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廃材は宝の山

地域の企業

廃棄物削減

社会貢献・
地域との
つながり

創造力・
ものづくり
への興味

地域の企業や
まちの魅力
発見

学校

地 産 地 育

　都筑の企業から出た廃材が都筑の子どもたちの創造力で新たに生まれ変わる。
　廃材を手にした子どもたちは、それがどこで何に使われているのか、地域の企業
を知るきっかけになります。また、将来の職業の選択肢を広げたり、自分の住んで
いるまちの魅力を発見することにもつながります。
　「地・産・地・育！」地域の産業で協力して地域の子どもたちを育てていく。そ
の過程には子どもだけでなく、大人にも学びがあり、この体験や関わりこそが地域
の宝となるでしょう。

まちの宝を皆で一緒に発見していきませんか？

都筑区
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はじめに

　近年では、企業から出る廃材は年間何百万トンという量にのぼり、日々
回収車が回っています。
一方で、廃材・端材のワークショップは子どもたちに大人気！近隣の小
学校からは「図工で使いたいので、金属や木材をわけてほしい」との声
もあがっていました。
　企業から見ればゴミである廃材・端材も見る人が見れば「宝」であり、
学校の教材にもなりうる！私たちはこれら廃材・端材を学校などに配布
し、廃材・端材の有効活用と、製造業の社会貢献を両立できる仕組みを
構築できないかと考えました。
　学校と企業が地域の中で思い合う心を大切にし、この地域で育った子
どもたちがその思いを育んで後世に伝えていく。企業も子育てに参画し、
地域で子育てを応援するまちを目指し、「廃材は宝の山プロジェクト」
をはじめます！



センター南駅センター南駅

港北 IC港北 IC

都筑 IC都筑 IC

都筑区役所都筑区役所

川和町駅川和町駅

都筑ふれあいの丘駅都筑ふれあいの丘駅

仲町台駅仲町台駅

センター北駅センター北駅

北山田駅北山田駅

東山田駅東山田駅

第三京浜第三京浜

中川駅中川駅

地下鉄グリー
ン
ライン

地下鉄ブルーライン

都筑区工業地域マップ
この色の地域が、準工業地域、工業地域、工業専用地域に指定されています。●すみれが丘小●すみれが丘小

●北山田小●北山田小
●東山田小●東山田小

●東山田中●東山田中

●山田小●山田小

●南山田小●南山田小

●牛久保小●牛久保小
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荏田東第一小●荏田東第一小●
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1 ガデリウス・インダストリー株式会社
2 株式会社オウミ
3 有限会社団地営繕
4 株式会社丸八
5 株式会社アルバート リック
6 有限会社中西樹脂工芸
7 合資会社グリーンハウス
8 荒川製作所
9 文化建設株式会社
10株式会社ビビッド
11株式会社 Beyond Japan

東山田準工業地域

早渕準工業地域

その他の地域

内陸北部工業地域
25日生発條株式会社（大熊町）
26株式会社ミカワ精機（大熊町）
27大幸紙工株式会社（川向町）
28株式会社第一鈑金（川向町）
32富士通化成株式会社（川和町）

22株式会社コア・エレクトロニックシステム（南山田町）
23第一フォーム株式会社（大棚町）
34有限会社アバンテック（茅ヶ崎中央）

24株式会社郷製作所

12株式会社横浜ロジスティック
13株式会社フジプロテック
14有限会社樹苑
15新明工芸株式会社
16有限会社ホロンケミカル
17株式会社シーアンドディーアソシエイツ
18有限会社廣杉精機
19株式会社スリーハイ
20株式会社ワイエムディー
21有限会社動夢計画

33有限会社キョーシン（川和町）
29善友印刷株式会社（東方町）
30伸光写真サービス株式会社（池辺町）
31相互電機株式会社（佐江戸町）

廃材提供企業の所在エリア



4　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

廃材提供企業一覧
1ガデリウス・インダストリー株式会社……………………………………… 7
　… ダンボール … 発泡スチロール
2株式会社オウミ………………………………………………………………… 8
　… 鉄 … 木材

3有限会社団地営繕……………………………………………………………… 9
　… 木材

4株式会社丸八…………………………………………………………………… 10
　… ハンガー … ビニール
5株式会社アルバート…リック………………………………………………… 11
　… 木製パレット … タイヤ
6合資会社グリーンハウス……………………………………………………… 12
　… プラスチック缶 … 共布・ボタン・ハンカチ
7荒川製作所……………………………………………………………………… 13
　… 鉄

8有限会社中西樹脂工芸………………………………………………………… 14
　… 紙管

9文化建設株式会社……………………………………………………………… 15
　… 木材 … その他建築用資材
10株式会社ビビッド……………………………………………………………… 16
　… フィルム
11株式会社 Beyond…Japan… …………………………………………………… 17
　… ペットボトル … ワインの空き瓶 … ダンボール … 廃油

12株式会社横浜ロジスティック………………………………………………… 18
　… ダンボール … 衣料品
13株式会社フジプロテック……………………………………………………… 19
　… リール … 鉄板

14有限会社樹苑…………………………………………………………………… 20
　… 木材 … 造花 … 植物

15新明工芸株式会社……………………………………………………………… 21
　… 木材

16有限会社ホロンケミカル……………………………………………………… 22
　… プラスチック
17株式会社シーアンドディーアソシエイツ…………………………………… 23
　… 木材

18有限会社廣杉精機……………………………………………………………… 24
　… 鉄 … ステンレス … アルミ … プラスチック
19株式会社スリーハイ…………………………………………………………… 25
　… シリコン … 接着剤キャップやボビン
20株式会社ワイエムディー……………………………………………………… 26
　… プラスチック
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21有限会社動夢計画……………………………………………………………… 27
　… ダンボール … ビニール … 衣類

