【資料】

福山市のオンリーワン・ナンバーワン企業
《オンリーワン企業》
企業名

広島県Ｈ.Ｐ.より

所在地

事業内容

１ （株）アイシン産業

神村町

極薄スライス，極薄スライスと連携したＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ加工

２ （株）アカシン

新浜町

ドックレベラ（倉庫にあるプラットホームとトラック
荷台との段差を解消する装置）の設計・製造

３ （有）アサヒフィルターサービス

駅家町

室内の空気・温度・気流・清浄度をニーズに合わせ，フ
ィルターや空気清浄にかかわる機器・機材をオーダーメ
イドで設計・製作・加工

４ アテル（株）

千代田町

卓上クリーンロボット及び卓上型クリーン搬送シス
テム

５ アトア（株）

南松永町

こんにゃくの感想変性を防ぐ技術を発明し，量産技術
を開発して乾燥こんにゃく米等を製造

６ 永和国土環境（株）

南蔵王町

牡蠣殻を用いて汚水を高度処理する「アクアメイクシ
ステム」等，資源循環技術の開発

７ エクセル（株）

神辺町

交通信号灯器用 LED 球の開発生産

８ エコログ・リサイクリング・ジャパン

草戸町

リサイクルしやすく企画された原料・資材を使用した
ウエアを提供 不用品を「ペレット」に変換し，衣服
の資材に再生

９ （有）追坂電子機器

神辺町

ＰＥＲＳＯＮＡＬ-ＥＭＧ（表面筋電位計測装置）の
製造

10 オー・エイチ・ティー（株）

神辺町

回路基盤，液晶ディスプレイ等の非接触電気検査装置
の製造

11 大宮工業（株）

大門町

研削盤や半導体製造装置の回転指導を限界まで抑制
する全自動バランサーの開発製造

12 岡本工機（株）

金江町

自社開発した製造用工作機器を使っての「曲がり歯傘
歯車」等，各種歯車の製造

13 小川楽器製造（株）

三吉町

経済産業大臣指定の伝統工芸品である福山琴の製造，
販売

14 （株）オキ

南松永町 漢方生薬を原料とした有機農業資材の製造

15 柿原工業（株）

箕沖町

環境負荷の高い銅を用いない「銅フリーめっき」の量
産化と，めっき品を高効率で樹脂と金属に分離する
「マテリアルリサイクルシステム」の開発

16 和産業（有）

芦田町

狭小スペースを有効に使えるダイニングテーブルの
製作

17 加富屋（株）

新市町

生産時のロス排除のため，工場の状況を本社でリアル
タイムに管理するインターネットを介しての遠隔監
視システムの開発

18 川崎撚糸（株）

神辺町

紙から糸を作る「水撚（みずより）技術」の開発と紙
糸の製造

企業名

所在地

事業内容

19 （株）共栄

新市町

ハイブリット棺の開発。遺体の腐敗進行の防止，火葬
の際の有害物質を軽減

20 （株）環境浄化センター

神辺町

排水量に対応した無機凝集剤（スーパー・ゼオ）の製
造

21 広和エムテック（株）

引野町

排水やタンクに浮かぶ油等を自動回収分離，生ゴミ・
汚泥を自動回収後，バイオの力で分解消滅する浮上油
回収分離装置の製造

22 協同精機（株）

神島町

重防食性，耐酸性，耐アルカリ性，耐熱性，耐油性に
優れた新時代の 100％粉体塗装

23 五敬工業（株）

駅家町

最新の設備による，精密板金加工の試作加工から小ロ
ット，中ロットの生産管理

24 （株）心石工芸

柳津町

靴や鞄の技術を応用し，ヌメ革を使用した高耐久で特
徴的なソファの設計・製造

25 こだま食品（株）

駅家町

水を注ぐだけの粉末大根おろし「さっ速おろし」の開
発・製造・販売

26 （株）サンエス

神辺町

フラッシュメモリーにプログラムデータを書き込む自
動化装置や半導体デバイスなどに情報をレーザーマー
キングする装置の開発製造

27 サンセイジエネリック（株）

新涯町

半導体ＥＴＣＨＩＮＧ技術

28 山陽染工（株）

インディゴ段落ち抜染（ばっせん）技術
「藍染め」と「抜染」（染められた生地から色を抜い
一文字町
て柄を表現する手法）の技術を応用し，デニムに細か
く多彩な柄を表現

