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MAP B-5

MAP B-4

株式会社サカグチヤ 豆腐・油揚製品主要製品

会社概要

お問合せ
担当者　常務取締役
　　　　杉山　嘉彦

TEL 0550-82-0170
E-mail
wbs05394@mail.wbs.ne.jp

５

四国化工機株式会社　御殿場食品工場
●自社開発による製造機と生産ラインによる豆腐製造

所在地　〒412-0038
　　　　静岡県御殿場市駒門 1-65-1
電　話　0550-87-7221
ＦＡＸ　0550-87-1993
代表者　阿部　和生
資本金　1億 4,500 万円
従業員数　173 名（協力会社含む）
創業年月　1998 年１月
工場見学　可
ホームページ
https://www.shikoku-kakoki.co.jp/

お問合せ

会社概要

６

担当者　業務課長
　　　　久米　稔

TEL 0550-87-7221
E-mail 
minoru-kume@shikoku-kakoki.co.jp

なし

なし

●豆腐自動製造機　●膜式活性汚泥処理設備　●チラー設備

FSSC22000

●弊社はどの商品においても昔ながらの製法にこだわっており、工場
長をはじめとしたこの道 20 ～ 40 年のベテラン職人達が長年培った
経験・技術を駆使し日々、大豆・水の状態・気温・湿度の変化に合
わせた豆腐・生揚作りを行っております。

所在地　〒412-0028
　　　　静岡県御殿場市御殿場 65
工　場　〒412-0047
　　　　御殿場市神場 2-19
電　話　0550-82-0170
ＦＡＸ　0550-84-0082
代表者　杉山　芳三
資本金　2,000 万円
従業員数　48 名
創業年月　1921 年
ものづくり補助金　平成 26 年度取得
工場見学　一部　可
ホームページ
http://www.sakagutiya.com

静岡県HACCP

●全自動プラント3台　●絹豆腐製造ライン　●木綿豆腐製造ライン
●生揚自動凝固成形フライヤー 1台　●がんもどき成形・フライヤー 2台
●生揚フライヤー 1台

●各包装資材その他

●各食品等小売店・ベンダー様　●こだわりの飲食店様

食
品
工
業
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株式会社金羊社

なし

なし

●オフセット枚葉UV印刷機　●デジタル印刷機
●加工機各種

ISO14001　ISO27001　ISO12647　ISO22000
FSC/COC　JapanColor

主要製品

お問合せ

3
●創業以来 90 年の歴史を有する製版からオフセット印刷、製本、加工に
至る総合的印刷会社であり、オーディオ・ビジュアル、ゲーム関連のエ
ンタテイメントパッケージ業界においては常にトップシェアを有しており
ます。

●オーディオビジュアル・ゲームソフトパッケージ印刷加工
●水性フレキソ印刷　●建装材等特殊印刷　
●商業出版・印刷　●デジタルメディア　デザイン
●グッズ製作　●イベント企画運営　等

担当者　MP事業部御殿場工場副部長
　　　　杉山　紀子
TEL 0550-89-3434
E-mail
n.sugiyama@kinyosha.co.jp

ヱビスLLC 主要製品

お問合せ

２
【制作】
●各種印刷物の企画・制作・製造
●各種ノベルティの企画・制作・販売

【一般商業印刷】
●チラシ・ポスター・カタログ・書籍・記念誌・自費出版・封筒・伝票等

【ソリューション】
●データ処理・加工・印字
●封入封緘各種作業
●撮影・写真WEB 販売
●美しく高精細な印刷物を提供する水なし印刷を行ってます。水なし印刷
はインキが水でにじまないため、点のひとつひとつがくっきりと再現され
美しい仕上がりです。水なし印刷ならではの網点、線画の再現力が高精
細な品質を保証します。

担当者　常務取締役
　　　　戸栗　哲平
TEL 0550-70-0022
E-mail teppei@yebisu.org

●会社案内　●記念誌　●各イベントの写真販売

●DTP 業務　●カメラマン業務

●菊半切４色機／２台（水無し）　●折り機、他

なし

MAP B-4

MAP C-2
所在地　〒412-0021
　　　　静岡県御殿場市二枚橋 312-1
電　話　0550-70-0022
ＦＡＸ　0550-70-0246
代表者　戸栗　太平
資本金　100 万円
従業員数　24 名
創業年月　1957 年 10月
工場見学　可
ホームページ
http://yebisu.org/

会社概要
所在地　〒412-0047
　　　　静岡県御殿場市神場 2-1
電　話　0550-89-3434
ＦＡＸ　0550-89-5698
代表者　栗本　茂
資本金　1億円
従業員数　280 名
創業年月　1926 年 9月
ホームページ
https://www.kinyosha.co.jp

会社概要

紙
加
工
・

印
刷
関
連
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カービングファクトリー 主要製品

主要製品

お問合せ

2
●３Dモデリングから加工製作 /金型製作 /部品加工 /治具製作等

●アルミ加工・ヒートシンクをはじめ、放熱フィンとケースを組み合わせ
たヒートケースシリーズ、アルミ押し出しの利点を生かした電材部品、
タワーアンテナパーツ、構造部材、医療機器部品を開発し生産してきま
した。ウォータージェット切断加工機を利用した各種切断加工等、
CAD/CAM からタレパンで抜き出し・曲げ・溶接まで行う板金加工を強
みとしています。設備も新しい物を取り入れ加工技術の向上・可能性に
取り組んでいます。足踏み式消毒台の製作も新しい取り組みの一つです。

担当者　大友　潤

TEL 090-9945-5554
E-mail nc@soul333.com

アルシャン工業株式会社

お問合せ

1

担当者　影山

TEL 0550-89-8341
E-mail
kageyama-y@mail.wbs.ne.jp

なし

なし

なし

●マシニングマキノV33　●ワイヤーカットSodick AQ537L
●型堀放電マキノEDNC　等

●NCタッピングセンタ　●ウォータージェット切断加工機　●NCベンダー
●プレス機　●タレットパンチプレス　●全自動洗浄機　●シャーリング

なし

なし

なし

MAP C-6

MAP C-1

会社概要
所在地　〒412-0032
　　　　静岡県御殿場市二子 615-1
電　話　090-9945-5554
ＦＡＸ　050-1534-9596
代表者　大友　潤
従業員数　2名
創業年月　1992 年 4月
工場見学　可
ホームページ
www.soul333.com

会社概要
所在地　〒412-0017
　　　　静岡県御殿場市塚原 1095-2
電　話　0550-89-7171
ＦＡＸ　0550-89-7173
代表者　小川　道雄
資本金　1,000 万円
従業員数　10 名
創業年月　49 年 3月
工場見学　不可
経営革新　取得
ホームページ
https://alcean.jp/

金
属
加
工
業
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