22株式会社コア・エレクトロニックシステム………………………………… 28
　… ケーブル類 … 金属

23第一フォーム株式会社………………………………………………………… 29
　… 発泡スチロール
24株式会社郷製作所……………………………………………………………… 30
　… プラスチック
25日生発條株式会社……………………………………………………………… 31
　… 金属バネ
26株式会社ミカワ精機…………………………………………………………… 32
　… 金属切り粉
27大幸紙工株式会社……………………………………………………………… 33
　… ダンボール
28株式会社第一鈑金……………………………………………………………… 34
　… ステンレス … アルミ … 鉄

29善友印刷株式会社……………………………………………………………… 35
　… 紙 … カッティングシート
30伸光写真サービス株式会社…………………………………………………… 36
　… 産業用フィルム … 金属シート
31相互電機株式会社……………………………………………………………… 37
　… ステンレスパイプ
32富士通化成株式会社…………………………………………………………… 38
　… マグネシウム合金
33有限会社キョーシン…………………………………………………………… 39
　… アルミワイヤー … 鉄の粉 … ガラスビーズ
34有限会社アバンテック………………………………………………………… 40
　… マジックテープ

　都筑区は、事業所数が市内第２位、従業者数が市内
第３位と、横浜市内でも製造業が多い地域です。
　区役所では、区内中小製造業の企業経営安定化と雇
用の維持を図るため、「メイドインつづき推進事業」を
実施しています。当事業は、区内の優れた技術力、独創
的な製品を「メイドインつづき」としてＰＲすることで、
中小製造業の受発注のマッチング機会の向上や販路の
拡大を支援することを目的としています。
…　　 このマークのついた企業は「メイドインつづき」に
　　 参加実績のある企業です。

平成 26 年度工業統計調査
区別事業所数・従業者数

事業所数 従業者数

１位 港北区 鶴見区

２位 都筑区 金沢区

３位 鶴見区 都筑区



6　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

●廃材のお問い合わせ・お申込みは…●
一般社団法人横浜もの・まち・ひとづくり

〒 224-0023…神奈川県横浜市都筑区東山田 4-40-23…DEN内
http://2080.jp

TEL : 045-595-9853  FAX : 045-595-9873
●お願い●

・お問い合わせ・お申込みは各企業へ直接問い合わせず、まずは当団体にご連絡ください。
・掲載の廃材・端材はいつもあるわけではないので、なるべくお早目にご連絡をください。
物にもよりますが、ご連絡がきてから保管しておくなどしてご用意いたします。
・中には汚れているものや切り口が大変鋭いものもあります。趣旨をご理解の上、お取り
扱いには十分ご注意ください。
・この取り組みに賛同くださり、ご好意で有価物をわけてくださる企業もあります。転売
などは絶対なさらないようお願いいたします。

廃材の申込みから受取りまでの流れ
廃材がほしい！

一般社団法人 横浜もの・まち・ひとづくりまでご連絡ください

廃材の状況を確認してお知らせします

受け取り方法の確認

廃材受け取り完了！

1

2

3

4

5

まずは当団体にご連絡いただき、廃材の種類、必要な数量、必要な時期などをお知らせく
ださい。

当団体からご希望の廃材が発生する企業に問い合わせます。

廃材が確保できたら受け取り方法を決定します。直接廃材を取りに行っていただく場合、
当団体スタッフが同行する場合もあります。

下記の注意事項を守って、有効に活用してください！



廃材は宝の山カタログ 2017　｜　7　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：ヨスタ・ティレフォーシュ 
所在地：〒 224-0023  横浜市都筑区東山田 4-33-10
電　話：045-595-4404　FAX： 045-595-4403 
事業内容：輸入商社 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.gadelius.com/
［会社概要］
　高品質でユニークな工業製品を世界中から探し出し、日本の産業業界へご提供しています。省エ
ネ建材・設備・災害対策機器、食品加工機械および食品原料、生産機械・包装機械、印刷機材の 6
つのキ -ビジネスエリアを中心とした製品群をご提供しています。

ガデリウス・インダストリー株式会社

海外から産業機械を輸入して販売しています。輸入する機械や部品の
梱包時に使われていたダンボールや発泡スチロールの緩衝材などはた
くさんあります。

担当者：鈴木雅子

①ダンボール
　梱包用。大きさ色々あり。
②発泡スチロール
　緩衝材。2センチ角程度で丸みをおびた可愛い形。白。

ガデリウス・インダストリー株式会社
がでりうす・いんだすとりー　かぶしきがいしゃ

1
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：中島　和紀 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-33-17
電　話：045-591-5510　FAX：045-593-0725 
事業内容：金属加工（板金、プレス、レーザー） 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.kk-oumi.co.jp/
［会社概要］
　株式会社オウミは、自動車部品（シャシー部品）、機械用板金部品などお客様のニーズに合わせた
製造を行っているメーカーです。プレス加工からレーザー加工、及びアセンブリまで一貫製作を行い、
生産に必要な金型、治工具を短期間ですべて自社で製造し、常にお客様に満足していただけるよう
努力しています。

株式会社オウミ

みなさん、こんにちは。当社からは、プレス加工時
に出るスクラップと梱包の際に使用されている木材
の提供ができればと思います。どちらも捨ててしま
うものなので、有効活用していただけたら嬉しく思
います。

担当者：中島彩那

①鉄
　加工時の不要物。直径 2～ 3センチの丸型など。他に大きなものもあるので必要な
ら事前相談を
②木材
　大きな鉄が届く時の
梱包用木材。1メートル
程度の長さ。材料が届
くたびについてくるの
で通年ある。

株式会社オウミ
かぶしきがいしゃ　おうみ

2
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：男全　三津夫 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-33-19
電　話：045-591-6341　FAX：045-591-5368 
事業内容：団地リフォーム（内装工事、修理、清掃） 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://jreform-c.com/

有限会社団地営繕

家をリフォームすると様々な廃棄物がでます。もしかしたらまだ使える
ものも…と思いながら捨てています。木材など、新しいものではありま
せんが、図工などには十分活用できると思います。他のものが出る場合
もあるのでご相談くだい。

担当者：出村きよ子

①木材
　賃貸住宅の明け渡し時に出る廃材。長さ、大きさなど多種多様。これまでも学校の図
工用に提供したこともあり、事前に連絡があればとっておける。木材の他にステンレス
シンクなどが出
る場合もあり

