優良ブランド品認定

結バウムクーヘン（Yui Baum） 
埼玉県産の卵（彩たまご）、小麦粉（さくらつばめ）、牛乳（西
武牛乳）を贅沢に使い、極限までしっとり・ふわふわに焼き上
げました。「結バウムクーヘン」を通して、” 人と人との心を結
びます ” 結婚式での引出物はもちろん、ちょっとしたお土産、
大切な方への贈り物におすすめです。

ソフト
埼玉県産の卵（彩たまご）、小麦粉（さ
くらつばめ）、牛乳（西武牛乳）を贅
沢に使用。極限までしっとり・ふわふ
わに焼き上げた自慢のバウムクーヘン
です。

048-252-1762

川口商工会議所、川口市観光物産協
会、川口商工会議所青年部

〒 332-0021 
川口市西川口 6-8-33

有限会社村田屋

ハード
埼玉県産の卵（彩たまご）、小麦粉（さ
くらつばめ）を使用。低温・長時間焼
き続けることにより、カリカリ・もち
もち食感に焼き上がります。本場ドイ
ツ式のバウムクーヘンです。

ベルヴィグループ、さがみ典礼
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会社概要

木工 PieceFace

048-234-6640

愛するペットとの別れを哀しむお客様のご要望から生まれた商品です。
お客様が WEB 上でカスタマイズしたワンちゃん似顔絵から立体木工オブジェを制作販売いたします。
また人物の遺影写真から完全オリジナルの木工遺影オブジェを制作するサービスも開始いたしました。
写真やイラストとは違う積み木のようなあたたかさを感じていただける商品です。

世界初の WEB 上でカスタムできる立体木工オブジェ 
最大 378 通りから世界に 1 つの木工オブジェを Web でオーダー
メイド。ワンちゃんのイラストを目や口などのパーツごとにカ
スタマイズしてご注文。名入れをして世界にひとつだけの立体
木工オブジェを作製します。使用木材は、積み木などに使われ
る「ブナ」とアロマ効果や抗菌、防臭効果のある「青森ヒバ」
からお選びいただけます。

人物の立体木工遺影も制作します。 

048-212-0058

〒 332-0001
川口市朝日 5-3-29

木工 PieceFace

https://pieceface.com
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会社概要

株式会社羅羅屋
048-288-8111
0120-77-1001

ランドセル作り一筋 ４８ 年。集団生活の基礎を知り、その後の人生の基本的な知識を学ぶ大切な小学校の６年間。
その時間を共にするランドセルが、子供にとって良きパートナーとなり、かけがえのない存在になれるよう日々努
力を重ねています。ランドセル作りで大切にしているのは使いやすさ、丈夫さ、安全性、清潔さです。実際に背負
う子供の目線で考え、こだわりをもっています。子供達の夢・愛・成長・希望が詰まったランドセルを作り続けます。
ララちゃんランドセルを背負ったお子様が笑顔で健やかに成長することを願いながら。

オーダーメイドランドセル
一生に一つだけのものだから、いつも子供のそばにあるものだ
から、ひとつひとつに心を込めて手づくりでお届けしたい。ラ
ラちゃんランドセルが大切にしてきた姿勢です。オーダーメイ
ドランドセルは形や大きさ、色、刺繍や内張りのデザインまで
自由に選ぶことが出来ます。ご家族で集まって、人生で一度だ
けのランドセルという宝物をお選びいただく時間。お子様に
ぴったりなランドセルをお作りください。肩の負担を軽減する
取り換え可能な『マジかるベルト』も大好評です。安心のアフ
ターサービス！ご入学から６年間、通常使用の状態における損
傷は無料で完全保証。修理期間中のランドセルの無料貸出もし
ます。

「自分の好きなものをつくれる」 これ
を実現するのが “ オーダーメイドララ
ちゃん ” です。組み合わせは 170 億通
り以上！

048-288-8112

土（隔週）・日・祝日・年末年始、そ
の他臨時休業

ホームページよりご確認ください

〒 334-0013 
川口市南鳩ヶ谷 3-22-1

株式会社羅羅屋

ランドセルを作ることは、家族の思い
出づくりに参加させていただくことだ
と思います。一つ一つに心を込めて
作っています。川口本社・会津・千葉・
長崎のショールーム、全国出張展示会
も開催しています。

https://raraya.co.jp/

㈱東急百貨店、㈱松屋、㈱丸広百貨店、
全国有名百貨店
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会社概要

特定非営利活動法人 リンク リライアンス

090-9006-0581

私たちは日本の伝統文化の一つ、折り紙をとおし、障がい者の就労支援をしています。
厚生労働省の『障がい者の就労支援の状況』によりますと、障がい者就労支援 B 型事業所（通常の事業所に雇用
されることが困難な人に、就労の機会を提供する事業所）に通所する障がい者の方の、令和元年度の工賃は月額
16,118 円・時間給 214 円という状況にあります。
私たちリンク リライアンスは、このような状態を改善するため、川口市の特定非営利活動法人ヒールアップハウス
と提携し、障がい者の『やりがい・働きがい・生きがい』を支援する活動をしています。

【鶴飾りセット】【鶴イヤリング・ピアス】 
鶴飾りセット：部屋飾り、お祝い日（お正月・七五三・誕生日・
その他のお祝い日）に友禅千代紙（最高級千代）で手作りされ
た鶴一対を金屏風の前に飾るもの。
鶴イヤリング・ピアス：折り紙で作られた鶴のイヤリング・ピ
アス

鶴飾りケース入り 
毛氈色の台紙に金屏風を立て、友禅千
代紙で折られた鶴一対をケースの中に
入れて飾ります。

〒 333-0842 
川口市前川 4-4-3

特定非営利活動法人 
リンク リライアンス

鶴飾りピアス・イヤリング
友禅千代紙で折られた鶴のイヤリング
およびピアスです。

https://www.facebook.com/linkreliance/
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会社概要

株式会社ルーナブル

048-259-2587

2018 年設立
人々に生きる力を提供する事をコンセプトに、商品の販売やイベントの企画、ワークショップの開催、映像製作を
しています。

【映像製作】THE FOCUS 〜わたしの軌跡〜
【イベント企画】大人の学芸会、幅広い年代での音楽ライブ開催、ワークショップの開催
【販売】様々な分野の方をプロデュースした商品の販売

広尾のポップアップショップでの定期出店、イベントやカフェでの出店、ネット通販

THE FOCUS ～わたしの軌跡～
どんな人でも、生きてきた道があり、さまざまな思い出があり
ます。
我々はその人の人生を共に振り返り、自分だけが主人公のス
トーリーを、映像で演出します。
大切なご家族や友人の節目に、企業を支える仕事人の PR に、
ご自身の人生の棚卸しに。多様な用途をご提案します。

