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　　　　　　　　　　　　　平成28年5月18日	

本社板金工場	 プレス金型工場	 第三工場	 Garage Sumida	



☆墨田区の位置☆	

墨田区	

人口　　260,078人	

面積　　13,75平方キロ 	

昼夜間人口比率　119.5％ 	

東西　　５㎞	

南北　　６㎞	

東京でまち工場といえば、大田区が
有名である。 
だが、もう１つ東京にはまち工場の
メッカがある。墨田区だ。工場数は
東京23区内で2番目に多く、面積当
たりの工場数は最大規模。工場の
密集度が最も高い区です。 	



浜野　慶一（はまの　けいいち）　株式会社　浜野製作所　代表取締役 
	

・　　　・1962年　東京都墨田区生まれ 
 
• ・経済産業省・文部科学省の産学人材育成ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ経営管理人材分科会委員	

• ・経済産業省・産学連携人材育成事業（起業家人材育成事業）大学・大学院起業家	

• 　教育推進ネットワーク外部講師	

• ・経済産業省「特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し検討委員会」委員	

• ・経済産業省「知識サポート・経営改革プラットフォーム研究会」委員	

• ・経済産業省・関東経済産業局　東京オリンピック・パラリンピック検討会　委員	

• ・深海探査ロボット艇開発プロジェクト「江戸っ子1号プロジェクト推進委員会」副委員長 
• ・全国工業高等学校長協会　運営連絡協議会　委員	

• ・東京商工会議所　墨田支部　副会長	

• ・東京商工会議所　墨田支部　地域活性化委員会　座長	

• ・東京都立橘高校教育審議委員	

• ・スモール・メイカーズ・ショウ・ジャパン（中小企業都市サミット併設事業）実行委員会　会長	

• ・すみだ次世代モビリティ開発コンソーシアム副会長(電気自動車製造)	
• ・墨田区環境審議会委員	

• ・墨田区観光協会理事	

• ・東京東信用金庫主催の若手経営者塾「ラパン」塾 顧問	

• ・全国中小製造業ネットワーク「Monozukulink.net」　副会長	

• ・東京中小企業家同友会　代表理事	

• ・社団法人　配財プロジェクト　代表理事	

• ・全国3S推進協議会　幹事	

• ・株式会社MDファクトリーHS　取締役	
•  	



1.会社紹介	□会社概要	
社名	 株式会社　浜野製作所	

所在地	

本社板金工場 	東京都墨田区八広4-39-7 

プレス・金型工場 	東京都墨田区八広4-38-1 

第3工場　　　　　　　　　　　　  東京都墨田区八広4-36-1 

ガレージ・すみだ　　　　　　　 東京都墨田区八広4-37-3 

従業員数	 38名  （2016年4月現在）	

業務内容	 精密板金、　　レーザー加工、　　架台・筐体 設計製作、　　金属プレス加工、　　金属プレス金型製作、	

機械加工、　　各種アッセンブリ　　	

ISO 9001（品質）　/　ISO14001（環境）
認証取得済	

創立	 昭和53年9月	 資本金	 1,000万円	

代表者	 代表取締役　浜野 慶一	

取扱品目	 半導体製造装置部品、　医療機器部品、　ポンプ部品、　検査装置部品、　コネクタ部品、　アミューズメント部品、	

自動車関連部品、　弱電部品、　精密測定装置関連部品、　スイッチング機器部品、　FA関連部品、	

PC関連部品、　光学関連部品、　情報通信機器関連部品、　オートバイパーツ、　デザイナーズ商品他	

検査装置部品	

カーペット洗浄用棚	

ばね部品	
コネクタ部品	



1.会社紹介	

生産設備

日常風景

社屋・工場

本社板金工場 プレス金型工場

Garage Sumida第三工場



浜野製作所の設備紹介	

レーザー加工機 タレットパンチプレス プレス加工機

NCベンダー

ワイヤーカット放電加工機

マシニングセンタ

ファイバーレーザー加工機



株式会社 浜野製作所 
経営理念 

「おもてなしの心」を常に持ってお客様・スタッフ・地域に感謝・
還元し、夢(自己実現)と希望と誇りを持った活力ある企業を目指
そう！ (安定した生活の基盤をつくる場･スタッフの人生が輝ける場･充実した人生
が送れる場･自分自身が成長できる場としての浜野製作所であり続けた
い。) 　行動指針 

