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COMPANY 1 株式会社アブクマ
建設機械用燃料タンク、作動油タンク及び外板部品、トラック用シャシー部品の製造

2 アルパインマニュファクチャリング株式会社
カーナビゲーション・カーオーディオ製造

3 イハラ建成工業株式会社
発泡スチロールの製造及び販売

4 関東エラストマー株式会社
工業用ホース部品製造

5 株式会社グローバルファインドネットワーク
プラスチック樹脂成形部品

6 株式会社コスモコーポレーション
国内のあらゆるメーカーの化粧品梱包容器、食品梱包容器、ポンプ用工業部品等

7 東レＡＣＥ株式会社
窯業系外壁材、繊維補強セメント板、建材用樹脂成形品の製造・輸入及び販売他（福島工場：窯業系外壁材、繊維補強セメント板「完璧」製造）

8 有限会社ヨシダエンジニアリング
産業機械製作

9 リトルファクトリー株式会社
リカちゃん人形の製造・販売、観光施設「リカちゃんキャッスル」の運営

 エルエスアイ株式会社
化粧品容器の組立・検査

 株式会社大塚ポリテック
自動車ゴム製品等の製造販売

 株式会社オリーブコーポレーション
シャツ、ブラウスの製造

 株式会社神崎製作所
金型部品の製造

 有限会社サキダス
金属レーザー加工、各種溶接等

 株式会社三宝製作所
金属部品等の製造

 シューテックオカモト株式会社
スポーツシューズ、革靴等の製造

 東栄化成株式会社
工業用塗料等の製造

 日本クリーンシステム株式会社
ゴミ貯留排出機の製造販売

 フィード・ワン株式会社
家畜用配合飼料の研究開発

 株式会社フルカワ
建築内外装材等の製造販売

 ブイエス科工株式会社
土壌改良資材等の製造販売

（企業名 五十音順）
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設計から組立まで一貫生産
により高品質な部品を生産
する製造メーカーです。
　1927 年、自動車部品専用のメーカーとして創業した
当社。現在は建設機械・トラック用部品の製造を中心に、
最新の設備と確かな技術で幅広いニーズにお応えする自
動車・建設機械部品の製造メーカーです。

　国内外の建設機械メーカー・トラックメーカーの第一次
パートナーとして長年にわたり部品の製造に携わり、様々
なニーズにお応えしてきました。昨年（2017 年）5月よ
り、いわき工場に加え新たに小野工場が稼働し、大型
部品の塗装ライン導入により他社製品との明確な差別
化を図っています。

　｢すべてはお客様の喜ぶ顔が見たいから｣。そんな思い
を胸に、社員一丸となって今後も幅広いニーズにお応え
していきます。

企業概要
会社名 株式会社アブクマ
所在地 小野工場：〒963-3400 
 福島県田村郡小野町大字

皮籠石字鶴庭 55-12
 いわき工場：〒979-3204

いわき市川前町小白井字精才73-1
電話番号 0246-84-2041
FAX 0246-84-2064
URL www.jp-abukuma.com/

代表取締役 小松﨑　泰彦
設立 昭和 31年 7月27日
資本金 6,350 万円
社員数 210 名

主な製品・サービス
建設機械用燃料タンク、作動
油タンク及び外板部品、トラッ
ク用シャシー部品の製造

ア
ル
パ
イ
ン

人々の心を大切にし、仕事
の質を高め、活力に溢れた
魅力ある企業を目指します。
　当社は、車載電装事業を通じて、“ものづくり”にお
いて業界No.1のコスト・品質を目指しております。

　親会社であるアルパイン（株）の国内唯一の製造拠
点、マザー工場としての機能を果たしております。グロー
バルものづくりにおいて常にQ（品質）、C（コスト）、D（デ
リバリ）、F（フレキシビリティ）のトップランナーとして走
り続けてまいります。