29 山陽パッケージシステム（株）

神辺町

包装物流資材の設計・開発技術

30 ＪＰテック（株）

駅家町

タブレット端末用保護シート高精度貼付装置「貼りＲ
ＯＢＯ」

31 （株）ジェーイーエル

草戸町

基板保持装置（噴流ベルヌーイハンド）の製造

32 （株）シギヤ精機製作所

箕島町

真円度 0.07 マイクロメートルの高精度加工を可能に
する超精密円筒研削盤の製造販売

33 伸洋産業（株）

松浜町

窒素又は炭酸ガスを使っての低温瞬間冷凍・解凍・滅
菌・洗浄

34 太洋電機産業（株）

山手町

環境に配慮した「鉛を含まないはんだ」に対応するは
んだこて等，電子機器の製造に欠かせない「はんだ技
術」関連製品の製造

35 常石鉄工（株）

沼隈町

簡易組立鋼製橋梁 SASP 型橋梁・張出歩道の製造

36 （株）寺田鉄工所

新浜町

真空二重ガラス管を使った太陽熱調理器の製造

37 （有）中村機械製作所

神島町

畳表自動織機中村式を製造

企業名

所在地

事業内容

38 （有）中村金襴工場

神辺町

表装用金襴の織物技術

39 （有）ナムックス

東手城町 一枚切り柄合わせ自動裁断機の製造

40 日本管洗工業（株）

箕沖町

金属表面処理/黒染被膜化成（Fe3O4）技術

41 日本機器開発（株）

山手町

プラスチックブラスターにおけるプラスチック機能
部品のバリ取り技術

42 日本デリバリーサービス（株）

御幸町

履いて楽で，しかもお尻が上がって見える，中にイン
ナーをセットしたデニムパンツの製造

43 （有）ぬまくま夢工房

御船町

生産量日本一を誇る福山の特産品を使った「くわいぽ
たーじゅスープ」を商品化

44 早川ゴム（株）

箕島町

誘発目地材「スパンシール誘発目地」の製造

45 （株）ピーターパン

明神町

米粉利用推進と食糧自給率向上に貢献する米粉のパ
ン・洋菓子製造販売

46 備南工業（株）

新浜町

液をこぼすことなく衛生的なチューチュードリンク
用充填機の製造と，その技術を応用した豆乳，介護用
補助食品，化粧品等の充填機及び容器の開発

47 広島化成（株）

松浜町

環境負荷低減させたゴム製品の製造

48 広島金具製作所

軒先が垂直方向に壁と平行に曲がっている屋根に，雨
南本庄町 どいを取り付けることを可能にした軒先曲げ用吊金
具「吊ピタ君Ｒ」の開発

49 備後撚糸（株）

芦田町

製紙を毛羽のない綺麗な糸に撚糸加工する水撚り製
法による商品開発

50 福山ゴム工業（株）

松浜町

機体・荷物，オペレーターの保護，騒音防止に優れた
「エアボスタイヤ」の製造

51 フジ機械（株）

箕沖町

撹拌機の設計，製品開発からプラントの完成試運転等
のトータルサポート

52 ポエック（株）

南蔵王町 世界初 電気不要型消火装置「ナイアス」の開発

53 ホーコス（株）

草戸町

世界初 ｉＭＱＬシステム開発（微量の切削剤と空気
をミキシングしてピンポイントで吐出する工作機械
の切削システム）

54 （株）ホルツベル

南松永町

ペット樹脂貼り学童天板，刺繍柄木質化粧板製ローズ
ボックス（棺）の製造

55 （株）マイナス 600 ミリボルト

松浜町

水素の還元力を生かした，飲む・つける・つかる水素水
等の研究開発

56 マチモト（株）

芦田町

特殊加工による衝撃吸収性，伸縮性，保温性，形態安
定の機能を付与した衣服の製造

57 （株）美希刺繍工芸

駅家町

糸を使わないワラカット刺繍，ミシン針とメスを使う
モザイク刺繍などのオリジナル刺繍技術による生地
生産

企業名

所在地

事業内容

58 ミスミ化学（株）

川口町

全国の殆どの造船所塗装部門で使用される研磨ジス
クの開発

59 美の鶴酒造（株）

神辺町

酒もろみをフリーズドライした「サケ・パウダー」の
開発

60 （株）明和工作所

千田町

ＰＰバンド細断機「ＰｉＰｉ太郎」ＰＥフィルム減容
器「アッシュくん」の開発製造

61 山崎機工（株）

