
 

1 株式会社モスウェル
CMOSカメラ、周辺映像機器の開
発、製造、販売等

横浜市西区
開発から生産まで一貫管理することにより、顧客ニーズに対
応する防犯カメラや記録機器等をオーダーメイドで提供。

2 株式会社二十一設計 一級建築士事務所 横浜市西区
従業員の健康管理が将来的に収益性を高めるという観点から
「健康増進経営」を実施し、生産性向上を実現。

3 株式会社メディプラス 訪問看護事業 横浜市西区
全従業員にモバイル端末（タブレットPC・スマートフォン）
を配付し、業務を効率化するとともに、残業時間を大幅に削
減。従業員のワークライフバランスに寄与。

4 株式会社ツジマキ シルクスクリーン印刷 横浜市南区
長年培った印刷技術を応用し、防水かつ高硬度長時間残光の
機能を持った蓄光塗料を印刷したシールを、釣具メーカーに
販売し売上増加を実現。

5 株式会社金坂商事 倉庫内作業の請負業 横浜市南区
各事業所において損益管理を実施することで、各事業所同士
の競争力を生み出し売上増加を実現。

6 株式会社キクシマ 総合建設業、鋼構造物制作 横浜市港南区
ストリートファニチャーコンペティションを開催し、地域の
まちづくり振興に貢献。また、その取組が販路開拓に繋がっ
ている。

7 株式会社ワンツースリー
資源リサイクル、回収、買取、
建物解体工事、内装解体工事

横浜市磯子区
価格・納期・スケジュールを明示化することにより、新規顧
客開拓、売上増加を実現。

8 株式会社クローバー 生花等仲卸業 横浜市金沢区
グループ企業と協力し、市場や顧客のトレンド、ニーズを迅
速かつ的確に把握することにより、市場での優位性を確保。

9
メディサイエンス・
エスポア株式会社

酸素補給水、
化粧品の開発・販売

川崎市幸区
酸素補給水WOX®を原材料とした、オリジナルの酸素化粧品を
開発し売上増加を実現。

10 有限会社細川樹脂
樹脂加工品の製造・販売、
樹脂素材の販売

川崎市中原区
EA21とISO9001の要求事項を包含する独自の環境経営システ
ムを構築し、売上増加を実現。

11 来邦工業株式会社 電池、電池応用製品卸売業 川崎市高津区
Webサイトを活用した独自の販売方法を確立することによ
り、売上増加を実現。また、リーズナブルなPB電池を年内に
販売計画中。

12
QLデンタルメーカー
株式会社

歯科技工所 川崎市多摩区
セラミックス製歯冠修復物に特化し、リーズナブルに提供す
ることにより売上増加を実現。

13 株式会社クロスメディア ガラス繊維を使用した縫製業 相模原市緑区
製造工程の一部機械化により生産性向上を改革。安定的な製
品の供給による増収及び労働環境の改善を実現。

14 相模螺子株式会社 作業工具、金属部品製造業 相模原市緑区
最新設備導入（ものづくり補助金を活用）や技術導入によ
り、生産性向上を実現。

15 大島機工株式会社 金属製品製造業 相模原市中央区
全受注製品の製造原価の見直しを実施することにより、生産
性が向上し営業利益率向上を実現。
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16 株式会社ブロー
特捜車両・強化プラスチック
成型、加工、販売

相模原市中央区
簡易的なキャンピングカーを手軽に楽しめる「ブギブギベッ
ドキット」を開発。

17 かながわ経済新聞合同会社 マスコミ（新聞発行業） 相模原市中央区
地域経済を下支えする中小・小規模企業を取材し、協業先の
発掘や販路開拓や連携に繋がる情報を提供。

18
マイクロテック・
ラボラトリー株式会社

ロータリエンコーダ及び
ダイレクトモータ製造、販売

相模原市南区
長時間労働からの脱却を目指した就業規則の改定等の働き方
改革を実施。また、独自の受注生産管理システムにより生産
性向上を実現。

19
株式会社スタンダード
ランドスケープデザイン

エクステリア、
ガーデン設計施工

相模原市南区

Laut design（ラウトデザイン）というブランド名にて、神
奈川県内の気候に合ったヤシの木やアメリカンガレージ提供
により、本格的なカリフォルニアテイストのエクステリアを
実現。