ペイントトートバック 
川口在住のイギリス人アーティスト 
Sarah Jane が描く、世界の国々と猫の
ユニークな品質の良いプリントバック

048-259-2587

〒 332-0021 
川口市西川口 6-13-21

株式会社ルーナブル

薫薬膳の薬膳ナッツ＆ドライフ
ルーツ
さまざまなお悩みを、薬膳でサポート。
はとむぎやアーモンドを中心に、薬膳
理論に基づいたナッツとドライフルー
ツの組み合わせ。
とまらないくらいに美味しい薬膳おや
つです。 デパート、小売店、ポップアップ

ショップ
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会社概要

株式会社ローザ

048-268-1876

ローザはお客様のあらゆるニーズにお応えする為に、企画から売り場までのソフト＆ハードをトータル的にバック
アップをし、ブランドイメージを的確にユーザーにお伝えするお手伝いをさせて頂いております。それぞれの分野
のエキスパートが専門的な立場から、お客様の満足のいく空間造りや製品作りをサポートさせて頂きますので、ど
んなことでもご相談ください。

飛沫防止アクリルパネル 
簡単組立て式の透明アクリルパネルです。対面での飛沫感染を
予防します。アクリル下部には書類等受け渡し用の窓口が開い
ています。規格サイズは幅 900mm ×高さ 710mm ですが、お
客様のご要望に応じてサイズ・仕様変更の対応をさせて頂きま
すので、各シーンに合わせた使い方が可能です。
※アクリル製品のお取り扱いについて
●アクリル製品は表面が傷つきやすい為、お手入れの際は中性
洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
●消毒の際は塩素系洗剤を使用し、アルコール・シンナー・ベ
ンジンなどの液体は使用しないでください。ひび割れの原因と
なります。

危険体感マネキン
「タイカンマン」 

ローザが長年マネキン製造で培った技
術を用いて開発したダミー人形です。
各関節はヒトの可動域と同じように可
動し、標準的な人体形状と重量配分が
再現されております。建築現場や自動
車メーカー、各研究施設の安全研修等
で使われています。

048-268-2755

日本マネキンディスプレイ商工組合
（JAMDA)

〒 333-0851 
川口市芝新町 8-32

株式会社ローザ

感染対策商品
（アクリルパネル等）

ローザは一昨年度より細菌やウイルス
の感染対策の為の商品販売を始めまし
た。飛沫防止アクリルパネルの販売か
らサーモグラフィカメラのレンタル、
ＶＲ展示会のお手伝いなどお客様のご
要望に合わせてご相談及び対応をさせ
て頂いております。

http://www.rosa.co.jp/

スポーツメーカー、アパレルメー
カー、化粧品メーカー等

 細菌やウイルスの感染症対策商品
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会社概要

和光紙器株式会社

048-252-4734

お客様の大切な商品を安全に輸送できることは基より、環境に配慮した包装資材をご提案いたします。自社工場で
は無駄な資源を生み出さない製造を目指し、段ボール加工製造・緩衝材加工製造・真空成形一貫製造と幅広くもの
づくりをしています。また、災害時に必要となる避難所向け対策商品など、少しでも安価で使いやすくするために
工夫された商品を開発し、地域の方々から必要とされる会社を目指して取り組んでいます。

「彩の国工場」認定。「埼玉県多様な働き方実践企業」認定。「彩の国 SDGs 技術賞」受賞。「彩の国埼玉環境大賞」受賞。
KAWAGUCHI i-mono（いいもの）ブランド認定企業。

環境配慮型包装資材 Polyecolene を製造する真空成
形メーカー 
和光紙器は金型製造から材料となるシート製造、そして完成品
になる成形までの一貫製造を行なう真空成形メーカーです。
また、和光紙器独自の環境配慮型商品「Polyecolene シリーズ」
を製造しています。
Polyecolene は埼玉県で「彩の国 SDGs 技術賞」「彩の国埼玉環
境大賞」を受賞した商品です。サステナブルマテリアルであり、
エシカル包装材としてご利用いただけます。

「ものづくりを進化させ続ける」をスローガンに環境への取り組
みに力を入れています。

災害時や飛沫感染対策商品 
包装設計のノウハウを生かした災害時
に必要な避難所用商品、段ボール製

「WAKOH 式段ボールベッド／ WAKOH
式段ボールパーテーション」を製造販
売しております。また卓上用パーテー
ションをはじめ、飛沫感染対策商品も
幅広く取り扱っております。

048-256-4030

川口商工会議所、さいたま商工会議
所、彩の国工場振興協議会、( 公社 )
川口法人会、川口優法会、川口間税会

〒 332-0016 
川口市幸町 1-9-17

和光紙器株式会社

サステナブルマテリアル
「Polyecolene シリーズ」

進化し続ける無駄を生まない包装資材
「Polyecolene シリーズ」の開発及び製

造をしています。リサイクル資源を活
用したサステナブルマテリアルで、ロ
ゴマークが付いた商品は使用後買取が
可能です。再び Polyecolene に生まれ
変わります。

https://www.wakosiki.co.jp

川口市役所、鈴鹿市役所、柏崎市役
所、富士フイルムグループ、グンゼ㈱、
KYB ㈱ほか





資材・部材の製造業者様は、ぜひご登録をお願い致します。

公共工事受注企業は「市産品企業・製品リスト」を見て、資材の調達を検討します。
ぜひリストに登録して、受注のきっかけを作りませんか？
(※リストに登録されたことが受注を約束するものではありません )

資材分類カラー

共通資材……
土木資材……
建築資材……
電気設備……
機械設備……
その他………

[製造品 ]セメント 生コン　レディーミクストコンクリート　[販売品 ]コンクリート用骨材　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）

登録は無料！手続きは必要書類を
市に提出するだけ！
詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

川口市経済部産業振興課 tel:048-259-9019

共

土

建

電
機

他

製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/030/sinaikeizai/5655.html

川口市公共工事活用促進制度

[販売品 ]セメント　生コン取次ぎ　アスファルト混合物　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック　建設残土処理 等

フェンス　タラップ　太陽光パネル取付架台　避雷設備JIS A4201：1992：2003　接地銅板　銅帯　等

[販売品 ]セメント　コンクリート用骨材　砂　砕石（Ｃ３００）

[販売品 ]セメント　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）　粒調砕石（Ｍ３０）　塩化カルシウム　歩車道境界ブロック　コンクリート境界杭 等
　

[販売品 ]セメント　砂　砕石　荒目砂　井戸工事用副資材　充填砂利（ベントナイト　ＣＭＣ　プラスター　３分砂利　硅砂）

排水　通気金具　グリース阻集器　大型門扉　鋳物製品　上下水道用材　橋梁用材　

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　砕石　再生砕石　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　防水材

