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☆墨田区の位置☆ 

墨田区 

人口  251,478人 

面積  11.64平方キロ  

昼夜間人口比率 119.5％  

東西  ５㎞ 

南北  ６㎞ 

東京でまち工場といえば、大田区が
有名である。 

だが、もう１つ東京にはまち工場の
メッカがある。墨田区だ。工場数は
東京23区内で2番目に多く、面積当
たりの工場数は最大規模。工場の
密集度が最も高い区です。  



1.会社紹介 □会社概要 
社名 株式会社 浜野製作所 

所在地 
本社板金工場 東京都墨田区八広4-39-7 

プレス・金型工場 東京都墨田区八広4-38-1 

従業員数 33名  ＇2011年4月現在（ 

業務内容 精密板金、  レーザー加工、  架台・筐体 設計製作、  金属プレス加工、  金属プレス金型製作、 

機械加工、  各種アッセンブリ 

ISO 9001＇品質（ / ISO14001＇環境（
認証取得済 

創立 昭和53年9月 資本金 1,000万円 

代表者 代表取締役 浜野 慶一 

取扱品目 半導体製造装置部品、 医療機器部品、 ポンプ部品、 検査装置部品、 コネクタ部品、 アミューズメント部品、 

自動車関連部品、 弱電部品、 精密測定装置関連部品、 スイッチング機器部品、 FA関連部品、 

PC関連部品、 光学関連部品、 情報通信機器関連部品、 オートバイパーツ、 デザイナーズ商品他 

検査装置部品 
カーペット洗浄用棚 ばね部品 

コネクタ部品 



1.会社紹介 

本社工場 

プレス金型工場 

生産設備 

日常風景 



加工品サンプル 板金加工品 

1.会社紹介 

半導体製造装置部品 

医薬品検査装置 筐体・架台 

配管部品 



加工品サンプル 板金加工品 

1.会社紹介 

トング 

看板 

ディスプレイ器具 

鞘＇さや（ 



プレス加工品 加工品サンプル 

1.会社紹介 



東京芸術大学 案内板 

ｱﾝﾃｨｰｸﾗﾝﾌﾟ 

真鍮 ｔ0.8 

家庭用岩盤浴 

SUS304 ｔ5.0 

根付けストラップ 

SUS304 t1.5 

1.会社紹介 

家庭用岩盤浴 

アンティークラン
プ 

根付ストラップ 東京藝術大学 案内板 



株式会社 浜野製作所 

経営理念 
「おもてなしの心」を常に持ってお客様・スタッフ・地域に感謝・還元し、夢

(自己実現)と希望と誇りを持った活力ある企業を目指そう！ 

(安定した生活の基盤をつくる場･スタッフの人生が輝ける場･充実した人生が送
れる場･自分自身が成長できる場としての浜野製作所であり続けたい。) 

 行動指針 

① 速い事 ： 何事においても「後でやろう！」「時間が出来てからやろう！」ではＮＧ。良いと思った事･言われた事は 即
時実行の事。 

② 行動に移す事 ： いくら良い考えがあっても行動に起こさなければやっていないのと同じ。例え失敗しても良いので
やってみる事。一番ダメなのは議論だけして「やっている気」になってしまっている事。これでは何も変わらないし、何
も生まれない。 

③ 努力･工夫をする事 ： 自分の心と頭で考え常に「これが最良か？」と創意工夫をする事。そしてこれを習慣づける事。 

④ 協力する事 ： スタッフ同士で協力をし合い相手の気持ちになって助け合う事。自分だけ良ければ・・・そんなやつと
は一緒に働かない。 

⑤ 継続していく事 ： 上記4項目を一時の事だけでなく継続していく事。 



 沿    革 

昭和42年 6月＇1967年（ 浜野嘉彦が墨田区八広に浜野製作所＇金属金型工場（を立ち上げる。 

昭和46年 6月＇1971年（ 工場を墨田区墨田に移し、プレス加工品も手がける。 

昭和53年 9月＇1978年（ 工場を墨田区八広に建設し、資本金500万円で＇株（浜野製作所を設立。 

昭和63年 9月＇1988年（ 資本金を1000万円に増資。 

 