20 やきとり竜馬におまかせ やきとり居酒屋 横須賀市
坂本竜馬にちなむオリジナルメニューの提供や、地域の歴史
サークルを主催。歴史ファンが集い・学び・発信する「よこ
すか歴史の交差点」事業をスタートし売上が増加。

21 株式会社タシロ
機械器具製造業、
精密板金加工及び精密機器加工

平塚市
「とにかく早い製造業のコンビニ」というミッションのも
と、小ロット試作から量産まで幅広いニーズに対応できる社
内一貫生産方式を実現。

22 株式会社ナチュレ
県内産フルーツゼリー製造、
販売

小田原市
国産、神奈川県産（特に小田原産）の農産物にこだわったゼ
リーを製造・販売。展示会出展により販路開拓を実現。

23 株式会社TAC21
地場産品を活用した加工商品
の企画・開発

逗子市
自社既存製品の「あかもく醤油」と「湘南スパイシーオイ
ル」をブレンドした「スパイシーあかもく醤油」を開発し、
従来の市場にない製品を提供。

24 株式会社共栄製作所
精密研削加工業、
ベアリング用ころの製作

秦野市
従来の旋削加工、冷間鍛造による加工、精密研削加工、外観
検査の一貫生産を実現し付加価値向上。

25 株式会社タイセイ
精密機械器具製造業、
工作機械の設計・製作

秦野市
顧客ごとにカスタマイズした研磨機の設計・製作により市場
での優位性を確保。また、小ロット品・難削材研磨加工のテ
ストにより生産受託を拡大。

26 フジ・プロダクト株式会社
産業機械金属部品製造、
船舶部品等販売

秦野市
難削材加工の一貫生産による納期短縮や自社製品の開発、工
場の新設による生産力向上により、売上増加を実現。

27 株式会社静科
製造業、吸遮音材「一人静」
（特許取得）

厚木市
軽量薄型等の特性を持った従来にない吸遮音材を開発。特許
や公的機関による性能証明を取得し競合他社と差別化を実
現。

28 株式会社髙田金属塗装工業
金属塗装　粉体塗装、
溶剤塗装

厚木市
独自の吊下型台車開発により、納期の短縮・品質向上等を実
現し劇的な生産性向上を実現。

29 武藤工業株式会社 金属熱処理業 大和市
IT技術導入により業務の平準化を実施。また、Q＆Aサイトで
自社の技術を全国に発信し新規顧客が増加。

30 大同工業株式会社
自動車樹脂部品成型、
メッキ、塗装

大和市
独自のメッキ加工により、競合他社との差別化を実現。ま
た、タイ工場のライン新設により生産性を向上。

31 山下建設株式会社
木造在来軸組工法、設計、
施工、不動産売買

大和市
モデルハウスの展開、ニュースレター、HPやSNSでの情報発
信等を実施し、受注増加を実現。
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32 株式会社磯崎絞製作所 航空宇宙部品等製造業 伊勢原市
日用品からロケット等まで必要とされる技術を保有。多数の
NC旋盤、日本初両サーボ大型スピニングマシン等積極的な設
備投資を実施し、生産性向上を実現。

33 有限会社良組 一般貨物、倉庫業 海老名市
建設現場及び土木現場で使用する敷き鉄板の運搬、設置、矯
正及び保管等をワンストップで提供し、引合が増加。

34 株式会社ムラタ 自動製袋機製造・販売・修理 高座郡寒川町
自社の課題を見える化した上で、製品と工程の標準化に取り
組み、顧客の要求に応える新商品を増やした。

35 有限会社堀川電機工業 自動制御システム設計等 高座郡寒川町
シニアや外国人技術者の採用、フレックス勤務を活用し生産
性向上を実現。

36 カーセンター足柄協同組合
自動車整備業、
車検・鈑金塗装

足柄上郡大井町
業績が思わしくない状況を脱却するため、新たにロードサー
ビス事業を実施。黒字化を実現し、業績が向上。

37 株式会社FRPカジ 可塑物製品製造等 足柄上郡山北町

長年にわたるFRP(繊維強化プラスチック）の設計・成型加工
技術を生かし、複雑三次元形状の解放面（材料の凹凸が出現
する面）に対する手加工による表面仕上げに対応すること
で、業績が向上。

38 株式会社ロボット工業
合成樹脂フィルムの巻取機等
の製造・販売

愛甲郡愛川町
「受注の先行管理」、「生産コストを意識した設計」等を実
施し、業績のV字改善を実現。
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