
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

（公財）横浜企業経営支援財団および横浜市では、このたび横浜知財みらい企業として、新規企

業 25 社を含む 56 社を認定します。これにより、昨年度から継続して認定されている 66 社を含

め、認定企業総数は 122社になります。 

 【新規認定企業のご紹介】 今回、新たに認定する 25 社を紹介します。 

 企業名 取組内容 
各社 HP への 

リンク 

1 
アットドウス株式会社 

（旭区） 

局所に微量に投薬する新たなモバイル型投薬・点滴デバイス

「アットドウスコア」等を開発しています。コア技術である「電気浸

透流ポンプ」と IoT技術の組み合わせにより、遠隔操作を可能に

し、家族や医療従事者の見守り作業の軽減の実現を目指します。 

https://atdose

.com/  

2 
アルケリス株式会社 

（金沢区） 

「世界から立ち仕事のつらさをなくす」を目標に長時間の立ち

仕事の負担を軽減するアシストスーツ「アルケリス」の製品開発・

販売に取組んでいます。工場向け、医療向けの製品を販売し、

様々な企業への導入実績があります。 

https://www.a

rchelis.com/ 

3 
UNTRACKED 株式会社 

（保土ケ谷区） 

横浜国立大学発ベンチャーとして、ヒトのメカニズムとAI技術

によるサポートシステムを身近に届けることを目指して設立。主

力の「ステイブル」では、世界で初めて転倒リスクの可視化を実

現し、ヘルスケアや介護向けサービスを展開しています。 

https://www.u

ntracked.co.jp

/  

4 
インフィパワー合同会社 

（中区） 

再生可能エネルギー、セキュリティシステム、IoT 設備を中心

に事業を推進しています。安全性が高く、発電所の盗難事故防

止に役立てられるプライベートクラウド型のセキュリティシステム

「InfiPower GUARD２」を開発し、販売しています。 

https://infipwr

.com/  

5 
株式会社エキシマ 

（青葉区） 

学術、産業、医療、宇宙などの分野で採用されている、表面状態

を計測し、品質管理可能な接触角計の開発・製造販売をしていま

す。スマートフォンで使用できる工業用計測アプリの開発なども行

い、国産かつ唯一無二のものづくりに取り組んでいます。 

https://excime

r.co.jp/ 

6 
有限会社大髙製作所 

（都筑区） 

 主事業として、車や医療器具などの産業機械部品に使用する

高精度・高強度な金型の製造設計を行っています。コロナ禍で、

新たに首掛けスタイルのフェイスシールド事業を開始し、新たな

事業展開に取組んでいます。 

https://www.o

taka-ss.jp/  

７ 
株式会社北川製作所 

（中区） 

創業 113 年、3D 測定から設計開発、試作、量産までを金

属・樹脂・電気等幅広く扱い、サービスを展開しています。自社製

品のブランド「KGWorks」では、培ってきた技術ノウハウやデザ

インセンスをもとにオンリーワン製品を生み出しています。 

https://www.

kgworks.co.jp

/  

８ 
協立金属工業株式会社

（金沢区） 

金属を細く強くする伸線加工など金属線の製造販売を行って

います。伸線加工では独自の加工方法を開発し、その高い精度

から医療から自動車まで幅広い分野で採用されています。その

技術を活かし、自社製品開発にも積極的に取り組んでいます。 

https://www.

kyoritsu-

metal.co.jp/  

９ 
クールフライヤー株式会

社（泉区） 

油の劣化、油ハネ、オイルミスト等を抑制することにより、飲食

店・スーパー・惣菜店等における揚げ調理の様々な課題を解決可

能な業務用フライヤー「クールフライヤー」及びその周辺機器「ク

ールポッド」を開発・製造販売しています。 

https://coolfr

yer.co.jp/  
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 企業名 取り組み内容 
各社 HP への 

リンク 

10 
株式会社グライコテクニ

カ（青葉区） 

生体内の微小な糖鎖※変化を高感度で測定するための糖鎖解

析技術を保有し、自社でのシステム製造に加え、本システムによる

受託解析サービスを提供しています。※ヒトの体の至るところにあり、
ヘルスケア・医療分野において急速に注目されている成分 

https://www.

glycotechnica

.com/ 

11 
株式会社海月研究所 

（鶴見区） 

クラゲの有効活用によって生物多様性と海洋環境の保全とライ

フサイエンスへの貢献を目指している、理化学研究所発バイオソー

シャルベンチャーです。クラゲの素材を活用して、化粧品部門を中

心に食品部門やバイオ部門等にも展開しています。 

https://www.

jfish-

lab.com/  

12 
株式会社 COM 

（都筑区） 

免震装置を建物の基礎や柱に取り付けるためのベースプレートを

製造しています。これまでに培った技術ノウハウを活用し、時代ニー

ズに合う省資源・高精度・施工軽労化を実現する技術を開発し、新た

なベースプレートの製造販売に取り組んでいます。 

http://www.c

ustom-order-

made.com/ 

13 
サクラテック株式会社

（港北区） 

IoT 社会における自動運転用センサー、セキュリティー分野及

び高齢者の見守り分野で必要不可欠なマイクロ波/ミリ波レーダー

センサーの開発や販売を行っています。電波を用いたヒューマン・

フレンドリーな高性能センサーの開発を目指しています。 

https://sakur

atech.jp/ 

14 
株式会社シンエイコーポ

レーション 

（神奈川区） 

ビルメンテナンス・リフォーム事業を中心に行っています。アメリ

カのカーペットメンテナンスの工法を取り入れ、改良・開発を繰り

返し、独自の施工方法により安心、快適なカーペットライフを提供

しています。 

https://www.

c-dry.co.jp/  

15 
株式会社３D Printing 

Corporation（鶴見区） 

3D プリンターの輸入販売や受託製造、コンサルティングを中心

に事業を展開しています。 ３D プリンティングにおけるものづく

りの課題解決のため、技術開発にも取り組みながら、３D プリンテ

ィングの活用方法を提案しています。 

https://www.

