
「元気なモノ作り中小企業３００社２００８年版」の 

取りまとめについて 

平成２０年８月１日

中小企業庁創業・技術課

中小企業は、高度なモノ作り技術により我が国産業の国際競争力を支える経

済活力の源泉となっている。また、モノ作りにより地域経済を支えながら内外

の市場で活躍する企業、意匠やデザインの工夫、農林水産業等の異業種との連

携により新規分野を開拓している中小企業が日本の活力を生み出している。 

身近にある優れた中小企業を目標として示すことにより、全国の中小企業の

やる気を一層引き出すとともに、若年層を中心にモノ作り分野に対する関心を

持つきっかけとなることを願い、これまで２回にわたり「元気なモノ作り中小

企業３００社」の選定をおこなってきた。この度、この動きをさらに広げてい

くために、第３回目として新たな３００社を選定した。 

 

【スケジュール】 

５月１２日     中小企業政策審議会経営支援部会事例集検討小委員会 

６月２０日     プレス発表 

７月        各経済産業局にて大臣感謝状贈呈式 
８月 ５日、６日 「新連携／モノ作り中小企業全国フォーラム」（東京国際フ

ォーラム）で製品・部品のブース出展をするとともに企

業紹介のパネル展示、ＰＲ 

 
【中小企業政策審議会経営支援部会事例集検討小委員会委員】（敬称略、五十音順

伊丹 敬之  東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科教授 

大脇 靖弘  株式会社日刊工業新聞社編集局中小企業部長 

柴山 清彦  中小企業金融公庫総合研究所長 

堤  正臣  東京農工大学大学院共生科学技術研究院副院長 

平野 哲行  株式会社平野デザイン設計代表取締役社長 

福井 雅彦  東京工科大学コンピュータサイエンス学部・ 

大学院コンピュータサイエンス専攻教授 

松島  茂  東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科教授 

 

資料５

 
 

 

 

） 

1 



元気なモノ作り中小企業３００社２００８年版

中小企業は、高度なモノ作り技術により我が国産業の国際競争力を支える経済活力の源
泉となっている。また、モノ作りにより地域経済を支えながら内外の市場で活躍する企業、意
匠やデザインにより新規分野を開拓している中小企業が日本の活力を生み出している。

普段は目に触れにくいが重要な役割を果たしているモノ作り中小企業の姿を、広く国民に対
してわかりやすく示すことにより、これら中小企業のやる気を一層引き出すとともに、若年層を
中心にモノ作り分野に対する関心を持つきっかけとなることを願い、前２回に引き続き、「元気
なモノ作り中小企業３００社２００８年版」を取りまとめた。

●世界規模の市場において高いシェアを有
する製品を作っているもの

・・・・・製品がそのまま世界に流通する
企業２０社

●国内市場を中心に高いシェアを持つ製品
を製造しているもの

・・・・・取引先の高度な注文に応え、市
場で評価されている企業１００社

●狭い（ニッチ）分野に特化することで、他
社にまねのできない独創的かつ高度な技
術を持つもの

・・・・・金型、金属、繊維分野など１３１社

●地域資源を活用して、または、地域経済
を支えながら内外の市場で高く評価され
る製品を作るもの

・・・・・陶磁器、工具など１４社

●モノ作り技術を核に意匠やデザインによ
り新しい市場を開拓しているもの

・・・・・機械加工、家具など３５社

３００社のプロフィール 事業分野別内訳
工場で製品を生産する機械 １８社
製品の品質を検査する機械 ６社
上記以外の機械 ３１社
自動車部品 １６社
電子部品等 １８社
その他の部品 ３８社
工具、測定器等 ２１社
各種素材（樹脂、塗料を含む） １５社
切削、研磨、めっき ２３社
鋳鍛造、プレス、熱処理、溶接、金型 ４１社
繊維 １２社
窯業・建材 １３社
その他・最終消費財 ４８社

モノ作り産業の活発な地域に多く存在
・大阪府（２９）、東京都（２７）、 埼玉県（１７）、愛知県

（１７）、北海道（１５）、神奈川県（１４）

地域別内訳
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世界規模の市場においてシェアを有する製品を製造している事例

プラネタリウムの世界的トップメーカー
（東京都府中市、㈱五藤光学研究所）

「りん銅合金」で世界シェア３０％の銅合金鋳物の老舗
（福井県福井市、㈱大阪合金工業所）

大量生産に向かないプラネタリウム市場に参入し、
手作業によるレンズ研磨を武器に大手海外メー
カーと比較して１０分の１の価格を実現したことで世
界的企業へと躍進し、世界シェア４０％。

高度な光学技術とデジタル映像技術を融合させ、
コンテンツの差別化を図る。

エアコン、給湯器等の性能を決める銅管に使わ
れる「りん銅合金」で安定した品質と高い生産性に
より、国内１００％、世界３０％の市場シェアを維持。

昨年始まった国際熱核融合実験炉プロジェクトで
使われる超伝導線の素材となる「チタン添加高錫
ブロンズ」を独占供給する高い開発力を有する鋳
物メーカー。

Ti添加高錫ブロンズ光学式プラネタリウム 映像と星空の映像
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国内市場を中心に高いシェアを持つ製品を製造している企業の事例

プチプチ（Ｒ）で知られる気泡シートメーカー
（愛知県名古屋市、川上産業㈱）

無人ヘリコプターのジャイロセンサー
（大阪府東大阪市、日本遠隔制御㈱）

「プチプチ（Ｒ）」の名で知られる緩衝材と使われる
気泡シートで国内シェア４５％。最近では玩具メー
カーとの共同開発による「∞（むげん）プチプチ（Ｒ）」
がヒット。原材料を削減した軽量の「ダイエットプチ
（Ｒ）」、生分解により土に還る「グリーンプチ（Ｒ）」な
どの環境対応型製品の開発にも力を入れる。

