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ものづくり都市・川口の伝統と信頼の証

世界に誇る「川口ブランド」

川口商工会議所 会 頭

本市は、多様な製品、技術が集積
する国内有数の中小企業都市として
発展を続けており、現在では医療・福
祉・サービスの分野においても本市産
業はさらなる広がりを見せております。
平成２１年度から川口商工会議所が
認定している「川口 i-mono（いいもの）
・
川口 i-waza（いいわざ）ブランド」は、
市内中小企業の持つ技術、伝統と新
たなアイディアの融合を体現しており、
「川口の元気づくり」の源として本市
の発展を支える原動力となっています。
こうした伝統と技術によって培われてきた技を世界に誇る「川口ブラ
ンド」の魅力として発信すべく、本市では、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。より広く市内産業の魅力を発信
する戦略的な産業振興施策である市産品フェアに、
「川口 i-mono（い
いもの）
・川口 i-waza（いいわざ）
ブランド」を展示していただいたことで、
優れた製品・高い技術が広く市内外に周知され、認定事業者の販
路拡大に繋がったことと確信しております。
依然として新型コロナウイルス感染症への警戒は必要でありますが、
川口商工会議所及び中小企業の皆様と連携して、本市が誇る製品・
技術のＰＲと活用促進に努め、市内事業者の販路拡大と市内経済
の好循環の創出に向け全力で取り組んで参りますので、
ご理解、
ご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。

伊藤 光男

川口市長
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川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

奥ノ木 信夫

公式チャンネル
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川口市はものづくりを基幹産業とし、
そ
の成長を背景に商業、流通、緑化など
多種多様な産業集積が形成されており
ます。産業の発展は、経済活動のみな
らず、都市基盤整備、文化創造など地
域社会の形成にも大きく貢献しており、
今日の都市力の礎と言えます。
本商工会議所は、本市の優れた製
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全国に発信するとと
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』を推進しております。平成21年度
より開始した本制度は、令和３年度新たに８製品・３技術を加え、67製
品・39技術・全106ブランドを認定しております。
さて、
コロナ禍で急激に落ち込んだ経済も回復の兆しが見え始めてお
りますが、製造業を取り巻く環境においては厳しい状況が続いております。
その中で、本ブランド認定企業においてはビジネス変革を目指し、様々
な公的支援施策を活用しながら新たなものづくりにチャレンジする企業
の姿もあります。
本商工会議所は、ブランド認定企業の生産性向上や技術革新、
付加価値向上を図るとともに、新たな販路開拓につながる支援を推進
してまいります。
行政機関をはじめ、金融機関、業種団体などの皆様と引き続き緊密
な連携を図りながら、本市産業の活性化に取り組んでまいりますので、
今後とも皆様方のご支援・ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
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川口 i-mono（いいもの）
・川口 i-waza（いいわざ）
令和3年度認定製品・技術
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暮らしにまつわるいいもの ｜ ホビー・ファッション・生活用品

NEW 令和3年度ブランド認定製品

匠の技で金属の美しさを表現した文具
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暮らしにまつわるいいもの ｜ ホビー・ファッション・生活用品

家族をつなぐこいのぼり

『COOL MILLINGS』シリーズ

『koburi』
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金属の質感・フォルムの美しさを感じる高級感
あふれるデザイン。すべて一つの塊から削り出
しにより製造されている。ステーショナリーの
他、キャンプ用品など自社ブランドを立ちあげ、
販路を拡大している。

アルミニウムの中でも強度に優れたジュラルミン材の塊を切削し、製造したステーショナリー「COOL
MILLINGS」シリーズ。シンプルに統一されたミニマルデザインのテープカッター、ペンスタンド、ストッ
クトレイなど、匠の技で机上を飾る。医療機器や、産業機械、モデルカー製造など多岐にわたる精密加工
技術を保有し、ディテールの美しさを追求する当社の加工技術を活かした自社商品。高級アパレルブラン
ドのＯＥＭ製品等も製造している。
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株式会社栗原精機
代表取締役 栗原 稔
川口市峯68-1
☎048-295-0287
www.kurihara-seiki.co.jp
kakouya.thebase.in （自社商品サイト）