①　速い事 ： 何事においても「後でやろう！」「時間が出来てからやろう！」ではＮＧ。良いと思った事･言
われた事は 即時実行の事。 

②　行動に移す事 ： いくら良い考えがあっても行動に起こさなければやっていないのと同じ。例え失敗しても
良いのでやってみる事。一番ダメなのは議論だけして「やっている気」になってしまっている事。これでは
何も変わらないし、何も生まれない。 

③　努力･工夫をする事 ： 自分の心と頭で考え常に「これが最良か？」と創意工夫をする事。そしてこれを習
慣づける事。 

④　協力する事 ： スタッフ同士で協力をし合い相手の気持ちになって助け合う事。自分だけ良ければ・・・そ
んなやつとは一緒に働かない。 

⑤　継続していく事 ： 上記4項目を一時の事だけでなく継続していく事。 



　沿　　　　革	

昭和42年　6月（1967年）　浜野嘉彦が墨田区八広に浜野製作所（金属金型工場）を立ち上げる。	

昭和46年　6月（1971年）　工場を墨田区墨田に移し、プレス加工品も手がける。	

昭和53年　9月（1978年）　工場を墨田区八広に建設し、資本金500万円で（株）浜野製作所を設立。	

昭和63年　9月（1988年）　資本金を1000万円に増資。	

	

平成05年　3月（1993年）　創業者　浜野嘉彦の死去に伴い、浜野慶一が代表取締役社長に就任。	

平成12年　6月（2000年）　本社兼工場が近隣の火災によるもらい火により全焼。	

平成12年　6月（2000年）　墨田区東墨田にて仮工場にて営業再開。	

　　　　　　　　　　　　　　　　  同時にプレス加工機（7台）、フライス（1台）、旋盤（1台）成形研磨加機	

　　　　　　　　　　　　　　　　 （1台）等、最新鋭の機械を新規に導入。	

平成12年　9月（2000年）　墨田区八広に精密板金、試作工場を設立。	

　　　　　　　　　　　　　　　　  （レーザー加工機、ベンダー、溶接機、CAD/CAMシステム等を導入）	

平成14年　6月（2002年）　墨田区八広にプレス・金型工場を新規設立し、東墨田の仮工場を移転。	

　　　　　　　　　　　　　　　　  同時に精密板金の工場を本社板金工場、プレス工場をプレス・金型工場と	

　　　　　　　　　　　　　　　　  名称変更。	

平成15年　3月（2003年）　墨田区より優良工場である『フレッシュゆめ工場』モデル工場の認定を受け	

　　　　　　　　　　　　　　　　  る。	

平成15年　4月（2003年）　墨田区と早稲田大学との提携に伴い、当社と早稲田大学との産学連携活	

　　　　　　　　　　　　　　　　  動スタート。	

平成15年　7月（2003年）　ホームページ開設　http://www.hamano-products.co.jp 





会社紹介②

主な受賞歴

2003年    　墨田区優良工場『フレッシュゆめ工場』モデル工場に認定
2005年　『すみだが元気になるものづくり大賞』受賞
2005年　  『レーザー加工コンテスト』審査員賞受賞
2007年　  じょうとうＩＴ経営大賞　優秀賞受賞
2007年　  『レーザー加工作品コンテスト』第2位受賞

2007年  　東京商工会議所主催  第5回「勇気ある経営大賞」優秀賞受賞
2008年　  経済産業省主催「中小企業IT経営力大賞」ＩＴ経営実践認定企業に選出  
2008年　  東京都中小企業ものづくり人材育成大賞奨励賞受賞
2008年　  東京都「経営革新計画」承認
2009年　  経済産業省　ものづくり中小企業製品開発等支援補助金　申請案件採択
2011年        東日本大震災・復興・復旧　経済産業大臣表彰

2011年        東京都経営革新計画奨励賞　受賞
2014年　経済産業省「おもてなし企業選」選出
2014年  　第43回　日本産業技術大賞　審査委員会特別賞受賞（江戸っ子1号）
2014年　海洋立国推進功労者表彰（内閣総理大臣表彰）受賞
2015年　経済産業省「攻めのIT経営中小企業百選」選出

