
大分類 中分類

農業、林業 農業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

有限会社澤井牧場
滋賀県蒲生郡竜王町山
之上2656

農業、林業 農業 『近江牛』の肥育および肉牛の出荷
http://www.sawai-
bokujyo.jp/

こと京都株式会社
京都府京都市伏見区横
大路下三栖里ノ内30

農業、林業 農業
九条ねぎの生産・加工・販売、採卵養鶏 、卵、京野菜の卸販売・
通販事業

http://kotokyoto.c
o.jp

株式会社香寺ハーブ・
ガーデン

兵庫県姫路市香寺町矢
田部689-1

農業、林業 農業 ハーブ・ハーブティーの製造、香りや不凍ペプチドの開発・製造
http://www.kouder
a-herb.com/

株式会社早和果樹園
和歌山県有田市宮原町
新町275-1

農業、林業 農業 みかんの生産、選別出荷、農産加工、販売
https://www.sowak
ajuen.co.jp

有田みかんを自社で栽培から加工・販売まで一気通貫。スマート
農業でおいしさを追求。ジュースから陳皮までみかん丸ごと付加
価値をつける。販路は全国・海外へも。20歳代40％の若い農業
会社。

弊社のみかん加工品を販売していただける企業様

株式会社谷井農園
和歌山県有田郡湯浅町
栖原175

農業、林業 農業 農産物の生産・加工・販売
http://www/taniifar
m.jp

西垣林業株式会社
奈良県桜井市大字戒重
137

農業、林業 林業 立木の仕入販売・素材生産、製材及び木材加工
http://www.nishiga
ki-lumber.co.jp

鉱業、採石業、砂利採取業 鉱業、採石業、砂利採取業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社山﨑砂利商店
滋賀県大津市浜大津4-
7-6

鉱業、採石業、砂利
採取業

鉱業、採石業、砂利
採取業

産業廃棄物処理・リサイクル事業、汚染土壌リサイクル事業、砕
石・砕砂製造事業、土壌・水質分析事業

http://yamazaki-
jari.co.jp/

建設業 総合工事業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ウエキグミ
福井県越前市府中3-9-
1

建設業 総合工事業 建築・土木工事の企画、請負、設計、管理
http://www.uekigu
mi.com

木下工業株式会社
福井県坂井市春江町辻
2-5-1

建設業 総合工事業 鋼構造物の製造・施工
http://www.kinoshit
a-i.com/

技建工業株式会社
福井県福井市手寄1-
17-13

建設業 総合工事業 建築の企画・設計・施工・維持管理
http://www.giken-
corp.co.jp/

私達の目標は「建築トータルサービス企業」になる事です。お互
い助け合いながらゴールに向かう「ＴＥＡＭ　ＧＩＫＥＮ」の精神のも
と、建築を通してお客様の夢の実現の為に、愚直に誠実にお客
様に向き合います。

株式会社日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町3 建設業 総合工事業
プレストレスト・コンクリート橋梁の設計・製造・施工・調査診断・維
持補修

https://nipponps.co
.jp/

これまで全国各地で1万5000件以上の橋梁を建設しています。近
年は橋梁新設だけでなく維持補修にも力を入れており、グループ
会社では非破壊調査による調査診断も行っています。

新素材や新工法との連携による橋梁の調査点検、維持補修事業.。
当社独自技術による非破壊調査事業の市場展開。

村中建設株式会社
福井県福井市日之出3-
2-1

建設業 総合工事業 土木・建築工事
http://www.murana
ka-g.co.jp

株式会社笹川組
滋賀県大津市打出浜
13-15

建設業 総合工事業 土木建築設計施工、不動産事業
http://www.sasaka
wa.co.jp/

創業68年の信頼と実績でお客様の納得いく建物を相談からデザ
イン、設計、施工、メンテナンスまでトータルサポートいたします

株式会社昭建
滋賀県大津市浜大津2-
5-9

建設業 総合工事業 土木工事、舗装工事、建設資材の製造販売、ソーラー発電事業
http://www.kk-
shoken.co.jp/

グリーンシステム株式
会社

大阪府大阪市西区京町
堀1－8－11

建設業 総合工事業 総合・造園工事、スポーツターフ管理、 環境緑化事業
http://www.greens
ystem.co.jp

ゴルフ場の芝生管理から始まり、現在では緑に関する事業を中
心に企画・施工・運営に発展してきました。自然を相手にする緑
の運営とは、管理方法から補修等ありますが人と環境を大切に
様々なご提案をさせて頂きます。

現在、様々な緑に関する商品開発プロジェクトを計画しております。
その中でシステム開発のソフト開発部門や、販売ネットワークの連携
をサポートして頂ける企業を探しております。

株式会社ノバック 兵庫県姫路市北条1-92 建設業 総合工事業 建設事業、不動産事業ほか
https://www.novac
-cnst.co.jp/

美樹工業株式会社
兵庫県姫路市東延末2-
50

建設業 総合工事業
建築工事、土木工事、舗装工事、都市ガス導管敷設工事、給排
水衛生空調工事、リフォーム工事、住宅設備機器の販売・施工

http://www.mikikog
yo.co.jp/

株式会社淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通3-69

建設業 総合工事業 土木・建築工事の請負
http://www.asakaw
agumi.co.jp/
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職別工事業（設備工事業を除く）

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

オカモト鐵工株式会社
福井県福井市上森田1-
102-2

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

鉄骨、橋梁等鋼構造物の設計・製作・施工
http://www.okamot
o-tekkou.co.jp

創業以来、建築鉄骨と鋼製橋梁の製作・施工一筋。近年の大型
化・特殊化していく中、高精度で高品質に応えるべく生産ライン・
溶接ロボットのIT化を図ると共に、若手技術者の能力アップで生
産性向上に取り組んでいる。

株式会社中谷組
滋賀県大津市大江6-2-
14

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

土木、とび・土工、解体工事業
http://nakatanigum
i.net/

有限会社竜王興産
滋賀県草津市矢橋町
649-11

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

総合建設業（土木・解体・建築・水道・舗装）、産業廃棄物処理業
（収集運搬、処分）

http://www.ryuo-
k.com/

株式会社KMユナイテッ
ド

 京都府京都市左京区
下鴨宮河町７

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

塗料等の販売・コンサルティング、塗装・左官工事
http://www.paintna
vi.co.jp/kmunited/

株式会社豊国
奈良県北葛城郡河合町
池部2-7-5

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

建築、土木、仮設、エクステリア工事などの総合建設業
http://www.houkok
u.cc/

木本産業株式会社
和歌山県有田市野187-
1

建設業
職別工事業（設備
工事業を除く）

プラント事業（各種タンク建設）
http://www.kimoto
-industry.co.jp

設備工事業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

テラオライテック株式会
社

福井県越前市本保町8-
5-1

建設業 設備工事業 給排水・空調・電気工事及びリフォーム事業
http://www.teraolit
ech.jp/

株式会社関西工事
兵庫県尼崎市東初島町
2-40

建設業 設備工事業
一般管工事業、医薬品・食品・飲料・化学プラント配管工事、ユ
ニット及び架台製作・現地施工

http://www.kansaik
ouji.jp/
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製造業 食料品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社オーカワパン
福井県坂井市丸岡町猪
爪2-501

製造業 食料品製造業 パン類の製造、卸売
http://okawapan.co
.jp/

株式会社ふじや食品
福井県越前市矢船町1-
7-1

製造業 食料品製造業 玉子どうふをはじめとしたチルド食品の製造・販売
http://www.fuziya-
food.co.jp/

ヤスダウェルフーズ株
式会社

福井県福井市高柳1-
2512

製造業 食料品製造業 魚肉製品の製造・販売
http://www.yasuda
-kamaboko.com/

株式会社たねや
滋賀県近江八幡市北之
庄町615-1

製造業 食料品製造業 和菓子・洋菓子の製造販売／喫茶・食事 https://taneya.jp/

株式会社はたけのみか
た

滋賀県湖南市夏見789 製造業 食料品製造業 無添加のベビーフードの製造販売
http://hatake-no-
mikata.co.jp/

株式会社比叡ゆば本舗
ゆば八

滋賀県守山市今市町２
９９

製造業 食料品製造業 ゆばの製造・販売 http://hieiyuba.jp/

株式会社飯尾醸造
京都府宮津市字小田宿
野373

製造業 食料品製造業 食酢の製造及び飲食事業
http://www.iio-
jozo.co.jp

株式会社創味食品
京都府京都市伏見区横
大路芝生24-3

製造業 食料品製造業 業務用・市販用各種調味料の製造販売
http://www.somi.co
.jp/

大京食品株式会社
京都府京都市南区上鳥
羽塔ノ森柴東町43-2

製造業 食料品製造業 食品（惣菜）の製造・販売 http://oage.co.jp/

DariK株式会社
京都府京都市北区紫竹
西高縄町72-2

製造業 食料品製造業
カカオ豆／カカオマスの輸入・卸、チョコレート及び菓子の製造・
販売

http://www.dari-
k.com/

株式会社西村衛生ボー
ロ本舗

京都府京都市中京区間
ノ町二条上ル夷町580

製造業 食料品製造業 エイセイボーロ各種製造
http://www.eiseibo
ro.com/

120年以上、京都でボーロのみを作り続けている衛生ボーロの元
祖の会社です。伝統を受け継ぎながら野菜ボーロなど新しい時代
の感覚を取り入れた商品開発にも積極的に取り組んでおります。

株式会社菱六
京都府京都市東山区松
原通大和大路東入2丁
目轆轤町79

製造業 食料品製造業 種麹製造・販売業 -

株式会社紫野和久傳
京都府京都市上京区浄
福寺上立売上ル大黒町
719

製造業 食料品製造業 お弁当・菓子等の製造・販売
http://www.wakude
n.jp/

株式会社ロマンライフ
京都府京都市山科区大
塚北溝町30

製造業 食料品製造業 洋菓子の製造・販売、レストラン運営、食品の販売
http://www.romanli
fe.co.jp/

株式会社青木松風庵
大阪府泉南郡岬町深日
１５４２－２

製造業 食料品製造業 和菓子、洋菓子の製造・販売
https://www.shofu
an.co.jp

株式会社あみだ池大黒
大阪府大阪市西区北堀
江3-11-26

製造業 食料品製造業 和菓子、洋菓子の製造および販売
http://www.daikoku
.ne.jp/

白ハト食品工業株式会
社

大阪府守口市京阪本通
1-4-10

製造業 食料品製造業 さつまいも洋・和菓子の製造・販売
http://www.shiroha
to.com

株式会社たにぐち
大阪府大阪市東住吉区
桑津3-28-7

製造業 食料品製造業 チョコレート装飾品の製造・販売
http://www.taniguc
hi-net.com/

有限会社アリノベ
兵庫県多可郡多可町中
区茂利207-1

製造業 食料品製造業
食肉並びに食肉加工品の販売、冷凍食品・冷凍料理食品の製造
及び販売、鶏卵・油脂類の販売

https://arinobe.co.j
p/

株式会社有馬芳香堂
兵庫県加古郡稲美町加
古3627-3

製造業 食料品製造業 各種豆類ナッツ類落花生加工、菓子一般食品・珍味類販売
http://www.arima.c
o.jp
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株式会社エーデルワイ
ス

兵庫県神戸市中央区三
宮町2-5-1

製造業 食料品製造業 洋菓子・パン・チョコレート等菓子類の製造販売・喫茶
http://www.edelwei
ss.co.jp

エム・シーシー食品株式
会社

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町32

製造業 食料品製造業 調理缶詰食品・調理冷凍食品・調理レトルト食品の製造販売
http://www.mccfoo
ds.co.jp

協和食品株式会社
兵庫県丹波市春日町七
日市75

製造業 食料品製造業 鶏肉の製造・加工・販売 -

株式会社ケーニヒスク
ローネ

兵庫県神戸市中央区御
幸通4-1-6

製造業 食料品製造業 洋菓子・パン製造販売
http://konigs-
krone.co.jp

ケンミン食品株式会社
兵庫県神戸市中央区海
岸通5-1-1

製造業 食料品製造業
ビーフン・フォー・ライスパスタ・冷凍食品などの製造･販売、中国
茶・はるさめ・葛きりなどの加工・販売

http://www.kenmin.
co.jp/

株式会社伍魚福
兵庫県神戸市長田区野
田町8-5-14

製造業 食料品製造業 高級珍味の製造販売
http://www.gogyof
uku.co.jp/

「珍味を極める」をスローガンに、チーズ系、生ハム系、練り物、
肉系、魚介類などのおつまみを専門に製造販売しており、日本
酒、ビール、ワイン、焼酎など、あらゆるお酒のシーンに対応でき
ます。

お酒にこだわりをもつ小売業者様とのマッチングを希望しています。
商品を陳列した棚割りシミュレーションができる研究所があり、担当
者の方といっしょに「売れる売り場」を考えます。

サンナッツ食品株式会
社

兵庫県神戸市灘区都通
1-1-27

製造業 食料品製造業 ナッツ類等食品の製造販売
http://www.sunnut
s.co.jp

有限会社ツマガリ
兵庫県西宮市甲陽園本
庄町6-38

製造業 食料品製造業 洋菓子の製造・販売
www.tsumagari.co.j
p

東洋ナッツ食品株式会
社

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町30

製造業 食料品製造業 ナッツ・ドライフルーツの加工販売
http://www.toyonu
t.co.jp/

当社は日本で初めてのナッツ加工専業メーカーで、それぞれの
ナッツの種類に最も適した加工方法でナッツの持つ本来のおいし
さを活かした商品を製造しています。

ファクトリーユース（業務用）製品（ペースト・プードルその他）の拡売

ニシカワ食品株式会社
兵庫県加古川市野口町
長砂799

製造業 食料品製造業
食パン・菓子パン・調理パン・洋菓子・和菓子・学校給食パン・米
飯等製造販売、米飯加工

http://www.nishika
wa-foods.co.jp

ヒガシマル醤油株式会
社

兵庫県たつの市龍野町
富永100-3

製造業 食料品製造業
しょうゆの製造販売、各種液体調味料の製造販売、各種粉末調
味料の販売

http://www.higashi
maru.co.jp/

兵庫県手延素麺協同組
合

兵庫県たつの市龍野町
富永219-2

製造業 食料品製造業 手延そうめん「揖保乃糸」の製造販売
http://www.ibonoit
o.or.jp/

ブンセン株式会社
兵庫県たつの市新宮町
新宮387

製造業 食料品製造業
のりつくだ煮、塩ふき昆布、昆布つくだ煮、もろみ、煮豆、 醤油、
惣菜、 米飯、菓子などの食品製造

https://www.bunse
n-kk.co.jp/

当社の強みは、自家製醤油を使用した食品開発である。佃煮等
の従来製品に加え、スーパーやコンビニ向けの日持ち食品で全
国展開を図っている。他にも、約10年前から地元営農組織と協力
し、山椒の栽培を行っている。

松谷化学工業株式会社
兵庫県伊丹市北伊丹5-
3

製造業 食料品製造業 加工でん粉、食物繊維等の製造・販売
www.matsutani.co.j
p/

まねき食品株式会社 兵庫県姫路市北条953 製造業 食料品製造業
駅弁の販売、弁当・パーティ料理の製造販売・宅配、レストランの
経営

http://www.maneki
-co.com/

株式会社マルヤナギ小
倉屋

兵庫県神戸市東灘区御
影塚町4-9-21

製造業 食料品製造業 昆布佃煮・煮豆・蒸し豆・惣菜・その他食品の製造卸販売
https://www.maruy
anagi.co.jp/

「伝統食材の素晴らしさを次の世代に」をコンセプトに、現代人に
不足しがちな「食物繊維を摂ろう」をメッセージとして発信していま
す。健康経営を推進する中で、お客様に健康価値を伝える活動も
推進しています。

ヤマサ蒲鉾株式会社
兵庫県姫路市夢前町置
本327-16

製造業 食料品製造業 水産練り製品・総菜等の製造販売
http://www.e-
yamasa.com/comp
any/

石井物産株式会社
奈良県五條市西吉野町
八ツ川458

製造業 食料品製造業 柿を使用した加工品、葛餅等の製造販売
http://www.a-
kaki.com

株式会社オーカワ
奈良県吉野郡下市町栃
本1-1

製造業 食料品製造業 蒟蒻・胡麻豆腐・ところてん・和風デザートの製造・販売
 
http://www.ohkawa
-net.co.jp

株式会社柿の葉すし本
舗たなか

奈良県五條市住川町
1490

製造業 食料品製造業 柿の葉すしの製造・販売
http://www.kakinoh
asushi.co.jp

三和澱粉工業株式会社
奈良県橿原市雲梯町
594

製造業 食料品製造業 食品素材、工業用澱粉の製造・販売
http://www.sanwa-
starch.com/
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株式会社フルックス
奈良県大和郡山市池沢
町230

製造業 食料品製造業 青果仲卸・直販事業、カット野菜・天ぷら材料などの製造 http://www.frux.jp

株式会社三輪山本
奈良県桜井市大字箸中
880

製造業 食料品製造業 手延べそうめん、その他めん類の製造・販売・飲食
http://www.miwaya
ma.co.jp/

川口水産株式会社
和歌山県有田市宮原町
滝川原212

製造業 食料品製造業 うなぎの加工及び卸・小売り
http://www.unagiya
.com/

紀州田辺梅干協同組合
和歌山県田辺市上秋津
2084-1

製造業 食料品製造業 梅干の製造、普及、啓発

http://kishu-
tanabe-
umeboshikumiai.co
m/

紀州みなべ梅干協同組
合

和歌山県日高郡みなべ
町芝503

製造業 食料品製造業 梅干の製造、普及、啓発 -

築野食品工業株式会社
和歌山県伊都郡かつら
ぎ町新田94

製造業 食料品製造業 米ぬか高度有効利用の企画、研究開発
http://www.tsuno.c
o.jp/

東洋ライス株式会社
和歌山県和歌山市黒田
12

製造業 食料品製造業
米加工品事業（金芽米、ロウカット玄米、無洗米、米粉等の製造・
販売。食品研究・開発）

http://www.toyo-
rice.jp/

ハグルマ株式会社
和歌山県紀の川市桃山
町調月1758-8

製造業 食料品製造業 ウスターソース類の製造・販売
http://k-
haguruma.co.jp/

湯浅醤油有限会社
和歌山県有田郡湯浅町
湯浅1464

製造業 食料品製造業 湯浅醤油の製造・販売　（日本醤油発祥地）
https://www.yuasa
syouyu.co.jp/

日本の醤油発祥の地　木桶で1年半以上熟成させた湯浅醤油
は、通常の1．5倍の旨みを有する最高級　和食、海外ミシュラン
シェフ、ショコラティエも愛用し、受賞もしている実績　1000Lから
弁当サイズまであります。