平成05年 3月＇1993年（ 創業者 浜野嘉彦の死去に伴い、浜野慶一が代表取締役社長に就任。 

平成12年 6月＇2000年（ 本社兼工場が近隣の火災によるもらい火により全焼。 

平成12年 6月＇2000年（ 墨田区東墨田にて仮工場にて営業再開。 

                  同時にプレス加工機＇7台（、フライス＇1台（、旋盤＇1台（成形研磨加機 

                 ＇1台（等、最新鋭の機械を新規に導入。 

平成12年 9月＇2000年（ 墨田区八広に精密板金、試作工場を設立。 

                  ＇レーザー加工機、ベンダー、溶接機、CAD/CAMシステム等を導入（ 

平成14年 6月＇2002年（ 墨田区八広にプレス・金型工場を新規設立し、東墨田の仮工場を移転。 

                  同時に精密板金の工場を本社板金工場、プレス工場をプレス・金型工場と 

                  名称変更。 

平成15年 3月＇2003年（ 墨田区より優良工場である『フレッシュゆめ工場』モデル工場の認定を受け 

                  る。 

平成15年 4月＇2003年（ 墨田区と早稲田大学との提携に伴い、当社と早稲田大学との産学連携活 

                  動スタート。 

平成15年 7月＇2003年（ ホームページ開設 http://www.hamano-products.co.jp 



平成15年 9月＇2003年（ 三次元＇３Ｄ（CADシステム導入。 

平成16年 4月＇2004年（ 早稲田大学地域経営ゼミ立ち寄り所開設。 

平成16年 7月＇2004年（ 世界最速タレットパンチプレスEM-255NT導入。 

平成17年 2月＇2005年（ 『すみだが元気になるものづくり大賞』受賞。 

平成17年 5月＇2005年（ 『レーザー加工コンテスト』審査員賞受賞。 

平成18年12月＇2006年（ 社団法人 発明学会主催、(株)浜野製作所 協賛『フレッシュなものづくり 

                 アイデアコンテスト』開催。 

平成19年 2月＇2007年（ じょうとうＩＴ経営大賞 優秀賞受賞。 

平成19年 5月＇2007年（ 『レーザー加工作品コンテスト』第2位受賞。 

平成19年 6月＇2007年（ ISO14001＇環境（ 認証取得。 

平成19年10月＇2007年（ 東京商工会議所主催の第5回「勇気ある経営大賞」で優秀賞受賞。 

平成20年 2月＇2008年（ 経済産業省主催「中小企業IT経営力大賞」で、ＩＴ経営実践認定企業に。  

平成20年11月＇2008年（ ISO9001(品質（ 承認取得。 

平成20年11月＇2008年（ 東京都中小企業ものづくり人材育成大賞奨励賞受賞。 

平成20年12月＇2008年（ 経営革新計画承認。 

平成21年08月(2009年（ 経済産業省 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 申請案件採択。 

平成23年08月＇2011年（ 東日本大震災・復興・復旧 経済産業大臣表彰 

平成23年10月＇2011年（ 東京都経営革新計画奨励賞 受賞 
 

すみだが元気になる 

ものづくり大賞 

レーザー加工作品コンテスト 

第2位 

レーザー加工コンテスト 

審査員賞 

フレッシュゆめ工場 

勇気ある経営大賞 

優秀賞 

中小企業IT経営力大賞 

IT経営実践認定企業 

ロゴマーク 



浜野製作所の産学連携とは 
１（当時の採用：忙しい・誰かが辞めた→即戦力・経験者優遇 
２（脈略のない採用の結果バラバラの意識 
３（ただただ現場で仕事をするだけのOJT 
４（早稲田大学・一橋大学＇経済学部・商学部（の学生が社内へ 
５（彼等に望んだ事 
６（大幅な業務改善が出来た？ 
７（お客様・協力工場様 
８（社内ＩＴ化、ＨＰ・ブログを営業活動に活用。＇社内ブログスタート（ 
９（大学・高校生と協力して新しいアイデアの開発。(ビッグサイト展示へ) 
１０（結果・・・。 