東京商工会議所主催の第5
回「勇気ある経営大賞」優

秀賞受賞（07年10月）

墨田区・フレッシュゆめ工
場モデル工場認定（03年3

月・06年3月・12年4月）

「すみだが元気になるものづくり
企業大賞」受賞　（05年2月）

「レーザー加工コンテスト」
審査員賞受賞　（05年5月）

インターンシップ（実績）

一橋大学・上智大学・早稲田大学・慶応大学・立教大学・明治大学・法政大学・東
京大学・首都大学東京・東京理科大学・駒沢大学・獨協大学・駿河台大学・千葉工
業大学・都立高専・都立橘高等学校・安田学園中学校・墨田区立吾妻第二中学校・
墨田区立曳舟小学校

現在、一橋大学2名、法政大学1名採用



自動車関連メーカーの製品開発用治具 医療用検査装置筐体 KIOSK端末

マルチマイクロ発電機 自動消火装置付灰皿 半導体製造装置筐体

タイヤ測定装置 DNA研究所向け電気泳動装置 電気自動車HOKUSAI

企画～開発・設計といった構想段階から、その後の試作・製作、量産支援まで
お客様のニーズに合わせた一貫対応を実現！

製作事例①

設計・開発

受託開発品



鉄・ステンレス・アルミ等の金属の板を切る、
曲げる、熱を加えてくっ付けるといった工法に

より、多品種少量の部品加工を行う。

仮型（簡易型）やワイヤーカット
などを駆使し、ステンレス、アル
ミ、真鍮、銅、チタンなど板厚
0.1ｍｍから微細加工を行う。接
点や端子、カバーなど各種試作品
を社内で加工している。

仮型・簡易型を使った試作から本金型による
量産プレス加工まで自社内で一貫対応。

医療用インプラント（チタン製）

医療用製品  喉頭鏡

切削加工製品も自社内で対応可能 機械加工×板金加工の複合製品

マシニングセンタを駆使した切削加工、また板
金ユニットの一部機械加工品、板金・機械加工
を組み合わせた複合加工にも対応可能。

精密板金加工

製作事例②

プレス加工

機械加工・

複合加工



産学官連携事例①　電気自動車「HOKUSAI」開発プロジェクト

2009年、東京スカイツリーの開業に合わせ、墨田区ゆかりの浮世絵師・葛飾北斎にちなんだ電気自動車「HOKUSAI」を墨
田区・早稲田大学・区内中小企業が共同開発。2012年には公道を走れる一人乗りEV「HOKUSAI-III」が完成。観光都市型の
次世代モビリティとして、スカイツリーを周遊し、区内中小企業の技術力の高さをPRすることに成功。

2012年3月  HOKUSAI-Ⅲ  完成

■HOKUSAI-Ⅲ スペック 

全長  1965mm　　　 最高時速　　50㎞/h　　	

全幅   960mm　　　　 航続距離　　35㎞	

全高  1600mm         重量  　　  
300㎏ 



産学官連携事例②　深海探査艇「江戸っ子1号プロジェクト」

2013年11月  深海約8000メートルで世界初の3D撮影に成功

2009年、下町の中小企業・海洋研究開発機構（JAMSTEC）・芝浦工業大学・東京海洋大学・東京東信用金庫等と水深8000メートルの深海にも耐え
得る無人探査艇を共同開発を開始。2013年11月に深海約8000メートルで世界初の3D撮影に成功し、大きな注目を浴びる。今後は実際の販売に向
けてプロジェクト活動を進めていく予定。従来より格段に安く手軽に海底を探査できる「江戸っ子1号」が実用化されれば、水産関係や地層・海底
資源の研究など、様々な分野への応用が期待されている。



異業種連携事例①　配財プロジェクト

地域産業の「廃材」を「配財」に変え新たなビジネスモデルを創造するプロジェクト

2012年、墨田区内企業の金属・皮革・ウレタン・メッキ・紙・ガラス・繊維・ゴム・プラスチックなどから排出される「廃材」を再利用し、新しい
価値を創出しようとして発足し、浜野が代表理事を務めるプロジェクト。ものづくり体験ワークショップ、配財アート作品の展示会、工場見学ツアー
「スミファ」などのイベントを開催。今年11月に開催された「スミファ」では、研究者、子供、外国人向けツアーが実施され、大盛況となった。  



異業種連携事例②　アウトオブキッザニア  in  すみだ	

すみだの“ものづくり”と“観光”を融合した職人体験ワークショップ

2012年より、すみだの“ものづくり”と“観光”を融合した事業として、「キッザニア」、JTB「旅いく」、墨田区内の中小企業が連携し、子ども
向け職人体験教室を開催。弊社では、ステンレスの板から、工作機械と最先端の技術を使って、東京スカイツリーの模型を製作するプログラムを実
施。本格的なワークショップの取り組みが国内外で注目され、英語・中国語版の「The  Japan  Journal」で表紙を飾り、特集された。