創業時のテレビのリモコン開発から遠隔制御技術
に磨きをかけ、ラジコンホビー用無人ヘリコプターの
ジャイロセンサーで国内外の信頼を獲得。

応用技術分野であるホビー用二足歩行ロボット分
野でもその活用が進んでいる。

ジャイロセンサーが使われるラジコンヘリプチプチの感覚を再現した『∞（むげん）プチプチ』
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狭い（ニッチ）分野に特化することで、他社にまねのできない独創的かつ

高度な技術を持つ企業の例

北京オリンピックメインスタジアム
屋根材製造
（長崎県松浦市、中興化成工業㈱）

人工衛星にも採用されるレンズの製造
（秋田県仙北郡、三共光学工業㈱）

梵鐘製作で日本の独自技法を継承
（富山県高岡市、㈱老子製作所）

太陽観測衛星「ひので」に搭載さ
れている「可視光磁場望遠鏡」の
補正レンズを製造。複雑形状及び
高精度な要求をクリアし、温度差
の激しい宇宙空間での過酷な使用
環境に耐えうるスペックを実現して
いる。

ガラスクロス等の工業用クロスに
フッ素樹脂を含浸（コーティング）す
るコア技術の工業化に成功したこ
とで、国産初のドーム用屋根膜材
「スカイトップ」が北京オリンピックメ
インスタジアム、ワールドカップ南
アフリカ大会のスタジアム屋根材
等にも採用された。

音と形を知る鋳匠と鋳工が継承
する日本独自技法（へら押し）で
作られた梵鐘は、全国の寺院に２
万鐘納められ、国内シェア約７
０％。特に大型和鐘では世界オン
リーワン。

北京オリンピックメインスタジアムの
屋根膜材

同社製の台湾最大級の梵鐘衛星にも使われる特殊レンズ

５



独自の技術により、農業の生産性向上に貢献する事例

地域農業を支える農業機械製造
（北海道帯広市、東洋農機㈱）

魚介類や農産物などの自動選別機製造
（愛媛県東温市、㈱横崎製作所）

養殖真珠用母貝の重量選別機製造からス
タートし、魚介類用重量選別機の製造で全国的
に大きな反響を得た。その後、サクランボやトマ
トなどの農作物用自動選別機の製造で農家か
らも好評を得る。その他、音声重量判別機やカ
メラ式形状選別機など、農家・食品加工業の生
産性向上や省力化に貢献している。

海産物用選別機

農業向けの大型収穫機、農薬散布機、耕作
機械等を開発・製造し、地域農業の発展に貢
献。ジャガイモの大型収穫機で国内シェア70
％。

積極的な産学共同研究により、食の安全管
理から農薬の撒き過ぎを防止するためのセン
サーを開発するなど農業機械の高付加価値
化を推進。

ジャガイモ大型収穫機

６



（平成２０年６月２０日）

1 北海道 札幌市 飯田ウッドワークシステム㈱ 南区真駒内曙町4丁目10番10号 011-582-2521 飯田　信男

2 北海道 札幌市 ㈱土谷製作所 東区本町2条10-2-35 011-781-5883 土谷　敏行

3 北海道 札幌市 ㈱電制 中央区北2条西2-29-2 UENOビル 011-261-7900 小池田　章

4 北海道 札幌市 北興化工機㈱ 西区発寒12条12丁目1－20 011-661-5271 近藤　英毅

5 北海道 赤平市 ㈱いたがき 幌岡町113 0125-32-0525 板垣　英三

6 北海道 旭川市 田島工業㈱ 永山町7-2-22 0166-48-1235 田島　喜幸

7 北海道 足寄郡 日農機製工㈱ 足寄町郊南1-13 0156-25-2188 安久津　昌義

8 北海道 江別市 江別製粉㈱ 緑町東3-91 011-383-2311 安孫子　建雄

9 北海道 小樽市 ㈱深川硝子工芸 有幌町2番3号 0134-31-3002 出口　新一郎

10 北海道 小樽市 北海バネ㈱ 銭函2-54-8 0134-62-3521  岸　俊之

11 北海道 帯広市 東洋農機㈱ 西22条北1-2-5 0155-37-3191 山田　政功

12 北海道 北見市 野村興産㈱ 留辺蘂町富士見217番地1 0157-45-2911  冨田　實 

13 北海道 釧路市 ㈱昭和冷凍プラント 南浜町8-6 0154-25-1846 若山　敏次

14 北海道 函館市 ㈱函館セコニック 鈴蘭丘町3番地91 0138-32-3434 芹田　寿樹

15 北海道 北斗市 ㈱菅製作所 追分3-2-2 0138-49-8551 菅　育正

1 青森県 青森市 大青工業㈱ 問屋町1-9-30 017-738-2131 服部　國彦

2 青森県 上北郡 東北デバイス㈱ 六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1-82 0175-71-1555 相馬　平和