宮前町

木工用超硬刃物の製造，木工用刃物の再研磨，超硬刃
物・一般工具の販売

62 ワールド熱学（有）

神辺町

各種業務用バイオマスボイラの開発・設計・製造・設
置・メンテナンス

63 ワタナベ産業（株）

沼隈町

光合成細菌，農業用有用細菌を使った微生物土壌活性
剤，微生物水質浄化などの開発，製造販売

どじょう

《ナンバーワン企業》
企業名

広島県Ｈ.Ｐ.より

所在地

事業内容

１ （株）アイシン産業

神村町

極薄スライス，極薄スライスと連携したＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ加工

２ （株）アサムラサキ

東深津町

モンドセレクション最高金賞受賞，世界が認めた味と
品質，かき醤油

３ 天野実業（株）

道三町

フリーズドライの即席みそ汁のシェアナンバーワン

４ （株）石井表記

神辺町

プリント基板研磨ラインの製造，世界ナンバーワンシ
ェア

５ （株）エフピコ

曙

町

プラスチック製簡易食品容器，ＰＳＰ製発泡容器のシ
ェア全国トップ

６ （株）オービス

南松永町

ニュージーランド松国内挽製材品のシェアナンバー
ワン

７ カイハラ（株）

新市町

国内初のデニムの紡績から整理加工までの一貫生産
体制

８ （有）柏コルク王冠製作所

加茂町

ウルトラ王冠（酒瓶用王冠），王冠，キャップ，瓶栓
の製造

９ 川崎撚糸（株）

神辺町

紙から糸を作る「水撚（みずより）技術」の開発と紙
糸の製造

10 関西工業（株）

箕島町

大型シャックル国内シェア８０％

11 （有）光陽機械製作所

明神町

クリームプレッサー卓上型デポジッター

12 サンセイジェネリック（株）

新涯町

半導体技術

13 三和製作（株）

今津町

国内はもとより海外４０カ国に市場をもつ薄紙，板紙
用の自動平盤打抜機の製造販売のトップメーカー

14 （株）シーケイエス・チューキ

箕島町

原木仕分装置等の木材加工機の全国シェアナンバー
ワン

15 ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所

鋼管町

世界最大の規模と技術による鉄づくり

16 （株）自重堂

新市町

ワーキングウェア売り上げ業界ナンバーワン

17 伸洋産業（株）

松浜町

－１９６℃窒素ガスによる冷凍・解凍・滅菌・洗浄の
１機４投機

18 タカオ（株）

御幸町

遊具，公園施設，都市景観施設のトータルメーカー，
安心・安全遊具ナンバーワン

19 常石造船（株）

沼隈町

貨物船の 8 万 2 千ｔクラスでシェア５０％以上

20 寺岡有機醸造（株）

神村町

寺岡家のたまごにかけるお醤油

21 東亜林業（株）

南松永町 米松天乾材の生産ナンバーワン

企業名

所在地
町

事業内容

22 （株）虎屋本舗

曙

23 （有）中村金襴工場

神辺町

表装用金襴の織物技術

24 日東製網（株）福山工場

一文字町

無結節網は，漁業・スポーツ分野・各種構造物等で活
用される高性能網

25 日本管洗工業（株）

箕沖町

大型部品の表面処理，黒染めメーカー技術

26 深江特殊鋼（株）

曙

完全一貫体制による特殊鋼の切断，加工，仕分け

27 福徳産業（株）

千田町

すべり止め手袋

28 福山鍛鋼造機（株）

箕沖町

３t～１００t 吊りの標準化された型打鍛造フック

29 福山熱煉工業（株）

箕島町

焼き入れ自由な「熱処理」

30 細川センイ（有）

駅家町

モンペイの生産数日本一

31 マナック（株）

箕沖町

臭素化合物の国内トップメーカー

32 丸善製薬（株）

新市町

医療・化粧向けグリチルリチン酸及びその誘導体

33 ミスミ化学（株）

川口町

ガラスファイバーメッシュで強化した研磨ジスク

34 三菱電機（株）福山製作所

緑

配線用遮断機の国内シェア５０％

町

町

本物そっくりスイーツの開発・製造・販売