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

庭で泳ぐ鯉のぼりを支えてきた１本のポール
から創り出された「koburi」。商品名は、
「小
さなこいのぼり」＋「小振りの御守り刀」に由
来。一 つ一 つが職人の手で丹精込めて作ら
れている。

端午の節句に飾る鯉のぼりを揚げるポールを再活用し、新たな置き型のお祝飾りにした商品「koburi」。
ゆらゆらと泳ぐように動くオブジェとしてのデザイン性に加え、アルミの美しさが際立つ。物置に眠る思い
出のあるモノを職人の手で新たな商品として生まれ変わらせ、家族で分け合うことで離れていても家族
のつながりを身近に感じることができる。核家族化が進み住環境も変化する中、飾る場所の自由度を広げ、
伝統文化を大切に引き継いでいく作り手の思いが込められている。
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有限会社三共
代表取締役 佐藤 久恵
川口市神戸97
☎048-282-5511
koburi.shop

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術
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暮らしにまつわるいいもの ｜ ホビー・ファッション・生活用品

NEW 令和3年度ブランド認定製品

誰でも簡単、鮮やかなデザインを写す
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暮らしにまつわるいいもの ｜ ホビー・ファッション・生活用品

小型ボートで活躍、機能性・デザイン性に優れた

『チョコレート転写モールド』

『DSショートマウント』

令和
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お 客様 の「 つくりたい 」を「かたち」にする
た め に 生 ま れ た、 当 社 新 事 業『DIGITAL
STRUCTURE』の自社商品『DS ショートマウ
ント』。釣りボート付属商品をはじめとするオリ
ジナルブランドのほか、個人向けオーダーメイ
ドの製品製作も行っている。

クリーンルームでの生産体制を整備し、検品・
包装まで一貫生産を実施。繊細なレース柄や
花柄のほか、動物・乗り物等のキャラクターデ
ザインは子どもたちにも人気が高く、親子でチョ
コレート作りを楽しむユーザーも増えている。

樹脂シートに多彩な可食チョコレートインクを用いて色鮮やかなデザインを印刷し、真空成型により複雑な立体形状を実
現した「チョコレート転写モールド」。ユーザーは、モールドに溶かしたチョコレートを流しこみ冷やすだけで、誰でも簡
単にパティシエが手掛けたようなデザインを纏ったチョコレートを作ることができる。これまで可食インクの多色刷りやモー
ルド成型は、デザインのずれや色のにじみが発生しやすく、複雑な形状の立体表面や側面にデザインを施すことは困難
であったが、当社が培った印刷・成型技術によりそれを可能とし、製品化の事績を重ね、あらゆる分野への拡販を図る。
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株式会社常陽産業
代表取締役 平井 浩
川口市江戸3-33-15
☎048-281-5646
www.joyo-s.co.jp

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

小型ボートの船首に取り付ける「ショートマウント」。従来は海外製のエレキモーターマウントを小型ボートに取り付けら
れるよう切断加工し使用されていたが、当社の設計開発により、日本のフィールドにあったショートマウントが生まれた。
バス釣りユーザーのための機能性やデザイン、軽量化にこだわり、従来製品にはなかった180度跳ね上げ機能や他メー
カーのエレキにも対応するアダプターも開発。緻密に設計されているため、振動や摩擦音が少なく「モーターが静かだ
から、魚へのアプローチを妨げない」と釣り人を魅了する。自社 ECサイトの他、釣り具量販店でも販路展開している。
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株式会社フジムラ製作所
代表取締役 藤村 智広
川口市領家3-12-10
☎048-225-7781
www.fujimurass.com
www.digital-structure.jp（DIGITAL STRUCTURE）

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術
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抗菌・抗ウイルス・消臭などの効果を有する機能性ヨウ素水溶液
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ビジネスを広げるいいもの ｜ 建設・流通

堅牢で新しいデザインの鋳物製トイレ

『ヨーソ君 シリーズ』

『耐破壊型ダクタイル鋳鉄製小便器』

®
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［陶器製とダクタイル鋳鉄製の比較］
同じ重さの鉄球を落とす実験。陶器製（左）は
粉々に壊れてしまうが、ダクタイル製（右）
は無傷。

