平 成 3 0 年 1 0 月
2 日
（公財）横浜企業経営支援財団
横 浜 メ ー カ ー ズ ヴ ィ レ ッ ジ

横浜のものづくり企業１０社のオープンイノベーション (*1) による成果販売！

横浜高島屋「LOVE 横浜（催事）」にて商品販売！
*1

オープン イノベー ション･･･自社だけ でなく他 社や大 学 等、異業 種、異分 野が持つ 技術やア イデア、 サービス 、ノウ ハウ、デー タ、
知識などを 組み合わ せ、革新 的なビジ ネスモデ ル、研究 成果、 製品開発等 につなげ るイノベ ーション の方法。

イタリア（ミラノ）で開催された世界最大級の家具見本市「ミラノ・サローネ 2017」、
「ミラノ・サローネ 2018」
に、横浜の技術力の高い企業１０社の共同体である「横浜メーカーズヴィレッジ」が出展しました。曲げ加工や
絞り加工、精密鈑金や切削加工といった異なる技術を組み合わせたオープンイノベーションによるものづくり
で、世界各国の来場者からデザインと技術について高い評価を得た結果、オーストラリアから受注に成功。イン
ドのブランド食器メーカーからの商談やオランダ王立のデザイン事務所からの商談も進行中 しています。
この度、現地で展示した商品を（株）横浜高島屋にご協力いただき、一部の商品を販売することとなりました。

横浜高島屋 催事概要
（１）タイトル：LOVE 横浜
（２）会期：10 月 3 日(水)～10 月 16 日(火)
（３）場所：横浜髙島屋 7 階 家具売り場
ダニエル（横浜家具メーカ）との共同展示
お問合せ先
（記者発表に関すること）
公益財団法人横浜企業経営支援財団 経営支援部地域密着型支援担当 マネジャー 川北 彰子
（商品に関すること）
ヨコハマメーカーズヴィレッジ代表（株式会社ニットー 代表取締役）
藤澤 秀行

Tel 045-225-3725
Tel 045-772-1371

ＹＭＶ メンバ ー

１ ０社

① 株式 会社ニ ットー / 設計・金 型・板 金加工 ・精密 切削 加工
プレ ス金型 の技術 を柱 に、製 品 開発、 試作か ら金型 、量 産まで の一 貫生産 体制で 幅広 くもの づ くり企 業を
サポー ト。ア イデア と技 術力で 今ま でにな い自社 製品 にも取 り 組んで いる。

②株式 会社ミ ナミ技 研 / パイプを中 心と した金 属製品 曲げ 加 工
パイプ を中心 とした 長尺 金属の 曲げ 加工を 専業で 行っ ている 。職人の 技術と 最新の 生産 設備に て、注射 針の
サイズ からφ 139.8mm まで の試作 から量 産ま で対応 。今ま でにな い新し い工法 も開 発をつ づけ 、他社 に
はまね できな い技術 を多 く所有 して いる。

③有限 会社落 合製作 所 / 精密板金・ 溶接
薄板金属板材の「抜き・曲げ・溶接」加 工を 主とす る。複 雑な 工業製 品を作 り上あ げて 来た技 術を 生かし 、
アートやデザインプロダクトの製作を展開している。デザイナーの追求する細やかなディティールを表現する
ことで、多くの 支持を 得て いる。

④株式 会社関 東精密 / 精密切削 加工 ・金型 ・検 査冶具 ・ 3D 形 状切削 加工
3D 形状の切削加工を軸とした、精密部品加工のエキスパート。機械装置や金型の試作、量産をトータルで
サポート。

⑤ 株式 会社中 越工業 / 精密板金 加工
レーザー加工から溶接加工まで、多業種に わた り質の 高い製 品 を提供。 匠によ る技 術力と 最新 の設備、品質
の高さで納得の製品づくりを実践。

⑥株式会社オースズ/ 機構部品・トルクヒンジの生産
トルクヒンジと機構部品の専門家。設計から試作、量産まで横浜の本社工場で一貫して行 って いる。
ロットの大小問わず、専用設計で高品質の 機構部 品を 提供。

⑦有限 会社本 間製作 所 / 旋盤加工
φ50mm 以下の棒鋼を複合旋盤にて加工することにより、医療機器、真空装置など様々な 分野 の機
械部品をミクロン単位で製作し ている 。

⑧株式 会社第 一鉸製 作所 / 金属へら絞り 加工・ 溶接加 工
へら絞り加工を主とし、溶接、板金、研磨までトータルで加工し、提供。製品サイズは、φ3200mm まで
可能。 1 個のみの試作から量産まで対応。

⑨株式 会社三 陽製作 所 / プレス・板金・ 溶接・ 金型 等設計 製 作
金属加工の総合メーカーとして、デザイン・設計から完成品まで一貫し て行っ ている 。 多彩な 技術力 を駆使
して幅広いニーズに対応。

⑩株式会社魚のぶ / 和食・懐石料 理
日本の美しい四季とともに、旬の食材を伝統の技術で調理。五感を使い全身で味わえ るお もて なしを 提供
する和 食・懐 石料理 店を 経営

