
・参加申込については、現在求めている外注品目等の情報を十分考慮の上、ご検討くださいますようお願いいたします。
・本資料をもとに発注企業に連絡・訪問するなど、商談会の流れ以外で商談を行おうとすることはお止め下さい。
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No 対面式 ｵﾝﾗｲﾝ 企業名 所在地 資本金 従業員 生産品目・取扱商品 現在求めている外注品目・外注内容

1 ○ ㈱ISSリアライズ　栃木営業所 栃木県 1億5,000万円 303名
特殊鋼及び各種加工製品の販売、鍛造加
工、機械加工

機械加工+溶接、機械加工品、長尺シャフト

2 ○ ㈱アイオー精密　標準品事業部 岩手県 1億7,534万円 535名 FA用ﾒｶﾆｶﾙﾊﾟｰﾂ、金型用ﾊﾟｰﾂ、伝動部品 金属ローラー、金属ワッシャー、カラー

3 ○ ㈱アイ電子工業 栃木県 1億円 107名
産業機器、医療機器、制御盤等EMS（受
託）製造、検査、販売

アルミ押出材の加工
丸物化工

4 ○ 青森宝栄工業㈱ 青森県 2,000万円 83名
家庭用オイルタンク、自動車用火の粉防
止装置「スパレスター」の製造等

5 ○ 秋田精工㈱ 秋田県 6,000万円 220名
自動化、省力化装置、及び装置用部品の
設計、組立、製造。航空機部品製造

大型旋盤加工、ワイヤー含むマシニング加工、超
硬+SUS、ロウ付け加工含む精密加工

6 ○ ○ 旭エンジニアリング㈱ 岩手県 2,500万円 75名
FA関連の自動化、省人化システムの設計
から現地設置調整

設計、加工、配線、組立

7 ○ ㈱旭商工社　東北営業所 秋田県 4億8,500万円 230名
工作機械、切削工具、測定工具、測定装
置、軸受、ロボット、ロボットシステム、専
用機、研磨材、工業炉、洗浄機　等

電子半導体部品向け洗浄装置の設計製作
電子半導体向け部品加工
自動車部品向けの加工部品で単品試作物

8 ○ ○ ㈱朝日ラバー 福島県 5億1,687万円 306名
工業用ゴム製品の製造・販売、一般工業
品、車載、電子/電気部品、メディカル、情
報通信　等

ゴム成形、ゴム加工、金型

9 ○ アポロ㈱ 東京都 1億円 6名
株式会社アドバネクスの唯一の正規独占
販売店として同社が作る「タングレス・イ
ンサート」を安定供給しています。

φ5～10㎜、長さ4.5～12㎜の外ねじ、内ねじ加工
の製品

10 ○ ㈱アルバック 調達センター 加工部 東北工場 青森県 208億7,304万円 1,294名 真空装置全般
□1.2m程度のSUS304の板材加工
長さ4.5m巾3m高さ0.3mの焼付塗装

11 ○ ㈱飯塚製作所 酒田市 1,000万円 31名
各種業界向け部品製作、一般切削加工、
精密切削加工、微細切削加工など

機械加工全般
ロット　1個～100個程度

12 ○ ○ ㈱石金精機 富山県 3,000万円 90名
一般機械金属部品（工作機械・軸受・半導
体・自動車・航空機・産業機械　等

熱処理の入る精度品の全加工

13 ○ 磯上歯車工業㈱ 福島県 3,500万円 62名 ｷﾞﾔ、ｼｬﾌﾄ及びそれに伴う発注品 ｷﾞﾔの下加工、それ伴うﾏｼﾆﾝｸﾞ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