異業種連携事例④　  墨田区にて㈱リバネス主催「超異分野学会2013」を弊社協賛にて開催	

“距離は近いが縁は遠い”町工場と研究者を繋いで地域活性化に挑む！

2013年、大学・研究機関に所属する若手研究者、リバネス研究費の採択者、大手メーカー、墨田区の町工場、若手のものづくり起業家らが墨田区に
集結。互いの取組みを披露し、これまでにない人材交流や事業連携を目指す超異分野学会を開催。東京という大学・研究機関が集積する地域特性を
活かし、研究者等のシーズと中小企業が持つ技術ニーズをマッチングさせ、新しい製品・サービス・事業の創出をする。弊社では、これをきっかけ
として、分子生物学研究所向けのPCRゲールコームを製作。今後も弊社を中心として、積極的に展開していく予定。



中小企業連携事例　2013年8月  「スモールメイカーズショー  in  すみだ」開催、　
　　　　　　　　　浜野が実行委員会  会長を務める

「スモールメイカーズショー  in  すみだ」は、全国6都市の中小企業集積地による「第9回中小企業都市サミット」の墨田区開催に合わせ区内企業が
主体の実行委員が企画。墨田区をはじめ全国各地の中小企業約160社が両国国技館に出展。その他、配財プロジェクト企画の工場見学ツアー「スミ

ファ」や区内の製品を使ったファッションショー、「全日本製造業コマ大戦」などが開催され、2日間で延べ2万人が来場した。

区内企業を中心に実行委員会を結成。浜野が会長を務めた。	

プレス発表に臨む浜野。墨田区の新たな試みとして多数の
メディアが取材に訪れた。	

中小企業都市サミットシンポジウムに浜野がパネリストとして参加

全日本製造業コマ大戦・両国国技館本場所を開催。	読売新聞、日刊工業新聞をはじめ、多数のメディアに掲載

注目の江戸っ子1号・電気自動車「HOKUSAI」も展示



異業種連携事例③　日本テレビ「リアルロボットバトル日本一決定戦」

町工場の先端基盤技術×ロボティクスで新たな未来を創出！

2013年12月10日、日本テレビ開局60年目を記念した特別企画番組「リアルロボットバトル日本一決定戦！」に参戦。日本各地から選ばれた8チー
ムがトーナメント方式によって等身大（2ｍ）ロボットのリアルな戦いに挑んだ。弊社は2足歩行ホビーロボットの開発・製作で有名な㈱ピルクスと
チームを組んで参戦し、ロボットの様々な機構部品や構造フレームの外装パーツの製作、組立などを手掛けた。今回のプロジェクトをきっかけとし
て、町工場の持つ先端技術を世界へ向けて発信していく。

2013年  第1回大会 2014年  第2回大会・準優勝







新ものづくり拠点「Garage  Sumida」とは？	

Garage  Sumidaは、創業から40年以上にわたり墨田区で板金・プレスを中心とした金属加工
業を営み、区内外に製造ネットワークを築き上げてきた㈱浜野製作所が運営するものづくり
の実験施設です。

3Dプリンターやレーザーカッター、CNC加工機といった最新のデジタル工作機器を備え、個
人から企業に至るまでの製品開発を支援すると共に、そこに集まる多様な人々・アイデア・
マーケットを繋いで新しい技術・製品・サービスを創出してまいります。これらの取り組み
を通じて、町工場から世界を繋ぐ新しい産業サイクルを生み出すことを大きな目的としてい
ます。