　当社は常に時代をリードしお客様に喜びをもたらす価値
を提供し続け、市場・業界の変化にいち早く対応するソ
リューションカンパニーを目指しております。今後とも「お
客様至上主義」の下、「お客様に感動していただける
工場、製品」を目指して、品質と技術の向上に「創造・
情熱・挑戦」で取り組んでまいります。

企業概要
会社名 アルパインマニュファクチャリング株式会社
所在地 小野町工場：〒963-3313
 福島県田村郡小野町

大字南田原井字貢中 42番地
 本社：〒970-1144
 福島県いわき市

好間工業団地 3番地の10
電話番号 0247-72-6111
FAX 0247-72-6186
URL www.alpine-manufacturing.jp/

代表取締役 古川　義秋
設立 平成 12年 7月1日
資本金 2 億 7,500 万円
社員数 569 名

主な製品・サービス
カーナビゲーション・カーオーディ
オ製造
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株式会社

株式会社
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資源と環境の未来をみつめ、
顧客に誠意を尽くし
地域社会の発展に貢献します。
　昭和 56 年に小野町工場を立ち上げて以来３７年、
発泡スチロールの製造、販売に努めてまいりました。こ
の間に成型棟、倉庫の増築や成型機、ボイラー等設備
の入替増設を行いながら現在、２４時間（3交代）生産
を基本として約40名の従業員で工場を稼働しております。

　近年、生産品の中心は魚箱関連からエアコン、冷蔵
庫等の家電梱包材、部材品へと移行されておりますが、
発泡スチロールは多種多様な分野において利用されてお
ります。また当社は、クミアイ化学工業のグループ子会
社として、平成 29年５月より再スタートいたしました。

企業概要
会社名 イハラ建成工業株式会社
 郡山事業所 小野町工場
所在地 〒963-3314 
 小野町塩庭字向永志田 3-23
電話番号 0247-72-4311
FAX 0247-72-4337
URL ihara-ci.co.jp

代表取締役 杉本　金市
設立 昭和 39年 11月21日
 （小野町工場は昭和56年9月）
資本金 4 億 6,100 万円
社員数 47 名

主な製品・サービス
発泡スチロールの製造
及び販売

株式会社
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企業概要
会社名 イハラ建成工業株式会社
 郡山事業所 小野町工場
所在地 〒963-3314 
 小野町塩庭字向永志田 3-23
電話番号 0247-72-4311
FAX 0247-72-4337
URL ihara-ci.co.jp

代表取締役 杉本　金市
設立 昭和 39年 11月21日
 （小野町工場は昭和56年9月）
資本金 4 億 6,100 万円
社員数 47 名

品質・コスト・納期への
徹底したこだわりで顧客の
信頼を高める。
　関東エラストマーは近くにあぶくま高原道路、磐越自
動車道が走るアクセスに恵まれた立地へ2003 年に設
立されました。以来、自動車（トラックバスで高いシェア
を誇る）、建設機械、農業機械向けの高機能ホース専
業メーカーとして従業員一同力を合せてお客様に感動し
ていただける品質、コスト、納期の対応を目指している
若い会社です。

　この福島からグローバル社会のいたるところでお役に
立てるよう、様々な工程を経て製品化する生産ラインを
備えて多様なニーズにお応えしています。また私達を取り
巻く環境はめまぐるしく変化していますが、柔軟な思考と
行動で地域社会に貢献していければと考えています。

企業概要
会社名 関東エラストマー株式会社
所在地 〒963-3406
 福島県田村郡小野町
 大字皮籠石字北ノ内 204-1
電話番号 0247-72-5466
FAX 0247-72-5467

代表取締役社長 藤木　達夫
設立 平成 15年 11月
資本金 3,000 万円
社員数 98 名

関
東
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株式会社

企業概要
会社名 関東エラストマー株式会社
所在地 〒963-3406
 福島県田村郡小野町
 大字皮籠石字北ノ内 204-1
電話番号 0247-72-5466
FAX 0247-72-5467