14 ○ ㈱伊藤製作所 山形市 5,000万円 55名
・半導体製造装置用部品・空圧式ﾄﾙｸｱｸﾁｭ
ｴｰﾀ・自動車用機能部品等

φ2 ～ φ200

15 ○ ㈱井上精工 米沢市 5,000万円 81名
各種産業用機械の外装ｶﾊﾞｰ部品及び制
御盤等の溶接組立から塗装・ASSYまで

製缶・鈑金加工、塗装

16 ○ 岩手製鉄㈱ 岩手県 8,000万円 70名
各種鋳物（FC,FCD,SCS,SC,AC）
機械加工、装置設計、製作

各種鋳物（1kg～200kg前後）、機械加工、装置
設計

17 ○ ○ ㈱牛久製作所 茨城県 2,800万円 49名
・精密機械部品加工製品
・組立製品
　工作機械、射出成形機向け部品

工作機械メーカーの部品加工、工作機械の部品
加工、ライナー平面研磨

18 ○ HMTシステムエンジニアリング㈱ 高畠町 1,000万円 47名
省力機械、自動機械、その他、一般産業
機械、治工具

19 ○ ○ NOK㈱ 東京都 233億3,500万円 3,489名
ｵｲﾙｼｰﾙ、Oﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ、防振ｺﾞﾑ製品、ｶﾞ
ｽｹｯﾄ、電子機器部品

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙおよびﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ製の台座、樹脂製ﾄﾚｰ
（200角程度）、紙管（φ100×1,000程度）

20 ○ ㈱エヌテック　関東営業所 神奈川県 1,000万円 35名
精密機械加工部品、製缶機械加工部品、
食品関連加工部品

削り出し機械部品、一部製缶機械部品、鋳物機械
部品

21 ○ エムテックスマツムラ㈱ 天童市 4億4,965万円 340名 半導体製造装置、半導体モールド金型 大物加工品、設備組立、切削加工、鈑金加工全般

22 ○ ㈱遠藤製作所 山形市 7,000万円 69名
ﾘﾆｱｶﾞｲﾄﾞ/ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ摺動部品加工、ｲﾝｸ
ｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰﾍｯﾄﾞ部品加工等

精密加工部品

23 ○ オオイテクニカ㈱ 福島県 1,000万円 50名
精密ﾌﾟﾚｽ金型の設計・製作、ﾌﾟﾚｽ量産加
工、金型を使用した試作加工等

切削、旋盤加工
金型などのプレート加工

24 ○ ㈱大江車体特装 山形市 1,000万円 12名
特殊車両・霊柩車・災害支援車・はたらく
クルマ全般

スチール製コンテナ（軽トラック積載用・左右後方
扉開閉タイプ）年間5～10台

25 ○ ㈱大原鉄工所 新潟県 4,500万円 170名
ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ機器、ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電設備、ｹﾞﾚ
ﾝﾃﾞ整備用雪上車、多目的装軌車等

特殊車両部品
プラント製缶品

26 ○ 大森機械工業㈱ 埼玉県 2億3,800万円 600名 包装機械及び包装関連機器の製造販売
長物軸、カラー等、ローラー（長物）
熔接フライス物

27 ○ ＯＫＩシンフォテック㈱ 福島県 5,000万円 350名
①各種フレーム/ラック②情報・通信機筐
体③カスタム電源

切削部品加工、表面処理、板金・製缶

28 ○ 尾﨏精機㈱ 高畠町 1,000万円 36名 自動製本機械製造
部品加工、丸部品、板金加工によるｶﾊﾞｰやﾌﾞﾗｹｯﾄ
加工、溶接構造のﾌﾞﾗｹｯﾄ加工

29 ○ オリエント工機㈱ 兵庫県 8,000万円 198名 タイヤ生産設備、同ユニット タイヤ設備ユニット、同部品

30 ○ カナヤママシナリー㈱ 富山県 2,000万円 120名
産業用機械装置部品、電子部品検査、各
種治具、装置設計、組立、福祉用具、新製
品開発、OEM生産

31 ○ ㈱株本 宮城県 1,000万円 25名 半導体関連、医療機器、光学機器 金属加工全般

32 ○ ㈱北村製作所 宮城県 5,000万円 110名
CNC内面研削盤、高周波スピンドルユ
ニット、小型精密CNC旋盤等

精密鈑金製作、製缶製作、旋盤、円筒研磨、フライ
ス加工製作品

33 ○ ㈱協和工業 秋田県 2,500万円 85名
医療機器、情報関連機器、産業装置の板
金部品及び筐体

板金加工
機械加工

34 ○ ○ グローテック㈱ 宮城県 1,000万円 49名
・自動化/省人化を目的としたシステム・
装置の企画・設計・製作・修理・点検・販売
・制御盤製作　・加工品製作　等

