あいさつ
私たち『 大田区企業交流会

OKK-21 』は、1988年発足の大田区

企業交流会 OKK-1と1998年発足の大田区異業種交流会 TAO21
が合流し、2015年新たな企業交流会としてスタートいたしました。
会員数が増えたことで今まで以 上に活 性 化され、若 手からベテラ
ンまで様々な業 種の会員が経 営に関する情 報 交 換や勉 強 会、新 製
品開発、地域貢献等精力的に活動しております。
これからも会員一人一人の知恵・経験と皆の結束力で会員企業の
益々の発 展を目指し、
さらには大田区を盛り上げていく存 在になる様
努めてまいります。

詳しい企業情報は、
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軟質プラスチック製造・加工

1

株式会社エポゾール

ＴＥＬ：０３-３７４５-２６５１
〒143-0033 東京都大田区東糀谷6-4-17
ＦＡＸ：０３-３７４５-１５８０
http://epsol-ota.com/
担当者：吉田

軟質プラスチックのキャップ＆コーティ
ングの事なら何でもお任せください！
弊社は、雄型のみを使用して作成する
『でぃっぷ成
形の専門工場』です。
『でぃっぷ』は、チーズフォンディュの様に溶けた樹
脂に金型を浸けて取り出すことで、キャップが出来
上がります。
また、金型から離形する時も軟質プラス
チックは、小さい取り出し口から離形が可能です。
営業品目
■ディップモールディング
（雄型の金型で成型）
絶縁・保護・防錆・防塵キャップ
ボルト・ナット部の防錆キャップ
■ディップコーティング
ハンドル、
レバー類の取っ手等
材料は使用用途
（性能、色）
、
環境に合わせて取り揃えております。
ＵＬ規格品、
耐熱、耐薬品、
艶消し、
透明等
材質：ＰＶＣ、
ＰＥ、
ＰＡ

金属板金加工・工業用クランプ製造販売

2

有限会社川村製作所

確かな知識と優れた技術を
常に自社製品の開発を続けて来て、
PATも幾つ
か取得しています。
また、小規模企業の特製を
生かして、小回りのきく企業として営業していま
す。
自社開発の工業用クランプ、
ゴムホースバン
ド、
PATを取得したアジャストバンド、
集塵機用バ
グバンドなど締め付けバンドの事でしたら、
あらゆ
る御要望にお答えできると思います。

営業品目
金属板の板金プレス加工およびその付帯事項
工業用クランプバンド・自動車用クランプバンド・Ｐ型ねじ式バン
ド・
Ｓ型スプリングバンド・バッテリー再生
（フォークリフト用等）

2

ＴＥＬ：０３-３７６1-4541
〒143-0012 東京都大田区大森東4-22-4
ＦＡＸ：０３-3766-3541
http://www.kawamura-mfg.co.jp/
担当者：川村

打ち抜き（全抜き・半抜き）プレス成形 射出成形

3

株式会社ケイエス

ＴＥＬ：０３-３２９８-２９２９

〒143-0014 東京都大田区大森中２-17-13
ＦＡＸ：０３-３２９８-２９５６
http：//ｋ-ｓ.jpn.org/
担当者：白鳥

ゴム、
プラスチックのことなら！
！
試作から量産までご希望に合った
加工方法をご提案いたします。
当社はお客様のご要望に基づき各種ゴム・プラ
スチックシートの打ち抜き、
ゴム成形、
プラスチック
成形まで一貫した取り組みを行っております。
これからも今まで培ったノウハウに新しい技術を
加え、
お客さまに安心して任せられる会社として
日々頑張ってまいります。
営業品目
■取り扱い材料
各種ゴム、
プラスチック、
フィルム、
スポンジ、
コルク、
ノンアスベス
トシート、
ファイバー、
フェルト、
両面テープ他
様々な材料を取り扱っております
お気軽にご相談ください