有限会社団地営繕
ゆうげんがいしゃ　だんちえいぜん

3
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：村上　忠彦 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-33-21
電　話：045-593-9677　FAX：045-593-1578 
事業内容：クリーニング業 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://flowercl.com
［会社概要］
　「清潔」に保つ事は私たち暮らしの基本となる大切なものであり、「清潔」な物を身に包むことで、
自ずと姿勢を正し、更に心も豊かに、且つ安らぎのある生活を提供することの喜びでクリーニング
事業に取り組んでおります。衣類に優しく、仕上げの優雅さ、環境に配慮した溶剤、洗剤、洗浄、
乾燥の優しさを心がけたクリーニング企業造りに努力してまいります。

株式会社丸八

工場では日々たくさんの洗濯物が集まってきていま
す。クリーニング屋ならではのハンガーがたくさん
あるので、是非活用してください。

担当者：浅野秀康

①ハンガー
　何度か使いお客さんには出せないハン
ガー。黒。4～ 6月は忙しいのでたくさ
ん出る。
②ビニール
　日々たくさん出る。

株式会社丸八
かぶしきがいしゃ　まるはち

4
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

自動車用品・部品の輸入や取付、整備を行っています
ので木製パレットや廃タイヤなどが廃材として出ま
す。様々なものに活用し、地域活性に役立てて頂けれ
ばありがたいです。どうぞよろしくお願いします。

担当者：今里俊明

代表者：古川　岳司 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-34-12
電　話：045-620-4180　FAX：045-620-4190 
事業内容：自動車用品輸入卸販売 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://www.albertrick.co.jp/
［会社概要］
　インポートカーパーツ・アクセサリーの輸入商社 (インポーター )の「アルバートリック」です。
VW、AUDI、BMW、MINI、BENZ、PORSCHE、ALFAROMEO、VOLVO、FIAT、その他インポー
トカー向けのパーツ・アクセサリーを取扱・販売しています。
1,2階に併設のショップ「EX FACTORY(エクスファクトリー )」では、パーツの取付、チューニン
グ、車検・整備・メンテナンスなども行っています。

株式会社アルバート リック

①木製パレット
　海外からの輸送用梱包材。1メートル四方など大きめ。
②タイヤ
　古タイヤ。頻度
は多くないがたま
に出る

株式会社アルバート リック
かぶしきがいしゃ　あるばーと りっく
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12　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-37-8 
事業内容：一般クリーニング業 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」

合資会社グリーンハウス

①プラスチック缶
　溶剤や液体石鹸が入っていたバケツ。洗えば
使用に問題なし。フタつきでそのまま再利用可。
1ヶ月に 2つ位出る。他に一斗缶もある
②共布・ボタン・ハンカチ
　持ち主のわからないまま 1年以上たったもの
（1年間は保管）。量はそれほど多くはない

合資会社グリーンハウス
ごうしがいしゃ　ぐりーんはうす

環境に優しいクリーニング店をモットーに営業しています。定期的に
出るバケツは色々な用途があると思うのでぜひ活用してください。捨
てずに再利用されるなら大変嬉しいです。

担当者：武江　実
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　13　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：荒川　忠久 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-37-9
電　話：045-592-6565　FAX：045-592-6565 
事業内容：工作機械の部品製作 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」

荒川製作所

廃棄物がお役に立つのか？と思いますが、私には無い
発想で、生まれ変わって、誰かのためになれるのであ
れば幸いです。歳を重ね色々な固定観念があり新しい
発想を生み出せない近頃ですが、これからの日本を背
負う若者に期待しています。

担当者：荒川忠久

①鉄
　工作機械（機械を作る機械）の部
品製造時に出る端材。
　SS（純鉄・焼入れできないもの）
と 45C（鉄・焼きが入るもの）がある。
鉄板など

荒川製作所
あらかわせいさくしょ
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：中西　雅昭 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-37-12
電　話：045-590-0535　FAX：045-590-0536 
事業内容：パット印刷・シルク印刷、のぼり、横断幕製造 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.n-jk.co.jp/

有限会社中西樹脂工芸

のぼりや横断幕、頒布用バック等どんなものにも印刷や名入れを行って
います。塩ビシートが巻いてある紙管は大きさもあり、何かに使えるか
もしれません。活用してみてください。

担当者：中西雅昭

①紙管
　塩ビシートが巻いてあったもの。直径 5センチ× 2m

位の円筒状。2ヶ月で 5、6本出る

有限会社中西樹脂工芸
ゆうげんがいしゃ　なかにしじゅしこうげい
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　15　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：五老海　勉 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-38-11
電　話：045-590-2083　FAX：045-590-2080 
事業内容：新築・リフォーム業 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.bunkakensetsu.net
［会社概要］
　神奈川県を中心に店舗、事務所、工場、倉庫、住宅の新築・リフォーム、を行っています。お客
様の満足を第一に掲げ、手塩にかけた建築物を末永く愛して頂ける施工を心がけています。 

文化建設株式会社

①木材
　建設施工時に出る廃材・端材。長さ、大きさなど多種多様。
②その他建築用資材

文化建設株式会社
ぶんかけんせつ　かぶしきがいしゃ

建設施工時に出る廃材・端材は、長さ、大きさなど多種多様であるため、
実に様々な作品作りに活用していただけると思います。ただの廃材だと
思っていたものが、素敵な宝物になる可能性を大いに秘めていることに
気付いてもらえたら嬉しいです。

担当者：宮崎　傑
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：岡﨑　勉  
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-39-19
電　話：045-594-0501　FAX：045-594-0833 
事業内容：自動車修理業・住宅リフォーム 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://vivid-yokohama.jp
［会社概要］
　「カーディティール事業」を中心に「付着物除去事業」「建築フィルム事業」「レンタカー事業」と
幅を広げ、真摯にお客様と向き合って最高のサービスをお届けしています。良質なサービスをご提
供し続けるため、常に技術向上に励み、お客様の声を大切にしています。