機械設計、電気設計、制御設計、一般機械加工、
板金・製函加工、組立・配管・機体配線・制御盤製
作・メカ調整・デバック

35 ○ ㈱ケイエスエス 兵庫県 8,000万円 237名
自動機･専用機の設計・製作・据付、ﾕﾆｯﾄ
製品・治具の組立加工等

ハーネス加工、板金プレス、旋盤精密加工品

36 ○ ○ 京浜パネル工業㈱　山形工場 村山市 5,500万円 100名
電子、通信、医療機器、半導体検査装置、
環境、印刷機器等の機構部品

板金部品、カバー（外装）類、溶接構造部品等
焼付塗装

37 ○ ㈱小冨士製作所 岩手県 1,200万円 100名
電子機器及び通信機器の板金加工並び
に塗装、各種機器組立、配線ﾊｰﾈｽ加工。

小物板金類～筐体製作等
ハーネス加工

38 ○ ㈱佐文工業所 新潟県 3,620万円 230名
・工作機械部品、自動車関連部品、電機部
品、医療機器 その他

精密部品、

39 ○ ㈱三協製作所 長井市 1億円 145名
アルミニウム冷間鍛造品
（自動車部品・二輪車部品ほか）

切削加工、工作機械部品

40 ○ 三正工業㈱ 東京都 3,000万円 110名
油圧機器･空気圧機器･真空圧機器等をﾒ
ｲﾝに、流体制御機器の製造販売

NC自動盤加工、研削加工、鋳物成形品

41 ○ JUKI産機テクノロジー㈱ 秋田県 3億円 577名 表面実装装置（チップマウンタ）
機械加工全般、溶接＆機械加工、1製品の試作部
材手配対応

42 ○ JUKI産機テクノロジー㈱　大仙工場 秋田県 3億円 577名（※本社含む）
表面実装装置(チップマウンタ)、表面実
装装置周辺機器

43 ○ ○ ㈱十字電子 米沢市 7,350万円 111名
光学機器部品、医療機器部品、
産業用機器部品、カスタム電源部品

板金加工、基板ASSY

44 ○ シントク㈱八ヶ岳工場 長野県 1,500万円 70名
・大物溶接製缶～焼鈍･ｼｮｯﾄ(自社で行
う)～大物門型ＭＣ加工
・大物ﾌﾚｰﾑを利用した装置の組立

①小物～中物の溶接製缶～MC加工加工部品
②大物の溶接製缶～大型門型MC加工部品
③小物～中物の丸物部品の汎用･NC旋盤加工

45 ○ スターライト工業㈱ 滋賀県 10億6,400万円 560名 樹脂機械加工品・精密射出成形品
小物精密射出成形品、竪型精密射出成形品、フッ
素樹脂機械加工品

46 ○ スチールプランテック㈱ 神奈川県 19億9,500万円 330名
製鉄機械、非鉄金属製造機械、ｺｰｸｽ製造
機械及びこれらに関連する設備の設計、
製造、据付、販売並びに ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。

製鉄機械、非鉄金属製造機械及びその部品

47 ○ ㈱太陽機械製作所 寒河江市 6,900万円 146名
ビジネスフォーム印刷機、シールラベル印
刷機、フレキソ印刷機

長尺シャフト加工
ロール外周面及び軸部の最終研磨仕上げ加工

48 ○ 田辺工業㈱埼玉技術センター 埼玉県 8億8,500万円 780名
搬送系装置、医薬系装置、自動車系装置
液晶系装置、などの設計製作施工

部品機械加工、精密板金・溶接

49 ○ ㈱チノー　山形事業所 天童市 42億9,200万円 689名 センサ機器、各計測機器 板金、溶接、めっき

50 ○ ㈱長栄精密 山形市 4,800万円 89名
産業用印刷機用部品、工作機械用部品、
建設機械用部品

Φ10～Φ200ｼｬﾌﾄ形状（長さ600以内）
ｷﾞｱ、ﾌﾗﾝｼﾞ形状の旋盤加工、ﾌﾗｲｽ、ｴﾝﾄﾞﾐﾙ、ﾄﾞﾘﾙ、
ﾀｯﾌﾟ、ﾘｰﾏ加工、□150角物（ﾊﾞｲｽ加工物）