お互い企業の強みを活かし　コラボ賞品で湯浅醤油の使用表示をし
たブランディングやPB賞品の開発等

飲料・たばこ・飼料製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

石田屋二左衛門株式会
社（旧：黒龍酒造株式会
社）

福井県吉田郡永平寺町
松岡春日1-38

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

清酒「黒龍」「九頭龍」の製造・販売
http://www.kokury
u.co.jp

株式会社南部酒造場 福井県大野市元町6-10 製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

清酒製造及び清酒関連商品の販売
https://www.hanag
aki.co.jp

佐々木酒造株式会社
京都府□上京区日暮通
椹木町下ル北伊勢屋町
727

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

清酒の製造、販売
http://www.jurakud
ai.com

カタシモワインフード株
式会社

大阪府柏原市太平寺2-
9-14

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

ワイン等の製造・販売
http://www.kashiw
ara-wine.com/

梅乃宿酒造株式会社 奈良県葛城市東室27 製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

日本酒、リキュール、各種酒類の製造・販売
http://umenoyado.
com

株式会社玉林園
和歌山県和歌山市出島
48-1

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

茶、グリーンティ関連商品の製造販売
http://www.gyokuri
n-en.co.jp/

サカイキャニング株式
会社

和歌山県橋本市高野口
町小田530

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

清涼飲料水、乳製品の製造
http://www.sakai-
canning.co.jp

中野ＢＣ株式会社
和歌山県海南市藤白
758-45

製造業
飲料・たばこ・飼料
製造業

日本酒、梅酒、焼酎など様々な酒類の製造・販売
http://www.nakano
-group.co.jp/
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繊維工業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

イーゲート株式会社
福井県福井市川合鷲塚
町40-10

製造業 繊維工業 下着、医療用製品の製造
https://www.e-
gate.global

ウラセ株式会社
福井県鯖江市神中町2-
7-40

製造業 繊維工業 各種繊維素材の染色・捺染・機能性加工
http://www.urase.c
o.jp/

小浜製綱株式会社 福井県小浜市多田3-10 製造業 繊維工業 各種繊維ロープの製造・販売
http://www.obamar
ope.co.jp/

株式会社カズマ
福井県福井市八重巻町
105

製造業 繊維工業 カーテンなどのホームファッション商品の企画・製造・販売 http://e-kazuma.jp

ケイテー・テクシーノ株
式会社

福井県勝山市昭和町1-
10-18

製造業 繊維工業 合繊織編物の製造・加工
http://www.kaytay.
co.jp

小杉織物株式会社
福井県坂井市丸岡猪爪
5-3-1

製造業 繊維工業 浴衣帯・着物帯などの企画・製造
https://kosugi-
orimono.co.jp/

ジェイ・エス株式会社
福井県福井市問屋町1-
204

製造業 繊維工業 丸編ニット生地の製造、編物染色加工 -

株式会社ＳＨＩＮＤＯ
福井県あわら市伊井
11-1-1

製造業 繊維工業 細幅繊維製品、産業用繊維資材の製造販売
http://www.shindo.
com/

第一織物株式会社
福井県坂井市丸岡町四
郎丸4-100

製造業 繊維工業 ファッション用テキスタイルの製造・販売
http://www.dicros.
co.jp/corporate/

株式会社タケダレース
福井県福井市若栄町
601

製造業 繊維工業 インナー及びアウターウェア用編レースの企画・製造
http://www.takedal
ace.co.jp

日本特殊織物株式会社 福井県勝山市片瀬10-1 製造業 繊維工業 産業資材用織物の製造・販売
http://www.nt-
jp.com/

福井経編興業株式会社
福井県福井市西開発3-
519-3

製造業 繊維工業 ニット生地の開発・製造及びメディカル製品の開発
http://www.fukutat
e.co.jp

七十余年に渡り培った技術と柔軟な発想を武器に、国内経編業
界No.1のシェアを誇ります。近年では医療分野に進出し、池井戸
潤氏原作『下町ロケット ガウディ計画』（小学館）のモデルにもな
りました。

・医療分野
（弊社は医療機器-品質マネジメントシステムISO13485を取得してお
ります）
・スポーツ分野
（弊社は2019年ラグビーＷ杯日本代表ＦＷ用ジャージー生地開発に
携わりました）
・「素材」をお探しの方、先ずはご相談ください。

松文産業株式会社
福井県勝山市旭町1-1-
56

製造業 繊維工業 合成繊維を使用した織物の製造
http://www.matsub
un.co.jp/

株式会社ミツヤ
福井県福井市山室町
69-1

製造業 繊維工業 織布、染色加工、炭素繊維複合材料の製造
http://www.e-
mitsuya.jp

山甚撚糸株式会社
福井県福井市薬師町
23-22

製造業 繊維工業 衣料品や産業資材の化学繊維糸加工
http://www.yamajin
-tw.jp/

高島晒協業組合
滋賀県高島市新旭町旭
1411

製造業 繊維工業 綿クレープ等の漂白、染色、捺染（プリント）加工及び販売
http://takashimasa
rashi.com/

株式会社ナンガ
滋賀県米原市本市場
182-1

製造業 繊維工業 ダウンウェア、スリーピングバッグの製造販売
http://nanga-
schlaf.com/

大東寝具工業株式会社
京都府京都市伏見区横
大路下三栖山殿66-2

製造業 繊維工業
寝具・寝装品・ホームファッション事業、眠りの支援事業、住宅・リ
フォーム・建装事業等

http://www.daitous
hingu.com

有限会社フクオカ機業
京都府京都市上京区浄
福寺通五辻東入一色町
35-7

製造業 繊維工業 カーボンテキスタイル（炭素織物）等の開発・製造
http://www.fukuok
a-k.co.jp/

株式会社フジックス
京都府京都市北区平野
宮本町5

製造業 繊維工業
各種繊維による縫い糸の製造及び販売、編み糸・刺しゅう糸など
各種繊維製品の製造及び販売

http://www.fjx.co.jp
/

光映工芸株式会社
京都府京都市中京区西
ノ京伯楽町24

製造業 繊維工業
金銀箔粉を駆使した着物和装品及び洋装バッグ・洋装小物類等
の創作

http://www.wada-
mitsumasa.com/
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ミツフジ株式会社
京都府相楽郡精華町光
台1-7けいはんなプラザ
ラボ棟１３F

製造業 繊維工業 銀メッキ導電性繊維、ウェアラブルIoT製品の開発・製造・販売
https://www.mitsuf
uji.co.jp/

金井重要工業株式会社
大阪府大阪市北区堂島
1-2-9

製造業 繊維工業
繊維機器の製造・販売、不織布（空調関連製品・自動車用途・炭
素繊維製品・半導体用研磨材等）の製造・販売

http://www.kanaiju
yo.co.jp/

小泉製麻株式会社
兵庫県神戸市灘区新在
家南町１－２－１ サザ
ンモール六甲　B612 3F

製造業 繊維工業
産業用繊維製品・緑化土木建設資材・業務用液体容器・農業用
資材の製造・販売

http://www.koizumi
seima.co.jp

株式会社斎藤商店
兵庫県西脇市郷瀬町
554

製造業 繊維工業 先染織物の製造販売
http://www.saito-
tex.co.jp/index.html

株式会社ソーイング竹
内

兵庫県多可郡多可町中
区糀屋90

製造業 繊維工業
雑貨商品の製造販売卸、縫製加工全般（雑貨品）、雑貨アイテム
の輸入販売

http://www.sewing
-takeuchi.co.jp

縫製加工の末端工場として布帛製品を主とした製品製造を行
なっております。品質はもちろん、意思疎通・スピード感・コスト
面・納期対応など、末端工場ならではの優位性を活かしてご要望
に柔軟に対応し、お客様の「ものづくり」をサポートします。

業種を問わず弊社が持つ縫製加工等の知識・経験・ノウハウを活か
した事業。持続可能な社会の実現につながるお取り組みなど。

株式会社ユタックス
兵庫県西脇市野村町
201-1

製造業 繊維工業
インナーウェアの製造及び販売、服飾副資材の製造販売、ス
ポーツウェアの製造及び販売

http://www.utax.co
.jp

河村繊維株式会社
奈良県大和高田市野口
218

製造業 繊維工業 レッグケア商品、パンスト、インナーウェアなどの製造・販売
http://www.kawam
ura-group.co.jp

西垣靴下株式会社
奈良県大和高田市大谷
61

製造業 繊維工業 子供・婦人・紳士用靴下､サポーターの製造販売
http://www.nishikut
u.co.jp

奈良県の靴下産業の地場で創業以来35年。特許4件、意匠18件
と独自の技術で高機能な靴下､ｻﾎﾟｰﾀｰを製造販売しております。
スポーツブランド・キャラクター等の指定製造工場としてOEMの生
産もしております。

高機能な靴下・サポーターの共同開発、丸編み機で造れる商品開発

青野パイル株式会社
和歌山県橋本市高野口
町向島78-4

製造業 繊維工業 パイル製品の企画・生産・販売
http://www.aonopil
e.com

株式会社インテリックス
和歌山県和歌山市里
174-1

製造業 繊維工業 オーダーカーテン等の窓装飾製品の製造販売
http://www.interix.
co.jp

妙中パイル織物株式会
社

和歌山県橋本市高野口
町向島193

製造業 繊維工業 液晶パネル用ラビングクロスなどを製造
http://www.taenak
a.com

原田織物株式会社
和歌山県橋本市高野口
町名古曽821

製造業 繊維工業 繊維生活雑貨の企画・製造・販売
http://harada-
orimono.co.jp/

「高品質」・「小ロット」・「短期間」という取り組みを重視し、特に品
質は、人の手と目により検品体制を敷いています。
また、生糸から検品までを自社の工場で一貫して行っています。
そのため、お客様の細かい要望や多品種・小ロット縫製品の対応
が可能になります。

同業種・異業種の方々との交流を得て、現在製造を行っている製品
に活かしていきたいと思っています。

株式会社ヤマヨテクスタ
イル

和歌山県西牟婁郡上富
田町岩田2878-1

製造業 繊維工業 丸編ニット生地の製造
http://yamayotex.c
o.jp
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https://www.mitsufuji.co.jp/
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http://www.kawamura-group.co.jp/
http://www.kawamura-group.co.jp/
http://www.nishikutu.co.jp/
http://www.nishikutu.co.jp/
http://www.aonopile.com/
http://www.aonopile.com/
http://www.interix.co.jp/
http://www.interix.co.jp/
http://www.taenaka.com/
http://www.taenaka.com/
http://harada-orimono.co.jp/
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http://yamayotex.co.jp/
http://yamayotex.co.jp/


木材・木製品製造業（家具を除く）

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

有限会社平田木材店
福井県大飯郡高浜町和
田1-28

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

製材、建築及び不動産取扱いなど
https:/www.hirata-
wood.co.jp

中田工芸株式会社
兵庫県豊岡市日高町江
原92

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

木製ハンガー、ディスプレイ什器、木製クラフトの製造および販売
http://www.hanger.
co.jp

株式会社櫻井
奈良県吉野郡吉野町丹
治15-1

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

集成材≪構造用集成材（小断面、中断面）　構造用化粧柱　吉野
杉　桧構造材　特注材　丸柱）≫　の製造・販売　　　吉野杉、桧
製材　（減圧乾燥材）製造・販売

http://www2.gol.co
m/users/marushou
11/comp/index.htm
l

現在の建築物に合った構造材（柱　梁　桁等の集成材）と吉野無
垢材など多様な材料を造っている。

山林の活性化を目指し、環境問題に対応したメーカーになる為、他
社様との連携も考えていきたい。

谷一木材株式会社
奈良県天理市西長柄町
680

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

集成材や不燃木材の製造・販売
http://www.taniichi
-lumber.com

株式会社桝忠銘木店
奈良県五條市住川町
1303

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

銘木、集成材の製造・販売
http://masuchu.co.
jp

吉野銘木製造販売株式
会社

奈良県吉野郡下市町大
字新住991-1

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

銘木・建築材の製造・販売及び木造建築の施工・管理
http://www.yoshino
meiboku.com/index.
html

株式会社吉銘
奈良県吉野郡下市町新
住1118

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

集成材、銘木、建築部材の製造・販売
http://www.yoshim
ei.co.jp

株式会社宮本工業
和歌山県和歌山市西浜
1660-50

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

プレカット加工、建設施工・リフォーム工事
http://www.miyamo
to-group.co.jp/

株式会社山長商店
和歌山県田辺市新庄町
377

製造業
木材・木製品製造
業（家具を除く）

木材製材、プレカット加工販売
http://www.yamach
o-net.co.jp

家具・装備品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社パシフィックウ
エーブ

京都府舞鶴市京田187-
1

製造業
家具・装備品製造
業

立体格子状グミ状ジェルを活用した通常ベッド用・床ずれ予防
マットレス、まくら、クッションなどの製造・卸販売

http://geltron.jp/

株式会社Ｉ＆Ｃ
大阪府大阪市中央区南
船場4-6-10 新東和ビ
ル 1・2階

製造業
家具・装備品製造
業

電動昇降家具・住宅設備・建材の開発・販売、家具・インテリア製
品の販売

http://www.iandc-
inc.jp/

三進金属工業株式会社
大阪府泉北郡忠岡町新
浜2-5-20

製造業
家具・装備品製造
業

物流システム、書架等の保管機器、植物工場やソーラー架台等
の開発・製造・販売

http://www.sanshin
kinzoku.co.jp/

パルプ・紙・紙加工品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

キンキダンボール株式
会社

滋賀県草津市野路9-
13-1

製造業
パルプ・紙・紙加工
品製造業

各種段ボールケース及び段ボールシート製造並びに販売
https://kinkidanbor
u.com/

段ボールシート・段ボールケースの一貫生産可能な生産設備を
備えている為、短納期対応を得意としております。

株式会社高木包装 奈良県葛城市薑74-2 製造業
パルプ・紙・紙加工
品製造業

段ボールケース製造・販売
http://www.takagi-
hoso.co.jp

昭和３０年の創業以来、包装や段ボールの可能性を追求し、企
画立案から、印刷・製造・出荷・配送まで社内一貫体制を確立。
「包む」を軸として新しい価値を愛と夢をもって創造する会社。

段ボールケースや紙器の素材・サイズ・構造設計・デザイン変更など
リニューアルのご提案。環境にやさしいエコロジカルな段ボールで
「包む」を通して新しい時代に沿った商品開発を目指します。

オカジ紙業株式会社
和歌山県和歌山市西浜
７６０－６

製造業
パルプ・紙・紙加工
品製造業

段ボールケース・段ボールシートの製造開発 http://okaji.co.jp/
和歌山県、大阪府南部に高品質の段ボールケースを供給できま
す。
ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１、FSC森林認証　認証取得。

段ボールケースの供給

太陽シールパック株式
会社

和歌山県和歌山市西浜
1660-700

製造業
パルプ・紙・紙加工
品製造業

紙製ドラム缶（０．５Ｌ～２５０Ｌ）の製造、販売、産業用包装資材・
機材の販売

http://www.taiyose
alpack.co.jp

全国５工場体制により、緊急時は全ての工場で納入対応可能で
す。依頼があれば、全国どこでも直ぐに営業訪問します。産業用
包装資材・機材の販売、提案が可能です。

紙製ドラム缶（ファイバードラム）の供給を中心に、産業用包装資材・
機材の供給に全力で取り組みます。
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http://masuchu.co.jp/
http://www.yoshinomeiboku.com/index.html
http://www.yoshinomeiboku.com/index.html
http://www.yoshinomeiboku.com/index.html
http://www.yoshimei.co.jp/
http://www.yoshimei.co.jp/
http://www.miyamoto-group.co.jp/
http://www.miyamoto-group.co.jp/
http://www.yamacho-net.co.jp/
http://www.yamacho-net.co.jp/
http://geltron.jp/
http://www.iandc-inc.jp/
http://www.iandc-inc.jp/
http://www.sanshinkinzoku.co.jp/
http://www.sanshinkinzoku.co.jp/
http://www.takagi-hoso.co.jp/
http://www.takagi-hoso.co.jp/
http://okaji.co.jp/
http://www.taiyosealpack.co.jp/
http://www.taiyosealpack.co.jp/


印刷・同関連業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

ジャパン・ポリマーク株
式会社

福井県福井市清水杉谷
町45-300

製造業 印刷・同関連業 熱転写ラベル、熱転写機器の製造・販売
http://www.polyma
rk.co.jp/

株式会社グラフィック
京都府京都市伏見区下
鳥羽東芹川町33

製造業 印刷・同関連業 ネット印刷通販、プリントメディア事業
http://www.graphic.
co.jp/

大阪シーリング印刷株
式会社

大阪府大阪市天王寺区
小橋町1-8

製造業 印刷・同関連業
シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、ラベリングシステ
ムの開発・製造・販売

http://www.osp.co.j
p

溝端紙工印刷株式会社
和歌山県伊都郡かつら
ぎ町妙寺464

製造業 印刷・同関連業 紙工印刷、フィルム印刷など
http://www.msp.co.
jp/

化学工業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社アイ．エス．テ
イ

滋賀県大津市一里山5-
13-13

製造業 化学工業
ポリイミド樹脂を用いた機能性部材や各種機能性繊維を中心とし
た新しい材料と製品の研究開発および製造

https://www.istcor
p.jp/

複写機、プリンター用のトナー定着チューブ、転写ベルト、透明ポ
リイミドフィルム、ポリイミド繊維、不燃壁装材、各種機能性天然
繊維素材など、他社にない特殊部材と機能性材料を開発、製造
しています。

ポリイミド樹脂をはじめとする弊社特殊素材を適用した最終製品につ
いて、世にないデバイスや機器、建材などをBtoB、BtoC問わず、既
存、または新市場に展開するための共同開発先を求めています。

東洋化学株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺
尻1008

製造業 化学工業 医薬品、医薬部外品、医療機器（救急絆創膏）の製造販売
http://www.toyoka
gaku.com

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田
堵野80-1

製造業 化学工業 一般用医薬品の製造及び販売・医薬品配置販売業
 http://www.nissin-
ｙk.co.jp/

洛東化成工業株式会社
滋賀県大津市関津4-5-
1

製造業 化学工業
各種工業用酵素、微生物剤の製造・販売、繊維工業用薬剤及び
その他工業薬品の製造・販売、飼料及び飼料添加物、食品添加
物（酵素）の製造販売

www.rakuto-
kasei.co.jp

株式会社幹細胞&デバ
イス研究所

京都府京都市下京区鶏
鉾町480 オフィス・ワン
四条烏丸 11階

製造業 化学工業
iPS細胞由来の疾患モデル細胞、細胞デバイス製品の開発、創
薬向け薬効／安全性評価系の開発

http://scad-
kyoto.com/

国家戦略特区認定を受け、患者血液由来のiPS細胞から神経疾
患や筋疾患などの疾患モデル細胞を開発します。また、筋肉の
収縮力や神経の伝播速度計測など特徴ある機能性細胞デバイ
スと合わせ、評価系を構築します。