株式会社ビビッド

①フィルム
　住宅サッシ用フィルム の端材。UVカット、飛散防止など
②フィルム
　車窓用フィルム
の端材。UVカッ
ト、飛散防止など

株式会社ビビッド
かぶしきがいしゃ　びびっど

住宅用や車用のフィルムの端材があります。色もいろ
いろあるので、おもしろいものができるかもしれませ
ん。試行錯誤しながら自分の手で作りあげてみてくだ
さい。

担当者：木内広宣
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：合田　恵一 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-39-21
電　話：045-489-3334　FAX：045-534-8893 
事業内容：ケータリングサービス 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://sushi-and-beyond.com/
［会社概要］
　本物にこだわったパーティケータリングを東京・横浜を中心に提供しています。豊富な経験をつ
んだシェフたちによる料理、隅々まで気を配らせる配膳専門スタッフによるサー ビス、映画のワン
シーンのような空間コーディネートと演出など、圧倒的なコストパフォーマン スで実現しています。
お客様にと ってかけがえのない大切なパーティを、真心を込めてサポートします。

株式会社 Beyond Japan

私たちビヨンドジャパンは、オフィスパーティー、ウエディングパー
ティーを通じて、お客様を笑顔にするお料理の提供をしています。その
中で出た廃材、端材を活用して頂いて、学校の中でも笑顔が溢れたら嬉
しいです。

担当者：吉野潤子

①ペットボトル
②ワインの空き瓶
③ダンボール
④廃油

株式会社 Beyond Japan
かぶしきがいしゃ　びよんど　じゃぱん
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

株式会社横浜ロジスティック
かぶしきがいしゃ　よこはまろじすてぃっく

①段ボール
　大小様々なサイズがあります
②検品で弾かれ出荷できないもの
　ほつれや汚れがあります。物や数はその
時によって違うのでお問い合わせを

代表者：伊藤　智恵  
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-39-24
電　話：045-592-3733　FAX：045-548-3744 
事業内容：衣料品、服飾品、服飾雑貨、その他の物品の検品・検針および仕分け梱包等出荷に関す
る一切の業務 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.hamalogi.com/
［会社概要］
　弊社では、アパレル（服飾）商材の検品・X線検針・縫製加工等を行っております。
又、グループ会社及び協力企業では、大手アパレルセレクトショップメーカー様の OEM企画及び
生産を行っております。

株式会社横浜ロジステック

弊社から出ます廃棄前の段ボール（服飾用）や検品で
弾かれました廃棄前の商品の一部を御校の授業や文化
祭等で使用して頂けましたら幸いと思っております。

担当者：小林哲郎
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：赤井　弘文 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-40-28
電　話：045-591-3102　FAX：045-591-3103 
事業内容：鈑金・製缶・機械加工 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.fujiprotec.co.jp/
［会社概要］
　物作りのコンビニエンスとして、日々活動しております。多種少量品を短納期、低価格にてお客
様にご提供できる体制をとっております。私どもは溶接、組み立て技術に 45年以上携わってまい
りました。積み重ねたノウハウを持ってお客様のご要望にお応えいたします。

株式会社フジプロテック

「何かを作る」という作業はこの先、未来に向かって
ずっと続き、決してなくなる事は有りません。何もな
い所から、少しづつ出来上がって行き、完成する！「も
のつくり」とても楽しいですよ！

担当者：赤井智則

株式会社フジプロテック
かぶしきがいしゃ　ふじぷろてっく

①リール
　サイズ、色は様々
②鉄板
　型抜きしたあとのもの。大きい物が多い。
切り口も鋭いので使用希望の場合よく相談
を
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-40-30
電　話：045-590-4087　FAX：045-590-4088 
事業内容：ディスプレイ製作 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」

有限会社樹苑

わたしたちの会社では商業施設のディスプレイなど
多くの人に楽しんでもらえるようなものを制作して
います。どうしたら楽しいものを作れるかは創造力
とアイデア次第！誰かに喜んでもらえるものを創っ
てください。

担当者：池上藤雄

①木材
　新品端材。大きさ色々あり
②造花
　ディスプレイ用の廃棄物。種類、量は
その時による。クリスマスシーズン後は
色々出る
③生の植物
　ディスプレイ用の廃棄物。種類、量は
その時による
＊商業用施設のディスプレイを扱っているので
色々な物があるが、その時に何があるかは問い
合わせを。現場で廃棄してしまうことも多いの
で前もってわかっているととっておける

有限会社樹苑
ゆうげんがいしゃ　じゅえん
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：中込　国彦 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-40-35
電　話：045-590-2015　FAX：045-590-2016 
事業内容：店舗家具製造 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」

新明工芸株式会社

主にデパートや美術館の棚などを作っています。ミリ
単位の製作は大変ですが、やりがいもあります。技術
が上達するのには努力と時間がかかります。最後まで
諦めずに練習すればきっと上手に釘打ちもできるよう
になるでしょう。

担当者：中込国彦

①木材
　家具製造時に出る廃材・端材。大きさ、
種類、色は多種あり。事前に連絡があれば
とっておける。これまでも学校の図工用に
数度提供あり

新明工芸株式会社
しんめいこうげい　かぶしきがいしゃ
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：牟田　将充  
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-41-30
電　話：045-592-3342　FAX：045-592-0910 
事業内容：樹脂成型 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」

有限会社ホロンケミカル

何事も「やらなければ良かった」というより、「やれ
ば良かった」という後悔の方が心に残ります。未来に
はまだ失敗がないので、たくさん経験を積んで頑張っ
てください。

担当者：牟田将充

①プラスチック
　スイッチやゲーム機などのプラスチック部品
を製作する際に出る廃材。米粒状に粉砕されて
います。色は青、赤、黄色、緑、白、黒、グレー
など。プラスチックの種類によって固さが違う