51 ○ ㈱ツガワ 花巻工場 岩手県 3,500万円 549名
情報処理機器/開発設計・金型・ﾌﾟﾚｽ・板
金・ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ機器/塗装・組立等

医療系装置用筐体及びカバー
半導体装置用大型筐体（部品）

52 ○ デュプロ精工㈱ 和歌山県 3,200万円 207名 事務用省力化機器
機械加工、プレス、板金加工、塗装、めっき、ゴム、
プラスチック成形

53 ○ ㈱デンソーFA山形 天童市 3億5,000万円 330名 ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの各種自動化生産設備、他
機械設計、電気設計、一品物加工品の短納期対
応、休日・夜間の稼働

54 ○ 東京発條㈱宮城工場 宮城県 5,400万円 188名
通信関連、金融端末の金属部品加工とそ
の組立(プレス、板金、組立)

・試作（板金）:1個～数十個
・量産(板金、ﾌﾟﾚｽ＋板金)：100～1000個

55 ○ 東北電機鉄工㈱ 酒田市 2億円 160名
ｸﾚｰﾝ、ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝﾍﾞﾔ、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ、ｽｸﾘｭｰｺﾝ
ﾍﾞﾔ等各種輸送装置等

製缶加工、機械加工、現地機器設置

56 ○ 東和工業㈱ 宮城県 1,000万円 50名
ハイテク産業・生産設備などのパーツ・ユ
ニットの機械加工

丸物　角物　tig溶接

57 ○ ㈱トーカイ 天童市 5,000万円 80名
光学機器全般の製造販売、光学機器・産
業機器・医療機器・計測機器等々

光学系のアッシー部品取り扱いメーカー

58 ○ ㈱トプコン 東京都 167億600万円 5,428名 測量機、医療機器

59 ○ ㈱トプコン山形 山形市 3億7,100万円 350名
眼科用医療機器、眼鏡店用検査機器、測
量機器等の光学系精密機器の製造

今回は組立限定、特に光学組立

60 ○ トラステックアース㈱ 岩手県 1,000万円 52名 通信機器、理化学機器　他 SECC　t1.0×900×2,000　パネル

61 ○ ○ 内外テック㈱仙台営業所 宮城県 10億9,014万円 157名
空気圧機器、同応用機器類、工作機械、
電気機器、電子機器等

組立

2023山形県取引商談会　参加発注企業・案件一覧 

　※発注企業（オンライン）は現在も募集中です

対面式 85社（オンラインとの重複参加含む）
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62 ○ ㈱ナガシマ製作所　東北花泉工場 岩手県 2,000万円 25名
券売機・券売機部品・医療機器部品・半導
体製造装置部品・通信機器部品等

筐体製品対応、内部部品、鍍金・塗装

63 ○ ニットー精器産業㈱ 愛知県 2,000万円 50名
精密治工具 e.t.c.　（シャフト、プレート、
コレット）

シャフト、プレート、コレット　e.t.c.

64 ○ ㈱日ピス岩手 岩手県 4億9,000万円 695名 ピストンリング
研磨加工（丸）、鋳物（丸）、備ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ／加工、溶
接等