3 青森県 黒石市 並木精密宝石㈱ 大字下目内沢字小屋敷添5－1 0172-53-0101 並木　章二

4 青森県 弘前市 ブナコ漆器製造㈱ 豊原1-5-4 0172-34-8715 倉田　昌直 

1 岩手県 一関市 ㈱アロン社 東台14-46 0191-23-0331 大屋　澄夫

2 岩手県 一関市 ㈱大武ルート工業 萩荘字金ヶ崎27 0191-24-3144  太田　義武

3 岩手県 一関市 ㈱モディー 字沢297-14 0191-23-4373 村上 竜也

4 岩手県 北上市 パンチ工業㈱ 村崎野21-26-17 0197-68-3087  森久保 有司

5 岩手県 花巻市 竹内真空被膜㈱ 東和町百ノ沢壱区127-1 0198-42-2141 濱田　忠行

1 宮城県 石巻市 ㈱モビーディック 鹿又嘉右衛門345 0225-75-2880 保田　守

2 宮城県 気仙沼市 ㈱髙橋工業 波路上内沼38－4 0226-27-3943 髙橋　和志

3 宮城県 亘理郡 ㈱リード 亘理町逢隈牛袋字舘内144-7 0223-34-4171 鍋谷　忠克

1 秋田県 仙北郡 三共光学工業㈱ 美里町金沢字長岡森8－8 0182-37-2171 萩原　達俊

2 秋田県 能代市 庄内鉄工㈱ 河戸川字上大須賀36-9 0185-52-7175 庄内　豊

3 秋田県 由利本荘市 ㈱三栄機械 川口字家妻146－3 0184-23-1094  細矢　育夫

元気なモノ作り中小企業３００社　２００８年版　選定企業一覧

電話番号市郡名 企業名 住所（市郡に続く部分） 代表者氏名
県別
通し
番号

都道府県名
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（平成２０年６月２０日）

電話番号市郡名 企業名 住所（市郡に続く部分） 代表者氏名
県別
通し
番号

都道府県名

1 山形県 山形市 ㈱髙橋型精 蔵王松ヶ丘1-1-35 023-695-3311 髙橋　光広

2 山形県 尾花沢市 ㈱最上世紀 大字尾花沢1326-1 0237-23-3511  斎藤　明

3 山形県 上山市 ㈱片桐製作所 金谷字鼠谷地1453 023-679-2201 片桐　鉄哉

4 山形県 寒河江市 後藤電子㈱ 柴橋字台下734－1 0237-84-2102   後藤　芳英

5 山形県 寒河江市 佐藤繊維㈱ 元町1-19-1 0237-86-3131 佐藤　正樹 

6 山形県 西村山郡 ㈱アサヒ技研 朝日町大字四ノ沢1152-1 0237-67-2467  柴田　美喜雄

1 福島県 いわき市 東洋システム㈱ 佐糠町東2-6-9 0246-62-7130 庄司　秀樹

2 福島県 いわき市 ㈱ピュアロンジャパン 好間工業団地1－37 0246-36-9835  中島　秀敏

3 福島県 喜多方市 ルーフシステム㈱ 関柴町西勝字西原315 0241-24-5111 渡部　 渉

1 茨城県 古河市 ㈱宮本製作所 水海2393－1 0280-92-8517  宮本　隆

2 茨城県 筑西市 ㈱協立製作所 三郷上原1239 0296-57-6151 高橋　日出男

3 茨城県 つくば市 ㈱生体分子計測研究所 榎戸807－133 029-839-4611  岡田　孝夫

4 茨城県 那珂郡 ㈱アート科学 東海村村松平原3129-40 029-270-5501  佐藤　栄作

5 茨城県 那珂郡 ㈱伊藤鋳造鉄工所 東海村村松3129－43 029-306-0030 伊藤　幸司

1 栃木県 足利市 クックベッセル㈱ 羽刈町576-3 0284-71-0177  湯浅　幸雄

2 栃木県 足利市 浜井産業㈱ 福富新町1480 0284-71-0018  井上　　忠

3 栃木県 那須塩原市 ㈱鈴木製作所 埼玉4-104 0287-63-8311  鈴木  雄慈

1 群馬県 伊勢崎市 ㈱翔栄 田部井町3-2697-1 0270-62-7846 堀川　悟

2 群馬県 桐生市 ㈲スズキワーパー 相生町4-101－3 0277-52-6163  田中　義弘

3 群馬県 桐生市 西工業㈱ 境野町3－2153－1 0277-43-1533 西　貞造

4 群馬県 桐生市 ㈱丸進 菱町4－2160 0277-73-5115  佐久間　茂

5 群馬県 高崎市 ㈱長井精機 上豊岡町561-23 027-343-5881 長井　英隆

1 埼玉県 さいたま市 ㈱ベルニクス 南区根岸5－7－8 048-864-7733 鈴木　正太郎

2 埼玉県 入間郡 ㈲スタックス 三芳町竹間沢東7－1 049-258-2660  目黒　陽造

3 埼玉県 入間市 ㈱テラダイ 狭山ヶ原桜木259-1 04-2934-3641 寺園　智樹

4 埼玉県 春日部市 泉工医科工業㈱ 浜川戸2-10-1 03-3812-3251  青木　眞

5 埼玉県 川口市 コミー㈱ 並木1-5-13 048-250-5311  小宮山　栄

6 埼玉県 川口市 ㈱永瀬留十郎工場 金山町15-9 048-222-2044 永瀬　利男

7 埼玉県 川口市 ㈱都ローラー工業 弥平3－16－27 048-225-1319  町田　憲重

8 埼玉県 児玉郡 ㈱ウラノ 上里町七本木3563番地 0495-33-2511  小林　正伸

9 埼玉県 狭山市 ㈱アダムジャパン 大字下広瀬744番地 042-969-6177 髙平　睦生
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10 埼玉県 狭山市 綜研化学㈱　 広瀬東1-13-1 04-2954-3261  中島　幹