製造業

4

ＴＥＬ：０3-3727-4445

有限会社さつき電子

〒145-0066 東京都大田区南雪谷2-１７-７-６０３
FAX：03-6638-8845
E-mail：satsuki-e@yk2.so-net.ne.jp
担当者：末石

マイコン応用製品設計製造
マイコンを内蔵した製品を企画段階から一緒に
考え企画しソフトウエアも含めて一括製造いたし
ます。

営業品目
■ＣＰＵ内蔵プリント基板回路設計,製作
（ソフトウエア含む）
■各種インターフェース設計、
製作
■自動制御装置

企画、設計、
製作

■量産用装置類の企画、
設計、製作

3

ファインケミカル製品の製造、開発、販売

5

ＴＥＬ：０３-３７５３-１１１３

シールエンド株式会社

〒146-0082 東京都大田区池上7-10-7
ＦＡＸ：０３-３７５１-２９９１
http://www.sealend.jp
担当者：寺田

“小回り”の利く開発・製造・販売体制
当社は液体パッキング、潤滑剤をはじめとしたケ
ミカル製品を自社ブランドにて製造販売いたして
おります。
顧客の要望にマッチした製品を、特注品として
小ロットからの受注をする小回りの利く開発、製
造、
販売体制をモットーとしております。
近年ユーザーの多様化により、
自社製品のみな
らず国内外の優秀な技術を取り入れ、
幅広い事
業分野への進出を目指しております。
営業品目
■液体パッキング■ボルトのプレ加工■二硫化モリブデン潤滑
剤■高温部焼付防止剤■浸透ゆるめ剤■嫌気性接着剤■その
他接着剤■配管・タンク等の緊急補修材■自動車整備用各種ケ
ミカル用品 他

各種めっき及びカチオン電着塗装

6

株式会社新日東電化

多彩なめっき・表面処理メニュー
で業界をリードします。
金属の表面処理のエキスパートとして、各種電気めっき
の他、無電解めっき、カチオン電着塗装を手がけていま
す。城南地区の表面処理センターとしてISO-14001と
ISO-9002を取得しています。

営業方針
■地域に密着し、地域に役立つ表面処理企業を目ざす。
■環境を重視し、省資源、
リサイクルに役立つ表面処理を確立する。
■新しい表面処理技術の開発に力を注ぎ、時代の要請に答える。
■アルミ、ステンレス、タングステン、マグネシウムなどを素材とする表面処

理により、新たな製品開発に協力し、人類・社会に貢献する企業となる。

4

ＴＥＬ：０３-3790-2321
〒143-0003 東京都大田区京浜島2-2-1
ＦＡＸ：03-3790-2327
http://www.snd-shinnitto.co.jp/
担当者：佐藤

金属加工業

7

有限会社関鉄工所

ＴＥＬ：０３-３７６１-３１６７～８
〒143-0015 東京都大田区大森西4-1７-27
ＦＡＸ：０３-３７６１-４８２６
http://sekitec.web.fc2.com/
担当者：関

最高のスタッフにより最高の部品
を作り最高の機械を組み立てる
設計、
加工、
組み立てまで客先のどのような要求
にも応え、
また高品質・高精度な部品により、
よりよ
い機械を作っております。
とくに当社は食品機械を得意とし設立以来、一
貫生産に取り組んでまいりました。
また、客先の注文により機械加工部品単体また
は出張工事など幅広く業務を展開しております。

営業品目
■食品機械
■印刷機械
■産業機械全般
■各種機械加工及び組み立て

化学工業（塗料製造）

8

太洋塗料株式会社

人と地球にやさしい
水性塗料メーカー

ＴＥＬ：０３-３７４５-0111
〒143-0033 東京都大田区東糀谷6-4-18
ＦＡＸ：０３-３７４３-9161
http://www.taiyotoryo.co.jp
担当者：林