65 ○ 日本軽金属㈱ 東京都 390億8,465万円 1,973名 アルミ素材・加工品
1,000枚/月
1,300×1,800×t1.6～2.0

66 ○ 日本工営㈱ 福島県 75億1,700万円 2,663名

1．発変電所向け制御盤
２．発変電所向け油タンク
３．変電所向け変圧器関連機器・部品

1．制御盤の板金、塗装、組立配線、電子・電気部
品、２．タンク製缶、塗装（下地処理含む）、３．樹脂
部品（鳥避け）

67 ○ 日本ジー・ティー㈱山形工場 白鷹町 3,500万円 106名
ｻｰﾓｽﾀｯﾄの製造及び販売、その他金属ﾌﾟﾚ
ｽ、電気機械器具の製造販売等

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形、切削加工、ﾌｫｰﾐﾝｸﾞ加工

68 ○ ネクサスプレシジョン㈱ 熊本県 1,785万円 150名
自動車生産設備部品、金型部品
半導体設備部品

半導体設備部品、自動車設備部品、金型部品

69 ○ ㈱ハッピージャパン 山形市 7,300万円 286名
・ミシン・工業用刺繍機・FA装置・半導体
関連装置等の設計・製造・販売・修理

小径丸物加工（500個以下）
鋳物加工（角物）

70 ○ ㈱ピカコーポレイション 滋賀県 9,500万円 267名 アルミニウム合金製品、ペット共生製品
鉄加工部品、樹脂成形品、ステンレス・アルミ加工
部品

71 ○ 富士電機エフテック㈱ 埼玉県 9,500万円 200名 専用機設計製作
FA設備の設計製作
部品加工・多品種少量

72 ○ 富士電子㈱ 山形市 1億円 120名
設備設計･製作、電子機器組立、ﾌﾟﾘﾝﾄ基
板実装、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ組立作業

金属加工、板金加工、樹脂加工

73 ○ 富士・フォイトハイドロ㈱ 神奈川県 10億円 150名
水力タービン、水力発電機の設計製作に
関わる一切の業務

左記「取扱商品」の部品で溶接＋機械加工
サイズ：Φ200～2,000、H200～2,000

74 ○ 双葉電気㈱ 福島県 4,000万円 80名 電源関係の設計～製造～販売
SMT実装～はんだDIP、基板ｻｲｽﾞはMｻｲｽﾞ
(250×330)。数機種Ｌｻｲｽﾞ(510×460)。

75 ○ 牧野フライス精機㈱ 神奈川県 1億円 140名 工具研削盤製造 部品加工 　少量多品種

76 ○ ミクロン精密㈱ 山形市 6億5,137万円 246名
心なし研削盤（ｾﾝﾀﾚｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ）及び内面
研削盤（ｲﾝﾀｰﾅﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ）と周辺装置

架台、ブラケット等・単品、小物装置部品・単品、機
械カバー

77 ○ ㈱ミズホ 京都府 4,500万円 274名 精密研削砥石の製造販売
砥石ﾍﾞｰｽ（ｻｲｽﾞΦ300～500　厚み10㎜）

ｸｲﾙ、砥石ﾍﾞｰｽ（ｻｲｽﾞΦ10～50）

78 ○ ㈱ミタカ精機 埼玉県 1,000万円 15名
精密機械部品、各種産業機械装置製造製
造

各種機械加工品
板金、製缶加工

79 ○ 水戸工業㈱秋田分室 秋田県 4,800万円 451名
金属加工部品、樹脂加工部品、製缶部
品、半導体設備用品や航空機用治具等

特急品の修正対応＋加工対応、アルミ溶接、製
缶・機械加工

80 ○ ㈱MINEZAWA　宮城営業所 宮城県 8,000万円 217名 機械工具･配管資材･ﾏﾃﾊﾝ機器等販売
製缶品製作、省力化機器設計・製作、工場用空調
機器、照明機器等の施工、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

81 ○ 武蔵野精機㈱ 福島県 5,000万円 115名
精密石定盤、特殊石製品、精密加工部品
ＯＡ、光学、半導体、医療、各機器部品等

φ1～30　試作・量産加工、φ35～100　試作・量産加

工、φ350以上

82 ○ ㈱森井製作所　秋田工場 秋田県 4,000万円 200名（ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体）