11 埼玉県 狭山市 ㈱チャレンヂ 根岸679-1 04-2900-2111  中村　敬佳

12 埼玉県 秩父郡 ㈱タナカ技研 小鹿野町下小鹿野1658 0494-75-2424  長谷川　大刀夫

13 埼玉県 秩父郡 東洋パーツ㈱ 長瀞町岩田877 0494-66-2121 小菅　哲也

14 埼玉県 羽生市 ㈱田島軽金属 藤井上組字城沼1375 048-563-5221  田島　正明

15 埼玉県 東松山市 ㈱ペッカー精工 新郷88－34 0493-24-2261 小泉　秀樹

16 埼玉県 ふじみ野市 ㈱ＵＣＨＩＤＡ 大井武蔵野1440－2 049-269-5611 内田　敏一 

17 埼玉県 蕨市 ㈱アクロス 錦町2－16－27 048-444-8515 中川　隆夫

1 千葉県 我孫子市 ㈱アビー 並木7－3－9 04-7184-2336 大和田　哲男

2 千葉県 市川市 ㈱河野製作所 曽谷2-11-10 047-372-3281 河野　淳一

3 千葉県 市原市 赤星工業㈱ 八幡海岸通5番地4 0436-41-3366  赤星　健二

4 千葉県 柏市 ㈱シンク・ラボラトリー 高田1201-11 04-7143-6760  重田　龍男

5 千葉県 佐倉市 ケーイーエフ㈱ 六崎1607 043-486-2161 伊与久 義武

6 千葉県 船橋市 第一熱処理工業㈱ 潮見町16-2 047-433-2381  曽根　郁雄

1 東京都 足立区 大峽製鞄㈱ 千住4-2-2 03-3881-1191 大峽　廣男

2 東京都 板橋区 ㈱サイトウ製作所 蓮沼町8－6 03-3966-7606 齋藤　裕

3 東京都 板橋区 ㈱タニタ 前野町1-14-2 03-3968-2111 谷田　千里 

4 東京都 大田区 ㈱オリエンタル工芸社 大森西7-2-5 03-3763-3601  杉本　亨

5 東京都 大田区 合資会社加藤研磨製作所 西糀谷2-7-3 03-3744-5002  加藤　健

6 東京都 大田区 ケーエスエス㈱ 矢口1－22－14 03-3756-3921  太田　晶久

7 東京都 大田区 三力工業㈱ 大森中2-7-6 03-3763-8411 入澤　英明

8 東京都 大田区 ㈱タンケンシールセーコウ 矢口3-14-15 03-3750-2151 渡邊　敏廣

9 東京都 大田区 ㈱奈良機械製作所 城南島2－5－7 03-3790-8011  奈良　自起

10 東京都 大田区 日進精機㈱ 多摩川2-29-21 03-3758-1901  田木　桂三

11 東京都 大田区 林総事㈱ 大森東5-12-14 03-3762-8451  林　源

12 東京都 大田区 ㈱ユタカ製作所 北糀谷一丁目18番17号 03-3741-4131  谷野　利夫  

13 東京都 江東区 ナプソン㈱ 亀戸2-3-6　百瀬ビル 03-3636-0286  結城　忠信

14 東京都 品川区 ㈱田野井製作所 南大井5-26-12 イズミヤビル 03-5471-7555  田野井　義政

15 東京都 品川区 ㈱三ツ矢 西五反田3-8-11 03-3492-7197  草間　誠一郎

16 東京都 品川区 タマチ工業㈱ 南大井4-10-2 03-3762-5591  太田　邦博

17 東京都 杉並区 ㈱ヒューモラボラトリー 西荻北5-19-11 03-3395-5311  神力　洋一
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18 東京都 墨田区 ㈱リョーワ 吾妻橋2－1－8 03-3624-3956 和田　公男 