[販売品 ]セメント　レディーミクストコンクリート　常温合材　塩化カルシウム　モルタル　インバート桝　ため桝　マンホール蓋  等

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　コンクリート境界杭　エキスパンションジョイント 等

エキスパンションジョイント　ルーフドレイン　鋼製下地材

手すり高さ測定シュミレーション器具

建築金物（看板や手すり　庇等） 　厨房板金（シンクや作業台等）

再生砕石（ＲＣ20　ＲＣ40）再生砂　粒度調整再生砕石（ＲＭ40）

屋内及び屋外消火栓箱

シャッター　アルミサッシ　扉金物　扉錠　網入板ガラス　強化ガラス　取手　防音パネル

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　常温合材　歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

[製造品 ]コンクリート　境界杭　[販売品 ]セメント　歩車道境界ブロック　マンホール　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　側溝蓋　モルタル 等

[製造品 ]生コン　[販売品 ]異形棒鋼　セメント　レディーミクストコンクリート　歩車道境界ブロック　側溝蓋　防水材　モルタル 等

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　プレミックスモルタル　シリコン　ウレタン　変性シリコン　雨どい類　ホウキ 等

アルミ材等金属製品のレーザー切断加工品 　鋼材　ベンダー曲加工品　鉄板　ステンレス板　建築金物　ステンレス材 等 

制震システム　耐震補強用鋼管ブレース　各種支承　伸縮装置　落橋防止装置　変位制限装置　粘性ダンパー　免振・制振オイルダンパー

干金物製品  玄関・アミド製品  ドアノブ  ロック製品　敷居スベリ　窓 　ベランダ用アイデア製品 　階段用スベリ止め
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建

共 建

他

電線金物　高圧継手類（鉄・ステンレス）土木・建築などの鍛造品金物　油圧部品　鉄道部品

各種樹木　芝　種子

自転車搬送用コンベア　物流向けピッキング用シャッター付間口　食品工業向けコンベア及び自動機械 

土

電

電

機 他

他

機

建

市内経済の振興に向けて「市産品公共工事活用促進制度」

本市が発注する公共工事は、資材等を調達する際に市産品の活用を促進しています。
このため、現在市内の建築資材を製造している企業リストを作成し、公共工事受注企業にリストを提供しています。

公共工事受注企業のみなさまは出来る限り、市産品の活用をお願いします。

新しい建物を
作ろう

市内企業優先発注
市産品企業・製品リストの提供

建材・土木資材・調達

建材・土木資材・提供

市産品企業・製品リストへの登録

市産品企業・製品リスト ( 五十音順 )

自社の資材を
活かしたい

道路の
補修が必要

公共工事
受注企業

建材・土木資材を
製造する市内企業

市役所発注課

産業振興課

資材分類カラー

共通資材……
土木資材……
建築資材……
電気設備……
機械設備……
その他………

あ

か

共

土

建

電
機

他

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

株式会社赤沼建材店
有限会社秋永賢商店
朝日合金株式会社
荒川興業
安藤建材
有限会社潮来屋商店

伊藤鉄工株式会社
株式会社稲川
株式会社稲川本店
有限会社猪野建材店
入江建築金物工業株式会社
株式会社右官
ウチダステンレス工業株式会社
株式会社栄興産業
江口工業株式会社
株式会社エフアンドビー

老川工業株式会社
有限会社岡安建材店
快工房株式会社
有限会社笠原商店
株式会社金杉建材店
カネキ建材株式会社
株式会社かねよし
株式会社川金コアテック

川口建材商組合
株式会社川口鍛工所
川口ハイウェイオアシスグリーンパーク協同組合

協栄システム株式会社

川口市藤兵衛新田
川口市栄町
川口市飯塚
川口市東領家
川口市西青木
川口市元郷

川口市元郷
戸田市喜沢
川口市芝
川口市芝中田
川口市東領家
川口市本蓮
三郷市彦成
江戸川区興宮町
川口市金山町

川口市芝宮根町
川口市並木
川口市差間
川口市中青木
川口市安行領根岸
川口市朝日
川口市中青木
川口市川口

川口市芝中田
川口市本蓮
川口市赤山
川口市青木

048-295-5943
048-252-3827
048-252-4021
048-222-2982
048-251-4829
048-222-2285

048-224-3986
048-442-5050
048-266-1722
048-265-5215
048-223-1001
048-283-2610
048-958-3001
048-280-3603
048-222-4724

鐵、非鉄材による外装品、手摺、門扉川口市芝樋ノ爪 048-261-0861

048-267-2121
048-251-2030
048-291-7721
048-251-5761
048-281-0106
048-222-6862
048-251-3017
048-259-1113

048-265-5215
048-285-6611
048-299-9031
048-251-6767

p.006

p.004

p.008

p.050

p.144

p.002

p.149

p.009
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建 電

建

土 他

鋳鉄　アルミ　銅合金の銘板　フェンス　車止め　照明灯　ツリーサークル等　車止め　ベンチ　フェン　門扉　小便器川口鋳物工業協同組合 川口市元郷 048-224-6200

他

他

共 土 建

共

機

破砕機　圧縮梱包機　ギロチン切断機　蒸気乾燥機　真空低温乾燥機　レアメタル抽出前処理プラント　蒸気ボイラー株式会社ＮＣＭ 川口市南鳩ヶ谷 048-280-1133

他

共 土 建 他

共 土 建 機

消音エルボ　角ダクト　ブリキ箱株式会社一会設備 川口市上青木 048-265-2521 p.005

建

建

建

他

他

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共
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土

土

建

土 建 他

建

共 建

他

電

電

機 他

他

機

株式会社川口技研 川口市上青木 048-255-5411 p.151他建

p.150

機 他機

共 土 建 機 共 土 建 機



資材・部材の製造業者様は、ぜひご登録をお願い致します。

公共工事受注企業は「市産品企業・製品リスト」を見て、資材の調達を検討します。
ぜひリストに登録して、受注のきっかけを作りませんか？
(※リストに登録されたことが受注を約束するものではありません )

資材分類カラー

共通資材……
土木資材……
建築資材……
電気設備……
機械設備……
その他………

[製造品 ]セメント 生コン　レディーミクストコンクリート　[販売品 ]コンクリート用骨材　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）

登録は無料！手続きは必要書類を
市に提出するだけ！
詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

川口市経済部産業振興課 tel:048-259-9019
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製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/030/sinaikeizai/5655.html

川口市公共工事活用促進制度

[販売品 ]セメント　生コン取次ぎ　アスファルト混合物　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック　建設残土処理 等

フェンス　タラップ　太陽光パネル取付架台　避雷設備JIS A4201：1992：2003　接地銅板　銅帯　等

[販売品 ]セメント　コンクリート用骨材　砂　砕石（Ｃ３００）

[販売品 ]セメント　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）　粒調砕石（Ｍ３０）　塩化カルシウム　歩車道境界ブロック　コンクリート境界杭 等
　