有限会社ホロンケミカル
ゆうげんがいしゃ　ほろんけみかる
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：石井　俊多 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-8
電　話：045-590-1221　FAX：045-590-1222 
事業内容：内装企画・設計・施工・管理 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.cd-a.jp/
［会社概要］
　海外ブランドのディスプレイ工事を中心に、店舗・オフィス・住宅…空間のあらゆる「創る」を
お手伝いします。わたしたちの創造は、「その空間が何のためにあるか」を考えることから始まります。
　人を驚かせる、感動させる、わくわくさせる、リラックスさせる…それぞれの空間に込められた
思いを最大限引き出し、多くの人の心を動かすような「場」を創造します。

株式会社シーアンドディーアソシエイツ

みんなの想像力を使って、“自分だけのもの ”を自由
に作ってみて下さい。難しいかもしれないけど、楽し
みながら頑張って下さいね！
端材でみんなが笑顔になってくれたら嬉しいです。

担当者：髙森茂樹

①木材
　店舗用家具の製作時にでる端材。ラワン合板
など。小さな角材から大きめの合板まで種類は
色々あり。8～ 10月、2～ 4月は特に忙しい
時期なので端材も多く出る

株式会社シーアンドディーアソシエイツ
かぶしきがいしゃ　しーあんどでぃーあそしえいつ
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● 廃材情報

● 会社情報

東山田準工業地域

● ひとこと

代表者：佐々木　廣 
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-15
電　話：045-593-0457　FAX：045-593-0458 
事業内容：自動施盤による精密加工・ネジ穴強化のイリサート 
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」 
HP：http://www.hirosugi.com/
［会社概要］
　創業以来、『技術の廣杉』をモットーに今日まで高精度、高品質、の製品を提供し続けて参りまし
た。これからも常に革新的技術を追い求め、低価格、高精度でお客様の抱える問題解決に努めてい
きたいと思います。 

有限会社廣杉精機

「こどもまち探検」で当社へ訪問した感想の中で、私
たちが作っている製品が自分の家の中でどこかに使
われていないか調査し、冷蔵庫に使われていること
を探し出した子がいました。感心しました。私たちは、
さらによりよい製品を提供出来るように、ものづく
りを毎日勉強し世界に一つのオンリーワン商品イリ
サートの新製品を開発しました。機会があったらま
た勉強しに来てください。　　　　　　　　　　　担当者：竹内芳樹

①鉄・ステンレス・アルミ
　金属を削った時に出る切り粉。2～ 3

センチの螺旋状。切り口が尖っていてそ
のまま触ると危ないので注意。２、３色
あり
②プラスチック
　直径 1センチ×高さ 15～ 16センチの
円柱状。白、黒
＊ダンボール 1箱などの単位でなら提供
可。すぐには用意できないので前もって
連絡を

有限会社廣杉精機
ゆうげんがいしゃ　ひろすぎせいき
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：男澤　誠
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-16
電　話：045-590-5561　FAX：045-590-5571
事業内容：産業用電気ヒーターの製造・販売
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://www.threehigh.co.jp/
［会社概要］
　フレキシブルでどんな形にも加工できるヒーターを一枚から、一つ一つ真心を込めて製作してい
ます。「感動を与える商品を開発し続けること」これがスリーハイのスタイルであり、様々な熱問題
を解決することが私たちの使命です。

株式会社スリーハイ

わたしたちが扱っているシリコンは耐熱性、耐寒性、
電気特性、撥水性と優れた特徴を持っています。こん
なに高品質なのに捨ててしまうのはもったいないこと
です。新たな発想で捨てずに生まれ変わってくれたら
嬉しいです。

担当者：蟹江千里

①シリコン
　ヒーター製造時に出る端材。シート、チューブ、ベルトタ
イプなど厚みや大きさは様々。ベンガラ色。耐熱性が高く丈
夫だが、カットや接着は難易度が高い
②接着剤キャップやボビン
　専用接着剤のキャップ。同じ形で常時出る。白の円すい型。
5～ 6センチ。センサー線が巻きついていた筒。プラスチッ
ク製。10センチ程度。同じ形で常時出る

株式会社スリーハイ
かぶしきがいしゃ　すりーはい
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26　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：安藤　秀雄
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-30
電　話：045-591-3542　FAX：045-591-3639
事業内容：プラスチック成型
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://www.ymdo.co.jp/
［会社概要］
　プラスティック・ギアなどの機構に関する樹脂部品を生産しております。製作に関しましては、
金型設計から製作、試作、量産と一環した流れの中で、ものをつくっております。このような流れ
の中で、お客様の高いニーズに応えられるよう日々努力しております。現在、特に金型の耐久性と
精度維持には力を入れております。

株式会社ワイエムディー

物を作る喜びは人間の本能なので、子供たちが自由な
発想で廃材・端材を新たに生かして自分の想像力でモ
ノ作りをすることは大変重要なことと感じます。これ
からもモノ作りに興味を持ち自分も周りも豊かにする
様なモノ作りをする人になって欲しいです。

担当者：安藤秀雄

①プラスチック
　工業部品を製作時にでるランナー。7～
8センチ。白、アイボリー、透明色。PPS

というプラスチックの中でも金属みたいに
固い材料。60％以上がガラスでできており
高品質で高価

株式会社ワイエムディー
かぶしきがいしゃ　わいえむでぃー
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　27　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

東山田準工業地域

代表者：九鬼　隼
所在地：〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 4-43-6
電　話：045-592-5771　FAX：045-592-1124
事業内容：衣類加工
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://www.doomkeikaku.co.jp/
［会社概要］
　衣料品加工において、常に最高技術を提供し、皆様に長くご愛用いただけるカジュアルウェアを
作り続けていきたいと考えております。

有限会社動夢計画

私達の会社は洋服などの二次加工を中心に行ってお
り、依頼先から沢山の段ボールに詰められ送られてき
ます。段ボールは紙で出来ているにも関わらず軽く丈
夫な素材です。皆さんの力で段ボールを上手く活用し
て下さい。

担当者：工藤達哉

①ダンボール
②ビニール
　配送時についてくるビニール類
　破れているが量はある
③衣類
　あまり出ないが裁断して使える

有限会社動夢計画
ゆうげんがいしゃ　どうむけいかく
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28　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