19 東京都 青梅市 ㈱鬼塚硝子 今井3-6-9 0428-31-4305  鬼塚　好弘

20 東京都 八王子市 ネオアーク㈱ 中野町2062－21 042-627-7671 城　和彦

21 東京都 八王子市 吉野化成㈱ 下恩方町1069－3 042-651-3885  吉野　孝典

22 東京都 羽村市 コスモ精機㈱ 神明台4－5－12 042-554-1453 山川　義男

23 東京都 府中市 ㈱五藤光学研究所 矢崎町4丁目16番地 042-362-5311 五藤　信隆

24 東京都 府中市 三協オイルレス工業㈱ 日新町1-1-5 042-364-1471  中村　孟

25 東京都 三鷹市 武蔵エンジニアリング㈱ 下連雀8-7-4 0422-76-7111  生島　和正

26 東京都 武蔵村山市 ㈱ナガセ 伊奈平3－21－3 042-560-6253  長瀬　透 

27 東京都 武蔵村山市 ニシハラ理工㈱ 伊奈平2-1-1 042-560-4011 西原　敬一

1 神奈川県 横浜市 協和合金㈱ 金沢区鳥浜町17-4 045-772-1331  髙島　眞澄

2 神奈川県 横浜市 ㈱野毛電気工業 金沢区福浦2-10-1 045-701-5810  佐藤　中則

3 神奈川県 横浜市 明立精機㈱
神奈川区新浦島町1-1-25　ﾃｸﾉｳｴｲ
ﾌﾞ100ﾋﾞﾙ16F

045-453-5731 戸原　 素  

4 神奈川県 厚木市 ㈱レヂテックス 上依知1411-2 046-246-1311  菅井　敬

5 神奈川県 小田原市 ㈱西山製作所 成田979 0465-38-2424  西山　利明

6 神奈川県 川崎市 アルファクス㈱ 中原区下新城3-13-13 044-755-6661  石塚　静

7 神奈川県 川崎市 ㈱検査技術研究所 川崎区川中島2－16－18 044-277-0121 岡　賢治

8 神奈川県 川崎市 伸和コントロールズ㈱ 麻生区五カ田2－8－4 044-986-1861  幸島　宏邦 

9 神奈川県 川崎市 日本理化学工業㈱ 高津区久地2-15-10 044-811-4121  大山　隆久

10 神奈川県 相模原市 権田金属工業㈱ 宮下1-1-16 042-700-0220  権田　源太郎

11 神奈川県 相模原市 ㈱デジタルストリーム 上鶴間本町4－50－40 042-747-0900 青栁　哲次

12 神奈川県 相模原市 マイクロテック・ラボラトリー㈱ 上鶴間本町8－1－46 042-746-0123  平　勉

13 神奈川県 平塚市 カトウ工機㈱ 新町2－65 0463-36-1511  加藤　一江

14 神奈川県 大和市 KRDコーポレーション㈱ 中央林間4－5－9田園都市建設ビル5F 046-271-1500  小松　弘英

1 新潟県 柏崎市 ㈱米谷製作所 田塚3-3-90 0257-23-5171  米谷　強 

2 新潟県 三条市 共和工業㈱ 上須頃29-1 0256-34-4441  松井　恒雄

3 新潟県 三条市 シマト工業㈱ 柳川新田978番地 0256-38-7511  斎藤　弘文

4 新潟県 三条市 ㈱マルト長谷川工作所 土場16－1 0256-33-3010  長谷川　直

5 新潟県 上越市 ㈱南雲製作所 三和区野5823-1 025-532-4040  南雲　信介

6 新潟県 燕市 和田ステンレス工業㈱ 吉田下中野1473  0256-92-3160  和田　喜代作

7 新潟県 燕市 吉田金属工業㈱ 吉田下中野1447-3 0256-92-4191 渡辺　英世
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8 新潟県 長岡市 ㈱システムスクエア 新産3－5－2 0258-47-1377  山田　清貴

9 新潟県 見附市 栃尾ニット㈱ 本明町字長坂320 0258-62-5570  稲田　育彦

10 新潟県 南魚沼市 八海クリエイツ㈱ 九日町2845番地 025-777-2410  関　聡彦

1 山梨県 大月市 山陽精工㈱ 猿橋町小沢1435 0554-22-1036  白川　寿一

2 山梨県 南アルプス市 アポロ電子㈱ 下今諏訪610 055-284-4881  岩坂　聡

3 山梨県 富士吉田市 ㈱加藤電器製作所 上吉田6392 0555-22-6161 加藤　正芳

1 長野県 飯田市 夏目光学㈱ 鼎上茶屋3461 0265-22-2435 宮下　忠久

2 長野県 岡谷市 ㈱オサチ 長地小萩2－9－11 0266-28-0866 小松　勝

3 長野県 上伊那郡 大明化学工業㈱ 南箕輪村3685-2 0265-72-4151 宮澤　琢磨

4 長野県 佐久市 樫山工業㈱ 根々井15－10 0267-67-3311  樫山　宏

5 長野県 塩尻市 ㈱マスターマインド 片丘今泉9828-16 0263-53-3700  小沢 千壽夫

6 長野県 須坂市 ㈱ナディック 春木町1030-1 026-246-0307 上野　榮蔵

7 長野県 諏訪市 ㈱共進 中洲4650 0266-52-5030  五味　和人

8 長野県 諏訪市 ㈲高橋製作所 中洲566-6 0266-52-3090  高橋　正司

9 長野県 松本市 ダイナテック㈱ 大字和田5511-5 0263-47-6456  中嶋　裕二 

1 静岡県 浜松市 ㈱アルモニコス 中区板屋町111‐2ｱｸﾄﾀﾜｰ21Ｆ 053-459-1000  秋山　雅弘

2 静岡県 浜松市 ショーダテクトロン㈱ 西区桜台5－1－1 053-414-6111 庄田　匡宏

3 静岡県 浜松市 ㈱動研 湖東町350-1 053-486-4000  安藤　英世

4 静岡県 富士市 マルスン㈱ 今泉花の木657-1 0545-53-3426  鈴木　光一

1 富山県 富山市 ㈱高松メッキ 八尾町保内2－10 076-454-2600  広瀬　敏之

2 富山県 射水市 ㈱エヌエスブレーン 串田1286 0766-53-1210  渋谷　清澄

3 富山県 高岡市 ㈱老子製作所 戸出栄町47－1 0766-63-6333  老子　秀平

4 富山県 高岡市 三芝硝材㈱ 岩坪23－2 0766-24-6811  西　英夫

5 富山県 高岡市 シーケー金属㈱ 守護町2-12-1 0766-21-1448  釣谷　宏行

6 富山県 高岡市 ㈱能作 戸出栄町46－1 0766-63-5080  能作　克治

7 富山県 高岡市 速水発条㈱ 伏木国分2-2-2 0766-44-0550  飯田　和正

8 富山県 高岡市 ㈱ヨネダアドキャスト 長慶寺910 0766-22-8184  米田　隆志

9 富山県 滑川市 藤堂工業㈱ 上島838 076-475-1010  櫻田　喜春

1 石川県 金沢市 ㈱福光屋 石引二丁目8－3 076-223-1161 福光　松太郎

2 石川県 小松市 ㈱小田ゴウセン 木場町カ81 0761-43-2211  小田　外喜夫

3 石川県 能美市 フジタ技研㈱ 粟生町西702番 0761-58-5358 安藤　英治
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4 石川県 羽咋郡 ㈱サン・アロイ 志賀町若葉台26 0767-38-1041  宗行　伸一郎