[販売品 ]セメント　砂　砕石　荒目砂　井戸工事用副資材　充填砂利（ベントナイト　ＣＭＣ　プラスター　３分砂利　硅砂）

排水　通気金具　グリース阻集器　大型門扉　鋳物製品　上下水道用材　橋梁用材　

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　砕石　再生砕石　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　防水材

[販売品 ]セメント　レディーミクストコンクリート　常温合材　塩化カルシウム　モルタル　インバート桝　ため桝　マンホール蓋  等

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　コンクリート境界杭　エキスパンションジョイント 等

エキスパンションジョイント　ルーフドレイン　鋼製下地材

手すり高さ測定シュミレーション器具

建築金物（看板や手すり　庇等） 　厨房板金（シンクや作業台等）

再生砕石（ＲＣ20　ＲＣ40）再生砂　粒度調整再生砕石（ＲＭ40）

屋内及び屋外消火栓箱

シャッター　アルミサッシ　扉金物　扉錠　網入板ガラス　強化ガラス　取手　防音パネル

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　常温合材　歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

[製造品 ]コンクリート　境界杭　[販売品 ]セメント　歩車道境界ブロック　マンホール　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ型　側溝蓋　モルタル 等

[製造品 ]生コン　[販売品 ]異形棒鋼　セメント　レディーミクストコンクリート　歩車道境界ブロック　側溝蓋　防水材　モルタル 等

[販売品 ]異形棒鋼　セメント　プレミックスモルタル　シリコン　ウレタン　変性シリコン　雨どい類　ホウキ 等

アルミ材等金属製品のレーザー切断加工品 　鋼材　ベンダー曲加工品　鉄板　ステンレス板　建築金物　ステンレス材 等 

制震システム　耐震補強用鋼管ブレース　各種支承　伸縮装置　落橋防止装置　変位制限装置　粘性ダンパー　免振・制振オイルダンパー

干金物製品  玄関・アミド製品  ドアノブ  ロック製品　敷居スベリ　窓 　ベランダ用アイデア製品 　階段用スベリ止め
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他

他

共 土 建

共

機

他

共 土 建 他

共 土 建 機

建

建

建

他

他

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共

共

土 建

土 建 他

建

共 建

他

電線金物　高圧継手類（鉄・ステンレス）土木・建築などの鍛造品金物　油圧部品　鉄道部品

各種樹木　芝　種子

自転車搬送用コンベア　物流向けピッキング用シャッター付間口　食品工業向けコンベア及び自動機械 

土

電

電

機 他

他

機

建

市内経済の振興に向けて「市産品公共工事活用促進制度」

本市が発注する公共工事は、資材等を調達する際に市産品の活用を促進しています。
このため、現在市内の建築資材を製造している企業リストを作成し、公共工事受注企業にリストを提供しています。

公共工事受注企業のみなさまは出来る限り、市産品の活用をお願いします。

新しい建物を
作ろう

市内企業優先発注
市産品企業・製品リストの提供

建材・土木資材・調達

建材・土木資材・提供

市産品企業・製品リストへの登録

市産品企業・製品リスト ( 五十音順 )

自社の資材を
活かしたい

道路の
補修が必要

公共工事
受注企業

建材・土木資材を
製造する市内企業

市役所発注課

産業振興課

資材分類カラー

共通資材……
土木資材……
建築資材……
電気設備……
機械設備……
その他………

あ

か

共

土

建

電
機

他

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

株式会社赤沼建材店
有限会社秋永賢商店
朝日合金株式会社
荒川興業
安藤建材
有限会社潮来屋商店

伊藤鉄工株式会社
株式会社稲川
株式会社稲川本店
有限会社猪野建材店
入江建築金物工業株式会社
株式会社右官
ウチダステンレス工業株式会社
株式会社栄興産業
江口工業株式会社
株式会社エフアンドビー

老川工業株式会社
有限会社岡安建材店
快工房株式会社
有限会社笠原商店
株式会社金杉建材店
カネキ建材株式会社
株式会社かねよし
株式会社川金コアテック

川口建材商組合
株式会社川口鍛工所
川口ハイウェイオアシスグリーンパーク協同組合

協栄システム株式会社

川口市藤兵衛新田
川口市栄町
川口市飯塚
川口市東領家
川口市西青木
川口市元郷

川口市元郷
戸田市喜沢
川口市芝
川口市芝中田
川口市東領家
川口市本蓮
三郷市彦成
江戸川区興宮町
川口市金山町

川口市芝宮根町
川口市並木
川口市差間
川口市中青木
川口市安行領根岸
川口市朝日
川口市中青木
川口市川口

川口市芝中田
川口市本蓮
川口市赤山
川口市青木

048-295-5943
048-252-3827
048-252-4021
048-222-2982
048-251-4829
048-222-2285

048-224-3986
048-442-5050
048-266-1722
048-265-5215
048-223-1001
048-283-2610
048-958-3001
048-280-3603
048-222-4724

鐵、非鉄材による外装品、手摺、門扉川口市芝樋ノ爪 048-261-0861

048-267-2121
048-251-2030
048-291-7721
048-251-5761
048-281-0106
048-222-6862
048-251-3017
048-259-1113

048-265-5215
048-285-6611
048-299-9031
048-251-6767

p.006

p.004

p.008

p.050

p.144

p.002

p.149

p.009

共

共

共

建 電

建

土 他

鋳鉄　アルミ　銅合金の銘板　フェンス　車止め　照明灯　ツリーサークル等　車止め　ベンチ　フェン　門扉　小便器川口鋳物工業協同組合 川口市元郷 048-224-6200

他

他

共 土 建

共

機

破砕機　圧縮梱包機　ギロチン切断機　蒸気乾燥機　真空低温乾燥機　レアメタル抽出前処理プラント　蒸気ボイラー株式会社ＮＣＭ 川口市南鳩ヶ谷 048-280-1133

他

共 土 建 他

共 土 建 機

消音エルボ　角ダクト　ブリキ箱株式会社一会設備 川口市上青木 048-265-2521 p.005

建

建

建

他

他

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共

共

土

土

建

土 建 他

建

共 建

他

電

電

機 他

他

機

株式会社川口技研 川口市上青木 048-255-5411 p.151他建

p.150

機 他機

共 土 建 機 共 土 建 機



Ⓐ
た

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

な

株式会社ケーワン
鋼栄エンジニアリング株式会社
ゴトー工業株式会社
有限会社寿屋
児玉コンクリート工業株式会社
有限会社小宮商事
株式会社コヤウチファスナー
埼玉阿部木材株式会社
株式会社埼玉植物園
有限会社齋藤製筺
株式会社栄精機製作所
桜井工業株式会社
株式会社三愛電機
株式会社山陽
三和体育製販株式会社
有限会社島根建材
秀栄継手工業株式会社
株式会社城南製鋼所
株式会社昌和
有限会社正和軽合金
新和総業株式会社
鈴木建材店
タイコウエンタープライズ株式会社
株式会社大巧コンクリート工業
株式会社大成電機
株式会社ダイトク
有限会社秦洋精機製作所
泰和電気工業株式会社（川口本店）
髙畑工業
田辺電機株式会社
株式会社谷川電機製作所
中興電機株式会社
株式会社辻井製作所
土リサイクルセンター株式会社
株式会社ティー・ケー・ケー