代表取締役社長 藤木　達夫
設立 平成 15年 11月
資本金 3,000 万円
社員数 98 名

主な製品・サービス
工業用ホース部品製造
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お客様に満足して頂ける
品質の追求
　1985 年に創業以来 30余年、プラスチック製造業を事
業の中核に据え、コスモの歴史はプラスチックと共に歩んで
参りました。工業部品から医療機器関連部品・食品梱包
容器・化粧品等の消耗品梱包容器に至るまで私たちの生
活の中でプラスチックの重要性は非常に高く多岐にわたり
利用されております。

　この30余年、消費者のニーズは高度化かつ多様化し、
それに応えるように弊社は日々技術向上、業務改善に邁進
して参りました。自動成形取出し機やカメラ検査ロボット等
の周辺機器すべて最新の設備を揃え、製造工場内にも空
調設備を完備し、人にもロボットにも優しい環境の中で、現
在は、国内のあらゆるメーカーの化粧品等消耗品容器を製造
しております。

　平均年齢 28歳の弊社の社員たちは、常にお客様に対
して“クレームゼロ”を目指しお客様に満足していただける
品質を追求し続けて日々勤しんでおります。

　福利厚生も充実しており毎年社員旅行・食事会・和服
着用のお花見会等も実施し、今春の社内旅行は大阪USJ
を楽しんできました。

企業概要
会社名 株式会社コスモコーポレーション
所在地 〒963-3521 
 福島県田村郡小野町
 大字飯豊字宮ノ下 3-2
電話番号 0247-72-5780
FAX 0247-72-3571
URL http://www.csm-c.co.jp

代表取締役 國分　喜正
設立 昭和 63年 9月1日
資本金 1,000 万円
社員数 30 名

株式会社
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企業概要
会社名 株式会社コスモコーポレーション
所在地 〒963-3521 
 福島県田村郡小野町
 大字飯豊字宮ノ下 3-2
電話番号 0247-72-5780
FAX 0247-72-3571
URL http://www.csm-c.co.jp

代表取締役 國分　喜正
設立 昭和 63年 9月1日
資本金 1,000 万円
社員数 30 名

顧客に満足される製品を
造り社会に貢献する
　自動車部品には非常にデリケートかつ細かい部品がた
くさんあります。自動車部品製造→管理→お客様の元
へ届ける配送。社員一人ひとりが責任を持って仕事をし、
ものづくりに対する情熱を注ぎお客様の注文に対してこ
まやかな対応をしています。得意先は上場企業で安定し
ています。従業員は20代から60代と幅広く、明るくこ
じんまりした職場です。

企業概要
会社名 株式会社グローバルファインドネットワーク
所在地 〒963-3524 
 福島県田村郡小野町
 大字浮金字至人久保 55-11
電話番号 0247-74-1711
FAX 0247-74-1712
URL www.gfnw.co.jp/

代表取締役 浦田　良則
設立 昭和 47年 3月3日
資本金 3,000 万円
社員数 20 名
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株式会社

企業概要
会社名 株式会社グローバルファインドネットワーク
所在地 〒963-3524 
 福島県田村郡小野町
 大字浮金字至人久保 55-11
電話番号 0247-74-1711
FAX 0247-74-1712
URL www.gfnw.co.jp/

代表取締役 浦田　良則
設立 昭和 47年 3月3日
資本金 3,000 万円
社員数 20 名

主な製品・サービス
プラスチック樹脂成形部品

主な製品・サービス
国内のあらゆるメーカーの化粧
品梱包容器、食品梱包容器、
ポンプ用工業部品等
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わたしたち東レＡＣＥは、
新しい価値の創造を通じ
て社会に貢献します。
　わたしたち東レＡＣＥは、果たすべき社会的使命を見す
えながら、次代の生活環境・生活空間の創造に貢献し
て行きたいと考えています。そのため個人を尊重し、人を
活かし、若い力を結集して、信頼される企業を目指します。