3dpc.co.jp/  

16 
大光ルート産業株式会社

（神奈川区） 

道路の安全施工工事会社として、「横浜市のインフラ整備、魅力

ある都市づくりに貢献したい」を理念に、施工がしやすい視覚障が

い者誘導用点字樹脂プレート「アイ・リード」や点字ブロックをより

見やすくする「アイリード・アクセント」等の販売を行っています。 

https://www.

t-route.com/  

17 
東京精密発條株式会社

（都筑区） 

大手工作機械メーカーのマシニングセンターなどに内蔵されて

いる工作機械周辺機器を主に製造しています。また、お客様の声

から開発を行ったプレスブレーキ用曲げ金型も自社で製造販売

し、国内のみならず、海外の顧客にも好評を得ています。 

http://www.to

-hatsu.co.jp/  

18 
トミタテクノロジー株式

会社（金沢区） 

世界の最先端農業施設企業との技術提携を行い、養液栽培の

技術革新とコンピュータによる完全管理の温室設備の開発を行っ

ています。その専門知識を活かし、農業ビジネスへの新規参入や

植物工場導入のお手伝いをしています。 

http://tomitatec

hnologies.com/si

te/index.html  

19 
Trim 株式会社 

（中区） 

設置型ベビーケアルーム「mamaro」(ママロ)シリーズの製造、

販売を行っています。また、授乳室/おむつ交換台検索や赤ちゃん

の身長が計測でき、「mamaro２」と連携して体重を計測できるア

プリ「mamaroGo」（ママロゴー）の運営も行っています。 

https://www.t

rim-inc.com/  

20 
株式会社ナミックス 

（青葉区） 

主に化粧品業界、製造業界向けの産業機械の設計、製造、販売

をしています。特に充填機、キャッパー、カートナーなど専門性の

高いオリジナル機械装置の製造し、使い勝手がよく、工場の工数

削減にもつながる製品を提供しています。 

https://nami

x.co.jp/  

21 
ニイガタ株式会社 

（鶴見区） 

エネルギーや通信、医療分野等幅広い分野の民間企業、公的研

究機関、大学の研究室向けに、実験用治具、装置の設計・製造や試

験受託等研究開発支援を行っています。近年では中の構造を見え

る化する透明可視化支援、電池開発支援の依頼が増えています。 

https://ni-

gata.co.jp/  
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１ 制度概要 

  平成 23年度から、独自技術やノウハウ等の「知的財産」をいかした経営に取り組み、優れた製品 

やサービスを作り出す中小企業を「横浜知財みらい企業」として認定し、その成長・発展を後押しし 

ています。 

評価項目は、「事業計画」、「知的財産活動の目的・位置付け」、「知的財産活動を実践する仕組み」、

「知的財産活動の事業への貢献」の４項目で、知的財産活動が、企業の経営に不可欠なものとして位

置づけられ、実践され続けているか、その定着状況を評価しています。 

  

 

２ 認定日 

  令和４年４月１日 

 

お問合せ先 

（「横浜知財みらい企業」制度全体に関すること） 

横浜市経済局ものづくり支援課長           瀧澤 恭和     Tel 045-671-3839 

（認定に関すること） 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 経営支援部 

イノベーション支援担当部長            加藤 盛司     Tel 045-225-3733 

※本件は、横浜市政記者会、横浜ラジオ・テレビ記者会及び横浜市経済記者クラブに同時発表してい 

ます。 

 企業名 取り組み内容 
各社 HP への 

リンク 

22 
株式会社ハルツ 

（金沢区） 

創業より約５０年間、精密プレス金型の設計製造を様々な業界と取

引を行っています。近年では、切削部品の輸入販売や三次元測定受

託サービスも行い事業を拡大させ、新たな取り組みへの挑戦を続け

ています。 

http://www.

harz.jp/  

23 
有限会社ヒロテック 

（港北区） 

プラスチック製品全般の製品設計から部品製作、組み立てまで

プラスチックに関する様々なサービスをトータルサポートで提供し

ています。また、マスクの内側にワンタッチで装着できる立体マス

クホルダーの「快息フレーム」など自社製品開発も行っています。 

https://www.h

t-

hirotech.co.jp/  

24 
HOLUDONA 株式会社 

（神奈川区） 

自社ブランド「HOLUDONA」では、雨具収納ポーチＫＡＰＡＰＡ

（かっぱっぱ）及び自転車用・小学校通学用レインポンチョを主力

商品として、レイングッズなど商品の企画開発及び製造販売を保

育士とママの目線で行っています。 

https://holud

ona.com/  

25 
株式会社ヤマヨ 

（都筑区） 

創業から 25 年、素材に関わらず高精度な加工が可能な曲がり

矯正事業と、独自調合の薬で染めた高品質な黒染め加工サービス

を提供しています。また、製造業の国際化に伴い、様々な国際興業

企画への対応も強化しています。 

https://yama

yo.org/  
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