デバイスの微細加工から、細胞活動の評価システム開発、さらには
細胞評価を必要とするユーザーに至るまで、広い範囲でのアライア
ンスを積極的に構築します。

奥野製薬工業株式会社
大阪府大阪市中央区道
修町4-7-10

製造業 化学工業
電子部品用各種処理薬品、金属・プラスチック等の表面処理薬
品の製造・販売

http://www.okuno.c
o.jp

化研テック株式会社
大阪府交野市森北1-
23-2

製造業 化学工業
機能性接着剤（導電性接着剤、高伝熱性接着剤、はがせる接着
剤）の製造、各種環境適応型洗浄剤の製造

http://www.kaken-
tech.co.jp/

稀産金属株式会社
大阪府大阪市西淀川区
中島2-13-57

製造業 化学工業
稀有金属化合物・薄膜材料の開発・製造・販売、特注による無機
薬品の製造、有価金属、廃触媒の回収

http://www.kisanki
nzoku.co.jp

先進産業を支える基盤であるレアメタル化合物を各種製造してい
る。「老舗のベンチャー企業」を標榜し、創業来の経験知とチャレ
ンジ精神を融合させ、また中小企業ならではのフットワークで各
種開発に取り組んでいる。

レアメタル化合物・蒸着材がメイン。企業規模は大きくない為、大量
生産・汎用品は不得意な分野となります。
(共同)開発型・高純度・中量生産のご用命ございましたら、是非とも
宜しくお願い致します。

久保井インキ株式会社
大阪府大阪市東成区東
今里2-11-23

製造業 化学工業
特殊機能性印刷インキの製造販売、偽造防止印刷技術開発、香
りの印刷事業

https://www.kuboi.
co.jp/

温度によって色が変化するインキや、香りを印刷できるインキの
開発等、特殊機能性インキの開発ができます。

香りを用いたマーケティングや販促活動の一環として、香りのＤＭや
カードを作ることができます。

センカ株式会社
大阪府大阪市鶴見区放
出東1-17-34

製造業 化学工業
繊維用加工薬剤、紙・パルプ用薬剤、水処理薬剤、香粧用添加
剤、電池材料用薬剤等の製造販売

http://www.senkajp
n.com

１９５０年創業の機能性化学品メーカーであり、各種水溶性カチオ
ンポリマーの技術により幅広い分野のニーズにグローバルな対
応も含めてお応え致します。

繊維加工向け消臭加工剤、廃水処理時の含水率低減剤、香粧品用
髪質改善、リチウムイオン二次電池用バインダー等でご要望があれ
ばお声掛けください。

田村薬品工業株式会社
大阪府大阪市中央区道
修町2-1-10 Ｔ・Ｍ・Ｂ 道
修町ビル

製造業 化学工業 医薬品・医薬部外品、清涼飲料水などの製造・販売
http://www.tamura
-p.co.jp

当社は、3か所の拠点工場を有し、医薬品品質管理基準（GMP基
準）に則り、創薬体制、受託事業の整備・拡充を図ってまいりまし
た。現在、医薬品、健康食品、清涼飲料水等の製造販売を行って
おり、またドリンク分野では最新設備を設置し、お客様のニーズ
に迅速に対応できるシステムを構築しております。

日本コルマー株式会社
大阪府大阪市中央区伏
見町4-4-1 日生伏 見
町ビル本館4Ｆ

製造業 化学工業 化粧品・医薬部外品の受託生産
http://www.kolmar.
co.jp

株式会社マックス
大阪府八尾市植松町2-
9-29

製造業 化学工業 各種石けん、入浴剤（医薬部外品）等の製造・企画・販売
http://www.soapma
x.co.jp

モアコスメティックス株
式会社

大阪府堺市美原区木材
通4-12-15

製造業 化学工業 医薬部外品、化粧品の製造・販売
http://www.moreco
smetics.co.jp/

森田化学工業株式会社
大阪府大阪市中央区久
太郎町4-1-3 大阪 セン
タ-ビル6階

製造業 化学工業  フッ化水素酸、フッ素化合物一般等の製造・販売
http://www.morita-
kagaku.co.jp
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http://www.polymark.co.jp/
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http://www.tamura-p.co.jp/
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http://www.kolmar.co.jp/
http://www.soapmax.co.jp/
http://www.soapmax.co.jp/
http://www.morecosmetics.co.jp/
http://www.morecosmetics.co.jp/
http://www.morita-kagaku.co.jp/
http://www.morita-kagaku.co.jp/


赤穂化成株式会社 兵庫県赤穂市坂越329 製造業 化学工業
無機塩類を素材とした製品・豆腐製造用資材・健康飲料・塩の製
造販売

https://web.ako-
kasei.co.jp/

山陽色素株式会社 兵庫県姫路市延末81 製造業 化学工業
インキ・塗料用の顔料、液晶ディスプレー用カラーフィルター・イン
クジェットインキ用の着色剤の製造

http://www.sanyoc
olor.jp/

大峰堂薬品工業株式会
社

奈良県大和高田市根成
柿574

製造業 化学工業 医療用漢方薬、医薬品の製造・販売
http://www.omined
o.co.jp

佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町
9-2

製造業 化学工業 薬品及び健康食品の製造・販売
http://www.sato-
yakuhin.co.jp

ダイヤ製薬株式会社
奈良県橿原市上品寺町
515

製造業 化学工業 医薬品・医薬部外品・医療機器等の製造及び販売
http://www.dia-
pharma.com/

晴香堂株式会社
奈良県磯城郡三宅町伴
堂413-2

製造業 化学工業 芳香剤、消臭剤等の企画、製造、販売
http://www.haruka
do.co.jp

ビッグテクノス株式会社
奈良県御所市大字城山
台166-17

製造業 化学工業 粘着剤、接着剤、皮革用仕上剤などの製造販売
http://www.vigteqn
os.co.jp/

笠野興産株式会社
和歌山県和歌山市井ノ
口550-1

製造業 化学工業 化学、医薬、食品添加物等の製造販売
http://www.kasano.
co.jp

小西化学工業株式会社
和歌山県和歌山市小雑
賀3-4-77

製造業 化学工業
情報電子材料、機能性樹脂等、機能性化学品の開発・製造・販
売

http://www.konishi
-chem.co.jp/

新中村化学工業株式会
社

和歌山県和歌山市有本
687

製造業 化学工業 アクリル系樹脂の開発製造販売
http://www.shin-
nakamura.com

多官能性アクリル材料を中心とした、ＵＶ硬化材料を取り揃えて
います。
営業・研究・製造・品証の緊密な連携によりお客様のニーズにお
応えします。

弊社のＵＶ硬化材料を使用した開発案件（電子材料事業、ライフサイ
エンス事業など）

スガイ化学工業株式会
社

和歌山県和歌山市宇須
4-4-6

製造業 化学工業 医薬中間物、農薬原体・中間物、界面活性剤等の製造及び販売
http://www.sugai-
chem.co.jp/

セイカ株式会社
和歌山県和歌山市南汀
丁8

製造業 化学工業 高機能性ポリマー原料の製造販売
http://www.waseik
a.com

三木理研工業株式会社
和歌山県和歌山市栄谷
１３－１

製造業 化学工業 繊維加工（形態安定・柔軟・抗菌・撥水等）
http://www.mikirike
n.co.jp

ライオンケミカル株式会
社

和歌山県有田市辻堂1-
1

製造業 化学工業 医薬部外品（殺虫剤・入浴剤）の製造・販売
http://www.lionche
mical.jp/

ワコー株式会社
和歌山県海南市大野中
512

製造業 化学工業 家庭日用品の製造・販売
http://www.wakog.
com/

株式会社服部商店
愛知県名古屋市中区丸
の内2-18-1

製造業 化学工業
工業薬品・塩・合成樹脂・高圧ガス等の販売、 芒硝・シーリング
材・接着材の製造、販売

http://www.hattori
-shoten.co.jp/

石油製品・石炭製品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

昭和瀝青工業株式会社
兵庫県姫路市北条口4-
26

製造業
石油製品・石炭製
品製造業

アスファルト乳剤・改質アスファルト・アスファルト合材の製造販売
http://www.shoreki.
co.jp/

株式会社ＴＯＡ（旧：東
亜ドラム油業株式会社）

和歌山県有田市初島町
浜1000

製造業
石油製品・石炭製
品製造業

石油製品の容器充填・運搬・貯蔵 http://toa-
d.co.jp/index2.html

https://web.ako-kasei.co.jp/
https://web.ako-kasei.co.jp/
http://www.sanyocolor.jp/
http://www.sanyocolor.jp/
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http://www.dia-pharma.com/
http://www.harukado.co.jp/
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http://www.vigteqnos.co.jp/
http://www.kasano.co.jp/
http://www.kasano.co.jp/
http://www.konishi-chem.co.jp/
http://www.konishi-chem.co.jp/
http://www.shin-nakamura.com/
http://www.shin-nakamura.com/
http://www.sugai-chem.co.jp/
http://www.sugai-chem.co.jp/
http://www.waseika.com/
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http://www.mikiriken.co.jp/
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http://www.wakog.com/
http://www.wakog.com/
http://www.hattori-shoten.co.jp/
http://www.hattori-shoten.co.jp/
http://www.shoreki.co.jp/
http://www.shoreki.co.jp/


プラスチック製品製造業（別掲を除く）

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

上中化学株式会社
福井県三方上中郡若狭
町玉置51-20

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチックボトルの製造・販売
http://www.kamina
ka-kagaku.co.jp

キョーセー株式会社
福井県越前市妙法寺町
29-2

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック異形押出成形の研究、開発、販売
http://www.kiosei.c
o.jp

酒井化学工業株式会社
福井県鯖江市川去町
32-2-1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

発泡ポリエチレン、気泡緩衝材などの製造・加工
http://www.sakai-
grp.com

株式会社近江物産
滋賀県栗東市大橋7-4-
51

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック原料（再生・加工）販売、プラスチック製品の企画販
売

www.ohmi-
bussan.co.jp

サイチ工業株式会社
滋賀県大津市平野3丁
目1番11号

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

金銀糸の製造販売（国内・輸出） 、真空蒸着製品、各種コーティ
ング製品の製造販売（国内・輸出）

http://www.saichi-
kk.co.jp/

新生化学工業株式会社
滋賀県大津市蓮池町6-
12

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

精密プラスチック成形品の製造・販売、精密プラスチック成形品
用金型の設計・製造・販売

http://www.shinsei
-shiga.co.jp/

原馬化成株式会社
滋賀県長浜市西上坂町
293-1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

PC製品、AV・家電製品などのプラスチック部品の製造
http://www.haraum
a.com

株式会社パンテック
滋賀県大津市瀬田４－
５－８

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

廃プラスチックリサイクル処理のトータルプロデュース
https://www.pante
chco.jp/

コンサルティング事業及び再生コンパウンディング事業。リサイク
ルブランディング業を通じてプラスチックリサイクルのトータルプロ
デュースを全国規模で展開。企業のプラスチックリサイクルの最
適化を行っている。

プラスチック廃棄物のマテリアルリサイクルの促進、プラスチック再生
材料の購入、
廃プラスチックリサイクル活動を通じて、ブランディングを行いたい企
業様。

尾池工業株式会社
京都府京都市下京区仏
光寺通西洞院西入木賊
山町181

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチックフィルムの表面加工製品および二次加工製品の製
造販売

http://www.oike-
kogyo.co.jp

株式会社ONO plus
京都府京都市伏見区常
盤町34番地1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

フィルムスリット加工
https://ono-
plus.com/

当社の強みは【設備の豊富さ】【対応力】【品質の信頼性】の３点
です。他社の数倍の機械保有台数、既存設備にとらわれない改
善力・提案力、大手メーカーや大手商社との直接取引実績があり
ます。

基幹システム開発の外注先、スリッター機改造協力会社を探してい
ます。量産にはなりませんが開発に協力してくれる企業を求めていま
す。

河長樹脂工業株式会社
京都府向日市森本町下
町田26

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

エレクトロニクス用モールド部品の生産および販売（OA・AV／移
動体通信／カーエレクトロニクス用品）

http://www.kawach
o.co.jp/index.html#

京都プラス精機株式会
社

京都府京丹後市峰山町
赤坂91-13

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

民生用・産業用コネクター部品、 自動車用部品、 二次電池部
品、精密成形品等の製造販売

http://www.kyoto-
plus.co.jp/

株式会社クロスエフェク
ト

京都府京都市伏見区南
寝小屋町57

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プロダクトデザインおよび樹脂筐体設計、CTスキャン・３Ｄモデリ
ングサービス など

http://www.xeffect.
com/

サンプラスチックス株式
会社

京都府相楽郡精華町光
台１-2-9

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

ディスポーザブル包装容器の開発・製造
http://www.sunpla.
co.jp

三和化工株式会社
京都府京都市南区上鳥
羽仏現寺町56

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

発泡体の製造・販売
http://www.sanwa-
chemi.co.jp/

株式会社横井製作所
京都府宇治市伊勢田町
浮面２８－１

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

精密PLASTIC射出成形部品の企画製造 http://yokoiss.com

株式会社麗光
京都府京都市右京区西
京極豆田町19

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

真空蒸着加工品（高機能フィルム、金銀糸）の各種製造販売
http://www.reiko.c
o.jp

アァルピィ東プラ株式会
社

大阪府吹田市江坂町1-
20-22

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

精密プラスチック成形、プラスチックシートの製造・販売
http://www.rptopla.
co.jp

日光化成株式会社
大阪府大阪市北区大淀
北1-6-41

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

熱硬化性樹脂積層板（絶縁材・断熱板）・ディスポーザブル医療
機器の製造・販売

http://www.nikkoka
sei.co.jp/

株式会社メイワパックス
大阪府柏原市円明町
888-1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチックフィルム印刷、フレキシブルパッケージング及び金属
蒸着製品の製造

http://www.mpx-
group.jp
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淀川ヒューテック株式会
社

大阪府吹田市江坂町2-
4-8

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

フッ素素材・高分子素材の開発・生産・加工技術の提供、精密装
置の製造・販売

http://www.yodoga
wa.co.jp/

アスカカンパニー株式
会社

兵庫県加東市河高4004 製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック製品の開発・製造・販売、測定・研究機器・工場自動
化に関わる開発・製造・販売・サービス

http://askacompan
y.co.jp/

龍野コルク工業株式会
社

兵庫県たつの市龍野町
島田321

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

ビーズ法発泡プラスチックス製品、模型の開発、製造、加工、販
売

http://www.tatsuno
-cork.co.jp

フルヤ工業株式会社
兵庫県篠山市大沢新
110

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック製品の開発及び製造
http://www.furuyai
nc.co.jp

明興産業株式会社
兵庫県神戸市長田区苅
藻通1-3-1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

射出成型及び金型製作･シルク印刷等、電子･電機機器・医療部
品の製造、電機･電鉄･車輌用機器組立

http://www.meikos.
co.jp/

岩崎工業株式会社
奈良県大和郡山市高田
町421-2

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック製日用家庭品の製造販売
http://www.lustrow
are.co.jp

広陵化学工業株式会社
奈良県北葛城郡広陵町
中167

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

食品容器、臨床検査器材の製造
http://koryo-
kagaku.co.jp/

国際化工株式会社 奈良県御所市蛇穴230 製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

メラミンその他各種合成樹脂成形品の企画・製造・販売
http://www.kokusai
-kako.co.jp

メラミン樹脂製テーブルウェアやコンフォートグッズ等、他社にな
い技術と品質、デザイン力が強みで、使い終わった製品のリサイ
クルシステムも構築しています。

各種合成樹脂成形品の企画･製造･販売という事業内容の拡大に繋
がる、新素材･新技術開発、新規販路開拓や、環境対応に関する連
携を望んでいます。

ダイシン化工株式会社
奈良県奈良市杏町203-
1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

合成樹脂製品、包装関連資材の企画・生産及び販売
http://www.daishin
kk.co.jp

天龍化学工業株式会社
奈良県磯城郡三宅町伴
堂551

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

食品関連のキャップ等、プラスチック製品の製造
http://www.tenryu
-c.co.jp/

日ポリ化工株式会社
奈良県山辺郡山添村切
幡126-4

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

ユニットバス製造販売 人工大理石製キッチンカウンター天板製
造販売 人工炭酸泉発生装置販売

http://www.nippori.
co.jp

高級ホテル、ビジネスホテル、高級分譲マンション等に数多くの
ユニットバスを納品させて頂いております。 近年は自宅で温泉気
分を楽しめる人工炭酸泉発生装置の開発、販売も行っています。

ビジネスホテルチェーン向け規格品ユニットバスの販売。高級ホテル
や分譲マンション等向けオーダーメイドユニットバスの販売。

三笠産業株式会社
奈良県北葛城郡広陵町
寺戸53

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック製キャップやペットボトルなどの製造販売
http://www.mikasa
-ind.co.jp/

大和化学工業株式会社
奈良県北葛城郡広陵町
南郷986-1

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

工業用プラスチック製品の設計開発・製造
http://www.daiwaci.
co.jp/

樹脂成形において３種の異なる手法の成形機を２２台保有してい
ます。
中空成形、射出成形、真空成形の製品を内作保有機で高品質な
製品を提供します。
納期につきましては最短当日発注、当日納入が可能です。

精密部品の製造メーカー様で品質を維持したまま次のお客様に納め
る各種容器を
企画、設計開発、量産でお手伝い致します。

株式会社吉川国工業所
奈良県葛城市加守646-
2

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

プラスチック日用品雑貨の企画・製造・販売
http://www.yoshika
wakuni.co.jp/

美しい収納、ぬくもりのある快適な暮らしを考える会社
“ＳＩＭＰＬＥ　ＩＳ　ＢＥＳＴ”をデザインコンセプトに１９８３年以来６０
数品目にわたるグッドデザイン賞を受賞。
アメリカ・シカゴでのデザイン・ディファインド賞、ドイツのデザイン
賞「レッド・ドット・デザイン賞」、「iF DESIGN AWARD 2019」プロダ
クト部門での受賞。
その優れたデザインセンスと企画力は世界中で高い評価をいた
だいています。