輸送機用アクスル部品、産業用エンジン
部品、ミッション関連、外装関係、産業用
ポンプ部品、トラック用シャーシ部品　等

機械加工全般

83 ○ 山形イハラ㈱ 東根市 1億5,000万円 135名
ステンレス製継手・バルブ
クリーンルーム内溶接品

ステンレス製継手、ステンレス製バルブ、BODY
クリーンルーム内溶接

84 ○ ユニット㈱ 埼玉県 1億円 280名 安全標識、安全用品 鉄物の加工、ビニール加工、シール印刷

85 ○ ㈱ワイ・デー・ケー　東北工場 岩手県 1億円 535名
半導体製造装置、FPD製造装置、産業用
設備の設計開発、製造、修理等

ハーネスＡＳＳＹ、板金加工、切削加工

No 対面式 ｵﾝﾗｲﾝ 企業名 所在地 資本金 従業員 生産品目・取扱商品 現在求めている外注品目・外注内容

1 ○ ㈱アイオー精密　特注品事業部 岩手県 1億7,534万円 535名
精密切削・研削・熱処理・表面処理・サブ
アッセンブリ

手のひらサイズからメータークラスのプレートま
で、少量多品種

2 ○ ㈱愛和ライト 愛知県 1,800万円 120名 プラスチック製品 プラスチック製品の組立等

3 ○ ○ 旭エンジニアリング㈱ 岩手県 2,500万円 75名
FA関連の自動化、省人化システムの設計
から現地設置調整

設計、加工、配線、組立

4 ○ ○ ㈱朝日ラバー 福島県 5億1,687万円 306名
工業用ゴム製品の製造・販売、一般工業
品、車載、電子/電気部品、メディカル、情
報通信　等

ゴム成形、ゴム加工、金型

5 ○ ㈱アドテック富士 愛知県 4,500万円 286名
・産業用自動化設備/装置の企画開発設
計・試作・量産組立
・電子部品表面実装ﾛﾎﾞｯﾄの組立　等

切削加工品
板金部品
塗装、表面処理

6 ○ ㈱アドバネクス　物流センター 千葉県 10億円 364名 精密ばね等の製造販売
一般プレス品
樹脂成形品

7 ○ 飯山精器㈱ 長野県 1,200万円 70名
油圧バルブ部品、流体機器部品
その他　産業機器部品

硬質クロムメッキ
NC複合旋盤加工

8 ○ ○ ㈱石金精機 富山県 3,000万円 90名
一般機械金属部品（工作機械・軸受・半導
体・自動車・航空機・産業機械　等

熱処理の入る精度品の全加工

9 ○ 石原工業㈱ 山梨県 1,000万円 28名
自動車用機械器具製造業、半導体関連機
器、試作開発、宇宙航空関連、治工具製
作

丸物　Φ10～300位
板物　5t～50t　300×500最大
研磨、丸物、板物、ワイヤーカット、放電加工

10 ○ ○ ㈱牛久製作所 茨城県 2,800万円 49名
・精密機械部品加工製品
・組立製品
　工作機械、射出成形機向け部品

工作機械メーカーの部品加工、工作機械の部品
加工、ライナー平面研磨

11 ○ SMC㈱ 埼玉県 610億円 21,620名
自動制御機器製品
焼結濾過体および各種濾過装置

機械加工、ｱﾙﾐ鋳物、SUSﾛｽﾄﾜｯｸｽ、真鍮鍛造、樹
脂成形品、ｺﾞﾑ成型品、電気（ﾊｰﾈｽ）

12 ○ ○ NOK㈱ 東京都 233億3,500万円 3,489名
ｵｲﾙｼｰﾙ、Oﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ、防振ｺﾞﾑ製品、ｶﾞ
ｽｹｯﾄ、電子機器部品

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙおよびﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ製の台座、樹脂製ﾄﾚｰ
（200角程度）、紙管（φ100×1,000程度）

13 ○ 大川精螺工業㈱ 神奈川県 1億円 388名
・ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ用継手金具・ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾈｼﾞ付
きﾌﾟﾗｸﾞ・ﾋﾟﾝ・鍛造加工及び切削加工の
金属部品

鍛造加工品の2次加工、バー材からの全切削加
工、金属部品の鍛造加工

14 ○ ㈱小田原オートメーション長岡 新潟県 3,000万円 55名 巻線機の設計、製造
Φ500まで旋盤、 研磨（丸研、平研）、 マシニング
製缶～加工、加工～組立が可能な会社

15 ○ ○ グローテック㈱ 宮城県 1,000万円 49名
・自動化/省人化を目的としたシステム・
装置の企画・設計・製作・修理・点検・販売
・制御盤製作　・加工品製作　等