その他の地域

代表者：村上　正寿
所在地：〒 224-0026 横浜市都筑区南山田町 4105
電　話：045-534-8235　FAX：045-624-9135
事業内容：電機器具及び電子機器の設計・製造・販売・保守・ITV(工業用監視カメラ )の修理・据付・
調整及び点検・家庭用常設型ガス機器の設置及び施工・各種配管業務に関する工具・測定器並びに
機械の修理・販売及び輸出入・労働者派遣事業・業務請負事業
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://www.ces-net.com/
［会社概要］
　当社は CSR活動のトップコミットメントにも掲げている様に、地球と人に優しい企業造りをモッ
トーに社会貢献致します。新製品・新技術の習得及び創造にチャレンジすると共に、ご満足頂ける
信頼性の高い製品・サービスの提供を続けます。

株式会社コア・エレクトロニックシステム

当社からは、特殊な工具を修理した時にでる交換済部
品（金属類・ケーブル・プラスチック等）を、ご提供
致します。おもしろい形をした物がたくさんありま
すので、ぜひ再利用していただきたいと思います。

担当者：堤　幸博

①ケーブル類
　使用済の管内検査カメラ用高耐久性ケーブルや樹脂製フットスイッチ
②金属
　配管用工具の交換部品。色々な形がある。

株式会社コア・エレクトロニックシステム
かぶしきがいしゃ　こあ・えれくとろにっくしすてむ
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　29　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

その他の地域

代表者：澁谷　正明
所在地：〒 224-0027 横浜市都筑区大棚町 631-1
電　話：045-591-3303　FAX：045-591-3251
事業内容：発泡スチロール加工
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン・ブルーライン「センター南駅・センター北駅」
HP：www.daiichi-foam.co.jp
［会社概要］
　「Happoで Nipponを Happyに！」というコンセプトで発泡スチロール素材の可能性を追求し、
ビジネス展開を行っております。発泡素材にアイディアやデザイン、他素材、こだわり、などをプ
ラスすることにより、無限大の可能性が広がる事を表現し、今後ますます多方面への展開をする事
により、多くの皆様に Happoで Happyをお届けできることと思います。

第一フォーム株式会社

①発泡スチロール
　加工時に出る端材。大きさ、形、固さは色々なもの
がある。白。マジック、絵の具なので色をつけること
は可能。軽い。定期的に 10～ 20㎥でる。

第一フォーム株式会社
だいいちふぉーむ　かぶしきがいしゃ

毎日変わったカタチの加工をしているので、いろいろ
な大きさや形をした発泡スチロールが発生します。こ
れを皆さんの自由な発想で、新たなモノを生み出して
ください。廃材・ハンパ材は実は宝の山！第一フォー
ムは「廃材は宝の山プロジェクト」に 120％協力し
ます！　　　　　　　　　　　　　担当者：澁谷正明
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30　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

早渕準工業地域

代表者：郷　純一
所在地：〒 224-0025 横浜市都筑区早淵 3-30-30
電　話：045-590-2075　FAX：045-594-1345
事業内容：3D設計・製品開発・3Dプリンター・試作・注型成型・射出成形・圧縮成形・
　　　　　金型制作・印刷・組立て
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」
HP：http://go-factory.jp
［会社概要］
　創業以来、半世紀以上にわたりプラスチックと共に歩んできました。多くの企業が生産拠点を海
外にシフトしていく中、日本の生き残る道を模索し本当の意味で「made in japanとは何か？」を
考えるようになりました。それは、ただ日本で生産するのではなく、日本人の持っている勤勉さや
誠実さ親切な気配りによって作られるものそれが日本の「ものづくり」だと。おもてなしの心を持ち、
お互いに心地良く楽しい仕事になるようにと考えております。

株式会社郷製作所

私たちは、皆さんの身近でお使いのプラスチックの製
品を射出成形という方法で作っている工場です。今回
は製品で不要な部分を提供させて頂きました。
皆さんの豊かな発想でものづくりを楽しんでくださ
い。

担当者：本間信吉

①プラスチック
　デジタルカメラや光通信部品を製作時に出るラン
ナー。グレー、黒、白など。７～８センチの立体。形
状や量は安定しないので何があるかはその時に問い合
わせを

株式会社郷製作所
かぶしきがいしゃ　ごうせいさくしょ
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　31　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

代表者：武山　義正
所在地：〒 224-0042 横浜市都筑区大熊町 65-6
電　話：045-472-5895　FAX：045-472-3059
事業内容：バネの製造加工
最寄駅：横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽駅」
HP：http://www.nissei-hatsujo.co.jp/
［会社概要］
　創業以来、「品質は無言の信用と財産」をモットーに最新鋭の設備と、この道 50年の加工技術の
ノウハウを最大限に発揮して、お客様のニーズにお応え致します。単純な形状まで、用途に合わせ
たバネ、試作１個から量産品までお気軽にお問い合わせください。

日生発條株式会社

①金属バネ
　ステンレス、アルミ、鉄のバネの廃材。太くて大き
いものから細くて小さいものまで多種多様。バネの固
さも色々ある。金属の種類により色が違う。出荷不適
合廃棄品なので強くひっぱると折れやすいなど扱いに
は注意も必要

日生発條株式会社
にっせいはつじょう　かぶしきがいしゃ

はじめまして、こんにちは。
私達の会社はバネを作つています。廃材に触れてもら
い、この機会に少しでもバネに興味を持つて頂けたら
嬉しく思います。日常生活に欠かせない大切な製品「バ
ネ」の素晴らしさを知ってください。

担当者：武山
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32　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

代表者：近藤　芳正
所在地：〒 224-0042 横浜市都筑区大熊町 65-10
電　話：045-471-5353　FAX：045-471-5192
事業内容：精密加工
最寄駅：横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽駅」
HP：http://www.kkmikawa.co.jp/
［会社概要］
　創業以来一貫して精密機械部品・金型・治工具の製作に注力し、蓄積したノウハウと経験に基づ
き鉄、アルミ、ステンレス、樹脂などの素材から熱処理、表面処理まで一括加工を行っております。