東北工業株式会社

株式会社遠山鐵工所
豊川興業株式会社
有限会社豊栄厨房
永井機械鋳造株式会社
有限会社中澤粘土
長島鋳物株式会社

川口市江戸
川口市新堀
川口市川口
川口市領家
豊島区南池袋
川口市西新井宿
川口市東本郷
川口市北原台
川口市鳩ヶ谷本町
川口市弥平
川口市青木
川口市朝日
川口市東領家
川口市朝日
川口市緑町
川口市東川口
川口市南鳩ヶ谷
川口市領家
川口市青木
川口市榛松
川口市新堀
さいたま市緑区下山口新田
川口市柳崎
川口市末広
台東区台東
川口市南鳩ヶ谷
川口市朝日
川口市幸町
川口市領家
川口市石神
川口市青木
川口市栄町
川口市元郷
川口市西新井宿
川口市戸塚東

中野区東中野

久喜市菖蒲町昭和沼
川口市東領家
川口市緑町
川口市中青木
川口市幸町
川口市仲町

048-282-6229
048-287-1577
048-252-3903
048-224-2321
03-3971-7195
048-285-8007
048-296-1273
048-966-4312
048-281-0124
048-222-1288
048-252-6833
048-223-3014
048-224-8251
048-222-1232
048-255-6121
048-296-0908
048-285-2025
048-223-3116
048-255-6100
048-288-5488
048-296-3621
048-873-8141
048-269-6111
048-222-6793
048-288-9030
048-286-6620
048-222-6019
048-229-4210
048-290-8124
048-295-0957
048-255-2351
048-251-7610
048-222-3363
048-452-8839
048-295-1155

048-284-1516

0480-85-2111
048-223-0200
048-241-5524
048-251-5260
048-251-6713
0480-58-2211

さ
共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

建

建

建

建

機

機

機

機

機

機

機

電

電

電

電

電

電

電

土 機

土 他

土

土

共 土

土

土

共

他

他

他電 機

電共 機

機

機

機

他

他

p.010

p.056

p.012

p.058

p.161

p.014

p.110
p.109

p.111
p.066
p.021

p.169

p.115

p.072
p.074

p.023

製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

鋼製下地　ＳＵＳ　ＳＴサッシ　内装金物　金属パネル　扉金物　扉錠　取手等

保安用品（道路工事用看板　ウイングスタンド）　災害用トイレ・テント　仮設トイレ

生コン

コンクリートパイル（ＰＨＣ/ＨＢ/ＳＴ/ＳＣ/ＨｉＳＣ/ＣＰＲＣ/節杭）

[販売品 ]セメント　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）芝　植栽用黒土　赤土　植木保護材　庭砂利

特殊ねじ　各種建築用ねじ類　ボルト　冷間圧造パーツ

住宅造作材　集成材　フリー板　内地材　デッキ材　南洋材一式　米材　北洋材等

各種樹木・芝・種子

鉄筋コンクリートＬ形　集水桝　マンホール蓋 　弁枡蓋 　弁枡 　量水器桝　インバート桝　ため枡 　歩車道境界ブロック

防振金具（ＳＵＳ304　バネ鋼）

排気筒（直筒・エルボ・Ｈトップ等）

屋外照明器具　企画設計製造販売（LED　HID）街路灯　公園灯　等

下水管推進工法機械製造メーカー

スポーツ施設設備・器具  各種スポーツ競技用具 (ゴール/体操マット/ベンチ・プール用品 )

[販売品 ]袋セメント　砂　砕石　再生砕石　粒調砕石　川砂　山砂　常温合材　塩化カルシウム　グレーチング

ポリエチレン管用金属継手

異形棒鋼 (ＳＤ295Ａ ＳＤ345 ＳＤ390 / サイズＤ10，Ｄ13，Ｄ16)

エレベーター（荷物用　車用他）　輸送機材

産業機械部品ほか

再生砕石

[販売品 ]セメント　生コン　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４００）　粒調砕石（Ｍ３０）　川砂　切砕

スパイラルダクト部材一式

レディーミクストコンクリート　コンクリート用骨材　ＡＥ剤　減水剤　凝結遅延剤　砂　砕石

自動制御盤　中央監視装置　電気計装用機

ＬＥＤ工場灯  ＬＥＤ投光器  ＬＥＤ街路灯  ＬＥＤ高天井灯

機械部品（油圧、空圧シリンダー　ホイールAssy　鋳物　鉄　その他機械部品加工）

高低圧受配電装置　監視盤　制御盤　変圧器　各種配電盤　分電盤

鉄・ステンレス製建築金物（設備架台　鉄骨　手すり　門扉等）

上下水道排水処理設備 (受配電　動力　計装　自動制御盤 )　上下水道排水処理 (中央監視装置　遠方監視制御装置 )

高圧ケーブル接続材料　電力ケーブル付属品　配電装柱用金物類　装柱金具類　地中線材料　各種鋼管　継手類　アース棒 　マンホール

高低圧受配電装置　監視盤　制御盤　変圧器　各種配電盤 　分電盤

ポンプケージング (ＦＣＤ)柱上変圧器ケース   エレベータ部品 (シーブ/プーリー/ベース/ペデスタル等 )

粒状改良土　石灰改良土（材）　セメント系改良材　固化材

洗い出し平板　ボラード　アルミサッシ　扉金物　扉錠　強化ガラス　フェンス　大型門扉　組立車庫　車止め　伸縮門扉　駐輪機

各種ダクト

ダクタイル鋳鉄異形管

普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）

厨房板金製品全般

断裁機

粘土（シャットボール）

弁桝　弁きょう　マンホール蓋　弁桝蓋

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

建

建

建

建

機

機

機

機

機

機

機

電

電

電

電

電

電

電

土 機

土 他

土

土

共 土

土

土

共

株式会社テクノコア さいたま市緑区東浦和 048-291-1001 空気清浄装置　レインカーテン　空調用自動制御装置　粉塵見張り番　ミスト装置　Ｖｉｕシステム（グラウンド散水システム）