MASKING
COLOR

マスキングカラーは、塗った後に
きれいに“はがせる”水性塗料です。

結露防止用塗料や高日射反射率塗料(平
成23年度おおたECO推進賞受賞)、無機
塗料など機能性塗料の開発・製造・販売に
努めております。
営業品目
■ハイテクノロジー塗料
高日射反射率塗料、防曇塗料、ハイブリッド塗料、UV塗料、無機塗料
■建築用塗料
シミ止め塗料、結露防止用塗料、下地用パテ、床用塗料、プール用塗料
■工業用塗料
錆止用塗料、ディッピング用塗料、ストリッパブルペイント、防音塗料
■路面標示用塗料
溶着型塗料、ホットスプレー型塗料、常温汎用型塗料、舗装面用カラー塗料

5

自動バルブの設計・製造・販売

9

ＴＥＬ：０３-３７６３-４３１１

ティヴィバルブ株式会社

〒143-0012 東京都大田区大森東４-３３-８
ＦＡＸ：０３-３７６３-４３１７
http://www.tv-valve.co.jp/
担当者：竹内

ユーザー指向の小回りのきく
自動バルブメーカー
当社は、産業用機械、食品、重化学工業等、各
種プラントの流体制御及び遮断に関わるあらゆ
る分野で、
自動化のお手伝いをさせて頂いてい
る会社です。
当社は1940年創業で 永年に亘り、
お客様より高
性能とのご支持を頂き、信頼の構築をしてまいり
ました。
お客様の様々なニーズに迅速にかつ的
確にお応えする体制を整えております。
営業品目
■各種自動バルブ
■特殊自動バルブの設計・製造
■トルクアクチュエーター

軟質プラスチックフィルム高周溶着加工・梱包資材製造 ＴＥＬ：０３-３７５５-０２１１

10

有限会社東京工房

ノベルティグッズから工場設備まで
お客様の様々なニーズにお応えいたします。
当社は軟質塩化ビニール、ポリオレフィンなどの
フィルムを高周波溶着加工いたします。
カードケー
スやファイル製品などの文房具から工場内におけ
る静電気対策・防炎対策用のカーテンまでお客様
のご要望にあわせて製造いたします。
環境問題への取り組みが重要視される現在、当
社では環境負荷の少ないものづくりを目指し、持続
可能な社会構築に貢献していきたいと思います。
営業品目
■各種シートカバー、ケース類■ファイル、バインダー製品■特
殊カーテン
（クリーンルーム用。防炎用、防虫用）
■ポリ袋、
エア緩
衝材等梱包資材■静電気対策資材
（クリーン粘着マット、
シューズ
カバー等）

6

〒143-0082 東京都大田区池上８-８-５
ＦＡＸ：０３－３７５５－０２１２
http://www.tokyo-kobo.co.jp
担当者：大門

電子制御機器

11

株式会社東和製作所

ＴＥＬ：０３-３７６４-６６３１
〒143-0015 東京都大田区大森西４-１４-１１
ＦＡＸ：０３-３７６３-８１２４
http://www.towa-inc.co.jp
担当者：菅谷

“存在価値のある”
企業を目指して
創業以来60年、
当社はマグネット専門に活動し、
蓄積したノウハウを活用して、
マグネット応用品の
設計から製造・販売まで行っています。
当社の技術を利用して頂けるお客様に対し、小
回りを効かせ、短納期で、
ご納得のいく価格で、
商品を提供させて頂きます。
他企業と共同で新商品の開発を行い共存共栄
を計る会社です。
営業品目
■マグネットの加工、組み立て、
応用製品の設計・製作

油圧配管継手製造

12

トキワ精機株式会社

ＴＥＬ：０３-３７６２-５５１１
〒143-0012 東京都大田区大森東２-１４-１２
ＦＡＸ：０３-３７６３-９１４４
http://www.tokiwa-seiki.com
担当者：木村