5 石川県 羽咋市 羽咋丸善㈱ 千代町い80 0767-26-2158 平　昭七

6 石川県 白山市 ㈱木地リード 旭丘3-21 076-275-6656 木地　治三郎 

7 石川県 輪島市 桐本木工所 杉平町成坪32 0768-22-0842 桐本　俊兵衛

1 岐阜県 岐阜市 アピ㈱ 加納桜田町1-1 058-271-3838  野々垣　孝彦

2 岐阜県 安八郡 旭金属工業㈱ 安八町牧4851－4 0584-64-5061  山中　泰宏

3 岐阜県 安八郡 日本リファイン㈱ 輪之内町中郷新田2573－1 0584-69-3155  川瀬　泰人 

4 岐阜県 大垣市 日本耐酸壜工業㈱ 中曽根町610番地 0584-91-6311 堤　俊彦

5 岐阜県 関市 足立工業㈱ 広見113-2 0575-22-0052  足立　榮美

6 岐阜県 関市 長谷川刃物㈱ 肥田瀬3664－2 0575-22-1511  長谷川　勝彦

7 岐阜県 高山市 ㈱打江精機 匠ケ丘町239 0577-32-0035  打江　信夫

8 岐阜県 多治見市 エ－ティ－技研㈱ 大原町2－38 0572-29-5560  榊原　聖

9 岐阜県 本巣市 森松工業㈱ 見延1430-8 058-323-0333  松久　信夫

1 愛知県 名古屋市 川上産業㈱ 中村区千成通2-50 052-483-1031  川上　肇

2 愛知県 名古屋市 玉野化成㈱ 南区元塩町4-6 052-619-0080 玉野　直樹

3 愛知県 名古屋市 名古屋メッキ工業㈱ 熱田区花表町16番11号 052-882-5541  菅沼　延之

4 愛知県 名古屋市 無限電光㈱ 天白区池場一丁目1012 052-807-7750  竹内　健詞

5 愛知県 一宮市 中外国島㈱ 大和町馬引字焼野48番地 0586-45-0181  伊藤　正樹

6 愛知県 稲沢市 イイダ産業㈱ 北麻績町沼1－5 0587-36-5781  飯田　耕介

7 愛知県 大府市 ㈱浅井歯科技研 横根町新江15番地17 0562-48-0731  三品　富康

8 愛知県 春日井市 伊原電子工業㈱ 上田楽町2077番地 0568-81-6824  伊藤　正之

9 愛知県 蒲郡市 伊藤光学工業㈱ 宮成町3-19 0533-69-3311  伊藤　寛

10 愛知県 瀬戸市 富士特殊紙業㈱ 暁町3－143 0561-86-8511  杉山　仁朗

11 愛知県 豊橋市 大羽精研㈱ 寺沢町字深沢170 0532-21-3121 大羽　良晴

12 愛知県 豊橋市 昭和医科工業㈱ 羽根井西町8番地7 0532-32-1543  織部　一弥

13 愛知県 豊橋市 ㈱ナツメ 大村町字橋元48番地 0532-56-2230  夏目　雅康

14 愛知県 豊橋市 宮川工機㈱ 花田町字中ノ坪53番地 0532-31-1251  宮川　嘉朗

15 愛知県 丹羽郡 タイム技研㈱ 大口町外坪5-98 0587-95-6661  丹羽　公男

16 愛知県 碧南市 クロタ精工㈱ 汐田町1－26 0566-41-3420  鈴木　輝彦

17 愛知県 碧南市 クロダイト工業㈱ 羽根町4丁目58番地 0566-41-2151  黒田　昌司

1 三重県 伊賀市 長谷製陶㈱ 丸柱569 0595-44-1511  長谷　康弘
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2 三重県 鈴鹿市 三重樹脂㈱ 安塚町1516 059-383-5028  打田　昌昭