株式会社アイセン
和歌山県海南市小野田
258

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

台所用品等の家庭用品の製造・販売
http://www.aisen.c
o.jp/

株式会社山田利
和歌山県海南市野上新
738

製造業
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

100円ショップ向け日用雑貨・家庭用品の卸売

http://www.yodogawa.co.jp/
http://www.yodogawa.co.jp/
http://askacompany.co.jp/
http://askacompany.co.jp/
http://www.tatsuno-cork.co.jp/
http://www.tatsuno-cork.co.jp/
http://www.furuyainc.co.jp/
http://www.furuyainc.co.jp/
http://www.meikos.co.jp/
http://www.meikos.co.jp/
http://www.lustroware.co.jp/
http://www.lustroware.co.jp/
http://koryo-kagaku.co.jp/
http://koryo-kagaku.co.jp/
http://www.kokusai-kako.co.jp/
http://www.kokusai-kako.co.jp/
http://www.daishinkk.co.jp/
http://www.daishinkk.co.jp/
http://www.tenryu-c.co.jp/
http://www.tenryu-c.co.jp/
http://www.nippori.co.jp/
http://www.nippori.co.jp/
http://www.mikasa-ind.co.jp/
http://www.mikasa-ind.co.jp/
http://www.daiwaci.co.jp/
http://www.daiwaci.co.jp/
http://www.yoshikawakuni.co.jp/
http://www.yoshikawakuni.co.jp/
http://www.aisen.co.jp/
http://www.aisen.co.jp/


ゴム製品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社加貫ローラ製
作所

大阪府大阪市生野区中
川5-3-13

製造業 ゴム製品製造業
印刷・工業用高機能ローラー、ローラー用ゴム生地、印刷関連商
品等の製造・販売

http://www.katsura
-roller.co.jp/

錦城護謨株式会社
大阪府八尾市跡部北の
町1-4-25

製造業 ゴム製品製造業
工業用ゴム・樹脂製品、土木資材・製品の製造・販売、軟弱地盤
改良の設計・施工・管理

http://www.kinjogo
mu.jp/

三和テクノ株式会社
兵庫県神戸市兵庫区高
松町2-28

製造業 ゴム製品製造業
自動車関連部品、情報通信機器部品を主体とした シール機能製
品の開発、製造、販売

http://www.t-
sanwa.co.jp/

株式会社テクノフローワ
ン

兵庫県神戸市長田区神
楽町2-3-2

製造業 ゴム製品製造業 コーティング・ラミネート加工などの開発・製造
http://www.tfone.c
o.jp/

株式会社ニチリン
兵庫県神戸市中央区江
戸町98-1東町・江戸町
ビル

製造業 ゴム製品製造業 自動車用各種ホース、住宅関連ホース、同部品等の製造販売
http://www.nichirin.
co.jp/index.html

株式会社ベル
兵庫県神戸市長田区大
橋町1-2-11

製造業 ゴム製品製造業 靴、皮革雑貨、皮革小物等の企画、製造、販売
http://www.belle-
co.jp

尾高ゴム工業株式会社
和歌山県紀の川市貴志
川町神戸77-3

製造業 ゴム製品製造業 工業用ゴムロール・ゴム製品製造販売
http://www.otaka-
rubber.co.jp/

なめし革・同製品・毛皮製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

カワノ株式会社
兵庫県神戸市長田区大
道通5-101-6

製造業
なめし革・同製品・
毛皮製造業

婦人靴の企画開発及び製造、直営店「BARCLAY」、「BARCLAY
+」の展開、主要百貨店への卸売、小売業・卸売業・アパレル等へ
のOEM、輸出

http://www.barclay.
jp

1921年の創業以来、職人たちの手作業により、ファッション性と
機能性をあわせ持つMade in Kobe-Nipponの靴づくりを続けてお
ります。

株式会社由利
兵庫県豊岡市上陰164-
5

製造業
なめし革・同製品・
毛皮製造業

カジュアル鞄、ビジネス鞄、キャリー、サイフ小物等の企画、製
造、販売

www.yurikk.com

窯業・土石製品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ホクコン
福井県福井市今市町
66-20-2

製造業
窯業・土石製品製
造業

プレキャスコンクリートの開発、設計、製造、販売、施工
https://www.hokuk
on.co.jp

株式会社大木工藝
滋賀県大津市中野3-4-
13

製造業
窯業・土石製品製
造業

機能性炭素材料及びその応用製品の研究開発、製造
廃プラの８割を減容、２割を炭化するシステム・炭化炉、活性炭製
造

http://ohki-
techno.com/

廃プラの８割減容と２割が炭化、商品化に成功。ランクごとの活
性炭を使用して急速充放電キャパシタ用原料、各種フィルターに
応用可能。市販品と比べ優秀。廃ペット炭化技術は特許取得済。
国際特許も申請中です。

販路拡大するためのパートナーを探しています。研究開発に特化し
ており、特許数は海外含めて約180件あります。全て炭素にかかわる
ものですが、医・食・住・農・美（宝）・エネルギーと様々な分野で多く
のコラボが望めます。

オリベスト株式会社 滋賀県野洲市三上2110 製造業
窯業・土石製品製
造業

無機繊維紙及び機能紙の開発・製造
http://www.oribest.
co.jp/

日本黒鉛工業株式会社
滋賀県大津市唐橋町9-
22

製造業
窯業・土石製品製
造業

日本黒鉛工業製品全般の取扱い、鍛造用潤滑離型剤現地生産
品の販売

http://www.n-
kokuen.com

西村陶業株式会社
京都府京都市山科区川
田清水焼団地町3-2

製造業
窯業・土石製品製
造業

セラミックスの製造販売
https://nishimurato
ugyou.co.jp/

ハイトカルチャ株式会社
大阪府大阪市城東区関
目5-11-9

製造業
窯業・土石製品製
造業

植物育成装置、非土壌系栽培、自動吸水システム・装置の企画・
開発・販売

http://www.phytoc
ulture.co.jp

松浪硝子工業株式会社
大阪府岸和田市八阪町
２－１－１０

製造業
窯業・土石製品製
造業

ガラス加工・販売（医療用及び光・電子材ｶﾞﾗｽ）
http://www.matsun
ami-glass.co.jp

創業1844年の老舗企業。顕微鏡カバー・スライドグラスの国内
シェア７０％。ガラス精密微細加工は技術は、国内屈指を自負。
2019年岸和田市にゆめみヶ丘工場竣工（2,270坪） 経団連会員。

医療分野、電子材関係（半導体、通信、画像ｾﾝｻｰ、車載ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
等）

http://www.katsura-roller.co.jp/
http://www.katsura-roller.co.jp/
http://www.kinjogomu.jp/
http://www.kinjogomu.jp/
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http://www.yurikk.com/
https://www.hokukon.co.jp/
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http://ohki-techno.com/
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http://www.oribest.co.jp/
http://www.oribest.co.jp/
http://www.n-kokuen.com/
http://www.n-kokuen.com/
https://nishimuratougyou.co.jp/
https://nishimuratougyou.co.jp/
http://www.phytoculture.co.jp/
http://www.phytoculture.co.jp/
http://www.matsunami-glass.co.jp/
http://www.matsunami-glass.co.jp/


鉄鋼業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

武生特殊鋼材株式会社
福井県越前市四郎丸町
21-2-1

製造業 鉄鋼業 クラッドメタル（異種金属接合材）の製造・販売
http://www.e-
tokko.com

近江鍛工株式会社
滋賀県大津市月輪1-4-
6

製造業 鉄鋼業
ベアリング部品、自動車部品、船舶部品、産業機械部品、航空・
宇宙／海洋・海底開発機器部品等の製造

http://www.omitan
ko.co.jp

株式会社ゴーシュー
滋賀県湖南市石部緑台
2-1-1

製造業 鉄鋼業 自動車用精密型鍛造品の製造
http://www.gohsyu.
com/

株式会社ミヤジマ
滋賀県犬上郡多賀町多
賀1008

製造業 鉄鋼業
シャフト形状部品の据え込み（アプセット）鍛造、各種金属熱処理
加工

http://miyajima-
jp.com/

株式会社山崎機械製作
所

滋賀県湖南市日枝町3-
2

製造業 鉄鋼業
型打鍛造品の製造、ローリング鍛造品の製造、機械加工品の製
造

http://www.yamaza
ki-kikai.co.jp/

弊社では1～1,000kgと幅広いサイズの型打鍛造品が製造可能で
す。また、複雑形状の鍛造を得意とし、従来鋳造や溶接構造で製
造されていた製品を「鍛造化」することで、品質、強度など様々な
メリットを提供しています。

木ノ本伸線株式会社
大阪府東大阪市弥生町
2-56

製造業 鉄鋼業 磨棒鋼、異形線の製造販売
https://www.kinom
oto.co.jp/

「お客様の望みをカタチに」、小ロット・短納期・高精度・高品質の
磨棒鋼や異形線について、常に最高のものを求める 「カタログに
ない商品づくり」で、お客様に満足いただける商品を追求しており
ます。

辰巳工業株式会社 大阪府茨木市佐保48 製造業 鉄鋼業 ステンレス鋼等の特殊鋼鋳造品、バーナーノズルの製造・販売
http://www.tatsumi
-cast.co.jp

東海バネ工業株式会社
大阪府大阪市西区西本
町2-3-10 西本町イ ン
テス12階

製造業 鉄鋼業 金属ばねの設計・製造・販売
https://www.tokaib
ane.com/

最適な設計、最適の品質でお客様のご要望に完全受注生産で対
応する、ばね専業メーカーです。
各種機械部品、発電所、免振等の多様なニーズにお応えします。

宇宙開発分野、再生可能エネルギー分野、医療介護ロボット分野で
の協業開発

中嶋産業株式会社
大阪府大阪市住之江区
南港南5-4-108

製造業 鉄鋼業 極厚鋼板精密溶断加工・販売、レーザー加工・販売
http://www.nkjm.co
.jp

ヤマコー株式会社
大阪府東大阪市加納4-
3-26

製造業 鉄鋼業
熱間・冷間・複合鍛造による鍛造・新機能製品の開発と製造
(CFRTP熱可塑性　等）+　機械加工品(NC/MC/転造・ボール盤）
の製造

https://www.yamac
o-forging.co.jp/

作業工具メーカｰとしてｽﾀｰﾄして73年目の会社。新機能製品の
開発を手がけ2019年にCERTP熱可塑性成形技術で特許も取
得。多品種少量可、金型設計から行い新素材材料・作り方を見出
し時間当たりの生産数を上げコストダウンにもつなげます。

新機能製品の見出しで、新素材材料メーカ様との共同研究。また、
鍛造にしかできない工法で強度を見出したうえでの中空化やﾏﾙﾁマ
テリアルを可能とする開発。材料改質を活かした開発。

株式会社大智鍜造所
兵庫県川西市加茂6-
45-1

製造業 鉄鋼業
熱間型鍛造品の製造、鉄骨建築、設備工事、運搬省力機器等の
製作・設置

https://www.ohchi-
forging.jp/

株式会社コタニ
兵庫県加西市中野町
1665

製造業 鉄鋼業
自動車用ミッションギヤブランク、ベアリングレース等鍛工品の製
造

http://www.kk-
kotani.co.jp/

熱間鍛造、冷間鍛造、熱間ローリング、冷間ローリング、切削加
工など様々な加工の組み合わせでお客様の取り代削減に貢献し
ます。

濱中製鎖工業株式会社
兵庫県姫路市白浜町甲
770

製造業 鉄鋼業 船舶及び海洋構造物用チェーンの製造、販売
http://www.hamana
ka-chain.co.jp

酒井伸線株式会社
奈良県大和郡山市今国
府町97-3

製造業 鉄鋼業
熱処理を含む金属の冷間伸線加工。線径Φ0.60～Φ0.015ｍｍ
に特化、ｽﾃﾝﾚｽ鋼・ﾆｯｹﾙ合金・純ﾆｯｹﾙ・純ﾁﾀﾝ・電熱線・Ni-Ti合
金等の細線を製造

http://www.sakaiwi
re.co.jp

｢お客様の用途･ニーズに合わせた製品提供｣ が弊社の強み。用
途に合わせた価格設定・品質管理を行い、小ロット・多品種・短納
期で製品をご提供、ＩＴを活用した高いﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ機能・製造条件
管理が自慢

細線専用の冷間伸線加工設備・熱処理炉・伸線ダイス加工・計測機
器・技術等を保有するのみで、母材を作り出す機能・技術はない。母
材供給いただけるメーカー殿と連携し、細線に加工して世に送り出す
協働を望みます。

竹島鉃工建設株式会社
和歌山県有田郡有田川
町西丹生図285-1

製造業 鉄鋼業 鋼構造物の設計・施工
http://www.takeshi
ma-tekko.com

創業以来、積み上げてきた技術と、決められた工期を確実にクリ
アするチームパワーをベースに、設備投資と技術革新を経て、品
質とコストのバランスを保ちながら邁進しています。
ＴＡＫＥＳＨＩＭＡは、受注した仕事を100％自社で一貫生産するこ
とを目標とした会社です。

非鉄金属製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

倉茂電工株式会社
福井県越前市下平吹町
10-9

製造業 非鉄金属製造業 FAケーブルの製造・販売
http://www.kuramo
.co.jp

福田金属箔粉工業株式
会社

京都府京都市山科区西
野山中臣町20

製造業 非鉄金属製造業 金属箔・金属粉の製造・加工・販売
https://www.fukuda
-kyoto.co.jp/

金属粉・金属箔の専門技術をベースに、印刷用原料などの装飾
用途から、高速伝送性・耐屈曲性を兼ね備えた金属箔や、ナノ粒
子、3Dプリンタ用の金属粉などの先端素材まで、さまざまな素材
を提供しています。

金属箔・金属粉の新規用途開発、追加加工

太陽ケーブルテック株
式会社

大阪府大阪市北区梅田
3-3-20 明治安田生 命
大阪梅田ビル21階

製造業 非鉄金属製造業 電線及び電線加工品の製造販売
http://www.taiyoca
ble.com/

大浦貴金属工業株式会
社

奈良県奈良市西ノ京町
284

製造業 非鉄金属製造業
貴金属地金加工品、貴金属化成品および歯科医療用貴金属合
金の製造・販売

https://www.ohura.
co.jp/

貴金属を専門に取り扱うメーカーは多くありませんが、中でも弊社
のように冶金加工から化学処理、そしてスクラップ精製まで行え
る会社はごくわずかです。これらの技術を組み合わせた提案をし
てまいります。

より付加価値の高い貴金属製品を製造・販売していきたいと考えて
います。そのためのアイデア検討からマーケティング、研究・開発ま
で一緒に取り組んでいただける企業様を探しています。

http://www.e-tokko.com/
http://www.e-tokko.com/
http://www.omitanko.co.jp/
http://www.omitanko.co.jp/
http://www.gohsyu.com/
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http://miyajima-jp.com/
http://www.yamazaki-kikai.co.jp/
http://www.yamazaki-kikai.co.jp/
https://www.kinomoto.co.jp/
https://www.kinomoto.co.jp/
http://www.tatsumi-cast.co.jp/
http://www.tatsumi-cast.co.jp/
https://www.tokaibane.com/
https://www.tokaibane.com/
http://www.nkjm.co.jp/
http://www.nkjm.co.jp/
https://www.yamaco-forging.co.jp/
https://www.yamaco-forging.co.jp/
https://www.ohchi-forging.jp/
https://www.ohchi-forging.jp/
http://www.kk-kotani.co.jp/
http://www.kk-kotani.co.jp/
http://www.hamanaka-chain.co.jp/
http://www.hamanaka-chain.co.jp/
http://www.sakaiwire.co.jp/
http://www.sakaiwire.co.jp/
http://www.takeshima-tekko.com/
http://www.takeshima-tekko.com/
http://www.kuramo.co.jp/
http://www.kuramo.co.jp/
https://www.fukuda-kyoto.co.jp/
https://www.fukuda-kyoto.co.jp/
http://www.taiyocable.com/
http://www.taiyocable.com/
https://www.ohura.co.jp/
https://www.ohura.co.jp/


金属製品製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

アイテック株式会社
福井県鯖江市神中町2-
6-8

製造業 金属製品製造業 眼鏡フレームの表面処理
https://www.eyete
c.co.jp

清川メツキ工業株式会
社

福井県福井市和田中1-
414

製造業 金属製品製造業 電子部品、半導体、機械部品等へのめっき加工
http://www.kiyoka
wa.co.jp/

大日メタックス株式会社
福井県福井市森行町2-
5

製造業 金属製品製造業 ビル用アルミサッシをはじめとしたアルミ製品の設計・製造など
http://www.dainichi
metax.co.jp

株式会社TOKO（旧：東
工シャッター株式会社）

福井県鯖江市熊田町1-
100

製造業 金属製品製造業 ビル・住宅向け商品の企画・開発・製造・販売
https://www.toko-
ss.co.jp/

ビル・住宅向け商品の開発・設計・製造・販売の事業を展開して
います｡
私たちが作る商品のコンセプトは「空間の有効利用」｡
鯖江で生まれ作られた商品が全国の店舗、住宅などに採用され
ています｡

株式会社日本エー・エ
ム・シー

福井県福井市市波町
13-8

製造業 金属製品製造業 高圧配管用継ぎ手の製造・販売
https://www.j-
amc.co.jp/

お客様の海外進出に合わせいち早くグローバル化に対応し、日
本、中国、タイ、フィリピンの４拠点に生産体制を確立し、量産か
ら多品種・小ロット・短納期までの顧客ニーズに対応したものづく
りをしています。

福井鋲螺株式会社
福井県あわら市山十楽
1-7

製造業 金属製品製造業 精密鍛造パーツ及びファスニング製品の製造・販売
http://www.byora.c
o.jp

株式会社龍泉刃物
福井県越前市池ノ上町
49-1-5

製造業 金属製品製造業 包丁の製造・販売
http://www.ryusen
-hamono.com

株式会社クリスタル光
学

滋賀県大津市今堅田3-
4-25

製造業 金属製品製造業
金属、非金属、新素材等の超精密研磨・研削加工、切削加工。半
導体、液晶装置関連事業。光学関連事業。航空宇宙関連事業。

http://www.crystal
-opt.co.jp/

社内で成形加工から研削・研磨の仕上げ加工まで一貫で行え、
短納期に対応も可能です。また弊社には最先端の測定機器を多
数保有しており、高精度の加工と品質保証を実現致します。