国内研究所等と連携し、ヨウ素の特性を維持
する水溶液の精製を追求・開発をした。当社が
保有する多機能精密コーティング装置の塗布
技術により、量販生地へのコーティングも可能
となる。製品ロットごとに産業分析センターで
品質管理を行っている。

「Casting of the Year 賞」受賞。市内外の
公園等に設置され、それぞれの都市や地域の
カラーでトイレ空間を演出し、利用者がきれい
に使用するようになるなど環境美化にもつながっ
ている。
『ヨーソ君Ⓡ 』シリーズは、高度化純水処理水にヨウ素（I⁵）を配合し、抗菌・抗ウイルス・消臭などの成分を
持つ機能性ヨウ素水溶液。多種類あるヨウ素の中でも最も抗ウイルス特性が高い I⁵の精製を安定化させ、
シクロデキストリンを配合することにより、ヨウ素の効果を維持させることが可能になった。また、空調フィ
ルターや衣類・寝具・カーテン・生地等に使用され、熱圧着することで洗濯回数50回でも機能が低下しな
いことを実証している。現在、病院やアミューズメント施設等で導入され、海外へも販路を広げている。
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株式会社都ローラー工業
代表取締役 町田 成司
川口市戸塚5-14-30
（本社工場）草加市両新田西町112-2
☎048-924-1319
www.miyako-roller.co.jp

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

公園等の公設トイレでは、陶器製小便器が破壊行為により長期間使用できず、修理入替の費用等毎年被
害が発生している。当社は、薄肉ダクタイル鋳鉄の技術を活かし陶器製小便器より軽量化した上、洗浄
の吐水方法や排水トラップの設計技術により良好な排水と配管内臭気防止等の機能性、デザイン性に優
れた鋳鉄製小便器の製品化を実現した。高い防食性機能をもった表面に、バリエーションのある塗装色
を施すことで、新たなトイレ空間を演出する。
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伊藤鉄工株式会社
代表取締役 伊藤 光男
川口市元郷3-22-23
☎048-224-2744（土木景観部）
www.i-g-s.co.jp

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術
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ビジネスを広げるいいもの ｜ 環境
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先端産業を支えるPM 法による高耐熱・高弾性
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ビジネスを広げるいいもの ｜ 機械装置・付帯部品

低温・デシカント除湿による棚式箱型ハイブリッド乾燥庫

（炭素繊維強化複合材料）素材、製品』
『Ｃ/Ｃコンポジット

『LOW HUMI BOX DRIER』
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［熱処理トレイの比較］
左：金属製（3.6kg）は使用年数６か月で変形す
るのに対し、右：C/Cコンポジット
（0.75kg）は
３年経過しても変形しない。

製薬・薬品・化学業界向けの機械装置等を、設
計から製造、メンテナンスまで一貫して実施す
る当社の強みを活かし開発した製品。品質基
準が厳しい製薬メーカー向けの機械装置を主
に取り扱っているため、徹底した品質管理を
行っている。

「海外市場に負けないものづくりを日本で実現
する」をモットーに、開発を進めてきた。C/C
コンポジットをはじめ先端素材の開発により、
製品そのものの革新のほか生産ラインのエネ
ルギー消費量も大幅に削減され、地球環境保
全に貢献している。
独自の PM（Pre-Mold）法により、高密度で層間剪断強度の強い C/Cコンポジットを開発。金属は熱膨
張や変形に弱いが、C/Cコンポジットは約2,000℃の環境下にも耐えるため、耐熱加工部品や熱処理ト
レイなど生産ラインにおいても多分野で活躍する。
「軽くて、強い」を追求し続け高耐熱・高弾性を実現し、
C/Cコンポジット専業メーカーとして、世界に輸出。現在、自動車部品、太陽光発電パネル、ディスプレイ、
宇宙航空分野等、先端素材で産業界の技術革新に貢献している。
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株式会社ネフテック
代表取締役 中川 隆夫
川口市榛松1978-1
☎048-430-7500
www.neftec.co.jp