Garage  Sumidaとは？

・墨田区「新ものづくり拠点創出事業」の採択を受け　

　2014年4月16日オープン

・㈱浜野製作所が運営する実験工房（超試作施設）

・オープン後、1年間で来場者数約10,000名、相談取引き企　　　　　　　
数業約200件程度。



事業紹介　開発・製造サポート①	

GarageSumidaに隣接
・板金加工
・プレス加工
・機械加工

のスペシャリスト

東京都墨田区の町工場群

日本有数のもの
づくりの町。幅
広い分野の町工
場が密集して
いる。

全国に張り巡
らされたもの
づくりネッ
トワーク

最新のデジタル工作
機器を揃えた試作工
場であり、墨田区の
町工場群・全国のモ
ノづくり企業へつな
がるゲートウェイで

もある。

「もっと自由に製品を開発したい!」
「自分のアイディアを形にしたい!」
そんな、企業・個人のお客様

受託開発、共同開発、試作品・製品の製作、

量産化など、ご相談内容に応じて最適な解決
策を提案いたします。

まずはご相談ください

事業イメージ図



3Dプリンター

（樹脂溶解積層式）

3Dプリンター

（光硬化式）

CNC加工機 3Dスキャナー  レーザー加工機 画像寸法測定器

材料:ABS/高さ50mm/

積層ピッチ:0.2mm/造形時間:約1時間

材料:UV硬化レジン/高さ50mm/

積層ピッチ:0.05mm/造形時間:約8時間

出力:ファイバー20W/CO2  30W

造形サイズ：726  x  432mm

Garage Sumidaの機器	



外部事業者連携事例　孤独を癒す「遠隔コミュニケーションロボットOriHime（オ
　　　　　　　　　　リヒメ）」を製作するオリィ研究所のスタートアップ支援

墨田区から世界を目指す若手のものづくりベンチャー企業の支援開始！

幼少期の闘病体験を基に、遠隔型癒しロボットの研究開発を目指す学生ベンチャー企業「㈱オリィ研究所」の創業支援を開始。年々減少が続く墨田
区の町工場に新風を吹き込むべく、区内の浜野インキュベーションオフィス（シェアハウス）を提供し、世界を目指すベンチャー企業を生み出して
いく。代表の吉藤君（愛称：オリィ）は2012年に青年版の国民栄誉賞「人間力大賞2012」に選ばれるなど、現在、日本で最も注目される若手ロ
ボット研究者の一人である。
オリィ研究所に続き、さらなる優秀な若手人材を呼び込み、近い将来、墨田区をものづくりのスタートアップの聖地にしていく計画に向け、着々と
準備を進めている。

フジテレビ「＜NONFIX＞25歳  世界を変える」
に出演

朝日新聞朝刊「けいざい新話」に掲載

浜野インキュベーションオフィス
（シェアハウス）にて定期的な異業種

交流会を開催

早稲田大学在学中に代表・吉藤が立ち上げ
た学生ベンチャー企業



今後の展開　新ものづくり拠点「Garage  Sumida(ガレージスミダ)」2014年4月開業（予定）	

例）GarageSumida事業展開イメージ　

2014年4月に墨田区の助成事業として開業予定である新ものづくり拠点「Garage  Sumida(ガレージスミダ)」では、最新のデジタル工
作機器を備え、これまで弊社が培ってきたものづくりの基盤技術、工場見学やワークショップ、産学官連携や異業種交流といった取組
みを一挙に集約し、国内外の人々・アイデア・マーケットを繋いで未来の墨田を支える新しい産業のサイクルを生み出していくことを
目指している。

この拠点から、墨田ひいては日本のものづくりに関する情報発信、既存技術及び事業の発展的な展開、新しい技術・サービスの実験・
応用、新事業の立ち上げ・展開、ものづくりに関するアクティブなテーマコミュニティ形成を行い、産業の活性化に取り組んでいく。

WHILL株式会社  /  新世代の電動モビリティ「WHILL」

沖縄高専時代にロボコンで日本一に輝いたメンバー
を中心に構成される、超エキスパート集団。通常の人
体では表現できないダイナミックな腕や足の動きを実
現できる動作拡大型スーツを開発し、注目を集める。
新拠点の立ち上げと共に、様々な共同企画を検討中。

Skeletonics（スケルトニクス）/  動作拡大型スーツ

日産、SONY、オリンパスなどの大手企業の開発者等が独立
して立ち上げた本格的なスタートアップ企業。車いすに取り
付けるだけで時速20kmまでの走行を可能にする次世代福
祉パーソナルモビリティの開発で注目される。新拠点にて試
作面のサポートを予定。



Garage  Sumida  開業から現在までの実績	

2014年4月16日のオープン以来・・・
・メディア紹介  –　60件
・来場者  –  約10,000人超
・ご相談いただいた案件（開発製造/イベント/コラボレーション等）  –　200件超