大型部品を高精度に加工できる企業、医療、バイオ関連事業

甲西高周波工業株式会
社

滋賀県湖南市石部北5-
6-5

製造業 金属製品製造業
自動車、二輪車、錠前、航空機、建設土木、輸送機、農業、産業
機械などの金属製部品の表面熱処理全般

http://kdgnet.com/

株式会社シンセイ
滋賀県彦根市高宮町
2804-1

製造業 金属製品製造業 精密部品加工、生産合理化治具製造
http://www.sinnsei.
co.jp/

単品の注文も多く、開発に携わる試作部品等も多くの企業様から
お声掛け頂いております。最新の設備に加え、多岐にわたる加
工機を揃えておりますので、社内一貫で加工できる体制をとって
おります。

髙橋金属株式会社
滋賀県長浜市細江町
864-4

製造業 金属製品製造業
精密金属プレス部品製造、プレス金型の設計・製作、精密鈑金部
品製造

http://www.takaha
si-k.co.jp

日伸工業株式会社
滋賀県大津市月輪1-1-
1

製造業 金属製品製造業 精密プレス部品の製造および組立、精密プレス金型の設計・製作
http://www.nisssinj
pn.co.jp

設立当初から高精度家電部品製造で培った小物精密プレス加工
技術のノウハウを蓄積しており自動車部品を初め各分野への技
術展開が可能

株式会社金山精機製作
所

京都府京都市山科区川
田清水焼団地町4-9

製造業 金属製品製造業
注油器、航空機用パーツ、各種精密金型等の加工・組立、3D造
形

http://www.kanaya
majapan.com/comp
any/

株式会社衣川製作所
京都府京都市伏見区深
草新門丈町106-4

製造業 金属製品製造業 手術器具の設計開発・製作、各種微細加工
http://www.kinuga
wa-fact.co.jp

株式会社最上インクス
京都府京都市右京区西
院西寿町5

製造業 金属製品製造業
精密薄板試作加工・試作成形加工サービス、量産に係る設計・
工法の提案

http://www.saijoinx
.com/

株式会社佐藤医科器械
製作所

京都府京都市中京区西
洞院通御池上ル押西洞
院町606

製造業 金属製品製造業 各種精密機械部品の精密板金加工
http://www.satoika.
co.jp

株式会社竹村製作所
京都府京都市南区上鳥
羽中河原38

製造業 金属製品製造業 大型ステンレス板金・精密板金加工、フレーム加工、各種溶接
www.takemuragp.gr.
jp

株式会社ツー・ナイン・
ジャパン

京都府京都市南区唐橋
高田町37

製造業 金属製品製造業 製薬・健康食品の錠剤用の金型の製造販売
http://www.29japan
.co.jp/

中嶋金属株式会社
京都府京都市右京区西
院清水町4

製造業 金属製品製造業
金メッキ・白金（プラチナ）・銀・ロジウム・スズ等のメッキ、プラス
チックやセラミック・ガラス・チタン・タングステン上へ、半導体機
器・医療機器～装飾品へのメッキ

http://www.nakajim
akinzoku.co.jp

燃料電池電極へのピンホールレスメッキ、微細管内部へのメッ
キ、極細タングステンピンへの微細メッキなど独自に開発したメッ
キ設備、メッキ液で対応しております。試作は1点より承り最適な
メッキをご提案致します。

産産、産公、産学連携実績多数有。また、新規開発事業など業種、
業界を問わず連携を希望します。

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社
京都府宇治市大久保町
成手1-30

製造業 金属製品製造業 機械加工、表面処理、装置開発
http://www.hilltop2
1.co.jp/

二九精密機械工業株式
会社

京都府京都市南区唐橋
経田町33-3

製造業 金属製品製造業 精密機械加工,ベータチタンパイプの製造・販売・提案 https://futaku.co.jp

創業以来一世紀以上かけて培われた手作業の技術と最先端設
備による加工技術をハイブリッドさせ、他社では加工が難しいと
言われる難削材もミクロン単位で高精度な加工を施すことが可能
です。

多機能ノズル・ニードルの設計・開発(コーティング等表面処理技術を
含)に注力しており、微細(小径)で特殊性能を持ったノズル・ニードル
を必要とされている企業様と繋がることができたら幸いです。

マルホ発條工業株式会
社

京都府京都市下京区中
堂寺南町１３４  京都リ
サーチパーク1号館4階

製造業 金属製品製造業
精密スプリング・板ばねの製造・販売、自動包装機・省力機器の
設計・製造販売、医療デバイスの開発・製造販売

http://www.maruho
-htj.co.jp
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植田アルマイト工業株
式会社

大阪府堺市東区石原町
1-103

製造業 金属製品製造業 アルミニウム合金の表面処理加工
http://www.uedaal
mite.co.jp/

栄光技研株式会社
大阪府門真市三ツ島4-
20-2

製造業 金属製品製造業
線材加工部品・製品、各種ばね（コイル・板）、金属機械加工部
品、樹脂機械加工部品の製造・販売

http://www.eiko-
sp.co.jp

ジャパンマテックス株式
会社

大阪府泉南市りんくう南
浜4-33

製造業 金属製品製造業
膨張黒鉛製品（ガスケット、グランドパッキン、紡織品等）の製造・
販売

http://www.japanm
atex.co.jp

株式会社テクノタイヨー
大阪府堺市東区石原町
1-153

製造業 金属製品製造業
省力化機械設計・製造、マシニング加工、各種金属の切削加工、
組立加工等

http://www.techno
-t.co.jp/company/

株式会社東研サーモ
テック

大阪府寝屋川市中木田
町13番2号

製造業 金属製品製造業 金属熱処理加工、薄膜形成処理
http://www.tohkent
hermo.co.jp/

村上精機株式会社
大阪府堺市堺区山本町
5-97-3

製造業 金属製品製造業
超精密機械の組立・部品加工・（自動車エンジン用金型・半導体
製造装置・工作機械組立）

http://www.muraka
miseiki.co.jp/

きさげ技術を用いた高精度組立技術。JIS Q 9100認証取得した
品質マネジメントシステムのトレーサビリティ

環境・エネルギー事業として特許技術「外燃式ロータリーエンジン」の
普及展開。

株式会社ヤマナカゴー
キン

大阪府東大阪市加納4-
4-24

製造業 金属製品製造業 鍛造部品用精密金型の製造
http://www.yamana
ka-eng.co.jp

低温低圧蒸気（0.5～1MPa 0.3t/hで12～15kW）または200kW規模の
廃熱からのORC発電。超小規模ごみ焼却発電の提携等。

株式会社山本金属製作
所

大阪府大阪市平野区背
戸口2-4-7

製造業 金属製品製造業 切削加工、分析・評価機器、評価試験サービス
http://www.yama-
kin.co.jp

株式会社奥谷金網製作
所

兵庫県神戸市中央区相
生町4-5-5

製造業 金属製品製造業
総合金網・パンチングメタルの製造・販売　各種工業金網・メッ
シュ・スクリーン・フィルター製造

https://www.okuta
nikanaami.co.jp/

明治28年（1895年）創業。スクリーン・フィルターに使用されるパン
チングメタルでは世界トップの加工技術製品「スーパーパンチン
グ」で高耐久・高耐圧・長寿命化が実現。

当社製品「スーパーパンチング」を利用し、環境問題に取り組める製
品開発を希望致します。

株式会社桂スチール
兵庫県姫路市久保町１
６５

製造業 金属製品製造業
ガス切断製品（切板製品）・溶接形鋼（BH・BT）の製造・一次加
工・二次加工・鉄鋼販売

http://www.katsura
-steel.co.jp/

佐和鍍金工業株式会社 兵庫県姫路市保城753 製造業 金属製品製造業
自動車部品などの金属製品への電気めっき・無電解めっき・カチ
オン電着塗装・アルマイト・抗菌めっき等の表面処理加工

http://www.sawa-
mekki.co.jp

株式会社精和工業所
兵庫県伊丹市北本町3-
105

製造業 金属製品製造業
貯湯タンク、電気温水器、電池ケース、燃料電池用水素発生装
置など各種ステンレス溶接製品の設計・製造

https://www.seiwa
-ic.co.jp/

薄板ステンレス溶接技術をコアコンピタンスとし、高い耐食性、気
密性などを要求される溶接製品を材質提案、溶接構造提案から
板金、溶接、組立までトータルでサポートすることが可能。

株式会社東豊精工
兵庫県豊岡市下陰404-
1

製造業 金属製品製造業
精密ばね（線ばね、薄板ばね）の生産及び販売、プレス金型、精
密治工具、合理化機械の設計・製作・販売

http://ｗｗ
ｗ.tohoseiko.co.jp/

線径0.02㎜、板厚0.05㎜～の細線・薄板加工を得意としていま
す。FEMを駆使したばね設計から自社開発機での生産対応、自
社製耐久試験機による評価試験まで全工程での品質保証を行い
ます。

トクセン工業株式会社
兵庫県小野市住吉町南
山1081

製造業 金属製品製造業
タイヤ用スチールコード、ビードワイヤ、各種異形線、ソーワイ
ヤ、医療用線など特殊金属線の製造、販売

http://www.tokuse
n.co.jp/

伸線加工、撚り加工、異形加工等を駆使し、金属線に関する様々
な要求に、高い精度をもって応えることができます。μレベルの極
細線の分野でも、精密なだけでなく、強靱で、安定した形状の製
品がつくれます。

・「製造販売業者」との連携による医療事業
・「製造販売業者」とは異なる企業との連携による新たな医療事業
・チタンワイヤ等の高強度かつ軽量素材を扱う事業
・φ8μmの超極細線や各種軽量補強体を扱う事業

日本ジャバラ株式会社
兵庫県神戸市兵庫区水
木通9-1-16

製造業 金属製品製造業 各種機械用ジャバラの製造・販売
https://www.jyabar
a.co.jp/

福伸電機株式会社
兵庫県神崎郡福崎町福
田447-1

製造業 金属製品製造業
自動車及び二輪車用・住設機器用・産業機器用・・医療機器用製
品・部品の製造販売

http://www.felco.c
o.jp/

冨士発條株式会社
兵庫県朝来市和田山町
筒江165-51

製造業 金属製品製造業
精密プレス加工、深絞り加工、精密スプリングの設計並びに製
造、精密金型・冶具の設計・製作、自動組立機の設計・製作、充
電式電池部品の組立加工・ニッケルメッキ処理

http://www.fuji-
springs.co.jp/index.
html

株式会社正光
兵庫県姫路市夢前町前
之庄1390

製造業 金属製品製造業 建物の骨組みとなる鉄骨製品の製作、総合建設
http://www.masami
z.com/

株式会社AEファステッ
ク

奈良県生駒郡斑鳩町法
隆寺南2-2-7

製造業 金属製品製造業 二輪、四輪、建機用部品の製造販売
http://www.ae-
fastech.co.jp/index.
html

株式会社エスケイケイ
奈良県生駒市北田原町
1786-1

製造業 金属製品製造業 金属プレス加工によるエアコン、複合機等の部品製造・販売 http://skknet.co.jp

葛城工業株式会社
奈良県北葛城郡広陵町
沢338

製造業 金属製品製造業 鋼板やパイプ、アングルなどの鉄・ステンレス加工
http://www.ktrg.co.
jp

伸光工業株式会社
奈良県橿原市曲川町6-
7-1

製造業 金属製品製造業 大型製缶の製造及びFA装置の設計・製造
http://www.shinko-
365.co.jp

株式会社トーコー
奈良県生駒市北田原町
1208-6

製造業 金属製品製造業 建築金物の製造販売、建築資材全般の卸売
http://www.metal-
toko.co.jp
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奈良精工株式会社 奈良県桜井市小夫3681 製造業 金属製品製造業
医療機器、光学機器、OA機器、輸送用機械器具などの部品製造
及び医療機器製品

http://www.nara-
seiko.co.jp

精密加工レスダイカスト及びロストワックスの業者と部品や製品
の低コスト化・精密加工等を積極的に展開している。また、チタン
合金等難削材の加工実績は３０年以上である。

切削加工品の低コスト化や商品化を検討されている事業者及びＳＵ
Ｓ材等をチタン合金化を検討されている事業者

有限会社菊井鋏製作所
和歌山県和歌山市小雑
賀2-2-31

製造業 金属製品製造業 理美容鋏及び理美容用品の企画・開発・販売
http://www.scissor
s.co.jp/

美容室・理容室で使われるハサミを製造しています。こだわりの
強いスタイリストの要望に応え、オーダーメイドにも対応していま
す。また近年では欧米を中心に海外展開にも力を入れています。

紀州ファスナー工業株
式会社

和歌山県御坊市塩屋町
北塩屋521-1

製造業 金属製品製造業 ナット等のねじ製造販売
http://www.kishuf.c
o.jp

株式会社寿精密
和歌山県伊都郡かつら
ぎ町東渋田651－23

製造業 金属製品製造業 金型製作・販売、プレス量産部品、自動機製作・販売
http://www.koto-
buki.co.jp

当社だからできる設計から金型製作、プレス量産、アッセンブリー
までの一貫生産体制

当社BCPにおける「お互い様戦略」として有事の際に連携で
きる企業様（超精密金属プレス部品の量産事業が可能な企業
様）

髙木彫刻株式会社
和歌山県和歌山市中之
島1525

製造業 金属製品製造業 金属エンボス彫刻加工、捺染用ロール彫刻等
http://www.takagi-
chokoku.co.jp/

橘電装工業株式会社
和歌山県和歌山市坂田
183-4

製造業 金属製品製造業
板金加工・各種工業塗装・シルク印刷 http://tachibana-

denso.co.jp/

株式会社長尾製缶所
和歌山県有田郡有田川
町野田144

製造業 金属製品製造業 ペール缶・ドラム缶の製造・販売
http://www.nagaoc
an.co.jp/

有限会社ハヤシ・シ
ザース

和歌山県和歌山市手平
6-5-74

製造業 金属製品製造業 刃材の自社製造・直接販売、アフターメンテナンス
http://www.hayashi
-scissors.com

桝谷精工株式会社
和歌山県和歌山市川辺
416-1

製造業 金属製品製造業 板金部品加工
http://www.msk-
w.co.jp/
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はん用機械器具製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

トーヨーマシックス株式
会社

福井県福井市下江守町
54-2-25

製造業
はん用機械器具製
造業

航空・宇宙・防衛関連部品及び周辺装置、工作機械などの製作

株式会社オーケーエム
滋賀県蒲生郡日野町大
谷446-1

製造業
はん用機械器具製
造業

高機能バルブの設計・製造
http://www.okm-
net.co.jp

湖北精工株式会社
滋賀県長浜市東上坂町
351-2

製造業
はん用機械器具製
造業

一般産業用機械・省力化機械の製造、各種印刷機の設計・製作
https://www.kohok
useiko.co.jp/

当社では、様々な分野の生産工場の省力化、自動化機械を製作
しており、構想、設計、加工、組立まで全ての工程を自社で行って
います。リピート製品の製作だけではなく、お客様の要望に沿う
新規の機械にも対応します。

株式会社清水合金製作
所

滋賀県彦根市東沼波町
928

製造業
はん用機械器具製
造業

上下水道用各種弁類製造、製鉄プラント用耐熱コントロール弁、
環境事業（水処理関連）

http://www.shimizu
gokin.co.jp/

木田バルブ・ボール株
式会社

大阪府東大阪市玉串町
東3-1-36

製造業
はん用機械器具製
造業

ボールバルブ用弁体ボール・熱間型打鍛造品の製造販売 http://www.kvb.jp

ステンレス製バルブボールをはじめチタン、ハステロイ、ニッケル
合金溶射、WC溶射などの難削材を真球に加工する技術を要して
います。又、応用技術として、究極の滑らかさが求められる人工
股関節にコア技術である球体加工技術で医療分野にも貢献。

当社製品であるバルブボール、鋼球、人工股関節パーツ等を最終
アッセンブリーされていますセットメーカー様へ御紹介せて頂きたい
加工技術です。是非、御一報くださいませ。

大同機械製造株式会社
大阪府高槻市深沢町1-
26-26

製造業
はん用機械器具製
造業

風水力機械、産業用機械器具・装置類の製造販売修理
http://daidopmp.co.
jp/

株式会社ヒラカワ
大阪府大阪市北区大淀
北1-9-5

製造業
はん用機械器具製
造業

ボイラ及び周辺機器の開発・設計・製造・販売及びメンテナンス
http://www.hirakaw
ag.co.jp/

ボイラ専業メーカーとして各種工場、ホテル、病院、スポーツクラ
ブ等に多数の製品を納入。お客様がお使いのボイラに無料で負
荷診断を実施し、適切かつ省エネルギー効果のあるボイラを提
案します。

株式会社福井製作所
大阪府枚方市招堤田近
1-6

製造業
はん用機械器具製
造業

安全弁の製造・販売、アフターサービス
http://www.fkis.co.j
p/

株式会社フジキン
大阪府大阪市西区立売
堀2-3-2

製造業
はん用機械器具製
造業

バルブ、継手、システムの製造・販売
http://www.fujikin.c
o.jp/

大和歯車製作株式会社
大阪府東大阪市西堤学
園町1-2-23

製造業
はん用機械器具製
造業

精密歯車の製造、開発、研究
http://www.daiwa-
gear.jp/index.html

株式会社コーアツ
兵庫県伊丹市北本町1-
310

製造業
はん用機械器具製
造業

ガス系消火設備の研究開発・製造・販売および据付工事
https://www.koats
u.co.jp/

火災時に水を使うと汚損、電気ショートするものなど、気体の消火
ガスを用いるシステムでクリーンに消火できる。超高圧力を一定
圧力以下に制御するバルブ、世界的な技術力、情報量・経験・実
績が当社の強みである。

高圧力ガスを大流量で一定圧力以下に制御するバルブ技術を用い
た機器開発や、かけがえのないものなど貴重品の保管室などを、水
を使用せずに火災から守るために自主的に設置する消火装置など
の提供

是常精工株式会社
兵庫県加西市網引町
2001-44

製造業
はん用機械器具製
造業

建設機械用油圧機器・減速機の製造、産業用ロボット部品・制震
ダンパの製造

http://www.koretsu
ne.co.jp

建設機械、産業機械を主な事業分野とし、設計から生産にいたる
全てのプロセスに高い技術を持ち大手メーカーから確かな信頼を
得ております。また海外はベトナムに製造拠点を構え、グローバ
ルに事業展開しております。

