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中小工務店向け制振システムの全国展開事業

異業種企業も含めた
企 業 連 携 体 が、住 宅

ナ ルの制振装置を開
発 後、独 立 行 政 法 人
中小企業基盤整備機
構中部支部の支援を
受け、
『新連携』で全
国展開へ挑んだ。

東海 EC 株式会社（コア企業）
制振装置の企画・販売、販路開拓支援
・制振装置の企画
・制振装置の実験データの提供
・中小工務店向け講習会（基礎知識研究会、
構造見学会等）の実施
オオクラエンジニアリング株式会社

技術支援

中小工務店

制振装置の製造
・制振装置の特許保有
・制振装置の製造技術および改良に関する知見
株式会社フォワード

目的
全国的な販路開拓
知名度不足の解消
開発費の捻出

豊田工業高等専門学校
独立行政法人国立高等専門学校機構

入を試みた。オリジ

制振装置の
原型開発

新たな制振装置の開発に成功

関連事業への新規参

構造等の計算サービス、制振装置の販売
・構造計算によるノウハウ
・中小工務店への販売ルート
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〜中小工務店向け制振システムの全国展開事業〜
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制振装置『パワーガード』の初期型 ( 左 ) と改良型。

未来を拓く、中小企業の応援読本

石井 正己 代表取締役会長
自分たちで技術や商品の開発をするなんてと
てもじゃないができない、生きるためには
大手企業に頼るほうが楽、という時代があり
ました。資金集めや開発・販売は大手に任せ、

化。制振装置の本格的な全国展開への
準備は、今まさに整った。

てしまう。そういう時代に開発力や販売力を
高める努力などは、たとえ企業が小さくても
全部自分たちでしていくしかありません。
現在は、中小企業を取り巻く環境が変わり、
自力で開発ができるような状況になってきま
した。小さい企業でも、信念を持ってビジネ
スに取り組み、事業に対する構想力があれば
資金を集められます。ただ、それがなかなか
見つからないだけ。企業努力で探し出すこと
は必ずできるのです。

壁面用の耐震＆制振装置
『K・ブレース SiB』( 左 ) と
構造テストで負荷をかけた様子。

東海 EC 株式会社
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新連携

『新連携』認定事業で対象となった装

東海 EC 株式会社

その下請けとして仕事を受注していた方が中

建築建材展に出展された壁面用の耐震・制振装置『K・ブレース SiB』
。

独自の企業連携体で開発した
制振装置を『新連携』で全国へ

たとえ小さな企業でも
今は “ できる ” 時代

事業内容：総合エンジニアリング
http://www.tokaiec.co.jp/
工務店向けに行われた制振装置のセミナー。

未来を拓く、中小企業の応援読本
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