新
株式会社

東亜オイル興業所

12月

株式会社

規

投

資

先

紹

介
12月

伊勢豊

当社は、千葉県を主な商圏とした廃油処理の専門会社。再生重油製造において

千葉市内から中央総武線沿線に特化し、宅地造成、商業用土地・収益物件の再

は、長年の技術と経験を活かした高品質の製品を製造し、産業廃棄物の再資源

生などを手掛ける不動産業者。地目が山林の雑木林、権利関係が複雑化した土

化に貢献。また、産業廃棄物処理においては、独自の特許技術であるBWF（再

地、老朽化建物がある土地などの地権者への相談対応を行い、その不動産を購

生固形燃料）処理により、従来は産業廃棄物として処理されていた油性廃棄物

入。問題点等を解決した上で、宅地や更地に再生する事業を行う。また、稼働

の再資源化にも取り組んでいる。顧客に対しては迅速かつ丁寧な対応と、再資

率が低迷中の収益物件をリニューアルし資産価値を引き上げ、稼働率をほぼ

源化率の高さが評価され、多くの廃油排出事業者を顧客に掴んでおり、今後も

100%にし、売却する事業も行う。

着実な成長が期待できる。
立］ 1968年12月

［設

話］ 047-485-7189

［電

［本 社 所 在 地］ 千葉県八千代市上高野1728-5

立］ 1969年8月

［設

［ホームページ］ http://www.toaoil.com/

話］ 043-227-2103

［電

業］ 廃油等の収集運搬及び中間処理、再生重油の製造・販売

［事

［投資後資本金］ 8,000万円
業

所］ 本社工場、東京オフィス（中央区）

［投資後資本金］ 3,500万円

［事

［事

業

［従

業

［従

業

［事

明産

員］ 99名

株式会社

12月

［本 社 所 在 地］ 千葉県千葉市中央区中央3-9-9
［ホームページ］ http://www.isetoyo.co.jp/

業］ 宅地の造成、不動産販売、マンション・テナントビルの再生・販売

所］ 本社（千葉市中央区）
員］ 19名

上野興産

12月

株式会社

静岡県富士市所在のスリッター及び非接触式厚さ計の受託開発・設計、製造を

当社は昭和シェル石油㈱を主力顧客に石油製品の輸送を担い、間もなく創業

行う機械メーカー。機械のハード面、制御・操作を行うソフト面両方を独自に

150年を迎える上野グループの中核企業である。上野グループは、石油製品の

設計開発し、製品はほぼすべて受注生産かつオーダーメイドで対応している。

海上、陸上輸送業務を中心に、海上防災事業やケミカル製品の販売事業等、周

他社が技術的に追随できない高精度な加工や測定が求められる分野で事業基盤

辺ビジネスまで幅広く展開し、グループとしての強みを発揮している。また、

を築いており、安定的な事業展開が期待できる。

石油製品を効率的かつ安全に輸送するノウハウを長年に亘り蓄積しており、顧
客からの信頼が厚い。近年では、太陽光発電等の非石油部門の拡大や東南アジ
アを中心とする海外展開を積極的に行っており、今後の成長が期待できる。

立］ 1967年3月

［設

話］ 0545-63-9510

［電

［本 社 所 在 地］ 静岡県富士市五貫島746-3

立］ 1963年8月

［設

［ホームページ］ http://www.maysun-eng.co.jp/

話］ 045-674-7535

［電

業］ スリッター、厚さ計等の開発設計及び製造販売

［事

［投資後資本金］ 2,400万円
業

所］ 本社工場（富士市）

［投資後資本金］ 1億円

［事

［事

業

［従

業

［従

業

［事

員］ 34名

株式会社

エンジンフイルム

1月

［本 社 所 在 地］ 神奈川県横浜市中区山下町46

［ホームページ］ http://www.uyeno-group.co.jp/group/uenokousan/

業］ 上野グループ内の管理業務受託、不動産賃貸、船舶賃貸、保険代理店

所］ 本社

員］ 67名

岡田土建

12月

株式会社

当社はテレビコマーシャルを中心とした総合コンテンツ制作会社。国内外の広

建築工事と土木工事が概ね5割ずつの一般土木建築工事業者。営業エリアは、

告フェスティバルで受賞しているほか、オリンピック誘致PR映像を受注する等、

千葉県東総地区〜茨城県鹿行地区周辺。国土交通省関東地方整備局の請負工事

多くの著名CMの制作実績がある。

評定ランキングの上位に入る常連企業で、優良請負業者として知名度が高い。
長い業歴と地域の歴史的建造物の建築に従事してきたことから、地元との結び
つきが強い。加えて、徹底したアフターサービスを提供し、施工企業の専属建
設会社としての地位を確立している。