世界と未来を継なぐトキワ
当社の高圧用各種継手類は耐高圧、耐振動と
いった過酷な条件を満たすべく研究、開発を重
ね徹底した品質管理のもとに製造された信頼性
の高い製品として、現在各方面の御客様に広く
御使用頂いております。
高圧用継手の専門メーカーとしてあらゆる種類
の継手を設計から製造まで、一貫してできる技
術力を持っており、
出来ない継手はありません。

営業品目
■油圧関連継手、高圧座付エルボ等の製造建設機械・産業車輛
等の各種部品の製造■機械加工部品

7

歯科技工物の製造

13

斉藤歯科技工所

ＴＥＬ：03-6313-5300
〒146-0094 東京都大田区東矢口2-2-25
ＦＡＸ：03-6313-5300
E-mail : 073jrou@jcom.zaq.ne.jp
担当者：斉藤

金パラジューム合金冠。
メタルボンドポーセレン。
矯正装置。
などを作っています。

当社は、
使用する患者さんの要望に添えるように
考えて作っています。義歯の開発ではPATを取
得。
カムデンチャー義歯に使用されています。
働き方改善として、楽しく仕事ができる。工程表
で見える化により生産性の向上。
リフレッシュでき
るスペースを作り、作業にメリハリを付ける。室内
の空気を食べる事ができる環境。野菜などを育
て、空気の汚れを見る化。
などの機材の開発を
進めています。
営業品目
■金パラジューム合金冠。
メタルボンドポーセレン。
■矯正装置。などを作っています。

総合印刷業

14

光写真印刷株式会社

印刷物は、
後世に残る大切な
『宝』
人と環境に配慮したクオリティの高い印刷物を
世に送り出すべく、ユニバーサルデザインを用い
た企画・制作による印刷物を、
グリーンプリンティ
ングやジャパンカラーの認証取得した自社工場
で製作している。
企画・デザイン・制作～印刷・製本・発送業務まで
ワンストップで行ない、
品質管理・短納期にも対応
します。
営業品目
卓上オリジナルカレンダーの企画・制作・販売、
カタログ、
チラシ、
ポスター、図録、会社案内及び横断幕、懸垂幕、大判ポスターのイ
ンクジェット出力、電子ブック製作等

8

ＴＥＬ：０３-３７５８-７７８８
〒146-0092 東京都大田区下丸子2-24-26
FAX：０３-３７５８-７７90
http://www.hpd.co.jp
担当者：金城（きんじょう）

ホームページ制作／運営支援

15

ファブブリッジ

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町6-14
http://www.fab-bridge.com
E-mail : hayashi.takuma@fab-bridge.com
担当者：林

町工場を繋ぎ、
技術を繋ぐ
～“ものづくり”で大田区を元気にする！
！～
培った価値ある技術を次世代へ繋ぐため、区内
企業が保有している素晴らしい技術に関する情
報の発信を行うサイトを運営します。
また、
ホーム
ページの制作／運営をご支援します。

営業品目
■ホームページ制作／運営支援
■区内企業の情報発信サイトの運営

経営コンサルタント・不動産コンサルタント・不動産仲介業 ＴＥＬ：０３-３２７６-３９１1
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フケン情報サービス株式会社

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-17八重洲1丁目ビル
FAX：０3-3276-3913
担当者：外間（ほかま）

モノづくりの基盤である工場用地・
建屋を残し発展させませんか
＜工場の増築・改築をお考えの社長様へ＞
①大田区などの支援策についてのアドバイス ②貸工場
のご紹介 ③工場用地・建屋に関する物件情報のご提供
＜空き工場でお困りの社長様へ＞
空き工場をリノベーションして、モノづくりを目指す若い人
達に賃貸し、若い人達を育てませんか。
＜事業承継でお困りの社長様へ＞
工場用地・健屋に関する事業承継についてアドバイスさ
せていただきます。
営業品目
■経営コンサルティング
■不動産コンサルティング
■不動産仲介