3Dプリンターを使ったワークショップ

伝統工芸×デザイナー×製造業のコラボレーション

（陶器の抜き型を製作）

WHILL様　施設ご利用 地域のクリエイターとの共同制作



共同開発・コラボレーション・製作事例紹介	

WIRED企画「DJ  TAROのDJスタンド」をデザイ
ン・設計～製作まで2週間程で一貫対応。WIRED主
催の工場見学ツアーと合わせて実施した。

異業種企業・デザイナー・大学・研究所・スタートアップベンチャーをはじめ高度
な技術・知の集積がある東京の地域特性を活かした事業展開を推進

浅草の革問屋・若手クリエーターとの
復刻革サドルプロジェクト。弊社にて
革サドルの木型、金属パーツ等を製作。
A-ROUNDの展示会「TOKYO-L」にて
発表。

Kamakura  Fablab×DNPロケットフェアリ
ングを再利用したプロジェクト。弊社にて
フェアリング（ハニカム材）のカットを
行った。

若手アーティストと新しいアートインテリア
を共同製作。ギャラリーやLOFT等で販売中。

東京大学研究生の新しい防音壁製作を協力。
レーザーカッターを使って、様々な素材の
カットを行った。

スマートフォンデバイスの旨みセンサーを試
作。弊社にて設計製作を全て行った。



㈱アマス　クリップボイス（IoTディバイス）
耳に装着するタイプのイヤフォン型機器

桑沢デザイン研究所・小島様
板金作りの自転車フレームモックアップ

＠griffe東京
牛革彫刻長財布（革のレーザーカット）

相馬焼アーティスト
相馬焼型（伝統工芸コラボ）

リアルサイエンス
四角いタイヤ（科学教具）

メテオギアTokyo
ロードバイク用後輪ライトガジェット
3Dプリンターによるパーツ試作から金型を製
作しての量産まで対応

異業種企業・デザイナー・大学・研究所・スタートアップベンチャーをはじめ高度
な技術・知の集積がある東京の地域特性を活かした事業展開を推進

製作事例　新しい業界・業種のお客様①	
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ものづくりインキュベーションを加速する 
 

 

シードアクセラレーションプログラム「Tech Planter」と 

ものづくり実験施設「Garage Sumida」の連携	



Tech  Planterとは

Tech Planterは、最先端科学分野から 

情熱をもって世界を変えようとする起業家に対し、 

ハンズオン支援、少額投資などを通じて育成する 

シードアクセラレーションプログラムです。 	

育成 

プログラム	

小口投資 

試作支援	
発掘	



近年、ハードウェアベンチャーに 
注目が集まる 



Tech Planterの新たな連携 

作りたい人を集める 
作れる人・場所を 
提供する 



トレーニング期間：12ヶ月（4月から３月）	

	

	

	

	

	

Tech  Planterスキーム

発　　掘	

育　成	

　登記・試作・投資プログラム	

小口投資/テクニカル	登記・試作	

墨
田	

秋
葉
原	

大学連携	自社	 プログラム連携	

投　資　	

チーム
形成	

選抜	 試作	
ビジネス 

構築	

月次 

ピッチ	
登記	

デモ 

DAY	

連携	

プレ 

ゼン	

4月,5月　　　　　6月,7月,8月　　　　9月,10月,11月　　　　　　　12月，1月，2月　　　　　　　　　　　3月	

スポンサー	

東京大学 

アントレプレナー道場	



施設名	
機器 
利用	

試作 
支援	

登記	
オフィス 
スペース	

経営 
支援	

育成 
プログラム	

ものづくりスペース比較 

○	

○	

○	
○	

○	
○	
○	 ○	

○	

○	
○	

○	○	
○	



第2回　テックプランコンテスト	



遠隔操作ロボット・オリヒメ

オリィ研究所

・ロボット骨格の板金パーツの加工サポート
、外装プラスチックパーツの加工企業紹介

・創業拠点となるシェアオフィスの提供

　→現在はシェアオフィスを卒業し、三鷹に移転

	

幼少期の闘病体験を基に、遠隔型癒し
ロボットの研究開発を目指す学生ベ
ンチャー企業「㈱オリィ研究所」。代表
の吉藤君（愛称：オリィ）は2012年に
青年版の国民栄誉賞「人間力大賞2012
」に選ばれるなど、現在、日本で最も注
目される若手ロボット研究者の一人

事例紹介　スタートアップ企業支援①	
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パーソナルモビリティWHILL

・パーソナルモビリティの車体フレーム全
般の試作〜初期量産までを全面サポート

・量産を見据えた設計・試作により納期
短縮・コスト削減を実現

	