3 三重県 四日市市 ㈱伊藤製作所 広永町101番地 059-364-7111  伊藤　澄夫

4 三重県 四日市市 ㈱ミヤオカンパニーリミテド 羽津中3-2-5 059-331-9111  宮嶋　邦彦

1 福井県 福井市 ㈱大阪合金工業所 白方町45-5-9 0776-85-1811  水田　泰成

2 福井県 あわら市 新道繊維工業㈱ 伊井11－1－1 0776-73-3111 新道　忠志 

3 福井県 坂井市 ㈱コバード 春江町藤鷲塚36 0776-51-5100  小林　将男

4 福井県 鯖江市 福井めがね工業㈱ 北野町2丁目2-11 0778-52-3471  野路　洋美

1 滋賀県 大津市 ㈱ディジ・テック 大萱7-3-35 077-545-3939 阪口　明

2 滋賀県 米原市 近江化学工業㈱ 長沢1466－5 0749-52-2068  竹下　敏隆

1 京都府 京都市 ㈱キョークロ 山科区東野舞台町5-5 075-592-5888  寺田　　理

2 京都府 京都市 ㈱最上インクス 右京区西院西寿町5番地 075-312-8775  鈴木　三朗

3 京都府 京都市 ㈱さんけい　 右京区西京極堤下町35 075-312-9889  勝見　文子

4 京都府 京都市 スキューズ㈱ 中京区西ノ京職司町67-21 075-812-0101  清水　三希夫

5 京都府 京都市 ㈱パールトーン 右京区西院西中水町22 075-312-1121 國松　照朗

6 京都府 京都市 ㈱ファーマフーズ 西京区御陵大原1-49 075-394-8600 金　武祚

7 京都府 京都市 メテック北村㈱ 南区上鳥羽藁田町一番地 075-661-4900  北村　隆幸

8 京都府 京都市 山中産業㈱ 右京区花園扇野町17番地 075-841-4682  鈴木　基伸　

9 京都府 京都市 ㈱洛北義肢 北区大北山原谷乾町22-16 075-462-0195  坂本　勉　

10 京都府 京都市 リヒト精光㈱ 南区上鳥羽石橋町19-1 075-692-1122  竹居　正実

11 京都府 宇治市 エーシック㈱ 広野町西裏37-1 0774-44-6544 神野　勝

12 京都府 与謝郡 ㈱ワタマサ 与謝野町字岩屋961-3 0772-43-0032 渡邉　正義

1 大阪府 大阪市 エヌケイシー㈱ 西区新町1-6-22 06-6537-5357  喜多　敏明

2 大阪府 大阪市 ㈱クヌギザ 生野区巽南5-2-41 06-6791-7877  椚座　寛之

3 大阪府 大阪市 クリロン化成㈱ 東淀川区南江口1-3-20 06-6328-6986  栗原　清一

4 大阪府 大阪市 サラヤ㈱ 東住吉区湯里2-2-8 06-6797-3111  更家　悠介

5 大阪府 大阪市 ㈱三共合金鋳造所 西淀川区佃5丁目10-7 06-6472-3571 奥谷　加壽子

6 大阪府 大阪市 ㈱シード 都島区内代町3丁目5番25号 06-6951-5436  西岡　靖博

7 大阪府 大阪市 ㈱シェリフ 浪速区恵美須西2丁目14番1号 06-6641-6816  大西　正道

8 大阪府 大阪市 鷹羽産業㈱ 住吉区山之内3丁目8－11 06-6693-2703  阪本　行

9 大阪府 大阪市 ㈱マトリックス 北区西天満3-13-20　 ASビル6F 06-6363-5901  辻　義光

10 大阪府 大阪市 ヤマトミシン製造㈱ 北区西天満4-4-12 06-6364-1321　  近藤　章吾
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11 大阪府 貝塚市 ㈱三和製作所 半田377 072-426-0564 千地　克典 

12 大阪府 河内長野市 井上スダレ㈱ 天野町1014-1 0721-53-2581 井上　智史

13 大阪府 吹田市 ニューメディカ・テック㈱ 広芝町12-25　クオレビル1Ｆ 06-6380-6771 前田　芳聰

14 大阪府 豊中市 芙陽工業㈱ 日出町2-1-10 06-6334-6641  田中　義治

15 大阪府 寝屋川市 朝日熱処理工業㈱ 葛原2-9-1 072-827-1139  村田　茂

16 大阪府 寝屋川市 太盛工業㈱ 池田北町26-1 072-830-2588  田中　茂雄

17 大阪府 寝屋川市 ㈱彫刻プラスト 葛原　2-1-3 072-838-4487  高橋　　盛

18 大阪府 阪南市 森田アルミ工業㈱ 尾崎町530-1 072-480-1400  森田　和信

19 大阪府 東大阪市 伊藤工機㈱ 箱殿町10－4 072-981-3781  内海　二郎

20 大阪府 東大阪市 ㈱大阪工作所 中野224－14 072-962-1515 高田　克己 

21 大阪府 東大阪市 川端ネジ製作所 衣摺4-9-11 06-6728-7570  川端　謙二

22 大阪府 東大阪市 ㈱ケンテック 加納5-1-8 072-814-8000  川端　健一

23 大阪府 東大阪市 ㈱下西製作所 若江東町6－8－26 06-6724-9501 下西　巌

24 大阪府 東大阪市 滝沢歯車㈱ 菱江292番地 072-961-2057  滝沢　清志

25 大阪府 東大阪市 日本遠隔制御㈱ 永和2－2－12 06-6732-0200  久山　昇二

26 大阪府 東大阪市 東田機工㈱ 高井田本通2－3－3 06-6783-3001 東田　勇人

27 大阪府 東大阪市 ㈱二上鉄工所 吉田本町3－5－28 072-963-6000 二上　純一

28 大阪府 東大阪市 レッキス工業㈱ 菱屋東1-9-3 072-961-9870 宮川　恭一

29 大阪府 東大阪市 ㈱ロブテックス 四条町12-8 072-980-1110  木村　士郎

1 兵庫県 神戸市 カルモ鋳工㈱ 西区高塚台3－1－45 078-991-1414  高橋　直哉

2 兵庫県 神戸市 旭光電機㈱ 中央区元町通5－7－20 078-341-1837  畠田　忠彦

3 兵庫県 神戸市 ㈱福原精機製作所 東灘区本庄町1－1－5 078-451-4451  田中　栄雄

4 兵庫県 朝来市 冨士発條㈱ 和田町筒江165-51 079-674-1600  藤井　啓

5 兵庫県 尼崎市 ㈱尼﨑工作所 金楽寺町1－6－15 06-6482-1881  山村　俊郎

6 兵庫県 尼崎市 大東精機㈱ 東初島町2-26 06-6489-1201  杉本　忠博

7 兵庫県 尼崎市 ㈱サンテック 猪名寺2-8-30 06-6494-3260  松元 満夫

8 兵庫県 尼崎市 東伸工業㈱ 南武庫之荘9－11－36 06-6438-0901  一ノ瀬　四郎

9 兵庫県 加古郡 兵神機械工業㈱ 播磨町古田1－5－30 079-436-3001  友藤　公雄

10 兵庫県 姫路市 旭陽化学工業㈱ 網干区福井45 079-274-0111 田寺　康啓

11 兵庫県 三木市 近畿工業㈱ 別所町巴20番地 0794-82-0100  和田　直哉

1 奈良県 奈良市 ㈱呉竹 南京終町7－576 0742-50-2050  綿谷　基
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2 奈良県 奈良市 テクノス㈱ 法蓮町197-1 0742-36-3051  八重津　真彬