9

エネルギー応用機械装置製造

17

ＴＥＬ：０３-３７３２-７６３１

株式会社富士工業

〒144-0031 東京都大田区東蒲田２-３-１２
ＦＡＸ：０３-３７３１-７３２６
http://www.fuji-kogyou.co.jp/
担当者：藤田

省エネで環境保全を
考えた新製品の開発
当社はエネルギー応用機械装置の開発・設計・
製造を行っています。
お客様のニーズに合わせ
た製品作りを心掛け、少量多品種の企画・設計
を得意としています。一方エネルギー応用機械
装置の分野も広く、工業用から医療用、理化学
及び研究機関向けの製品も取り扱っています。
また、
ガス燃焼式応用装置では、聖火台、
かがり
火装置の製造・販売もしております。

省エネ型温水プールヒーター

営業品目
■各種乾燥機・各種加熱炉・液中燃焼式加熱装置・温水プール
ヒーター浸管式液体加熱装置・各種溶解炉
■熱風発生装置・各種バーナー、炬火バーナー（聖火台・かがり
火）
・放射性有機廃液焼却装置

秋田わか杉国体 炬火台

社会保険労務士業／産業カウンセラー
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三崎経営労務事務所

社員がイキイキと働き会社の
業績がアップする、
そんな組織
づくりを全力でサポートします！
大田区で開業して１５年。地域密着、丁寧な仕
事を信条に、
日々頑張ってます。
労使トラブル対応、就業規則の作成、助成金申
請が得意分野です。
お客様の業績がアップするようスタッフともども全
力サポートいたします。
営業品目
各社保険関係諸手続き、助成金申請、就業規則の作成、給与計算
人事制度構築コンサルティング、
メンタルヘルス対応
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ＴＥＬ：03-3754-6424
〒146-0085 東京都大田区久が原6-7-16
ＦＡＸ：03-3754-6427
http://www.misaki-jim.com
担当者：三崎

合成樹脂加工・非鉄金属加工
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株式会社ヤマト

ＴＥＬ：０３-３７６３-６５４０
〒143-0015 東京都大田区大森西３-３-２
ＦＡＸ：０３-３７６６-５４１３
http://k-yamato.jp
担当者：岩渕

確かな知識と優れた技術を
合成樹脂加工業者として、
４０数年製品を作り
続けています。
半導体・電話機器・電子機器・機械部品・化粧品
の容器・医療関係・インテリア製品などの各分野
で、
長年にわたって培ってきた確かな知識と優れ
た技術を結集し、素材・形状の提案、製作・加工
までをトータルにお手伝いしていきます。

営業品目
■樹脂・合成樹脂・プラスチック加工
■非鉄金属加工
■少量・多品種と幅広く対応
■試作品・大学の研究・インテリア製品なども手掛けております。

精密メカトロ機器の開発・設計受託
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ＴＥＬ：090-2530-2848

リコーテクノロジーズ株式会社

〒243-0460 海老名市下今泉810
FAX：03-6673-4435
http://www.technologies.ricoh.co.jp/
担当者：宗像

精密メカトロ装置の開発・設計受託
技術コンサルティング

私たちリコーテクノロジーズは、
リコーグループの一員とし
画像シート装置

て、
「自ら行動し、自ら創り出す（自主創造）」の精神で、
「お客様にいつまでも安心・満足、使い続けて感動」いた
だく商品・サービスを創り出し、お客様価値の創造や増大
に貢献してまいります。 リコーテクノロジーズはプロフェッ
ショナルな開発・設計集団として画像関連、シート材搬送
関連機器ついての受託開発・設計受託しております。
また、開発・設計に関わるさまざまなコンサルティングをおこ
なっています。