1.会社紹介 



社内ブログの一例です。 

2.IT活用事例 



積極的な教育訓練投資 

 1（5カ年計画で、国家検定である技能検定の全従業員1級取得を目指す。 

  ＇2008年度実績 4名合格。 2009年度 6名受験（ 

   ⇒ 合格者には、職能手当として給与に反映。 

   ※2010年直近資格取得状況 … JISアルミニウム溶接技術検定2名合格、 

                          3次元CAD利用技術者試験1名合格 

① 「資格取得者・検定合格者」のカンバンを取引先にPR。作業者のモチベーションも向上。 

②社外スペシャリストによる教育で、“井の中の蛙”からの脱皮を図る。 

③多能工化により、後工程のことまで考慮した質の高い“仕事”が可能に。 

夢と希望と誇りをもって働き、自ら進んで挑戦する従業員の芽を育てる。 

 2（ISO9001＇品質（の規定に基づき、全従業員
の力量を明確化。体系的な教育訓練計画を定め、
多能工化を推進。 

1.会社紹介 

3（職業訓練校と連携し、社外技術講師を社内
に招き、月に一度の溶接講習会を半年間開催。 



1.会社紹介 

品質管理体制強化への取組み 

JIS Q9100:2004/2009 認証取得プロジェクト 

2007年 

ISO14001＇環境（認証取得 

2008年 

ISO9001＇品質（認証取得 

2010年 

◎国際品質管理システム「ISO9001」をベースに、航空・宇宙・防衛産業向けの要
求事項を追加した規格。 

 

◎トレーサビリティ、形態管理等の面で、ISO9001に比べより高度な管理体制を
求められる。 

 

◎日本国内での認証取得実績は200社程度。 

JIS Q9100 

認証取得予定 



マルチマイクロ発電装置ＭＭＤ 

＇風力・太陽光・太陽熱発電（ 



早稲田大学、墨田区との産学連携プロジェクトにて、 

弊社が筐体、フレームの設計・製作を開発担当した、 

次世代型モビリティシステム「HOKUSAI」 

1.会社紹介 



1.会社紹介 
2009年 2010年 

2011年～ 

・HOKUSAI-III開発 

・量産化 

・2人乗り 

・公道走行不可 

⇒改良後、 

  試験利用へ 

・1人乗り 

・公道走行可 



平成21年度 
ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 弊社採択案件 

「燃料電池向け金属セパレータの単発プレス曲げ成形化に係わる試作」 

◎次世代のクリーンエネルギーシステムの構成要素。 
◎価格低減のため、新たなプレス工法の開発。 
◎芝浦工業大学と連携し、コンピュータ解析を元に金型設計を行う。 

1.会社紹介 



ヒグチマサキ様 × 

「Planar Ticker」＆「share chair」 

香る光＇aromaLIGHT（ 

× × 

1.会社紹介 

デザイナーズ商品開発への取組み 

香る箱＇aromaBOX（ 



取り組み事例１ 

つながり：金属加工業者(東京) ⇔ 金属加工業者(大阪) 
心花湯 ～金属加工業者が作る入浴剤～ 



取り組み事例２ 

つながり：すみだ中小企業者 ⇔ 墨田区 ⇔ 自動車専門家 

HOKUSAI-III ～すみだオリジナルEV～ 



取り組み事例３ 

つながり：すみだ中小企業者 ⇔ 全国地域産業 ⇔ 行政 ⇔ 大学 
配財プロジェクト ～廃材を配財へ～ 



取り組み事例４ 

つながり：東京中小企業者 ⇔ 芝浦工大 ⇔ 東京海洋大学 ⇔ JAMSTEC 
江戸っ子１号プロジェクト ～深海へ挑む中小企業～ 



取り組み事例５ 

つながり：金属加工業者＇東京（ ⇔ 金属加工業者＇岩手（ 
東日本大震災の被災企業支援 

・東京営業拠点の提供 ・営業的・技術的交流 

・得意分野の相互活用 



取り組み事例６ 

つながり：全国ものづくり系企業 
monozukulink.net ～全国ものづくり系団体連携～ 

・2012/9/24 

 福島県南会津で設立記念総会 

 全国から17団体が参加。 

 

・今後大阪、東京…と各地域で開催予定。 



ご清聴ありがとうございました 


