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※区のホームページでも閲覧可■配布場所・問い合わせ先＝足立
保健所 生活衛生課 食品保健係 ☎3880-5363

■問い合わせ先＝住民記録係
 ☎3880-5724

  足立区食品衛生監視指導計画を
作成しました

 システムメンテナンスのため、4月18日㈯の午後9時以降、5月2日㈯
～6日㉁の終日は、コンビニでの各種証明書の取得ができません

足立ブランド
世界に誇る、ものづくりの技術

―新規認定企業発表―

大切にしているのは、製品への「気遣い」
　㈲五味彫刻工業所ではOEM（他社製品の製造）に加え、プラスチック製の自社製品製造にも精
力的に取り組んでいる。コーヒーかすや粉末にした貝殻を材料に混ぜて使うなど、「使えるものは
とことん使う」という姿勢は、環境配慮の表れだ。

　機械の方が速くても手作業の工程を大切にするのは、「気遣いの
心を持って、角度や強弱に気をつけながら丁寧に繰り返し磨いていく
ことで、プラスチックも金属のように輝ける」という理由から。「ほか
の足立ブランド認定企業と協力して、足立区みんなで頑張っていきた
い」と話す五味さんの言葉には、ほとばしる情熱が感じられる。
◀︎�代表的な自社製品「海を守る貝（キッチンスクレーパー★1）」は、T

タ ス ク
ASKもの

づくり大賞★2�優秀賞を受賞
★1…�皿やフライパンなどの汚れをこそぎ取るヘラ
★2…�台東（T）・荒川（A）・足立（A）・墨田（S）・葛飾（K）の5区共同で実施して

いる新製品コンテスト

「他社がやれない」をこなすのが真骨頂
　おにぎり・サンドイッチの包装フィルムや、納豆パックに入っているフィルムなど、生活
に欠かせないフィルム製品加工を生

なり
業
わい
とする㈱フジシロ。北海道新幹線車両基地の屋根

に自社技術が採用されるなど、その技
術力は全国でも一目置かれている。
　数ミリから最大2.7mまで幅広いカッ
ト需要に応え、他社が嫌がる難しい加
工も受け入れる姿勢は、「ナンバーワン
ではなくオンリーワンの企業をめざす」
という、藤白社長の信念によるもの。
㈱フジシロのスリット加工技術は、人々
の暮らしと日本経済を、今後も陰で支え
続けていく。

紙の可能性、無限大
　㈱丸庄は「伝統を大事にしつつ新しい取り組みを」という考えの下、最先端の自然環境配慮★4や、
中学・高校生向け職業教育の実施★5など、常に地域や社会とともに歩んできた。

　TASKものづくり大賞�優秀賞に輝いた、すべて
紙製のペーパーナイフ「名刀�紙切丸」は、自社の
技術に加え、製造過程で複数の足立ブランド認定
企業の協力を得て誕生した、「足立のものづくり」
を結集した一太刀だ。「紙でつながりを生み、紙
で足立区を盛り上げたい」と話す佐々木社長は、
紙の可能性を信じて挑み続ける。
★4…「適切に管理された森林」から切り出された木材で
　　　製品を作る「FSC®（COC）森林認証」取得など
★5…高校での社会人アドバイザー交流会など

実現したいのは、心と体のトータルケア
　乳がんの手術後に「着たい服が着られない」と悩んでいた母を救いたい気持ちが、事業開始
のきっかけというユコー㈱の戎谷取締役。自然な見た目でありながら、患者が「体の一部」と感
じられる製品を作り続けており、リンパ浮腫★6患者向けの「平編み弾性着衣」製造に日本で初

めて取り組むなど、業界をリードする存在だ。
　自社のお客さまサービス室開設に加え、全国
の病院で相談会を開くなど、一人ひとりの声に耳
を傾けるスタイルは昔から変わらない。「種類
が少ない子ども向け製品開発など、まだまだや
りたいことがある」と話す戎谷取締役は、これか
らも全国の患者に寄り添い、歩んでいく。
★6…�リンパ液の流れが滞ることで起こる、むくみや腫

れなどの症状

うちに切れない金属はない
　自社開発の加工機と約600種の刃を取り揃

そろ
え、あらゆる金

属をスリット加工する㈱仲代金属。アメリカのテスラ製電気
自動車の部品（タブリード）は100％、世界の自動車エアバッ
グに使用される銅線は約40％が同社によってスリット加工さ
れており、その技術は世界レベルだ。
　それでも、さらなる研究開発に向け新工場整備を進めるな
ど、現状には満足していない。「まだまだ『より小さく、細く、
薄く切る』を追求する。うちに切れないものは『人の縁