　また、企業活動の全ての領域において“Innovation(革
新と創造 )”に挑戦し、新しい価値を創造していきます。

　これらを経営の基本とし、東レＡＣＥは現代社会が直面
している問題や多様化するニーズに、より的確にお応え
できるよう、豊かな感性をもって取り組んでまいります。

企業概要
会社名 東レＡＣＥ株式会社

（東レＡＣＥ株式会社福島工場）
所在地 福島工場：〒963-3402  
 福島県田村郡小野町

大字谷津作字下中沢 1-1
 本社：〒103-0011
 東京都中央区日本橋

大伝馬町 12番 2号
電話番号 福島工場：0247-72-5101
 本社　　：03-5623-3631
FAX 福島工場：0247-72-5100

本社　　：03-3669-7522
URL www.toray-ace.com

代表取締役社長 小川　淳一
工場長 草野　浩志
設立 平成 19年 2月5日
資本金 1 億円
社員数 203 名（福島工場：72名）

（
東
レ
Ａ
Ｃ
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株
式
会
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福
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株式会社

企業概要
会社名 東レＡＣＥ株式会社

（東レＡＣＥ株式会社福島工場）
所在地 福島工場：〒963-3402  
 福島県田村郡小野町

大字谷津作字下中沢 1-1
 本社：〒103-0011
 東京都中央区日本橋

大伝馬町 12番 2号
電話番号 福島工場：0247-72-5101
 本社　　：03-5623-3631
FAX 福島工場：0247-72-5100

本社　　：03-3669-7522
URL www.toray-ace.com

代表取締役社長 小川　淳一
工場長 草野　浩志
設立 平成 19年 2月5日
資本金 1 億円
社員数 203 名（福島工場：72名）

ノークレーム・品質向上・
小回りがきき柔軟な対応
力・改善提案型
　創業から30年、地元の農機具修理から世界の製鉄
会社設備まで、産業機械の設計・製作・組立・検査及
び現地への据付・試運転指導・アフターメンテナンスま
で顧客の要望に応じた幅広い製造活動を全てオーダーメ
イドで行っています。特に冷間圧延関係の機械を18年
前より14カ国、合計200台以上の輸出を行っています。

　20 代 30 代の若手が中心のため、代表やベテラン
従業員が製造ノウハウとしてプログラミング技術や溶接技
術など技術の継承を行っています。

　主なユーザーはP.T.J、日立、東芝、JT、地元の企
業様等で日立製作所からは認定工場を受けています。ま
た今年、「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」
に選定され（県内 5社）経済産業省の受賞を受けました。

　培ってきた技術力と対応力を活かし顧客に信頼される
確かな品質を提供したいと常に心掛けています。

企業概要
会社名 有限会社ヨシダエンジニアリング
所在地 〒963-3523 
 福島県田村郡小野町
 大字小野山神字細田 83
電話番号 0247-72-4828
FAX 0247-72-3160

代表取締役 吉田　代吉
設立 昭和 62年 10月16日
資本金 800 万円
社員数 役員含め8名
 協力工場 13社

主な製品・サービス
産業機械製作、産業機械製作、
各種溶接(鉄・ステンレス・アルミ)、
金属・部品加工 (フライス・旋盤 )

有限会社
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企業概要
会社名 有限会社ヨシダエンジニアリング
所在地 〒963-3523 
 福島県田村郡小野町
 大字小野山神字細田 83
電話番号 0247-72-4828
FAX 0247-72-3160

代表取締役 吉田　代吉
設立 昭和 62年 10月16日
資本金 800 万円
社員数 役員含め8名
 協力工場 13社

主な製品・サービス
窯業系外壁材、繊維補強セメント板、
建材用樹脂成形品の製造・輸入及
び販売他（福島工場：窯業系外壁
材、繊維補強セメント板「完璧」製造）
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50 周年を迎えた着せ替え人
形「リカちゃん」のオープンファ
クトリーを備えたテーマパーク
　子どもたちが「リカちゃん」人形の製造工程を見学す
ることで、玩具が単なる製造物ではなく、そこで一生懸
命働く人々がひとつひとつ大切に作っていることを感じ、
働く人々の気持ちを創造し、モノを大切にする心を育てて
ほしいという願いが込められています。