滝川工業株式会社
兵庫県加古川市平岡町
中野211-1

製造業
はん用機械器具製
造業

製鉄関連設備、食品関連設備、その他産業機械全般の開発・設
計・製作

http://www.tkk-
gr.co.jp

竹内鉄工株式会社
兵庫県西脇市板波町
127-2

製造業
はん用機械器具製
造業

鉄道車両用部品加工、 自動搬送システム用部品加工、プラント
関係部品加工

http://www.t-
takeuchi.co.jp

株式会社テイエルブイ
兵庫県加古川市野口町
長砂881

製造業
はん用機械器具製
造業

スチームトラップ、ドレン回収機器、減圧弁真空蒸気加熱・気化冷
却システムの開発・製造・販売

https://www.tlv.co
m/ja/

兵神装備株式会社
兵庫県神戸市兵庫区御
崎本町1-1-54

製造業
はん用機械器具製
造業

産業用ポンプ（ヘイシン モーノポンプ）及び周辺機器の製造・販
売

http://www.heishin.
jp

株式会社菱豊フリーズ
システムズ

奈良県奈良市大宮町6-
3-10

製造業
はん用機械器具製
造業

プロトン凍結機、解凍機の製造・販売
http://freeze01.co
m

株式会社ユタニ
奈良県奈良市西九条町
5-4-8

製造業
はん用機械器具製
造業

エアツール、トルクコントロールシステムの開発・製造・販売
http://www.yutani.
co.jp

伏虎金属工業株式会社
和歌山県和歌山市吹屋
町2-33

製造業
はん用機械器具製
造業

ラジアルベーンポンプ、二軸スクリューポンプ製造販売
https://www.fukko.
com/

１台で低粘度液から高粘度液を移送、低含水液の移送、液質変
化・金属コンタミを起こさず移送、脱泡しながら移送、２つの液を
混ぜながら移送など、さまざまな要求を実現するポンプを顧客要
望にあわせ製造販売可能。

株式会社メイワ
和歌山県紀の川市長田
中345-1

製造業
はん用機械器具製
造業

チラー、圧力容器、自動包装機械（充填機等）の開発・設計・製造
http://www.w-
meiwa.co.jp/

http://www.okm-net.co.jp/
http://www.okm-net.co.jp/
https://www.kohokuseiko.co.jp/
https://www.kohokuseiko.co.jp/
http://www.shimizugokin.co.jp/
http://www.shimizugokin.co.jp/
http://www.kvb.jp/
http://daidopmp.co.jp/
http://daidopmp.co.jp/
http://www.hirakawag.co.jp/
http://www.hirakawag.co.jp/
http://www.fkis.co.jp/
http://www.fkis.co.jp/
http://www.fujikin.co.jp/
http://www.fujikin.co.jp/
https://www.koatsu.co.jp/
https://www.koatsu.co.jp/
http://www.koretsune.co.jp/
http://www.koretsune.co.jp/
http://www.tkk-gr.co.jp/
http://www.tkk-gr.co.jp/
http://www.t-takeuchi.co.jp/
http://www.t-takeuchi.co.jp/
https://www.tlv.com/ja/
https://www.tlv.com/ja/
http://www.heishin.jp/
http://www.heishin.jp/
http://freeze01.com/
http://freeze01.com/
http://www.yutani.co.jp/
http://www.yutani.co.jp/
https://www.fukko.com/
https://www.fukko.com/
http://www.w-meiwa.co.jp/
http://www.w-meiwa.co.jp/


生産用機械器具製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社鯖江工業所
福井県鯖江市下野田町
26-1-1

製造業
生産用機械器具製
造業

各種省力化機器及び関連装置の設計・製作
http://www.sabako.
jp/

鯖江精機株式会社
福井県丹生郡越前町気
比庄22-8

製造業
生産用機器器具製
造業

合理化・省人化に向けた自動機械の設計・製作
http://www.sabaes
eiki.jp/

弊社は、合理化・省人化・自動機械の設計製作を主要業としてい
ます。主力製品は電子部品製造向け自動生産設備です。主力製
品で培ったノウハウを生かし、超小型人工衛星筐体の加工、精密
組み立てを行っています。

株式会社武田機械
福井県福井市三尾野町
1-1-1

製造業
生産用機械器具製
造業

金属工作機械及び機器の製造・販売業
工業部品・金型を製造するのに必要な「プレート」を極めて高い精
度と能率で加工する「両頭フライス盤」を主力製品としている.。

http://www.takeda
-kikai.co.jp/

金型のもとになる金属を２つの刃物で両側から削って加工する
「両頭フライス盤」
高精度・高能率な加工が可能なことや様々な加工範囲に対応し
た機種を取り揃えている事から国内トップシェアを有する

株式会社松浦機械製作
所

福井県福井市東森田４
－２０１

製造業
生産用機械器具製
造業

工作機械の製造・販売
http://www.matsuu
ra.co.jp

近畿精工株式会社
滋賀県長浜市西上坂町
275

製造業
生産用機械器具製
造業

プラスチック、セラミック射出成形金型の設計・製造 、医療機器の
部品加工

http://www.kinki-
seiko.net

特にSKD11や超硬などの高硬度材料を最新技術により超精密に
加工することを得意としています。また、サポインで技術開発を
行った微細加工技術をもちいて医療関係の部品加工にも取り組
んでいます。

医療機器の高精度部品加工開発

Kyoto Robotics株式会
社

滋賀県草津市野路1-
15-5

製造業
生産用機械器具製
造業

３次元ビジョンセンサの開発・販売、知能ピッキングロボットコント
ローラーの開発・販売

https://www.kyotor
obotics.co.jp/

目と脳を持った知能ロボットにより、労働人口減少問題を解消し、
重労働・単純労働から人間を解放するという社会的ミッションを果
たすべく、ニーズ調査・技術開発・ソリューション開発・市場開拓を
進めております。

当社はFA向け3次元ロボットビジョンセンサ「TVS」の開発販売、物流
向けに知能ピッキングロボットの開発販売を行っております。すで
に、国内２００社以上の顧客を持ち、１００以上の工場で実稼働して
おります。

株式会社市金工業社
滋賀県草津市野村4-3-
10

製造業
生産用機械器具製
造業

高分子化学工業用機械　製造・販売
http://www.ichikin.
co.jp/

当社は高分子化学工業用機械の製造販売を行っています。　偏
光膜製造装置や二次電池用セパレーター関連装置　フィルム延
伸装置、コーティング装置など、様々な装置を提供しており、当社
の製品は日常生活のあらゆるシーンを支えています。　また、当
社はテクニカルセンタ－を併設し、お客様の様々なテストに対応
しております。

株式会社人機一体
滋賀県草津市青地町
648-1

製造業
生産用機械器具製
造業

産業用ロボット製造 http://www.jinki.jp/

山科精器株式会社 滋賀県栗東市東坂525 製造業
生産用機械器具製
造業

FA化に貢献する各種専用工作機械、船舶用並びに発電プラント
向の熱交換器、産業機械・船舶機関向潤滑機および医療機器の
製造販売

https://www.yasec.
co.jp/

顧客のニーズや要望を機械的に具現化する設計力が強み。もの
づくりの無人化や省力化に対するソリューションを提供できます。

工場内の自動化装置や搬送機、また、医療機器に関しての開発や
設計、組立。

生田産機工業株式会社
京都府京都市伏見区横
大路下三栖辻堂町6

製造業
生産用機械器具製
造業

金属生産設備の設計・製作販売
http://ikuta-
sanki.com/

旭光精工株式会社
京都府京都市南区久世
殿城町88

製造業
生産用機械器具製
造業

自動化省力化機器の設計・製作、オフィス機器（製本機・ブックス
キャナー等）の製造・販売

http://www.kyokko
-seiko.co.jp/

京都・滋賀・愛知の各工場が開発設計から品質保証まで一貫し
た生産体制を完備。
お客様に「安心と信頼」を感じて頂けるよう、従業員一人一人が
迅速・的確に対応し「ものづくりのプロ集団」として日々邁進してい
ます。

昨今の「生産性向上」を背景に、お客様のご要望を形にするため業
種や場所を問わず、
自動省力化機械を提案・設計・製作。また、オフィスや店舗、医療現
場等の精密機器を
オーダーメイドで小ロットから製作いたします。

株式会社京都マテリア
ルズ

京都府京都市西京区御
陵大原1-39京大桂ベン
チャープラザ南館2102
号室

製造業
生産用機械器具製
造業

難加工材料の精密金型加工技術、精密部材・材料の長寿命化等
に係る研究・開発・製造・コンサルティング

http://www.kyoto-
materials.jp/

京豊エンジニアリング株
式会社

京都府京都市伏見区中
島秋ノ山町133-3

製造業
生産用機械器具製
造業

自動炊飯装置等の開発・製造・販売・輸出
http://kyohoengine
ering.co.jp/

株式会社ゴードーキ
コー

京都府久世郡久御山町
田井西荒見17-5

製造業
生産用機械器具製
造業

スリッター設計・製造・販売
http://www.godokik
o.co.jp/

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ
京都府城陽市平川西六
反40-1

製造業
生産用機械器具製
造業

医療・電化関連の開発・試作、プラスチック金型の設計・製作販
売、射出成形加工（試作・量産）

www.mold-
shinsei.co.jp

開発から設計、製作、製造、までの一貫生産体制を保有し柔軟な
モノづくりに対応できる。また近年はこの保有技術を生かし、医療
機器の開発を行っている。第2種医療機器製造販売業と製造業
の認可を取得済

蒸気配管や蒸気使用機器の中にたまったドレンを自動的に排出する
弁であるチームトラップを自社製品（Steam REVO®）として製造販売
しており、　販路開拓において提携できる企業を探索している。

株式会社積進
京都府京丹後市峰山町
長岡1750-1

製造業
生産用機械器具製
造業

精密機械・装置製造・一般産業機械の 設計、加工、組立、調整、
現地セットアップ、精密部品加工、理化学機器開発

http://www.sekishi
n.co.jp/

大東工業株式会社
京都府宇治市槇島町十
一170-3

製造業
生産用機械器具製
造業

大型パネル搬送システム、半導体生産設備、精密機械及び自動
化装置等の設計・製作

http://www.daito-
industry.com/

株式会社ホリゾン（旧：
太陽精機株式会社）

京都府京都市南区久世
東土川町242

製造業
生産用機械器具製
造業

製本関連機械（OA用、業務用）・製本システム機、紙工機器、特
殊印刷機の開発・製造・販売

http://www.horizon
.co.jp/

加工から組立迄内製化し、顧客の課題を解決する機器を迅速に
提供します。

印刷・製本・包装およびその周辺機器産業。

株式会社ナベル
京都府京都市南区西九
条森本町86

製造業
生産用機械器具製
造業

 鶏卵の自動洗浄選別包装装置、非破壊検査装置の開発、製
造、販売、メンテナンス

https://www.nabel.
co.jp/

株式会社西村製作所
京都府京都市南区上鳥
羽南苗代町21

製造業
生産用機械器具製
造業

スリッター（自動切断巻取機）及び周辺機器の設計・製作・販売・
メンテナンス

http://www.ns-
slitter.co.jp

ニンバリ株式会社
京都府福知山市長田野
町2-38

製造業
生産用機械器具製
造業

オーダーメイドFA装置システムのODM、自動省力化機械の設計
製作

http://www.ninbari.
co.jp/

設計、製作、組立、表面処理、電気、据付、メンテまでの一括発
注が可能です。5,095坪の工場敷地面積。3D CAD対応。京都府
福知山工場を生産拠点に、北海道から沖縄まで納入実績あり。

FA装置、設備のODM,OEM及び貴社設備の自動化、省力化機械の
設計製作対応

http://www.sabako.jp/
http://www.sabako.jp/
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http://www.takeda-kikai.co.jp/
http://www.takeda-kikai.co.jp/
http://www.matsuura.co.jp/
http://www.matsuura.co.jp/
http://www.kinki-seiko.net/
http://www.kinki-seiko.net/
https://www.kyotorobotics.co.jp/
https://www.kyotorobotics.co.jp/
http://www.ichikin.co.jp/
http://www.ichikin.co.jp/
http://www.jinki.jp/
https://www.yasec.co.jp/
https://www.yasec.co.jp/
http://ikuta-sanki.com/
http://ikuta-sanki.com/
http://www.kyokko-seiko.co.jp/
http://www.kyokko-seiko.co.jp/
http://www.kyoto-materials.jp/
http://www.kyoto-materials.jp/
http://kyohoengineering.co.jp/
http://kyohoengineering.co.jp/
http://www.godokiko.co.jp/
http://www.godokiko.co.jp/
http://www.mold-shinsei.co.jp/
http://www.mold-shinsei.co.jp/
http://www.sekishin.co.jp/
http://www.sekishin.co.jp/
http://www.daito-industry.com/
http://www.daito-industry.com/
http://www.horizon.co.jp/
http://www.horizon.co.jp/
https://www.nabel.co.jp/
https://www.nabel.co.jp/
http://www.ns-slitter.co.jp/
http://www.ns-slitter.co.jp/
http://www.ninbari.co.jp/
http://www.ninbari.co.jp/


ハムス株式会社
京都府京都市南区東九
条西明田町59-2

製造業
生産用機械器具製
造業

工業用自動ミシンの開発・製造
http://www.hams-
jp.com/

弊社は、「縫う・切る・通す・結ぶ」技術を応用して、高度な技を機
械が実施する技術を提案します。

繊維メーカー・アパレルメーカー・縫製事業者・医療事業者・自動車
事業者　との無人化・自動化・省人化での機械開発連携を望みま
す。

福知山重工業株式会社
京都府福知山市字堀
1965-2

製造業
生産用機械器具製
造業

溶接材料製造設備・一般産業用自動化設備の設計・製作、大型
機械加工・組立

http://www.fhi-
eng.co.jp

株式会社松岡機械製作
所

京都府京都市伏見区横
大路朱雀17-7

製造業
生産用機械器具製
造業

高機能フィルム（リチウムイオンバッテリー、ソーラーパネル、有
機ＥＬ等）製造装置の製造・販売

http://www.mkss.c
o.jp

株式会社三橋製作所
京都府京都市右京区山
ノ内赤山町1

製造業
生産用機械器具製
造業

包装関連装置・コンバーティング関連機器の製造・販売
http://www.mitsuh
ashi-corp.co.jp/

株式会社ＨＣＩ
大阪府泉大津市式内町
6-30

製造業
生産用機械器具製
造業

ケーブル・ワイヤー・チューブ・シート製造装置及び自動機の設計
製造販売

http://www.hci-
ltd.co.jp/

株式会社新日本テック
大阪府大阪市鶴見区浜
2-2-81

製造業
生産用機械器具製
造業

特注超精密金型部品・超精密金型（プレス・モールド）の製作、生
産性向上を提案する機能性金型部品に長寿命のプレス金型用ダ
イヤモンド金型部品・射出成形の品質を向上する断熱部品・極薄
膜フッ素表面処理等をもつ。

http://www.sntec.c
om

超精密金型部品、超精密金型（プレス・モールド）で、多様なご要
望にきめ細かく対応する一方、独自の機能性金型部品により、も
のづくりの課題を解決し生産性向上の提案を行う。次世代製品の
創出に貢献する企業です。

強い微細精密加工技術をお持ちで、当社の微細精密加工を補完的
に協力して下さる企業様。柔軟な発想と広範な知識で、生産性向上
に積極提案をしてくださる企業様。新市場開拓に積極的な企業様。と
の連携を希望します。

大喜工業株式会社
大阪府岸和田市臨海町
20-61

製造業
生産用機械器具製
造業

建設機械・農業機械・空調機器部品、外装部品の製造
http://www.daikiko
ugyo.com

知能技術株式会社
大阪府大阪市北区西天
満2-6-8 堂島ビルヂ ン
グ414

製造業
生産用機械器具製
造業

AI・ロボットの事業化・技術コンサルティング、AI開発・ロボット開
発

http://www.chinou.
co.jp

ロボットとAIの両方つまりハードウェアもソフトウェアも自社で開発
する世界的な先端技術企業です．ロボットは産業用アームロボッ
ト以外を開発製造しています．企業様の漠然とした課題や新規事
業をロボットやAI技術で０からオールインワンで解決します．

人手不足を解決したい．厳しい職場環境で人が来ない．新規事業で
業績を回復したいなどの課題をお持ちの企業様を支援いたします．

東洋理機工業株式会社
大阪府大阪市西淀川区
御幣島6-13-60

製造業
生産用機械器具製
造業

ロボットテクノロジによる課題解決、産業用ロボットのシステムイ
ンテグレーション、自動機・省力機械等の設計製作

http://www.toyoriki
.co.jp

株式会社中田製作所
大阪府八尾市上尾町5-
1-15

製造業
生産用機械器具製
造業

アルミ精密部品の超精密切削加工
http://www.nakata
-ss.co.jp

株式会社二宮システム
大阪府大阪市西淀川区
福町1-10-17

製造業
生産用機械器具製
造業

プリント基板・液晶・半導体製造装置全般の設計・製作・販売
http://www.ninomiy
a-sys.co.jp

株式会社兼廣
兵庫県神戸市西区伊川
谷町潤和777-1

製造業
生産用機械器具製
造業

建設機械車体部品･産業機械組付け部品の設計製作、産業設
備･自動装置の設計製作

http://www.kanehir
o-inc.com

極東産機株式会社
兵庫県たつの市龍野町
日飼190

製造業
生産用機械器具製
造業

顧客仕様による各種産業機器、自動壁紙糊付機・コンピュータ式
畳製造装置等の自動化・省力化機器、特殊機能畳等の開発・販
売、内装施工工具等のカタログ販売

https://www.kyoku
to-sanki.co.jp/

合理化設備、試験・検査機など、多くの製作実績とノウハウを有
しております。企画・開発・設計・生産を一貫しておこなう総合力
が私たちの強みであり、従来の会社では困難なスピーディーかつ
柔軟な対応が可能です。

設計・製造の委託先を必要としているエンジニアリング会社や設備
商社、装置の製造場所を必要としているファブレス企業に対して、市
販装置が無い難工程を自動化・省力化し、た製造設備の設計・製造
を提案できます。

近畿工業株式会社
兵庫県神戸市中央区栄
町通4-2-18

製造業
生産用機械器具製
造業

振動ふるい機、分級機、エアセパレータ、振動コンベヤ、破砕機、
粉砕機、各種搬送機器等の製造販売

http://www.kinkiko
gyo.co.jp

髙丸工業株式会社
兵庫県西宮市朝凪町1-
50JFE西宮工場内

製造業
生産用機械器具製
造業

産業用ロボットシステムの企画・製造
http://www.takama
ru.com

特許機器株式会社
兵庫県尼崎市南初島町
10-133

製造業
生産用機械器具製
造業

各種振動関連における調査測定・コンサルタント、及び振動制御
（防振／制振／除振／免震）の装置設計・製造・販売・調整・メン
テナンス。

http://www.tokkyo
kiki.co.jp

1969年の創業以来「振動を科学する会社」として、個別固有の振
動問題を、計測・解析技術と蓄積した実績を元に、合理性・快適
性・経済性を求めた最適解を検討し、お客様の必要な振動環境
の実現を目指しております。