株式会社ミカワ精機

①金属切り粉
　金属を削った時に出る切り粉。2~3センチの螺旋状。切り口が尖っていてそのまま
触ると危ないので注意。2,3色あり。

株式会社ミカワ精機
かぶしきがいしゃ　みかわせいき

廃材を使った夢づくりに協力したくて参加しました。
当社の廃材は金属が多いのでケガに注意して下さい
ね！多少のけがはいい思い出にしてください。「もの
作りはヒトづくり！人づくりは街づくり」夢を大切に
してください。

担当者：近藤芳正
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　33　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

代表者：畝本　政幸
所在地：〒 224-0030 横浜市都筑区川向町 922-29
電　話：045-471-0171　FAX：045-471-0173
事業内容：ダンボールの製造・販売
最寄駅：JR横浜線「小机駅」
HP：http://www.taiko-shiko.co.jp/
［会社概要］
　厚紙、一般ダンボール及び強化ダンボールの特殊加工技術を活かし、紙製暖衝材、パレット、輸
出梱包材から什器、ディスプレイ、避難所用ダンボール製品まで、設計からお受けしております。

大幸紙工株式会社

ダンボール、厚紙の特殊加工技術を活かし、紙製緩衝
材、什器、ディスプレイなど今までに無かったもの、
紙では無理と思われてたものを研究して、試して開
発します。大幸紙工は常に魅力ある商品を作り続けま
す。

担当者：上川清志

①ダンボール
　持ち手部分の補強板として厚紙に粘着する際でる廃
材。5~8センチ程度の小判型。サイズ何種類かあり。
シール付き。ダンボールなのでマジックや絵の具で色
をつけることは簡単。この製品を製造しているのが大
田区なので事前に連絡を

大幸紙工株式会社
たいこうしこう　かぶしきがいしゃ
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34　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

所在地：〒 224-0044 横浜市都筑区川向町 922-49
電　話：045-471-5225　FAX：045-471-5663
事業内容：ペットボトルリサイクル機器の製作・販売、産業機械の製作・販売
最寄駅：横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽駅」
HP：http//www.fmf-daiichi.co.jp
［会社概要］
　当社は創業以来、板金、製缶一筋に業務を拡大してまいりました。現在、エレベーター関連、空
調システム関連に製品を納入したお客様から高い評価を得ております。そして長年にわたり培って
きた板金、製缶の技術をもとにペットボトルリサイクル機器を開発し市場に出し好評を博しており
ます。一つは、ペットボトル剥離・分離機であり、他はペットボトルリサイクルシステムに関連す
る機器です。環境問題から資源リサイクルが強く求められている今日、これらの機器を通して社会
に貢献していきたいと念願しております。

株式会社第一鈑金

①ステンレス　②アルミ　③鉄

株式会社第一鈑金
かぶしきがいしゃ　だいいちばんきん

鉄やステンレス、アルミのような金属でいろいろな製品を作っており
ます。その時に出る大小さまざまで形もそれぞれの物がゴミとなりま
す。それらを利用して楽しく柔軟に何かが生まれたら素晴らしいこと
です。

担当者：廣瀬清子
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　35　

● 廃材情報

● 会社情報

内陸北部工業地域

● ひとこと

代表者：井上　卓
所在地：〒 224-0045 横浜市都筑区東方町 412-1
電　話：045-471-0211　FAX：045-471-0311
事業内容：製品カタログ・社内報・ポスターなどの制作、各種印刷
　　　　　大判溶剤インクジェット出力でのサイン・店舗装飾等の制作・施工
　　　　　バスラッピング制作・施工
最寄駅：JR横浜線「鴨居駅」
HP：http://www.zenyu-print.jp/
［会社概要］
　善友印刷はその名の通り「お客様といつまでも善き友人でありますように」と願いを込めて設立
されて 65年になりました。その間、活版、電算写植、デジタル組版と変遷を重ねながらも、お客
様の温かいご理解を得て今日を迎えております。今後も全従業員一丸となって社業に励み、 素晴ら
しい印刷物をお客様に提供してまいります。デザイン、データ制作、印刷、製本、発送手配まで 社
内一貫体制で行っております。

善友印刷株式会社

街の印刷屋です。 みなさんが目にする本やポスタ ポスタ ーなどを印
刷 すると、 どうしても余る紙 が出てしまいます。いままでは、 もっ
たいないと思いつつ捨てていました。そんな紙をみなさんで楽しく使っ
てください。

担当者：井上周樹

①印刷予備で余った用紙
　少量束。色紙や大きいサイズのものもある。1ヶ月でカート 1台以上たまるので、
　どんどんわけたい
②カッティングシート端材　各色あり

善友印刷株式会社
ぜんゆういんさつ　かぶしきがいしゃ
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36　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

内陸北部工業地域

● ひとこと

代表者：今井　俊夫
所在地：〒 224-0053 横浜市都筑区池辺町 4363-18
電　話：045-933-8311　FAX：045-933-8318
事業内容：高品質のプリント基板の製造・販売
最寄駅：JR横浜線「鴨居駅」
HP：http://www.shinko-ps.co.jp/
［会社概要］
　当社は、機密工業写真技術が将来、いかに大きな社会的役割を果たすかを時代の動きと共に鋭敏
にキャッチし、新規設備の導入や周辺の機密加工技術の修得を心がけています。機密部品までの一
貫体制の確保や独自の技術開発を行い、エレクトロニクス業界の要求に応えてまいります。

伸光写真サービス株式会社

①産業用フィルム
　基盤にパターンを印刷する時に使用するもの。大きさはいろいろ。透明で厚口。
　水に濡れるとくっついてしまうので注意。
②金属シートなど

伸光写真サービス株式会社
しんこうしゃしんさーびす　かぶしきがいしゃ

伸光写真サービス㈱は工業用フィルムをプリント基板
の製造に利用して、携帯電話や家電製品～宇宙開発ま
で様々な分野のプリント基板を製造して来ました。普
段廃材となっている工業用フィルムが皆さんによって
新たな物へ変身出来る事をとても嬉しく思います。創
造の喜びを味わいながら是非活用してください。