　現在は株式会社タカラトミーのライセンス許諾を受け
て、リカちゃんキャッスルオリジナルの「リカちゃん」をは
じめとする様々な人形を製造・販売しています。

　「リカちゃんキャッスル」は1993 年 5月3日にオープ
ンし、今年 25周年という節目の年を迎え、今後もなお
一層、子どもたちの感性や情操を育て、健やかな成長を
手助けできるような施設運営、人形作りを目指してまいり
ます。

企業概要
会社名 リトルファクトリー株式会社
所在地 〒963-3401   
 福島県田村郡小野町

大字小野新町字中通 51-3
電話番号 0247-72-6364
FAX 0247-72-5705
URL www.liccacastle.co.jp

代表取締役 近藤　洋之
設立 昭和 51年 4月1日
資本金 4,000 万円
社員数 45 名

主な製品・サービス
リカちゃん人形の製造、販売
観光施設「リカちゃんキャッスル」
の運営

株式会社

企業概要
会社名 リトルファクトリー株式会社
所在地 〒963-3401   
 福島県田村郡小野町

大字小野新町字中通 51-3
電話番号 0247-72-6364
FAX 0247-72-5705
URL www.liccacastle.co.jp

代表取締役 近藤　洋之
設立 昭和 51年 4月1日
資本金 4,000 万円
社員数 45 名

リ
ト
ル
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エルエスアイ株式会社
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字七合田 35-1

●電話番号 0247-72-3840
●業種  化粧品容器の組立・検査  

株式会社大塚ポリテック
〒963-3521 福島県田村郡小野町大字飯豊字二本木 48

●電話番号 0247-72-5111
●業種  自動車ゴム製品等の製造販売

シューテックオカモト株式会社
〒963-3402 福島県田村郡小野町大字谷津作字南作 118

●電話番号 0247-72-2105
●業種  スポーツシューズ、革靴等の製造

株式会社オリーブコーポレーション
〒963-3402 福島県田村郡小野町大字谷津作字名馬 62-1

●電話番号 0247-72-3111
●業種  シャツ、ブラウスの製造

株式会社神崎製作所
〒963-3312 福島県田村郡小野町大字夏井字川除 102-7

●電話番号 0247-72-2423
●業種  金型部品の製造

フィード・ワン株式会社
〒963-3405 福島県田村郡小野町大字雁股田字関場 110-30

●電話番号 0247-72-2277
●業種  家畜用配合飼料の研究開発

有限会社サキダス
〒963-3314 福島県田村郡小野町大字塩庭字向永志田 3-70

●電話番号 0247-72-6661
●業種  金属レーザー加工、各種溶接等

東栄化成株式会社
〒963-3314 福島県田村郡小野町大字塩庭字向永志田 3-25

●電話番号 0247-72-3135
●業種  工業用塗料等の製造

日本クリーンシステム株式会社
〒963-3314 福島県田村郡小野町大字塩庭字向永志田 3-67

●電話番号 0247-72-2900
●業種  ゴミ貯留排出機の製造販売

ブイエス科工株式会社
〒963-3314 福島県田村郡小野町大字塩庭字畠井田 2

●電話番号 0247-72-2561
●業種  土壌改良資材等の製造販売

株式会社フルカワ
〒963-3524 福島県田村郡小野町大字浮金字原 289

●電話番号 0247-73-2141
●業種  建築内外装材等の製造販売

株式会社三宝製作所
〒963-3406 田村郡小野町大字皮籠石字鶴庭 55-14

●電話番号 042-772-4311（本社）
●業種  金属部品等の製造
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