地震のような大きな揺れから、人は感じる事ができない微細な振動
まで、振動の世界における複雑性や発生メカニズムについてお客様
と共に課題を共有し、研究するためStudyportを開設しております。

プライミクス株式会社
兵庫県淡路市夢舞台1-
38

製造業
生産用機械器具製
造業

液体、粉粒体の乳化、分散、混練、微粒化機器の製造、販売とシ
ステムエンジニアリング、乳化、分散に関するハードとソフトの研
究と新製品開発

http://www.primix.j
p

ミツ精機株式会社
兵庫県淡路市下河合
301

製造業
生産用機械器具製
造業

航空・宇宙関連部品、医療機器関連部品の製作
http://www.mitsu.c
o.jp

株式会社ミヤナガ 兵庫県三木市福井2393 製造業
生産用機械器具製
造業

コンクリートドリル、超硬工具、ダイヤモンド工具及び付属機器の
製造販売並びに施工

http://www.miyana
ga.co.jp/jp/

ミヤモトエンジニアリン
グ株式会社

兵庫県三木市別所町巴
31

製造業
生産用機械器具製
造業

各種ロボットのパーツ製造（産業用ロボットの高精度ギヤの製
造、産業用ロボットのサブ組み）

http://www.gear-
mec.co.jp

株式会社ヤマシタワー
クス

兵庫県尼崎市西長洲町
2-6-18

製造業
生産用機械器具製
造業

金型及び部品の製造・加工、自社開発による鏡面加工装置
http://www.yamash
itaworks.co.jp/

株式会社エフ・エー・
テック

奈良県五條市住川町
1373テクノパーク・なら
工業団地

製造業
生産用機械器具製
造業

樹脂用精密金型及び金属部品加工、自動車・医療器具の成形事
業

http://www.fatec.c
o.jp/

開発構想段階より、量産を見据えたご提案、また既存形状品に
対してのコストダウン提案を受け賜わります。品質保証におきま
しては、多種測定機器にて対応させていただきます。

医療機器用精密金属部品及び樹脂成形部品の実績がございます。
医療機器開発等におきまして、部材調達等のご相談受け賜わりま
す。

株式会社カワタテック 奈良県桜井市橋本48-1 製造業
生産用機械器具製
造業

工作機械周辺機器の製造・販売
www.kawatatec.co.j
p
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光洋サーモシステム株
式会社

奈良県天理市嘉幡町
229

製造業
生産用機械器具製
造業

工業用熱処理装置およびモルダサームヒータの製造・販売
http://www.koyo-
thermos.co.jp

株式会社品川工業所
奈良県磯城郡田原本町
八尾508

製造業
生産用機械器具製
造業

食品加工・製菓・理化学機械の製造販売
http://www.qqqshin
agawa.co.jp/

1910年の創業以来、独創性を尊ぶ社風を貫き、多様な食品加工
機械・理化学機械・製菓機械を開発。業界の複雑化するニーズを
受け、専用の受注機製造や販売にも対応し、生産ラインを総合的
に提案しています。

多様な機種を製造するために、部品を一部外注に依頼しています。
出来れば当社近隣で、部品製造ニーズに応えていただければ有難
いです。

シバタ製針株式会社
奈良県葛城市南道穂
137

製造業
生産用機械器具製
造業

メリヤス用編み立て針及び付属品の製造販売
http://www.shibata.
nu/

東洋スクリーン工業株
式会社

奈良県生駒郡斑鳩町幸
前2-10-6

製造業
生産用機械器具製
造業

分離、分級、濃縮、脱水に関する部品及び機器・装置
http://www.toyoscr
een.co.jp

日本電子精機株式会社
奈良県香芝市良福寺
46-1

製造業
生産用機械器具製
造業

微細印刷装置やその他印刷関連機器の開発・製造
https://jemflex.co.j
p

株式会社ヒラノテクシー
ド

奈良県北葛城郡河合町
川合101-1

製造業
生産用機械器具製
造業

塗工機関連機器及び化工機関連機器の製造・販売
https://www.hirano
-tec.co.jp/

熱と風を追求し、最先端の価値ある技術を創出する産業機械
メーカーです。独創的な技術開発力で電気・電子部材やエネル
ギー関連分野など、様々な業界へ高付加価値素材を生み出す
コーティング装置を提供します。

株式会社保田鉄工所
和歌山県紀の川市桃山
町最上5-2

製造業
生産用機械器具製
造業

精密金型設計・製作、金型用合理化機械製作
http://www.yasuda
tec.co.jp

ヨシダエルシス株式会
社

和歌山県御坊市藤田町
吉田155

製造業
生産用機械器具製
造業

畜産用資材及び機械器具製造、鶏舎及び倉庫等の建築
http://www.yoshida
-lsys.com/

日本で初めて配餌方式による手押給餌機を開発。鶏舎建築と内
部設備を合わせた総合プラント会社として、畜舎はもとより鶏糞
処理施設やGPセンター等を一括施工。平成30年度グッドカンパ
ニー⼤賞グランプリ受賞。
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業務用機械器具製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

小野谷機工株式会社
福井県越前市家久町
63-1

製造業
業務用機械器具製
造業

タイヤサービス機械製造販売
http://www.onodani
.co.jp

株式会社アイテス
滋賀県野洲市市三宅
800

製造業
業務用機械器具製
造業

太陽光パネル検査・点検装置の開発、分析解析・信頼性評価、
電子機器修理、ウェハー加工

https://www.ites.co
.jp

近江度量衡株式会社
滋賀県草津市東矢倉3-
11-70

製造業
業務用機械器具製
造業

各種計量機の製造販売
http://www.omiscal
e.co.jp

株式会社オーミック 滋賀県栗東市辻600-1 製造業
業務用機械器具製
造業

高度管理医療機器の製造販売、通信関連部品製造、半導体関
連部品製造、産業用部品（宇宙・原子力）製造

http://www.omic-
corp.co.jp/

純銅やプラチナ、コバルト、カーボンコンポジットといった難切削
材専門の加工業として、整形外科用医療機器を自社内で設計開
発から薬事承認、製造販売まで一貫した生産体制を構築してい
る

株式会社イシダ
京都府京都市左京区聖
護院山王町44

製造業
業務用機械器具製
造業

計量秤、包装、検査、搬送等関連機器の製造・販売
http://www.ishida.c
o.jp/

株式会社ウミヒラ
京都府京都市南区久世
殿城町126

製造業
業務用機械器具製
造業

医療、理工学分野における手術機器・実験装置・検査機器等の
設計・製造・販売

http://www.umihira.
co.jp/

株式会社ＡＦＩテクノロ
ジー

京都府京都市左京区吉
田下阿達町46-29

製造業
業務用機械器具製
造業

細胞、微生物等の評価・制御・製造に関わるデバイス、装置、試
薬等の開発、製造、販売

http://afi.co.jp/

京都電子工業株式会社
京都府京都市南区吉祥
院新田弐ﾉ段町68

製造業
業務用機械器具製
造業

研究用、環境用、医用分析計の製造販売
http://www.kyoto-
kem.com

株式会社モリタ製作所
京都府京都市伏見区東
浜南町680

製造業
業務用機械器具製
造業

歯科・医科医療器械器具の製造・販売
http://www.morita.
com/jmmc/ja/

歯科・医科器械の開発・設計・製造をおこなっているメーカー。「人
にやさしい製品」をコンセプトに、他にない、独創的な製品を実現
するため「進取の気性」と「たゆまぬ創意工夫」で取り組んでおり
ます。

あっと株式会社
大阪府大阪市中央区今
橋2-2-17 今川ビル3F

製造業
業務用機械器具製
造業

健康検査機器の開発製造・販売、健康事業社へのコンサルティ
ング・物品販売

http://kekkan-
bijin.jp/

非侵襲で指先の毛細血管から健康状態がわかる毛細血管ス
コープの開発に成功し、理化学研究所と健康指標の構築！2018
年にNHKスペシャル“ゴースト血管が危ない”に出演した事から女
性や高齢者の認知が高い。

女性や高齢者に大人気の毛細血管測定イベントによる集客※薬局
など店舗
薬剤や食材でどの様に毛細血管が変化するか実証実験が可能※製
薬企業
毛細血管スコープは約400店舗に導入頂いておりタイアップも可能

株式会社ＯＳＧコーポ
レーション

大阪府大阪市北区天満
1-26-3

製造業
業務用機械器具製
造業

産業用、家庭用整水器・浄水器等の開発・販売
http://www.osg-
nandemonet.co.jp

柏原計器工業株式会社
大阪府柏原市本郷5-3-
28

製造業
業務用機械器具製
造業

水道メータ・ハイブリッド式水道メータ、スマートメータシステム等
の製造・販売、海外技術輸出

https://kashikei.co.
jp

株式会社中央電機計器
製作所

大阪府大阪市都島区内
代町2-7-12

製造業
業務用機械器具製
造業

寸法測定装置、微細欠陥検査装置の製造・販売、ソフトウェア設
計・製作（LabVIEW、VB、VC）

http://www.e-
cew.co.jp

カスタムメイドのテスト・計測・制御システムをハードとソフトはもち
ろん、メカに至るまで一貫して開発・設計・製作いたします。計測・
制御に特化した開発言語「LabVIEW」のプロ集団でもあります。

ディープラーニング等のAIに関する技術や、クラウドサービスを活用
した予知保全システム等に注力したいと考えておりますので、それら
の技術やサービスを保有される企業様との連携を希望いたします。

株式会社木幡計器製作
所

大阪府大阪市大正区南
恩加島5-8-6

製造業
業務用機械器具製
造業

圧力計、液面計等の製造・販売、IoT関連機器及びシステムの製
造・販売、呼吸機能測定器等の医療機器製造販売

https://kobata.co.j
p/

110年の圧力計全般の製造実績と、近年は医療機器メーカーとし
て呼吸機能測定器の開発上市や、IoT分野の技術開発に強みを
持つ、社内にスタートアップ企業の為のものづくり支援拠点を構
え、イノベーション創出を目指す。

近年当社が注力するIoT・ライフサイエンス系分野において社会課題
解決を目指すベンチャー・スタートアップ企業と技術力やサービスイ
ンフラを持つ地域未来牽引企業との連携により新たな事業創出に取
り組みたい。

兵田計器工業株式会社
大阪府東大阪市出雲本
町1-6

製造業
業務用機械器具製
造業

工業用金属製温度計、熱電対、測温抵抗体、重電用保護機器、
圧力計、保護管等の製造・販売

http://www.hyoda.c
o.jp/

株式会社ユヤマ
大阪府豊中市名神口1
丁目4番30号

製造業
業務用機械器具製
造業

保険薬局・病院・診療所向けの調剤機器、調剤支援システム及
び設備、滅菌器、
電子カルテシステム等の開発・製造・販売

http://www.yuyama
.co.jp

お客様の声にお応えできる自社開発のモノづくりにこだわり、開
発から製造、販売までの一貫生産体制を構築しています。今後
も、お客様の声と最新技術シーズを鑑み、時代に求められる製品
を紡ぎ出してまいります。

株式会社岡崎製作所
兵庫県神戸市中央区御
幸通3-1-3

製造業
業務用機械器具製
造業

温度センサ製造・販売、工業用電気ヒーター製造・販売、計測・制
御・電熱用無機絶縁ケーブルの製造・販売

https://www.okaza
ki-mfg.com/

大和製衡株式会社
兵庫県明石市茶園場町
5-22

製造業
業務用機械器具製
造業

計量システム機器の製造・販売
https://www.yamat
o-scale.co.jp/

食品・化学・製薬など製造業から物流業界まで様々な業界におけ
る大型計量設備から卓上の電子はかりや体重計にいたるまで、
あらゆる計量機器を製造販売するはかりの総合メーカーです。

明昌機工株式会社
兵庫県丹波市氷上町沼
148

製造業
業務用機械器具製
造業

中性子・放射光・レーザー関連装置、超高真空装置、ナノテクノロ
ジー関連装置、省力化等を目的とした自動機の開発・製造・販売

https://www.meisy
o.co.jp/index.html

公的機関並びに民間企業の研究・開発部門のお客様のアイデア
を具現化し、設計から製造、制御、組立、据付まで一貫した受注
生産を得意としています。

顧客の研究開発用途に活用したい装置のアイデアを具現化する／
材料開発等の専門メーカーと共同開発を行う／特殊部品加工メー
カーとのタイアップを行う

株式会社アイスティサイ
エンス

和歌山県和歌山市有本
18-3

製造業
業務用機械器具製
造業

分析機器および周辺機器の製造販売
http://www.aisti.co.
jp

紀州技研工業株式会社
和歌山県和歌山市布引
466

製造業
業務用機械器具製
造業

インクジェットプリンター等の製造販売
https://www.kishug
iken.co.jp/

http://www.onodani.co.jp/
http://www.onodani.co.jp/
https://www.ites.co.jp/
https://www.ites.co.jp/
http://www.omiscale.co.jp/
http://www.omiscale.co.jp/
http://www.omic-corp.co.jp/
http://www.omic-corp.co.jp/
http://www.ishida.co.jp/
http://www.ishida.co.jp/
http://www.umihira.co.jp/
http://www.umihira.co.jp/
http://afi.co.jp/
http://www.kyoto-kem.com/
http://www.kyoto-kem.com/
http://www.morita.com/jmmc/ja/
http://www.morita.com/jmmc/ja/
http://kekkan-bijin.jp/
http://kekkan-bijin.jp/
http://www.osg-nandemonet.co.jp/
http://www.osg-nandemonet.co.jp/
https://kashikei.co.jp/
https://kashikei.co.jp/
http://www.e-cew.co.jp/
http://www.e-cew.co.jp/
https://kobata.co.jp/
https://kobata.co.jp/
http://www.hyoda.co.jp/
http://www.hyoda.co.jp/
http://www.yuyama.co.jp/
http://www.yuyama.co.jp/
https://www.okazaki-mfg.com/
https://www.okazaki-mfg.com/
https://www.yamato-scale.co.jp/
https://www.yamato-scale.co.jp/
https://www.meisyo.co.jp/index.html
https://www.meisyo.co.jp/index.html
https://www.meisyo.co.jp/index.html
http://www.aisti.co.jp/
http://www.aisti.co.jp/
https://www.kishugiken.co.jp/
https://www.kishugiken.co.jp/


デュプロ精工株式会社
和歌山県紀の川市上田
井353

製造業
業務用機械器具製
造業

デジタル印刷機の開発・製造
https://www.duplo-
seiko.co.jp/

阪和電子工業株式会社
和歌山県和歌山市大垣
内689-3

製造業
業務用機械器具製
造業

半導体評価用測定機器及び検査機器の開発製造・販売
http://www.hanwa-
ei.co.jp

静電気関連技術（静電破壊（ESD）検査装置、静電気可視化モニ
タ等）を保有し、モノづくり技術ではメカトロニクス（電気・機械）の
設計、ソフトウェア制御設計も可能でトータル的なモノづくりを実践
できる企業。

静電気関連技術及び機能モジュール等の提供をベースにした独自
製品開発（自社／OEMブランド）の連携。またはモノづくり機能を持た
ないサービス関連企業様とはモノづくり部門として連携を希望。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

ケイ・エス・ティ・ワール
ド株式会社

福井県福井市下六条町
13-23

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

半導体用、光通信用シリコンウェーハの成膜加工
http://www.kstworl
d.co.jp

堅田電機株式会社
滋賀県大津市真野6-2-
6

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

電気電子機器のハード／ソフト開発設計製造 ◦スイッチング電源
の開発設計製造 ◦機構部品の設計◦製品評価・検査試験装置の
開発設計製造

http://www.katata.
co.jp/

湖北工業株式会社
滋賀県長浜市高月町高
月1623

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

アルミ電解コンデンサ用リード線端子の製造・販売、 光通信用部
品の製造・販売

http://www.kohoku
kogyo.co.jp

新旭電子工業株式会社
滋賀県高島市新旭町藁
園2588

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

プリント配線板の製造
https://www.s-
asahi.co.jp/

片面・両面・多層・ビルドアップと、全てのリジットプリント配線板の
ご要望に対応します。

プリント配線板の販売含め、原材料や副資材、物流等、コスト削減に
つながる調達ツールのご紹介。

ワボウ電子株式会社
滋賀県長浜市平方町
730

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

プリント基板製品の製造、電子部品製造、精密機器設計・製作及
び販売太陽光発電セルの販売

http://www.wabo.c
o.jp/

AIやロボット、5G通信、IoT等の新テクノロジーを実現するには「プ
リント基板実装」が不可欠であり、一方で小型で高密度な実装を
実現するには、高い精度と品質を保ちながら量産を可能とする製
造ノウハウ及び設備を持ち合わせています。

ワボウ電子は、メーカーに代わってモノづくりを行う企業です。具体的
には、プリント基板の実装、電子機器の組立、通信関連機器の部品
組立等、川上から川下までをカバーする一貫生産体制を有していま
す。モノづくりに対して何でも御相談下さい。

竹中エンジニアリング株
式会社

京都府京都市山科区東
野五条通外環西入83-1

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

セキュリティ・情報機器及び周辺機器の研究開発・製造・販売
http://www.takex-
eng.co.jp/

株式会社FLOSFIA
京都府京都市西京区御
陵大原1番29号 マイコ
ムビル1階・3階

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

酸化ガリウム製パワー半導体の開発・製造販売、ミストドライ法を
用いた成膜ソリューションサービス

http://flosfia.com/
京大発ベンチャーとして電力変換器の技術革新にチャレンジして
います。新材料「酸化ガリウム」を世界に先駆けてパワー半導体
に活用し、機器の小型化や電気ロスの低減に貢献します。

業務提携、資本提携、営業、共同開発などお気軽にお問合せくださ
い。

音羽電機工業株式会社
兵庫県尼崎市名神町3-
7-18

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

・電源用避雷器、信号回線用避雷器、電話回線用避雷器、耐雷ト
ランス等の低圧サージ対策製品の開発・製造・販売

https://www.otowa
denki.co.jp

アイレス電子工業株式
会社

和歌山県海南市且来
840

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

FA、ICT、産業用電子機器のシステムにおける開発・製作・販売
https://www.ailes.c
o.jp/

弊社は様々な規模の工場に向けた生産管理、工程管理、生産指
示等のシステム開発をしています。
また健康、医療、福祉分野にＩＣＴシステムを提供しています。
その両分野においてトータル的な提案可能な会社です。