えん
』だけ

だからね」と笑う安中社長の探究心は、止
とど
まる所を知らない。

★3…�素材を指定の寸法に切断して巻き取る加工

「足立の製靴企業」の先導役に
　自社の技術向上に留まらず、素材となる革メーカー
に直接交渉して革生地の品質向上に注力するなど、先
代時代から続く「より良い靴づくりに手間を惜しまず」
の心を堅持するシバ製靴㈱。日本人に多いといわれる
幅広甲高な足型でも履きやすい「日本人に最適な靴」
を届けるため、完全オーダーメイドシューズのネット販
売立ち上げに着手している。
　「うちは紳士革靴製造として初の足立ブランド認定
企業。自社のPR強化はもちろんだけど、ほかの製靴
企業も巻き込んで業界全体を盛り上げたい」と語る柴
社長の眼は、自社だけでなく業界全体の未来をも見据
えている。

魂を込めた人づくり・ものづくり・会社づくり
　最小で直径2㎜という、米粒ほどの部品製造の実績があるジャパンフィルター㈱。その高い
技術力に驕

おご
ることなく、社員のスキルアップや職場環境整備など、会社ビジョンに掲げる「魂を

込めた人づくり・ものづくり・会社づくり」に取り組んでおり、「最後に『安心』を生むのは、人の
心」が会社の信条だ。
　「先輩企業が後輩企業を育
て、足立区全体で成長してい
く。それもきっと足立ブラン
ドの魅力」と話す木村社長。
異業種交流による新たな発見
への期待と、自社オリジナル
製品開発への挑戦に燃える
女性社長が、足立のものづく
りを盛り上げていく。

金型製作・プラスチック成形加工の雄
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所在地�青井2-14-16　創業�1969年
概要��プラスチック製品成形のための金型製作から、その金型を使用

したプラスチック製品の成形加工までを一貫して取り扱う。

紙で未来を切り開く200年企業

㈱丸
ま る
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所在地�千住4-16-12　創業�1818年
概要��印刷全般に加え、紙製の自社製品製造にも取り組む。和紙問屋として創業

以来、200年超という歴史は、東京都規模で見ても稀
け
有
う
な存在。

患者に寄り添う、医療装具のパイオニア

ユコー㈱
所在地�西新井7-14-15　創業�1973年
概要��乳がん患者向けの人工乳房・補正下着・水着、ウィッグ、医療用

ストッキングなど、医療系の衣類製品に幅広く対応している。

幅広甲高な日本人に「最適な靴」の探求者

シバ製
せ い

靴
か

㈱
所在地�千住5-15-9　創業�1957年
概要��紳士革靴の製造・販売。OEMに依存せず6種類もの自社

ブランドを展開する「企画力」が最大の武器。

世界を股にかける、金属スリット加工★3の巨匠

㈱仲
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所在地�加平3-14-11　創業�1974年
概要��創業以来、金属箔のスリット加工・シートカット加工一筋。�

足立区だけでなく新潟県にも工場を構えている。

　優秀な製品・技術を持つ、区内のものづくり企業などを認定する「足立ブ
ランド」。2007 年度の制度開始以来、認定企業から世界に向けて「足立のも
のづくり」を発信し続けています。
　2019 年度は新たに 7 社が認定され、認定企業は 63 社となりました。今号
は、新規認定 7 社をご紹介します。
問い合わせ先 ものづくり振興係 ☎3880-5869

▲特設サイトは
　コチラ

暮らしを支える「フィルム加工」のプロ

㈱フジシロ
所在地�西新井4-16-11　創業�1970年
概要��主に受注しているのは、食品用・工業用フィルムのスリット

加工。加工したフィルムの巻き取り技術にも秀でている。

▲圧力調整が難しい細幅のスリット加工にも対応 ▲紙製ネクタイ「笑顔にしタイ」など、紙切丸以外の自社製品も個性豊か
▲�規格化した製品販売はもちろん、患者の
細かなオーダーにも応じている

▲�鏡のごとき切断面こそ切れ味の証（鏡面切り
加工）。極細加工した金属が円盤になっている

▲�クリームなどで表面をきめ細やか
に整える「仕上げ力」も一級品

▲�公差（寸法のズレの許容範囲）±0.05㎜をクリアしながら
極小の部品を生み出す

極小部品製造のスペシャリスト

ジャパンフィルター㈱
所在地�大谷田4-16-9　創業�1974年
概要��自動車などに組み込む金属製フィルターを製造。製品の設計

段階から相談を受けるなど、大手メーカーからの信頼も厚い。

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお願いし
ます。■問い合わせ先＝障がい施策推進担当 　☎3880-5407 FAX3880-5754

気づいてください
ヘルプマーク
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冊子や特設サイトで紹介中
　産業振興課で配布している冊子では、各社の
特長や商品情報などを紹介しています。特設サ
イトでは冊子の電子ブック版に加え、特別インタ
ビューも掲載中 !　※新規認定7社が加わった
2020年版冊子は6月ごろに発行予定
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約5㎜

無料アプリ「カタログポ
ケット（カタポケ）」なら、
スマホで冊子を読める!

�カタポケは▶︎�
　　コチラ

Catalog Pocket