3 奈良県 橿原市 三和澱粉工業㈱ 雲梯町594 0744-22-5531  森本　俊一

4 奈良県 橿原市 東洋精密工業㈱ 新堂町376－1 0744-23-9160 石井  昌

5 奈良県 大和高田市 水野ストレーナー工業㈱ 材木町5番41号 0745-52-0581  水野　芳子

1 和歌山県 和歌山市 太洋工業㈱ 有本661 073-431-6311  細江　美則

2 和歌山県 海南市 ㈱タカショー 南赤坂20-1 073-482-4128  高岡　伸夫

3 和歌山県 紀の川市 永山電子工業㈱ 南志野450－1 0736-73-3191  永山　豊

4 和歌山県 御坊市 ヨシダエルシス㈱ 藤田町吉田155 0738-22-2111  吉田　擴

1 鳥取県 鳥取市 グッドヒル㈱ 吉成2-14-21 0857-21-5000  吉岡　秀樹

1 島根県 簸川郡 清和鉄工㈱ 斐川町上直江2139-5 0853-72-0306  達　俊彦

1 岡山県 岡山市 ㈱林原 下石井1-2-3 086-224-4311  林原　健

2 岡山県 井原市 ㈱化繊ノズル製作所 東江原町838 0866-63-0511  戸川　忠雄

3 岡山県 笠岡市 ヒルタ工業㈱ 茂平1410 0865-66-3700  晝田　眞三

4 岡山県 倉敷市 倉敷ボーリング機工㈱ 松江2-4-20 086-456-3877  田尻　登志朗

5 岡山県 倉敷市 豊和㈱ 児島田の口4-4-18 086-477-6060  田代　豊雄

1 広島県 広島市 ㈱今西製作所 東区矢賀新町5-7-17 082-286-0661  今西　寛文

2 広島県 広島市 ㈱ヒロテック 佐伯区石内南5-2-1 082-941-7800  鵜野　政人

3 広島県 広島市 ㈱三宅 佐伯区石内上1－16－1 082-941-5511  三宅　正光

4 広島県 安芸郡 ㈱キーレックス 海田町南明神町2-51 082-822-2141  瀬濤　康寛

1 山口県 下松市 ㈱山下工業所 東海岸通り1-27 0833-41-3333  山下　清登

2 山口県 下関市 ㈱日本無線電機サービス社 東大和町1-2-14 083-261-0200  近藤　高一郎

3 山口県 下関市 ㈱開工業所 長府港町7－15 083-245-1144  開　憲二 

4 山口県 周南市 太華工業㈱ 弥生町2-18 0834-32-5581  中川　宣夫

5 山口県 防府市 ㈱サンポリ 新築地町6-1 0835-23-6020  鹿嶋　英一郎

1 徳島県 板野郡 ㈱アスカ 上板町上六条字南開410-5 088-637-6511  田中　裕之

1 香川県 高松市 増田化学工業㈱ 朝日町4-12-52 087-851-3107  増田　隆文

2 香川県 綾歌郡 勇心酒造㈱ 綾川町小野2088-1 087-876-4111  徳山　孝

3 香川県 仲多度郡 ㈱長峰製作所 まんのう町岸上1725-26 0877-75-0007  長峰　勝

4 香川県 東かがわ市 日生化学㈱ 馬篠1番地 0879-25-2391  田中　良治 

1 愛媛県 松山市 ㈱山本製作所 小栗3-7-19 089-931-2251  山本　功　

2 愛媛県 松山市 ㈱ユタカ 西垣生町822-2 089-971-5501 二神　久光 
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3 愛媛県 東温市 ㈱横崎製作所 牛渕199-57 089-955-0711 横崎　安弘

1 高知県 高知市 ㈱技研製作所 布師田3948番地1 088-846-2933 北村   精男 

2 高知県 土佐市 廣瀬製紙㈱ 高岡町丙529番地イ 088-852-2161  小松　茂彦

1 福岡県 粕屋郡 ㈱ピーエムティー 須恵町大字佐谷1705－1 092-933-3110  京谷　忠幸

2 福岡県 北九州市 松本工業㈱ 小倉北区三萩野1－2－5 093-923-0388  松本　茂樹

3 福岡県 鞍手郡 ㈱門倉剪断工業 鞍手町大字木月2037-4 0949-42-1471  門倉　治

4 福岡県 久留米市 ㈱森鐵工所 大石町18 0942-35-1266  森　春樹

5 福岡県 太宰府市 東洋ステンレス研磨工業㈱ 水城6丁目31番1号 092-928-3733  門谷　誠

1 佐賀県 武雄市 ㈱中山鉄工所 朝日町大字甘久2246－1 0954-22-4171  中山　弘志

2 佐賀県 西松浦郡 共立エレックス㈱ 有田町立部甲170番地1 0955-46-2821  西山　泰雄

1 長崎県 諫早市 ミカローム工業㈱ 津久葉町5－47 0957-26-6001  芳賀　和生

2 長崎県 大村市 ㈱ツジデン 雄ヶ原1313－168 0957-54-7718 大西　威德

3 長崎県 大村市 ㈱ミタカ電機 松並1-941-1 0957-53-3440  吉本　登　

4 長崎県 松浦市 中興化成工業㈱ 調川町平尾免字潮入200 0956-73-0411  庄野　直之

1 熊本県 熊本市 ＧＴ・スパイラル㈲ 本山1丁目6番3号 096-211-1517 後藤　常郎

2 熊本県 熊本市 ㈱パワーバンクシステム 御幸笛田5丁目1－15 096-334-6311 木下　雅章

1 大分県 大分市 ㈱藤島 大字曲782 097-569-3145  藤島　康司

1 宮崎県 延岡市 ミツワハガネ㈱ 大武町5321－2 0982-33-3239  甲斐　千尋

1 鹿児島県 薩摩川内市 丸武産業㈱ 御陵下町26－34 0996-23-4618  田ノ上　賢一

2 鹿児島県 日置市 文明農機㈱ 伊集院町麦生田681－8 099-245-8787  板倉　文明

1 沖縄県 うるま市 ㈱ぬちまーす 与那城字宮城2768 098-983-1111  高安　正勝

2 沖縄県 中頭郡 ㈱日進 西原町字小那覇1353-1 098-946-7685  津嘉山　貞雄

敬称略
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