医療装置モジュール

音波位置検出

営業品目
（受託開発・設計例）
画像シート装置
医療装置モジュール
音波位置検出
カメラ筐体

（技術コンサルティング）
技術調査・公共調査受託
開発・設計改善支援
組織・プロセス改善支援
補助金・助成金活用支援

カメラ筐体

工程装置
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OKK-21

活動案内

OKK-21は、若手からベテランまで様々な業種の経営者が集い、経営に関
する情報交換から新製品の開発、
地域貢献等幅広い活動を実践しております。
これからも会員企業の持つ知恵と力と資源を合わせ、精力的な活動を継続し
て、
大田区と日本経済に刺激を与えられる存在であり続けたいと思います。
今年度（2018年度）の主な活動

４月 幹事会 ２９年度事業計画について
定例会・総会 ２８年度事業報告・決算報告並びに２９年度事業計画・予算案について
５月 異業種グループ連絡会 理事会・総会
定例会 大田区の産業施策について（産業経済部 川上部長様）
６月 定例会 講演「最新の労務問題・社会保険等の状況について」
（講師：特定社会保険労務士 三崎亜紀子氏）
７月 定例会 セミナー「メンタルリスクセミナー」
（講師：Ａ
ＩＵ損害保険株式会社 秋山 治彦氏）
８月 異業種グループ連絡会 納涼会（ＯＫＫ－２１担当） 落語：桂歌助師匠 演目「代わり目」 交流会
９月 定例会 講演：
「2030 年に向けた１７の目標」 講師：和光理研インキュベーションプラザ（吉田憲司氏）
１０月 定例会 一泊研修会（関鉄工所・日産自動車座間工場等見学）
１
１月 定例会 和光市商工会、和光理研インキュベーションセンターとの交流会（２３名参加）
大田区民大学 太洋塗料㈱様 講演（講師：林部長、神山部長様）
１２月 定例会 忘年会
１月 異業種グループ連絡会 合同新年会（ＯＫＫ－２１担当 )
講演会「TRY HARD アースフレンズＺの挑戦！」（講師：山野勝行氏）
第 22 回おおた工業フェア
２月 定例会 研修・工業フェア反省等
３月 定例会 ２９年度総括と３０年度事業計画について

会員企業のコラボレーションによる活動紹介
2014年1月18日、
ＰｉＯにて開催された「ものづくり教育・学習フォーラム」は、
子ども達にものづくり体験を通じて、
その楽しさを知ってもらうイベントです。
毎年参加しているヤマトのブースにて行われた太洋塗料のマスキングカラ―を
使ったお絵かきイベント。
参加児童の多くが時間を過ぎても熱心に絵を描いてくれました。
「Ｒ計画まわる君プロジェクト」は、
トキワ精機の「東京都地域中小企業応援ファ
ンド助成金」事業の一環。
大田ふれあいフェスタで大森工場協会ＹＭクラブ様の販売するビールの容器と
してとトキワ精機のリユースカップを採用して頂き、同じくトキワ精機と大田区の
仲間を中心としたグループで開発した簡易洗浄機でカップを会場で洗い、再利
用しイベントでのゴミを減らす取り組み。
トキワ精機と東京工房は8年間この取り
組みを行っている。
現在この取り組みはＲ計画としてトキワ精機、原製作所、
ＶＡＬＮ、
ヴィーム、東京
工房5社と個人のボランティア1名のメンバーが参加。

会員募集
大田区企業交流会ＯＫＫ-21は設立30年目を迎える企業経営者の交流の場です。毎月第２水曜日の
月例会では、
３０代から７０代の経営者が集まり最新の技術動向や経営に関わる話題が飛び交い、
その
中から様々な活動が産声を上げ実績を残しています。
交流の場を持ちたい方、
ネットワークを広げたい方、
ご興味のある方は下記メールアドレスに是非ご連絡
下さい。
Eメール：info.okk21@gmail.com
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羽田空港から８分

品川駅から６分
Meeting
Meeting

event
event

Party
Party

lectures
lectures

presentation
presentation

都市型複合施設

大田区産業プラザ
〒１４４－００３５ 東京都大田区南蒲田１－２０－２０
ＴＥＬ：０３－３７３３－６６００ h t t p : / / w w w . p i o - o t a . n e t

show
show