担当者：笠松成玉
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廃材は宝の山カタログ 2017　｜　37　

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域 z

代表者：荻野　伸夫
所在地：〒 224-0054 横浜市都筑区佐江戸町 186
電　話：045-934-6554　FAX：045-934-6599
事業内容：温度・湿度計の製造販売
最寄駅：JR横浜線「鴨居駅」
HP：http://www.sohgo-denki.co.jp
［会社概要］
　～私たちのまわりを心地よくする「温度・湿度」をご提供し続けます。～
私たち相互電機は、温度・湿度計測等のビジネスに携わるお客様に信頼され、
お客様が十分に満足するモノやサービスを開発・製造し、且つお客様の期待するリードタイムにて
製品をご提供し続けることが私たちの存在意義であり、 常にチャレンジする心を持ち続ける事を約
束します。

相互電機株式会社

みなさん、こんにちは。都筑区佐江戸町で温湿度セン
サ－をつくっています相互電機 (株 ) といいます。当
社で温度計を作ったときのステンレスパイプの端材
を、みんなの活動の何かに役立ててくれればうれし
いです！

担当者：荻野伸夫

①ステンレスパイプ
　温度計製造時に出るステンレスパ
イプの端材。長さは色々ある。直径
５ミリ程度のものが多く細めのもの
が多い

相互電機株式会社
そうごでんき　かぶしきがいしゃ

31



38　｜　廃材は宝の山カタログ 2017

● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

代表者：松月　健一
所在地：〒 224-8505 横浜市都筑区川和町 654
電　話：045-933-2261　FAX：045-934-7269
事業内容：マグネシウム合金・樹脂製品の製造
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町駅」
HP：http://www.fujitsu.com/jp/group/fjk/
［会社概要］
　当社は、都筑区に拠点を構え、富士通グループの一員として、主に情報通信機器のマグネシウム
合金・樹脂製品の製造を行っております。金型・成形・機械加工・塗装・組立と社内で一貫製造体
制を構築し、多様なお客様のニーズにお応えしています。

富士通化成株式会社

①マグネシウム合金（ＡＺ９１Ｄ）
　ノートパソコンのカバーやタブレッ
トのシャーシを作る際の端材。マグネ
シウムは実用金属の中で最も軽く、資
源が豊富な金属。時期によって大き
さや形状が異なるが、大きいもので
10cm程度。必ず事前ご相談を。
※マグネシウムの特性をよく理解して
お取り扱い下さい。

富士通化成株式会社
ふじつうかせい　かぶしきがいしゃ

実用金属の中で最も軽いマグネシウムを手に触れて頂
き、新しい視点で利用できたらと考えております。そ
して、皆様と一緒に日本のものづくりを支えていけた
らと思います。

担当者：井澤圭介
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

内陸北部工業地域

代表者：斎藤　剛
所在地：〒 224-0057 横浜市都筑区川和町 2709
電　話：045-941-3168　FAX：045-941-3174
事業内容：アルミニウム商品
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」
HP：http://www.anodizing.jp/
［会社概要］
　アルマイト、各種染色処理、サンドブラスト、バブ研磨処理までアルミニウムの表面処理の総合サー
ビスで、皆様にアルミニウム商品をお届けします。カラフルでキレイな個性あるデザインアルマイ
トも提供します。社内設備で一括処理できますので、品質、コスト、納期、量産品もご相談ください。

有限会社キョーシン

アルマイト加工って何か知っていますか？アルミニ
ウムを表面処理して使いやすく性能を向上させる加工
のことです。カラフルな色をつけることもできます。
廃材を手にして、どうやってできているんだろうと興
味を持ってくれたら嬉しいです。

担当者：佐野

①アルミワイヤー
　アルマイト加工時に出る端材。長さはその時による。
青、赤、シルバーなど色々あり、曲げたりねじったり
できる。いつもあるわけではないので予め連絡を
②鉄の粉
　砂鉄。アルミの表面にでこぼこをつける時に使用。
濃いグレー。予め連絡があればサラサラの状態で渡せ
る。
③ガラスビーズ

有限会社キョーシン
ゆうげんがいしゃ　きょーしん
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● 廃材情報

● 会社情報

● ひとこと

その他の地域

代表者：高橋　明弘
所在地：〒 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 30-18 ドリーム金子 201
電　話：045-945-2531　FAX：045-945-2535
事業内容：あらゆるプラグの抜け防止部品を開発、販売する専門メーカー
最寄駅：横浜市営地下鉄グリーンライン・ブルーライン「センター南駅」
HP：http://www.avantec.co.jp
［会社概要］
　モバイル機器・電子機器・コンピューター環境における、あらゆるプラグの抜け防止に特化した
商品開発をしています。ACプラグ用から、USB・スマートフォン用まで、お客様のニーズに合わ
せてオリジナル製品をいろいろな取り付け方法でご提案、一歩先を見据えた商品開発に力を注いで
います。

有限会社アバンテック

①マジックテープ
　製品を作る際に出る端材。大
きさいろいろ。いつもある訳で
はないので必要な時は連絡を

有限会社アバンテック
ゆうげんがいしゃ　あばんてっく

私たちが、製品で使っている、マジックテープの廃材
が皆さんに有効活用して頂けるのはとてもうれしいで
す。皆さんが笑顔になるお手伝いがこれからも出来れ
ばと思います。

担当者：高橋明弘
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一般社団法人　横浜もの・まち・ひとづくり
　当団体では、暮らしと生産の現場、街と工場が共存する東山田の準工業地域で、
地域による子育てや子どもたちの工場見学など、共に考え、歩む活動を行っていま
す。

公益財団法人　トヨタ財団
　トヨタ財団は、「人間の一層の幸せを目指し、将来の福祉社会の発展に資する」
ことを基本理念とする助成財団で、若い世代とともに地域課題解決に向けて多様な
主体が参加する仕事づくりや、そうした事業の担い手となる人材を育てるプロジェ
クトに助成を行っています。
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