他

他

他電 機

電共 機

機

機

東和電機工業株式会社（川口営業所） 川口市赤井 048-291-8432 受配電盤　分電盤変圧器　中央監視制御装置

機

他

他

[販売品 ]異形棒鋼　亜鉛めっき鉄線　ワイヤーメッシュ　差筋アンカー　結束線　アスファルト　コンクリート　モルタル　インバート桝 等

流し  戸棚  棚  レンジ  コンロ  フライヤー　学校　保育所などの厨房機器（強力ガスかまど等）ステンレス板金

共 土 建 機

機

株式会社岸田商店
有限会社敬和

川口市朝日
川口市伊刈

048-222-3733
048-266-5860

共 土 建 機

機

他機 他機

株式会社テラヤマ 川口市戸塚南 048-295-0909 各種樹木・芝・種子



Ⓐ
た

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

な

株式会社ケーワン
鋼栄エンジニアリング株式会社
ゴトー工業株式会社
有限会社寿屋
児玉コンクリート工業株式会社
有限会社小宮商事
株式会社コヤウチファスナー
埼玉阿部木材株式会社
株式会社埼玉植物園
有限会社齋藤製筺
株式会社栄精機製作所
桜井工業株式会社
株式会社三愛電機
株式会社山陽
三和体育製販株式会社
有限会社島根建材
秀栄継手工業株式会社
株式会社城南製鋼所
株式会社昌和
有限会社正和軽合金
新和総業株式会社
鈴木建材店
タイコウエンタープライズ株式会社
株式会社大巧コンクリート工業
株式会社大成電機
株式会社ダイトク
有限会社秦洋精機製作所
泰和電気工業株式会社（川口本店）
髙畑工業
田辺電機株式会社
株式会社谷川電機製作所
中興電機株式会社
株式会社辻井製作所
土リサイクルセンター株式会社
株式会社ティー・ケー・ケー

東北工業株式会社

株式会社遠山鐵工所
豊川興業株式会社
有限会社豊栄厨房
永井機械鋳造株式会社
有限会社中澤粘土
長島鋳物株式会社

川口市江戸
川口市新堀
川口市川口
川口市領家
豊島区南池袋
川口市西新井宿
川口市東本郷
川口市北原台
川口市鳩ヶ谷本町
川口市弥平
川口市青木
川口市朝日
川口市東領家
川口市朝日
川口市緑町
川口市東川口
川口市南鳩ヶ谷
川口市領家
川口市青木
川口市榛松
川口市新堀
さいたま市緑区下山口新田
川口市柳崎
川口市末広
台東区台東
川口市南鳩ヶ谷
川口市朝日
川口市幸町
川口市領家
川口市石神
川口市青木
川口市栄町
川口市元郷
川口市西新井宿
川口市戸塚東

中野区東中野

久喜市菖蒲町昭和沼
川口市東領家
川口市緑町
川口市中青木
川口市幸町
川口市仲町

048-282-6229
048-287-1577
048-252-3903
048-224-2321
03-3971-7195
048-285-8007
048-296-1273
048-966-4312
048-281-0124
048-222-1288
048-252-6833
048-223-3014
048-224-8251
048-222-1232
048-255-6121
048-296-0908
048-285-2025
048-223-3116
048-255-6100
048-288-5488
048-296-3621
048-873-8141
048-269-6111
048-222-6793
048-288-9030
048-286-6620
048-222-6019
048-229-4210
048-290-8124
048-295-0957
048-255-2351
048-251-7610
048-222-3363
048-452-8839
048-295-1155

048-284-1516

0480-85-2111
048-223-0200
048-241-5524
048-251-5260
048-251-6713
0480-58-2211

さ
共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

建

建

建

建

機

機

機

機

機

機

機

電

電

電

電

電

電

電

土 機

土 他

土

土

共 土

土

土

共

他

他

他電 機

電共 機

機

機

機

他

他

p.010

p.056

p.012

p.058

p.161

p.014

p.110
p.109

p.111
p.066
p.021

p.169

p.115

p.072
p.074

p.023

製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

鋼製下地　ＳＵＳ　ＳＴサッシ　内装金物　金属パネル　扉金物　扉錠　取手等

保安用品（道路工事用看板　ウイングスタンド）　災害用トイレ・テント　仮設トイレ

生コン

コンクリートパイル（ＰＨＣ/ＨＢ/ＳＴ/ＳＣ/ＨｉＳＣ/ＣＰＲＣ/節杭）

[販売品 ]セメント　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４０）芝　植栽用黒土　赤土　植木保護材　庭砂利

特殊ねじ　各種建築用ねじ類　ボルト　冷間圧造パーツ

住宅造作材　集成材　フリー板　内地材　デッキ材　南洋材一式　米材　北洋材等

各種樹木・芝・種子

鉄筋コンクリートＬ形　集水桝　マンホール蓋 　弁枡蓋 　弁枡 　量水器桝　インバート桝　ため枡 　歩車道境界ブロック

防振金具（ＳＵＳ304　バネ鋼）

排気筒（直筒・エルボ・Ｈトップ等）

屋外照明器具　企画設計製造販売（LED　HID）街路灯　公園灯　等

下水管推進工法機械製造メーカー

スポーツ施設設備・器具  各種スポーツ競技用具 (ゴール/体操マット/ベンチ・プール用品 )

[販売品 ]袋セメント　砂　砕石　再生砕石　粒調砕石　川砂　山砂　常温合材　塩化カルシウム　グレーチング

ポリエチレン管用金属継手

異形棒鋼 (ＳＤ295Ａ ＳＤ345 ＳＤ390 / サイズＤ10，Ｄ13，Ｄ16)

エレベーター（荷物用　車用他）　輸送機材

産業機械部品ほか

再生砕石

[販売品 ]セメント　生コン　砂　砕石　再生砕石（ＲＣ４００）　粒調砕石（Ｍ３０）　川砂　切砕

スパイラルダクト部材一式

レディーミクストコンクリート　コンクリート用骨材　ＡＥ剤　減水剤　凝結遅延剤　砂　砕石

自動制御盤　中央監視装置　電気計装用機

ＬＥＤ工場灯  ＬＥＤ投光器  ＬＥＤ街路灯  ＬＥＤ高天井灯

機械部品（油圧、空圧シリンダー　ホイールAssy　鋳物　鉄　その他機械部品加工）

高低圧受配電装置　監視盤　制御盤　変圧器　各種配電盤　分電盤

鉄・ステンレス製建築金物（設備架台　鉄骨　手すり　門扉等）

上下水道排水処理設備 (受配電　動力　計装　自動制御盤 )　上下水道排水処理 (中央監視装置　遠方監視制御装置 )

高圧ケーブル接続材料　電力ケーブル付属品　配電装柱用金物類　装柱金具類　地中線材料　各種鋼管　継手類　アース棒 　マンホール

高低圧受配電装置　監視盤　制御盤　変圧器　各種配電盤 　分電盤

ポンプケージング (ＦＣＤ)柱上変圧器ケース   エレベータ部品 (シーブ/プーリー/ベース/ペデスタル等 )