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

従来の棚式箱型乾燥庫は一か所からの温風ファンで乾燥させるため、庫内の各棚で乾燥時間が異なる上、
温風による商品の劣化や消費電力にも影響があった。当社が開発した「LOW HUMI BOX DRIER」は、
各棚にファンを設置し個々に風量を制御。同時に冷却除湿とデシカント除湿を組み合わせることで、低
温でダメージレスの乾燥が可能になった。当社従来機との比較で、乾燥時間を1/4に短縮、消費電力約
45％削減と実証結果が裏付けている。化学メーカーに導入し、食品関連や薬品関連等販路を広げる。
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株式会社フロインテック
代表取締役 永田 勉
川口市東領家5-11-20
☎048-227-0280
freuntek.co.jp

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術
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伝統が育んだいいわざ ｜ 生産・加工・処理技術

NEW 令和3年度ブランド認定技術

アルミニウム部品の一貫生産体制
難鋳造材の製造技術
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伝統が育んだいいわざ ｜ 生産・加工・処理技術

審美性の高い真鍮加工及び
アクリル加工技術
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アルミ砂型鋳物メーカー５社の出資により営業
管理会社「鋳経テクノ」を設立し、同業者同士
のネットワークや協力会社との連携のもと、あ
らゆる生産ニーズに対応している。

「常に新しい技術」を追求することを社風とし
て代々受け継いでおり、自社ノウハウを活かし
た製品を開発していくことで飲料業界のエン
ターテイメントを生み出している。

鋳造の難しい AC-7A の耐食性合金を得意としている。酸化やガスも吸着しやすく欠陥が出やすいため、
脱ガス処理など鋳造管理や凝固制御などのノウハウが必要なものが多い。そのうえ、溶接等を要するア
ルミ組み立て部品等も鋳造により一工程で生産できるよう技術革新をしている。また、医療機器や新幹
線部品、電力通信関連部品、船舶など高度な技術を要求される先端分野を中心に幅広い産業をカバーし、
高品質で安全性、高耐久性等に優れ、顧客から高い評価を得ている。
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旭合金鋳造株式会社
代表取締役 飯沼 歩
川口市領家5-19-17
☎048-222-4321

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

40年以上にわたり圧力調整機器や、ビールサーバー・ウォーターサーバーなど業務用飲料機器部品の設計・製造
を行っている。デザイン性や審美性の高い水準を満たすために、最新の加工機の導入と共に工具・治具を自社開
発し、美しいフォルムの加工を実現している。ガス流量調整部の構造を熟知し、強炭酸・微炭酸を正確に制御し、
かつ安定的に吐出するための高度な設計技術で業界を支えている。アクリル加工においては、切削加工に留ま
らず、複数接着構造の設計開発・製造を得意とし、独自のノウハウを活かし新たな製品開発を進める。
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株式会社時園製作所
代表取締役 時園 茂樹
川口市柳崎2-16-1
☎048-486-9130
www.tks-pro.com

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

令和

令和

NEW 令和3年度ブランド認定技術

3

年度認定製品

年度認定製品

3

伝統が育んだいいわざ ｜ 生産・加工・処理技術

製品機能・鋳造方案を見据えた
大型木型製造技術

令和

令和

年度認定技術

3

年度認定技術

3

メーカーや鋳造業の設計部門とのコミュニケー
ションを重要視し、製品機能や鋳造方案を理解
した上で木型設計を提案する。同業者が減少
していく中、後進への技術継承を大切にし社
内外で製造ノウハウを伝えている。

大型で複雑な形状の鋳造木型・模型を製造。鋳物の凝固収縮や熱ひずみ等を見込んだ現図を作成し、機
械と熟練の技によりそれぞれのパーツを製造し組み上げていく。一工程一工程で緻密な製造をすること
により、組み上げた際にピタリと現図に合う。国内大手の重工業メーカー数社を顧客に持ち、プラントの
発電用コンプレッサー、タービン、レシプロコンプレッサー、上下水ポンプ部品等、目に見えない大型部品
の製造で国内外のインフラを支えている。
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有限会社遠山木型製作所
代表取締役 遠山 智士
川口市栄町1-3-14
☎048-251-4011
toyamakigata.com

川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術
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川口いいもの・いいわざ ブランド認定製品・技術