立］ 1948年6月

［設
立］ 1987年4月

［設

話］ 03-3444-0147

［電

［本 社 所 在 地］ 東京都渋谷区広尾5-19-9

［ホームページ］ http://www.engine-f.co.jp/

業

［従

業

［事

業

所］ 本社（銚子市）
、小浜工場（銚子市）
、千葉営業所（千葉市中央区）
、

［従

業

員］ 40名

茨城営業所（茨城県神栖市）

所］ 本社、大阪支社（大阪府大阪市）
員］ 68名

株式会社

シンクロン

［ホームページ］ http://okadadoken.co.jp/

［投資後資本金］ 5,800万円

［投資後資本金］ 9,000万円
［事

［本 社 所 在 地］ 千葉県銚子市東芝町3-1

業］ 建築工事・土木工事

［事

業］ コマーシャルフィルムの企画・制作

［事

話］ 0479-22-6411

［電

1月

大進商工

12月

株式会社

当社は1951年設立の真空薄膜形成装置の開発・製造・販売・メンテナンス会社。

当社は、発泡プラスチック等の軟質素材の加工・販売会社である。当社製品は、

同分野で世界のリーディングカンパニー。当社装置はカメラレンズやメガネレ

建築土木工事で使用される副資材に始まり、電子機器類の部品や梱包資材、日

ンズの反射防止膜形成などに利用され、近年はスマートフォン画面部分の反射

用品・雑貨類と幅広い分野で使用されている。特色は、小ロットかつ短納期案

防止膜や防汚膜（指紋がつきにくくなる膜）形成などに用途が拡大している。

件に柔軟に対応できる生産体制を整備している点であり、今後も安定した業績

高度な技術力を背景に、中国を中心とした海外での装置利用が増加しており、

推移が期待される。

海外6カ所にアフターサービス等のための拠点を設けている。装置の製造は山
形・鶴岡と中国・上海に有する自社工場で行っている。
立］ 1951年5月

［設

話］ 045-650-2400

［電

［本 社 所 在 地］ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-5
［ホームページ］ https://www.shincron.co.jp

業］ 真空薄膜形成装置の開発・製造・販売・メンテナンス

［事

［投資後資本金］ 7,250万円
［事
［従

業
業

所］ 横浜本社・R&Dセンター、山形鶴岡工場、

海外拠点（上海、深圳、台湾、マレーシア、タイ、米国）
員］ 340名

立］ 1968年4月

［設

話］ 03-3912-8447

［電

［本 社 所 在 地］ 東京都北区東十条3-14-16
［ホームページ］ http://daishinsk.co.jp/

業］ 発泡プラスチック等の加工及び販売

［事

［投資後資本金］ 2,500万円
［事

業

［従

業

所］ 本社、埼玉工場、茨城工場、川口センター
員］ 103名

※パート従業員を含む
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平成29年12月〜平成30年2月の投資実行先を紹介します。

株式会社

2月

クロス

株式会社

1月

トリネックス

当社は1926年創業の鋳造用副資材、鋳造用機械の卸売業者である。東日本を

当社は熱を加えると収縮するシュリンクラベルの製造、オリジナル印刷テープ

主な営業エリアとする有力事業者であり、鋳造用副資材、鋳造用機械の業界で

の製造、コンデンサ被覆用チューブの販売、各種フィルムのスリット加工など、

創業来90年以上に亘って積み重ねてきた豊富なノウハウ、実績、信頼をベー

幅広く事業展開している。電子部品をはじめ、ペットボトルから食品、トイレ

スに事業基盤を確立している。グループ内に製造子会社を2社有しており、取

タリー、化粧品など、暮らしの必需品を美しく、優しく、そして、より魅力的

引先からのニーズにきめ細かに対応できる体制を築いている。

に包み、顧客のニーズに応えている。独自の方式により、小ロットからでも対
応可能な体制を整えている。
立］ 1958年11月

［設

話］ 03-5292-0761

［電
立］ 1954年1月

［設

話］ 03-3684-4110

［電

［本 社 所 在 地］ 東京都江東区亀戸6-53-9

［投資後資本金］ 7,940万円

［ホームページ］ http://www.kurosu-group.com/

［事

業

［投資後資本金］ 2億7,500万円
［事

業

［従

業

所］ 本社、支店・営業所10カ所（秋田市、郡山市など）
員］ 39名

ヒーロー電機

［従

2月

株式会社

［ホームページ］ http://www.trinex.co.jp/

業］ コンデンサ用スリーブ及びシュリンクラベル、印刷テープ等の印刷加工

［事

業］ 鋳造用副資材、鋳造用設備の販売等

［事

［本 社 所 在 地］ 東京都新宿区高田馬場1-28-10

業

所］ 本社、工場７カ所

【東京（東村山市）
、辰野（長野県辰野町）
、白河（福島県白河市）
、大野（福井県
大野市）
、金成（宮城県栗原市）
、秋田（由利本荘市）
、長浜（滋賀県長浜市）
】
員］ 108名