粒状改良土　石灰改良土（材）　セメント系改良材　固化材

洗い出し平板　ボラード　アルミサッシ　扉金物　扉錠　強化ガラス　フェンス　大型門扉　組立車庫　車止め　伸縮門扉　駐輪機

各種ダクト

ダクタイル鋳鉄異形管

普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）

厨房板金製品全般

断裁機

粘土（シャットボール）

弁桝　弁きょう　マンホール蓋　弁桝蓋

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

建

建

建

建

機

機

機

機

機

機

機

電

電

電

電

電

電

電

土 機

土 他

土

土

共 土

土

土

共

株式会社テクノコア さいたま市緑区東浦和 048-291-1001 空気清浄装置　レインカーテン　空調用自動制御装置　粉塵見張り番　ミスト装置　Ｖｉｕシステム（グラウンド散水システム）

他

他

他電 機

電共 機

機

機

東和電機工業株式会社（川口営業所） 川口市赤井 048-291-8432 受配電盤　分電盤変圧器　中央監視制御装置

機

他

他

[販売品 ]異形棒鋼　亜鉛めっき鉄線　ワイヤーメッシュ　差筋アンカー　結束線　アスファルト　コンクリート　モルタル　インバート桝 等

流し  戸棚  棚  レンジ  コンロ  フライヤー　学校　保育所などの厨房機器（強力ガスかまど等）ステンレス板金

共 土 建 機

機

株式会社岸田商店
有限会社敬和

川口市朝日
川口市伊刈

048-222-3733
048-266-5860

共 土 建 機

機

他機 他機

株式会社テラヤマ 川口市戸塚南 048-295-0909 各種樹木・芝・種子



中原建設株式会社
日本躯体処理株式会社
日本量水器工業株式会社
株式会社萩原機械製作所
原田工業
株式会社ビルドアップ
株式会社フカガワ
株式会社福原鋳物製作所
フジカ濾水機株式会社
株式会社フジキャスト
不二工業株式会社
フジテック株式会社
株式会社ボスケ
前澤工業株式会社
株式会社松本アルミ
株式会社向山工場
村精鋳工株式会社
元郷プラント株式会社
株式会社モリチュウ
矢島鋳工株式会社
有限会社矢作建材店
矢作コンクリート株式会社
山伸ステンレス工業株式会社
山伸マテリアル株式会社
有限会社山野建材店
株式会社ユニパック

吉田機械工業株式会社
株式会社吉田東光
吉村工業株式会社
株式会社リョウケ
株式会社リョウサン
株式会社ワールド避雷針工業

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

川口市柳崎
川口市道合
川口市前川
川口市飯塚
川口市榛松
川口市八幡木
川口市西青木
川口市西川口
豊島区東池袋
川口市西川口
川口市領家
川口市安行原
川口市領家
川口市仲町

川口市幸町
川口市里
川口市元郷
川口市江戸袋
川口市並木
川口市道合
川口市中青木
川口市安行領根岸
川口市安行領根岸
川口市栄町
川口市西川口

川口市本蓮
さいたま市中央区下落合
台東区東上野
川口市榛松
川口市中青木
目黒区八雲
　

048-269-3310
048-229-7222
048-282-1829
048-252-3244
048-286-7030
048-280-3077
048-257-3111
048-252-3352
048-225-2311
048-444-5111
048-224-3333
048-297-5103
048-229-3507
048-251-5511
048-267-2811
048-255-8021
048-281-1840
048-222-4681
048-283-1421
048-253-2662
048-296-5699
048-251-1325
048-286-3331
048-286-3111
048-251-5965
048-258-6991

048-281-0535
048-267-1308
048-222-2989
048-281-9790
048-259-5555
048-258-3621

土

土

土

共

共

共

共

建

機

他

他

他

電土共 建

建

建

建

機

電

電

土 建 機

土共

土共

土共

共 他

土 機

土 機

機

機 他

他

機

機

他

土

土 建 機

共 土 建

共 土 建

共 土 建

p.025

p.026

p.084

p.085

p.087
p.029

p.088
p.089
p.129
p.177

p.035

p.036
p.037

p.094
p.095

p.039

p.096
p.040
p.097

p.028

p.024

は

ま

や

ら

わ

株式会社永瀬工場 川口市元郷 048-223-3111他 クレーン車輪　門扉専用車輪　クレーン用ロープ車 他

製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

再生砕石　再生砂　再生粒調　アスファルト合材　再生アスファルト合材

消火栓　仕切弁　空気弁用レジンボックス　弁桝　マンホール蓋用桝 　レジンコンクリート性桝

球根皮むき機　サイノ目切機　野菜切断機　芋潰し機  　板金加工機械 (スケアシャー シャーリング )　防球ネット

各種鋼材の溶接加工　ベンチ

アルミサッシ　扉金物　扉錠　取手

道路標識用・埋め込み用スパイラル　吊金具 　厨房フード 　グリスフィルター 　角丸ダクト各種　ウェザーカバー　角丸ダンパー 　たわみ綱手　ダクト用各種部材

人孔鉄蓋 　防水水槽鉄蓋　雨水蓋　液状化浮上防止資材　水道用鉄蓋資材

プール　浴場　雨水　井戸用ろ過装置

鋳鉄製グレーチング　マンホール　ボックスカルバート（水道用）グレーチング (ダクタイル製 ,鋼製 )

免震装置ＢＳＬ（杭頭免震装置）　鋳物製品

各種鋼材のＲ曲げ加工品

緑化マット　樹木・芝など

鋳鉄製バルブ　ゲート  上下水道設備（水処理　汚泥処理）　スクリーン　破砕装置

アルミサッシ　スチールドア　ステンレスドア　特殊ドア

鉄筋コンクリート用棒鋼【JIS G3112】高強度せん断補強用　異形棒鋼ＭＫ745:ＭＳＲＢ-0067

ダクタイル鋳鉄　異形管

ダクト類　コンベア類

高欄 横断 /転落防止柵 ベンチ フェンス 大型門扉 照明灯 街路灯 流しコンロフライヤー 景観材全般 鋳物製ギフト記念品

制震ダンパー　免震ダンパー等

[販売品 ]Ｄ１０　Ｄ１３　鉄筋　ワイヤーメッシュ　セメント　常温合材　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ形　ロングＵ　側溝蓋　コンクリート境界杭　自由勾配側溝　簡易土留板　EZスリット側溝 等

ステンレス鋼材 ベンチ 遊具 標識 掲示板 モニュメント フェンス 門扉 公共施設用照明器具　厨房機器全般（業務用・学校給食用）

[販売品 ]カラー亜鉛鉄板　亜鉛メッキ鉄線　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

空気清浄装置（空調機用フィルター）

コンクリート・アスファルト孔あけ機　プラットホーム用孔あけ機

[販売品 ]異形棒鋼　Ｈ形鋼　ストレートアスファルトアスファルト混合材　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