機械設計、電気設計、制御設計、一般機械加工、
板金・製函加工、組立・配管・機体配線・制御盤製
作・メカ調整・デバック

16 ○ ○ 京浜パネル工業㈱　山形工場 村山市 5,500万円 100名
電子、通信、医療機器、半導体検査装置、
環境、印刷機器等の機構部品

板金部品、カバー（外装）類、溶接構造部品等
焼付塗装

17 ○ 鋼鈑工業㈱ 山口県 1億5,000万円 600名 自動結束機・手動結束機・バルブ開閉器
手のひらサイズが多い。10個～300個　（100個
が多い）

18 ○ ㈱小林精機 岩手県 3,500万円 137名
分析機器部品、産業装置部品、バルブ部
品、IT関連部品、自動車関連部品 等

・切削加工　・穴開け加工　・丸物加工
・角物加工　・研磨加工

19 ○ 佐久間特殊鋼㈱ 愛知県 3億6,000万円 170名 特殊鋼及び部品販売

20 ○ 三精テクノロジーズ㈱ 兵庫県 32億5,100万円 1,172名
巻取ドラム、スパギヤ、フランジギヤ、ピ
ニオン、ブラケット、板金品

記載の生産品目の製作

21 ○ ㈱サンテック 鶴岡市 3,000万円 135名
ターボ分子ポンプ用部品、半導体製造装
置用部品、電子顕微鏡用部品、産業機械
用部品、航空機関係用部品

丸物（～φ30）
試作・単品・量産の各加工

22 ○ ○ ㈱十字電子 米沢市 7,350万円 111名
光学機器部品、医療機器部品、
産業用機器部品、カスタム電源部品

板金加工、基板ASSY

23 ○ 鈴与マタイ㈱ 長野県 5,000万円 173名
支給図面による鋳物、機械加工の製造委
託。試作品、多品種少量品、量産品

自動車部品
産業機械部品

24 ○ 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱ 山梨県 40億円 2,399名
半導体製造装置
FPD製造装置

・□1,000程度のチャンバー
・□500程度の部品

25 ○ ㈱東京自働機械製作所 千葉県 9億5,400万円 250名 包装機械・生産機械
歯車・スプロケットの特注品
キーミゾの有る長尺旋盤品（1,000ミリ）

26 ○ 十和田精密工業㈱ 岩手県 2,000万円 198名
通信筐体及びユニット部品、半導体製造
装置部品などの精密板金加工～組立

めっき、塗装

27 ○ ○ 内外テック㈱仙台営業所 宮城県 10億9,014万円 157名
空気圧機器、同応用機器類、工作機械、
電気機器等の売買及び輸出入

組立

28 ○ ㈱ニットー 神奈川県 1,000万円 50名
ﾌﾟﾚｽ金型製作、ﾌﾟﾚｽ加工、板金加工、機
械部品加工、治工具設計製作、溶接

機械加工、パイプ・丸棒加工、プレス加工

29 ○ 萩原工業㈱　エンジニアリング事業部門 岡山県 17億7,800万円 474名
スリッター、巻返機、再生ペレット製造装
置等、産業機械の製造・販売

30 ○ パンチ工業㈱　宮古工場 岩手県 29億4,477万円 253名
・プラスチック金型用部品・プレス金型用
部品・特注部品

円筒研磨（Φ3～Φ150、Ｌ10～Ｌ300）、生材切

削加工（Φ200程度まで）、焼材切削加工

31 ○ ヒカワ精工㈱ 島根県 4,800万円 176名
工作機械、半導体製造設備、省力化装置
及び設備

機械加工部品
手の平ｻｲｽﾞ各種形状～1.5ｍﾍﾞｰｽﾓﾉ

32 ○ HILLTOP㈱ 京都府 3,600万円 160名
試作部品加工、装置・検査機器等の試作・
開発・量産

33 ○ プラスエンジニアリング㈱ 宮城県 6,000万円 104名
各種生産設備、金型などの精密機械加工
特注部品（受注生産・多品種少量）

特注部品　てのひらサイズ以下、1個、2個～　加
工精度0.005～0.05ｍｍ

34 ○ ㈱マキテック　米沢工場 米沢市 7,912万円 1,000名 ・搬送システム　・流通物流システム 製缶、板金、溶接
35 ○ ﾏｰﾚｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱鶴岡工場 鶴岡市 12億5,000万円 1,138名 商用車用ディーゼルエンジンピストン ピストン加工用治具、金型

36 ○ 山勝電子工業㈱ 神奈川県 7,000万円 85名
・産業用高密度ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板回路設計･
製作 ･応用電子機器設計･開発･製作

POM材（白）ｾﾝﾀｰﾚｽ 1M 100本位

37 ○ ㈱大和三光製作所 福島県 6,000万円 100名
各種産業用乾燥機・熱処理・焼却・
汚泥バイオマス・ゴミ乾燥装置及び
関連プラント

オンライン形式 37社（対面式との重複参加含む）