事例紹介　スタートアップ企業支援②	
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垂直軸型マグナス風力発電機
㈱チャレナジー

・第1回TechPlanコンテスト優勝

・2015年度～NEDO採択

・Garage  Sumidaへのインキュベーション企業
第一号

・開発作業スペースを提供する共に、設計・製
作のサポートを行っている

	

事例紹介　スタートアップ企業支援③	
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電動ネコ台車
東京工業大学大学院

・TOKYO  STARTUP  GATEWAY  2014優秀賞

・Garage  Sumidaへのインキュベーション企業

第二号

・開発作業スペースを提供する共に、設計・

製作のサポートを行っている

事例紹介　スタートアップ企業支援④	
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単結晶製造装置

AKT技術研究所

・第2回TechPlanコンテスト  ユーグレナ賞

・Garage  Sumidaインキュベーション予定

・単結晶製造装置の設計・製作サポート

事例紹介　スタートアップ企業支援⑤	
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ソーラーパネル掃除ロボット

株式会社未来機械

・ミドリムシで有名なユーグレナのファンド
第1号の投資先として注目される香川大学
発のベンチャー企業

・掃除ロボットの躯体の設計製作をサポート

事例紹介　スタートアップ企業支援⑥	
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薄板アルミをファイバ
ーレーザー溶接により超
高精度に仕上げています！
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Tech Planterコミュニティ 
参加企業	

マグナス式風力発電
Challenergy	

NEDO　採択	

分身ロボット	

オリィ研究所	

夢アワード最優秀賞	

事業化支援	投資・経営支援	 試作・開発支援	

サポート	

電動ネコ台車	

首都大学東京・嘉数様	

TOKYO STARTUP 
GATEWAY 2014優秀賞	

単結晶製造	

AKT研究所	

第２回TechPlanコンテスト特
別賞「ユーグレナ賞受賞」	



工場見学・イベント・ワークショップ①	
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【Garage  Sumida交流会】

　Garage  Sumidaが展開している「ベンチャー事業化支援事業」の一環で、ものづくりベ
ンチャー同士を繋げるための交流会を定期開催。

現在ものづくり最前線で活躍しているベンチャー企業や、今後本格的な起業を目指してい

く方々、学生、研究者、町工場関係者など、未来のものづくりを支える様々な人が集う。

本業である浜野製作所やGarage  Sumidaの工場見学を皮切りに、現在活躍中の企業による

ベンチャーピッチ、そして参加者同士の交流会を行っている。

AKT技術研究所・阿久津代表、スマートロック「Akerun」を開発するフォトシンス
の熊谷氏にご登壇いただいた。

44 



工場見学・イベント・ワークショップ②	
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【新ものづくり創出拠点連携プロジェクト「デジタル版画で北斎を刷ろう」】

2016年  すみだ北斎美術館（墨田区両国）の開館に向け、新ものづくり創出拠点のco-lab墨
田亀沢とGarage  Sumidaが連携し、北斎作品の再現プロジェクトを開始。

co-lab墨田亀沢のデジタルデータ加工技術とGarage  Sumidaのレーザー加工技術を合わせて

、葛飾北斎の名作「神奈川沖浪裏」の色を分解・版木に彫刻し、多色刷りの版木を復刻さ

せた。

2015年7月には、一般の参加者が両施設を巡りながら、レーザーで彫刻した6版の木版の刷

り体験をするツアー型ワークショップを開催。



工場見学・イベント・ワークショップ③	

3Dプリンターを使ったワークショップ WIRED主催「工場見学ツアー&トークセッション」

インターネット授業Schooの生放送 定期的なモノづくり異業種交流会「浜野会」
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異業種・外部連携（予定）	
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【DMM.make  AKIBAとの連携強化】

昨年、東京・秋葉原に登場したハードウェア・スタートアップの拠点「DMM.make  AKIBA」
と人材交流、製造サポート、アイデアソン・ハッカソンを通じた新商品開発といった部分で

、互いの長所を活かした業務連携強化を進めている。

今後の展開に乞うご期待ください！

経済産業省「フロンティアメイカーズ育成事業」に選出され
た㈱鳥人間のオープンソースDNA増幅器の製作をサポート

ＤＭＭ.make  AKIBA等に入居しているものづくりのスタートア
ップ、起業家の卵達を集めた工場見学会を実施
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ご高覧・ご清聴ありがとうございました
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