株式会社

1月

常磐植物化学研究所

当社は、自動車補修等で使用される各種配線コネクター及びその専用工具等、

1949年に国立衛生試験所（現：国立医薬品食品衛生研究所）の元所長が創業

ワイヤーハーネスのメーカー。
「安全と信頼をつなぐ」をスローガンに、プロ

した、健康食品・医薬品・化粧品等の原料となる植物エキスの製造業者。植物

の信頼に応える高品質な補修部品を幅広く取り扱い、全国のユーザーに供給し

からエキスを効率よく大量に抽出し、精製・乾燥できる設備とノウハウを有す

ている。品質向上とコストダウンを追求しつつ、幅広い業界の補修ニーズに応

る国内有数の企業で、販売先は商社を含め300社、ユーザー企業数は2,000社

えるべく新規商材の発掘や営業活動に取り組むことで、今後の成長発展を目指

に及ぶ。植物エキスの機能分析など研究開発力に優れ、機能性表示食品の拡大

している。

により需要増が見込まれる健康食品分野に強く、着実な成長が期待できる。

立］ 1968年8月

［設

話］ 048-962-1671

［電

［本 社 所 在 地］ 埼玉県越谷市増森1544-8

立］ 1957年3月

［設

［ホームページ］ http://www.hem.co.jp/

話］ 043-498-0007

［電

業］ 配線コネクター関連を中心とする自動車用補修部品の製造

［事

［投資後資本金］ 5,100万円
業

所］ 本社工場

［投資後資本金］ 7,750万円

［事

［事

業

［従

業

［従

業

［事

員］ 19名

日程

12日（木） 15：30〜17：00

産業活用への講演に加え、

外と操縦が難しい……」と

2018年

4月

の声が。しかし同時に ｢こ

24日（火） 15：00〜17：00
26日（木） 15：00〜17：00

んな場面で活用できるか
も？｣ など、自社の事業に
役立つヒントを得られたと
好評でした。
（業務第二部 吉野）

員］ 99名

2018年

受講料

セミナー名

実際に操縦をご体験いた
だきました。感想として
「意

所］ 本社工場（佐倉市）
、東京支社（中央区）

投 資 育 成セミナ ー

「 投 資 育 成ドローン視 察
投資先様には、ドローンの

［ホームページ］ https://www.tokiwaph.co.jp

業］ 健康食品・医薬品・化粧品等の原料となる植物エキスの製造

セミナー・研修の今後のご案内

編集後記

会」を開催しました。参加

［本 社 所 在 地］ 千葉県佐倉市木野子158

17日（木） 15：00〜17：00

5月

24日（木） 15：00〜17：00

今こそ注目！渋沢栄一から学ぶ発創力
講師：渋沢 健氏 コモンズ投信株式会社
カンパニー株式会社 代表取締役

会長、シブサワ・アンド・

会う人をファンにするビジネス心理テクニック

講師：内藤誼人氏 有限会社アンギルド 社長 立正大学心理学部対人・
社会心理学科客員教授（担当は主に対人スキルトレーニング）
日本説得交渉学会会員

値決めの極意〜理論に学ぶ価格設定のあり方〜

講師：鶴見裕之氏 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 准教授
博士（社会学）

「シリコンバレー式『最強の育て方』」
〜人材育成の新しい常識１on1ミーティング〜
講師：世古詞一氏 株式会社サーバントコーチ
VOYAGE GROUP フェロー

部下のやる気を引き出す
講師：占部 正尚氏

代表取締役、株式会社

ペップトーク

一般財団法人日本ペップトーク普及協会

理事

投資先企業

一般企業

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

通常の投資育成セミナーは、事前にお申し込みいただければ、どなたでも受講いただけます。
セミナーの詳細については、弊社ホームページ http://www.sbic.co.jp/ でご確認ください。

研修
日程

2018年

5月

2018年

ドローンはＧＰＳ制御により、一
点にピタリと静止し続けることも
可能。ドローン操縦士協会講師
によるデモンストレーション

6月

2018年

7月

研修名

10日（木）
21日（月）
24日（木）
28日（月）
4日（月）
6日（水）
14日（木）
27日（水）
5日（木）
30日（月）

10：00〜18：30
10：00〜18：30
10：00〜18：00
10：00〜18：30
10：00〜18：30
10：00〜18：30
10：00〜17：00
10：00〜18：30
10：00〜18：30
10：00〜18：30

管理職研修 基礎コース（3日間）【第1組】
管理職研修 上級コース（3日間）【第1組】
営業ブレークスルー研修（2日間）【第1組】
若手社員早期戦力化研修（2日間）【第1組】
管理職養成研修（3日間）【第1組】
リーダー研修（3日間）【第1組】
女性リーダー育成研修（2日間）【第1組】
役員研修（3日間）
管理職研修 基礎コース（3日間）【第2組】
中堅社員能力開発研修（3日間）【第1組】

受講料
投資先企業

71,820円
71,820円
48,060円
38,340円
71,820円
71,820円
38,340円
86,400円
71,820円
71,820円

一般企業

92,880円
92,880円
62,640円
49,680円
92,880円
92,880円
49,680円
112,320円
92,880円
92,880円

各種研修のお問い合わせは、東京中小企業投資育成㈱ ビジネスサポート部 ＴＥＬ. 03-3499-0755 ＦＡＸ. 03-3499-0819
43
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