マンホール蓋　ハンドホール蓋　ＣＣＢox蓋　鋳鉄製機械部品

水泳プール用コースロープ　プラスチック製水缶　プラスチック部品容器

シャッター　アルミサッシ　防音パネル  扉金物　扉錠　取手　網入板ガラス　強化ガラス

避雷設備器材

土

土

土

共

共

共

共

建

機

他

他

他

電土共 建

建

建

建

機

電

電

土 建 機

土共

土共

土共

共 他

土 機

土 機

機

機 他

他

機

機

横山産業株式会社 東京都足立区伊興本町 048-262-7000 普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）

他

土

土 建 機

共 土 建

共 土 建

共 土 建

共共



中原建設株式会社
日本躯体処理株式会社
日本量水器工業株式会社
株式会社萩原機械製作所
原田工業
株式会社ビルドアップ
株式会社フカガワ
株式会社福原鋳物製作所
フジカ濾水機株式会社
株式会社フジキャスト
不二工業株式会社
フジテック株式会社
株式会社ボスケ
前澤工業株式会社
株式会社松本アルミ
株式会社向山工場
村精鋳工株式会社
元郷プラント株式会社
株式会社モリチュウ
矢島鋳工株式会社
有限会社矢作建材店
矢作コンクリート株式会社
山伸ステンレス工業株式会社
山伸マテリアル株式会社
有限会社山野建材店
株式会社ユニパック

吉田機械工業株式会社
株式会社吉田東光
吉村工業株式会社
株式会社リョウケ
株式会社リョウサン
株式会社ワールド避雷針工業

資 材 分 類 事 業 所 名 電 話 番 号所 在 地 掲 載 頁

川口市柳崎
川口市道合
川口市前川
川口市飯塚
川口市榛松
川口市八幡木
川口市西青木
川口市西川口
豊島区東池袋
川口市西川口
川口市領家
川口市安行原
川口市領家
川口市仲町

川口市幸町
川口市里
川口市元郷
川口市江戸袋
川口市並木
川口市道合
川口市中青木
川口市安行領根岸
川口市安行領根岸
川口市栄町
川口市西川口

川口市本蓮
さいたま市中央区下落合
台東区東上野
川口市榛松
川口市中青木
目黒区八雲
　

048-269-3310
048-229-7222
048-282-1829
048-252-3244
048-286-7030
048-280-3077
048-257-3111
048-252-3352
048-225-2311
048-444-5111
048-224-3333
048-297-5103
048-229-3507
048-251-5511
048-267-2811
048-255-8021
048-281-1840
048-222-4681
048-283-1421
048-253-2662
048-296-5699
048-251-1325
048-286-3331
048-286-3111
048-251-5965
048-258-6991

048-281-0535
048-267-1308
048-222-2989
048-281-9790
048-259-5555
048-258-3621

土

土

土

共

共

共

共

建

機

他

他

他

電土共 建

建

建

建

機

電

電

土 建 機

土共

土共

土共

共 他

土 機

土 機

機

機 他

他

機

機

他

土

土 建 機

共 土 建

共 土 建

共 土 建

p.025

p.026

p.084

p.085

p.087
p.029

p.088
p.089
p.129
p.177

p.035

p.036
p.037

p.094
p.095

p.039

p.096
p.040
p.097

p.028

p.024

は

ま

や

ら

わ

株式会社永瀬工場 川口市元郷 048-223-3111他 クレーン車輪　門扉専用車輪　クレーン用ロープ車 他

製 　 造 　 品 　 名 資 材 分 類

再生砕石　再生砂　再生粒調　アスファルト合材　再生アスファルト合材

消火栓　仕切弁　空気弁用レジンボックス　弁桝　マンホール蓋用桝 　レジンコンクリート性桝

球根皮むき機　サイノ目切機　野菜切断機　芋潰し機  　板金加工機械 (スケアシャー シャーリング )　防球ネット

各種鋼材の溶接加工　ベンチ

アルミサッシ　扉金物　扉錠　取手

道路標識用・埋め込み用スパイラル　吊金具 　厨房フード 　グリスフィルター 　角丸ダクト各種　ウェザーカバー　角丸ダンパー 　たわみ綱手　ダクト用各種部材

人孔鉄蓋 　防水水槽鉄蓋　雨水蓋　液状化浮上防止資材　水道用鉄蓋資材

プール　浴場　雨水　井戸用ろ過装置

鋳鉄製グレーチング　マンホール　ボックスカルバート（水道用）グレーチング (ダクタイル製 ,鋼製 )

免震装置ＢＳＬ（杭頭免震装置）　鋳物製品

各種鋼材のＲ曲げ加工品

緑化マット　樹木・芝など

鋳鉄製バルブ　ゲート  上下水道設備（水処理　汚泥処理）　スクリーン　破砕装置

アルミサッシ　スチールドア　ステンレスドア　特殊ドア

鉄筋コンクリート用棒鋼【JIS G3112】高強度せん断補強用　異形棒鋼ＭＫ745:ＭＳＲＢ-0067

ダクタイル鋳鉄　異形管

ダクト類　コンベア類

高欄 横断 /転落防止柵 ベンチ フェンス 大型門扉 照明灯 街路灯 流しコンロフライヤー 景観材全般 鋳物製ギフト記念品

制震ダンパー　免震ダンパー等

[販売品 ]Ｄ１０　Ｄ１３　鉄筋　ワイヤーメッシュ　セメント　常温合材　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

歩車道境界ブロック　鉄筋コンクリートＬ／Ｕ形　ロングＵ　側溝蓋　コンクリート境界杭　自由勾配側溝　簡易土留板　EZスリット側溝 等

ステンレス鋼材 ベンチ 遊具 標識 掲示板 モニュメント フェンス 門扉 公共施設用照明器具　厨房機器全般（業務用・学校給食用）

[販売品 ]カラー亜鉛鉄板　亜鉛メッキ鉄線　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

空気清浄装置（空調機用フィルター）

コンクリート・アスファルト孔あけ機　プラットホーム用孔あけ機

[販売品 ]異形棒鋼　Ｈ形鋼　ストレートアスファルトアスファルト混合材　常温合材　乳剤　塩化カルシウム　建築用（化粧）コンクリートブロック 等

マンホール蓋　ハンドホール蓋　ＣＣＢox蓋　鋳鉄製機械部品

水泳プール用コースロープ　プラスチック製水缶　プラスチック部品容器

シャッター　アルミサッシ　防音パネル  扉金物　扉錠　取手　網入板ガラス　強化ガラス

避雷設備器材
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横山産業株式会社 東京都足立区伊興本町 048-262-7000 普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）
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