画像認識・IoT・AI等のこれから伸びていく新領域で共に連携して新
たな事業開発していくパートナーを募集しています。

太洋工業株式会社
和歌山県和歌山市有本
661

製造業
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

電子基板事業、プローバー事業、基板検査機事業、エレクトロ
フォーミング事業

http://www.taiyo-
xelcom.co.jp/

FPCの製造に於いて設計から製造まで社内一貫体制。
短納期、多品種生産を強みとし少中ロット量産まで対応。
基板検査機、プローバー等治具装置の設計製造も行いトータル
ソリューションの提案が可能。

装置の製造設計リソースを使いSIer・FA事業を展開。
電気機械設計・PLCプログラミングを手伝って頂ける会社様との連携
を希望。

電気機械器具製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社TOP
福井県越前市今宿町
20-1

製造業
電気機械器具製造
業

車載用を中心としたモータの設計・開発・生産・販売
http://www.top-
corp.jp/index.html

プレス工程・巻線・成型・組立のすべての工程を持ち、設計から販
売まで一貫したお取引が出来、お客様のニーズに合わせ、独自
製品の他、共同開発等により、総合的なご提案と製品を提供いた
します。

山田技研株式会社
福井県福井市花堂南2-
5-12

製造業
電気機械器具製造
業

雪氷計測センサーの開発・技術提案
http://www.yamada
-giken.co.jp/

草津電機株式会社
滋賀県草津市東草津2-
3-38

製造業
電気機械器具製造
業

小型モータ・ポンプの製造販売
http://www.kusats
u.jp

お客様のニーズにマッチした製品をカスタムメイドにて製作いたし
ます。長年のものづくりで得た技術力を提案しています。

当社の電動機技術やものづくり技術を活用した製品づくりの協業を
望みます。

ツジコー株式会社
滋賀県甲賀市水口町北
脇1750-1

製造業
電気機械器具製造
業

照明器具の設計組立、メカトロ・植物工場システム設計組立、天
然食品原料事業

http://www.tsujiko.
com/

有機農業からナチュラルな食品着色（青、赤、黄など）原料の一
貫生産に力を入れています。

ナチュナル食品着色のアプリケーション開発に関して連携を希望しま
す。

ハヤミ工産株式会社
滋賀県長浜市木之本町
黒田313-2

製造業
電気機械器具製造
業

ハイテク繊維を導入した高性能・高機能ロープ及び各種組紐の
製造、家庭用・オフィス用テレビスタンド等の販売

http://www.hayami.
co.jp

株式会社パルスパワー
技術研究所

滋賀県草津市大路二丁
目3番16-103号

製造業
電気機械器具製造
業

学術研究・産業応用向け高電圧パルス発生装置の開発・設計・
製造・販売・技術コンサルタント・共同研究

http://www.myppj.c
om

わが国初、唯一の本格的パルスパワー専門メーカーであり、半導
体スイッチを使用し信頼性の高い世界トップレベルの高電圧パル
ス電源技術を提供しています。

当社のパルスパワー電源は半導体を使用し小型・高繰返し・高信頼
性の特徴を有しており、新たな産業応用の切り札とし期待されていま
す。新事業を計画されている装置メーカー様に貢献できると考えてい
ます。

日野精機株式会社
滋賀県蒲生郡日野町西
大路2140

製造業
電気機械器具製造
業

放送機器の設計及び組立加工、各アルミ・亜鉛ダイカスト鋳造加
工、冷間鍛造、その他各種機械切削加工

http://www.hinosei
ki.com

アークレイ株式会社
京都府京都市上京区岩
栖院町59擁翠園内

製造業
電気機械器具製造
業

検体検査機器、診断薬、診断支援ツールの開発・製造・販売
http://www.arkray.
co.jp

https://www.duplo-seiko.co.jp/
https://www.duplo-seiko.co.jp/
http://www.hanwa-ei.co.jp/
http://www.hanwa-ei.co.jp/
http://www.kstworld.co.jp/
http://www.kstworld.co.jp/
http://www.katata.co.jp/
http://www.katata.co.jp/
http://www.kohokukogyo.co.jp/
http://www.kohokukogyo.co.jp/
https://www.s-asahi.co.jp/
https://www.s-asahi.co.jp/
http://www.wabo.co.jp/
http://www.wabo.co.jp/
http://www.takex-eng.co.jp/
http://www.takex-eng.co.jp/
http://flosfia.com/
https://www.otowadenki.co.jp/
https://www.otowadenki.co.jp/
https://www.ailes.co.jp/
https://www.ailes.co.jp/
http://www.taiyo-xelcom.co.jp/
http://www.taiyo-xelcom.co.jp/
http://www.top-corp.jp/index.html
http://www.top-corp.jp/index.html
http://www.yamada-giken.co.jp/
http://www.yamada-giken.co.jp/
http://www.kusatsu.jp/
http://www.kusatsu.jp/
http://www.tsujiko.com/
http://www.tsujiko.com/
http://www.hayami.co.jp/
http://www.hayami.co.jp/
http://www.myppj.com/
http://www.myppj.com/
http://www.hinoseiki.com/
http://www.hinoseiki.com/
http://www.arkray.co.jp/
http://www.arkray.co.jp/


株式会社アナテック・ヤ
ナコ

京都府京都市伏見区下
鳥羽平塚町145

製造業
電気機械器具製造
業

環境計測機器、分析機器の開発・設計・製造・販売
http://anatec.yana
co.co.jp/

応用電機株式会社
京都府城陽市平川中道
表63-1

製造業
電気機械器具製造
業

電子・光学を応用した測定・計測機器、メカトロ機器、医用機器の
開発、設計、製造

http://www.oyoe.c
o.jp/

株式会社片岡製作所
京都府京都市南区久世
築山町140

製造業
電気機械器具製造
業

レーザ加工装置、二次電池検査装置、自動生産装置の製造販売
http://www.kataok
a-ss.co.jp/

京都電機器株式会社
京都府宇治市槇島町十
六19-1

製造業
電気機械器具製造
業

産業用電源装置、外観検査用照明装置等の製造販売
http://www.kdn.co.j
p/

京都ＥＩＣ株式会社
京都府久世郡久御山町
佐山西ノ口1-4

製造業
電気機械器具製造
業

計測制御システム・自動制御装置等の設計・製作 http://kyotoeic.jp/

株式会社近計システム
大阪府大阪市住之江区
南港東8-2-61

製造業
電気機械器具製造
業

総合計測機器（電力系統監視等）、地震監視機器、情報通信関
連機器及びシステムの製造、販売

http://www.kinkei.c
o.jp/

スペクトロニクス株式会
社

大阪府吹田市垂水町3-
28-15

製造業
電気機械器具製造
業

レーザー光学応用機器の開発・製造・販売
http://www.spectro
nix.co.jp/

スマック株式会社
大阪府大阪市中央区城
見2-1-61

製造業
電気機械器具製造
業

パワーエレクトロニクス機器の開発・量産供給、スマックオリジナ
ル商品（開発ツール）の製造販売、技術支援および技術コンサル
ティング事業

http://www.smach.j
p/

大東電機工業株式会社
大阪府東大阪市昭和町
9-11

製造業
電気機械器具製造
業

電気バリカン、マッサージ機器、フィットネス機器の開発・製造販
売

http://www.daito-
thrive.co.jp/

株式会社藤原電子工業
大阪府八尾市南木の本
2-51

製造業
電気機械器具製造
業

プリント基板のプレス加工・金型製作・電気機械器具製造 http://fdk-ltd.jp/

株式会社一宮電機
兵庫県宍粟市一宮町閏
賀358

製造業
電気機械器具製造
業

マイクロモータ・産業用モータ・車載用モータ・センサ・高精度サー
ボモータ・発電機等の製造

http://www.ime-
group.co.jp/index.ht
ml

伊東電機株式会社
兵庫県加西市朝妻町
1146-2

製造業
電気機械器具製造
業

パワーモーラ（コンベヤ用モータローラ）・制御機器・モジュール・
ユニット・システムなど搬送関連機器の開発・製造・販売・設置

http://www.itohden
ki.co.jp/

株式会社岩崎電機製作
所

兵庫県丹波篠山市池上
421

製造業
電気機械器具製造
業

ワイヤーハーネス・特殊精密電子機器・各種制御盤製造、検査自
動化研究開発

http://www.iwasaki
denki.co.jp

産業用ロボット、医療薬科機器などのワイヤーハーネス製造並び
に各種産業用精密電子機器の組立受託を行っております。試作
品・小ロット品は日本工場で、量産品はベトナム工場で生産して
います。

ハーネス及びEMS（各種産業用精密電子機器の組立受託）の連携を
望みます。

株式会社カコテクノス
兵庫県神戸市須磨区大
田町7-4-2

製造業
電気機械器具製造
業

鉄道車両用ブレーキ装置や保安装置、変電所関係設備等の制
御機器・部品の設計・製造

http://www.kako.co
.jp

株式会社きしろ
兵庫県明石市天文町2-
3-20

製造業
電気機械器具製造
業

重機械利用の大型切削加工、大型溶接構造物の製作及び組
立、各種産業プラント用装置・機器類の製造

http://www.kishiro-
g.co.jp/

三相電機株式会社
兵庫県姫路市青山北1-
1-1

製造業
電気機械器具製造
業

海水淡水化装置や高濃度気体溶解装置等の開発・製造
http://www.sanso-
elec.co.jp/

昭和精機株式会社
兵庫県神戸市西区高塚
台6-19-13

製造業
電気機械器具製造
業

電子プログラム制御機器、空圧・油圧制御機器等の製造
http://www.showa-
seiki.co.jp

新生電子株式会社
兵庫県尼崎市西長洲町
2-6-25 新生電子第 一
ビル

製造業
電気機械器具製造
業

電子機器・ユニットの製造、基板実装、プレス・成型品の製造
http://www.shinsei
-denshi.co.jp

株式会社千石
兵庫県加西市別所町
395

製造業
電気機械器具製造
業

小物家電の商品企画・設計開発・製造、および、金属加工（プレ
ス・溶接・塗装）

http://www.sengok
ujp.co.jp/

企画検討から設計～製図～試作、量産まで一貫した製品作りが
可能。
板金加工などの部品製造も可能。中国、フィリピンに独資の量産
拠点あり。
特許技術のグラファイトヒーターを国内生産。

ＯＤＭ、ＯＥＭ、部品加工など何でもご相談ください。
オールシーズン、または夏商品の製造委託も歓迎します。

株式会社タイネクサス
（旧：株式会社田井鉄工
野間）

兵庫県多可郡多可町八
千代区下野間684-3

製造業
電気機械器具製造
業

自動車電装部品、水中ポンプ等の製造
http://taitekko.jp/i
ndex.html

株式会社千代田精機
兵庫県神戸市長田区東
尻池町7-9-21

製造業
電気機械器具製造
業

高圧ガス供給における制御システムの設計・製作、ガス溶断機
器及び供給システムの設計・製作

http://www.chiyoda
-seiki.co.jp/

http://anatec.yanaco.co.jp/
http://anatec.yanaco.co.jp/
http://www.oyoe.co.jp/
http://www.oyoe.co.jp/
http://www.kataoka-ss.co.jp/
http://www.kataoka-ss.co.jp/
http://www.kdn.co.jp/
http://www.kdn.co.jp/
http://kyotoeic.jp/
http://www.kinkei.co.jp/
http://www.kinkei.co.jp/
http://www.spectronix.co.jp/
http://www.spectronix.co.jp/
http://www.smach.jp/
http://www.smach.jp/
http://www.daito-thrive.co.jp/
http://www.daito-thrive.co.jp/
http://fdk-ltd.jp/
http://www.itohdenki.co.jp/
http://www.itohdenki.co.jp/
http://www.iwasakidenki.co.jp/
http://www.iwasakidenki.co.jp/
http://www.kako.co.jp/
http://www.kako.co.jp/
http://www.kishiro-g.co.jp/
http://www.kishiro-g.co.jp/
http://www.sanso-elec.co.jp/
http://www.sanso-elec.co.jp/
http://www.showa-seiki.co.jp/
http://www.showa-seiki.co.jp/
http://www.shinsei-denshi.co.jp/
http://www.shinsei-denshi.co.jp/
http://www.sengokujp.co.jp/
http://www.sengokujp.co.jp/
http://taitekko.jp/index.html
http://taitekko.jp/index.html
http://www.chiyoda-seiki.co.jp/
http://www.chiyoda-seiki.co.jp/


日本電研工業株式会社
兵庫県姫路市御国野町
御着266

製造業
電気機械器具製造
業

電動機、発電機、制御機器の製作、改造、修理、販売。重研削機
械の設計、製作。昇降機販売、据付、保守。空調、給排水衛生設
備の設計・施工。

https://www.denke
nk.co.jp/

ミサキ電機株式会社
兵庫県洲本市五色町鮎
原西110

製造業
電気機械器具製造
業

照明器具・情報機器製造、板金加工、組立
http://www.misakid
enki.co.jp/index.ht
ml

商品のデザイン・企画・設計から部品加工（板金・ダイカスト製
造）・塗装（溶剤・粉体）・組立までの一連の工程を全て社内で保
有し、又、自動倉庫を活用した無人物流システムにより多品種少
量生産が可能

三晃精機株式会社
奈良県大和高田市東三
倉堂町7-13

製造業
電気機械器具製造
業

建設・農業関連機械の製造、販売
http://www.sanko-
seiki.co.jp

東洋精密工業株式会社
奈良県橿原市新堂町
376-1

製造業
電気機械器具製造
業

フォトエッチング技術を中心とした加工サービスの提供
http://www.toyo-
ppm.co.jp

４Dセンサー株式会社
和歌山県和歌山市梅原
579-1

製造業
電気機械器具製造
業

形状・変形計測装置の製造・販売
http://4d-
sensor.com/

菱岡工業株式会社
和歌山県和歌山市中島
528

製造業
電気機械器具製造
業

板金加工、ハーネス加工、電気機器・制御機器の試作、製作。
主な製造品目は、業務用空調機・冷凍機の制御機器、アミューズ
メント機器・介護用機器の板金製作等。

http://hishioka.co.j
p/

さまざまな製品を一貫生産できる体制をとっております。また、全
工程をトータルに管理できるため、
よりきめ細やかなニーズ対応と品質管理を実現しております。試
作から量産までお任せください。

https://www.denkenk.co.jp/
https://www.denkenk.co.jp/
http://www.sanko-seiki.co.jp/
http://www.sanko-seiki.co.jp/
http://www.toyo-ppm.co.jp/
http://www.toyo-ppm.co.jp/
http://4d-sensor.com/
http://4d-sensor.com/
http://hishioka.co.jp/
http://hishioka.co.jp/


輸送用機械器具製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

大塚産業マテリアル株
式会社

滋賀県長浜市八幡中山
町1

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車内装部品（自動車シート用ウレタンパットの補強材、ヘッド
レストカバー・シートカバー等）、鉄道シート・オフィスチェアカバー
等の製造・販売

https://ohtsukasan
gyo.com/material/

弊社は、自動車シートのウレタン補強材としての国内シェアが
60％に達します。今後は、不織布の成形技術を主軸とし、機能
性・デザイン性を有する新たな不織布成形品の提供を目指しま
す。

不織布や熱可塑性素材を成形して付加価値を持たせたいと思ってお
られる企業様

株式会社アルナ矢野特
車

滋賀県米原市村居田
1273

製造業
輸送用機械器具製
造業

冷蔵・冷凍車両の製造
http://www.alnayan
o.co.jp/

三恵工業株式会社 滋賀県栗東市高野305 製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車用ステアリングとサスペンションパーツの製造・販売
http://www.sankei-
555.co.jp/jp/

武蔵キャスティング株式
会社
（旧：株式会社浅田可鍛
鋳鉄所）

京都府福知山市長田野
町1-29

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車・建設機械・産業機械用の球状黒鉛鋳鉄（ダクタイル）鋳
造素材及び機械加工

http://www.asada-
katan.co.jp

株式会社日進製作所
京都府京丹後市峰山町
千歳22

製造業
輸送用機械器具製
造業

精密部品（工業用ミシン等）、自動車・オートバイ部品、工作機械
（竪型高速自動ホーニング盤等）の製造・販売

http://www.nissin-
mfg.co.jp/

株式会社アテックス
大阪府東大阪市加納3-
13-15

製造業
輸送用機械器具製
造業

プラスチック製品の開発・販売、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の
射出成形・加工

http://www.atecs-
corp.co.jp/

株式会社小泉製作所
大阪府堺市堺区鉄砲町
18

製造業
輸送用機械器具製
造業

オートバイ・マリン用、厨房・住宅用部品等の製造販売
http://www.koizumi
-ss.co.jp

サムテック株式会社
大阪府柏原市円明町
1000-18

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車用鍛造品、フローフォーミング成形品、高圧ガス容器の製
造販売

http://www.samtec
h.co.jp/

株式会社中瀬製作所
大阪府大阪市東成区東
中本3-9-28

製造業
輸送用機械器具製
造業

産業用エンジンの燃料噴射関連製品の開発・製造
https://kohsukefuji
moto.wixsite.com/
mysite

ナミテイ株式会社
大阪府東大阪市西堤2-
2-23

製造業
輸送用機械器具製
造業

鉄・非鉄線材製品、金属加工部品の製造・販売
http://www.namitei.
co.jp

ウシオ精工株式会社
兵庫県神埼郡福崎町南
田原696

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車用電装部品、各種民生品等のプラスチック製品の製造、
機械加工

http://ushioseiko.c
om/

金属のプレス加工と樹脂の射出成形を組み合わせた加工を得意
とし、自動車電装部品から日用品の容器まで幅広く手掛けてい
る。

オークラ輸送機株式会
社

兵庫県加古川市野口町
古大内900

製造業
輸送用機械器具製
造業

マテハン機器の製造・販売、マテハンシステムのトータルエンジニ
アリング

http://www.okuray
usoki.co.jp/

川西航空機器工業株式
会社

兵庫県川西市下加茂2-
1-6

製造業
輸送用機械器具製
造業

航空・宇宙・防衛分野で用いられる標準部品（ワッシャー、クラン
プ、ブラケット等）の設計、製作

http://www.kapp.co
.jp

株式会社飯塚製作所
奈良県大和高田市根成
柿493

製造業
輸送用機械器具製
造業

冷間鍛造部品の開発及び製造販売
http://www.iidzka.c
om/

アクロナイネン株式会
社

和歌山県和歌山市西浜
789-3

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車エンジン用部品、農業機械・産業機械・建設機械等の部
品製造

http://w-ksk.co.jp/

小川工業株式会社
和歌山県橋本市隅田町
真土39

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車部品、建築部品、建築用高ナット等の製造販売
http://www.ogawa-
industry.co.jp/

株式会社共栄テクシー
ド

和歌山県紀の川市桃山
町調月1624-8

製造業
輸送用機械器具製
造業

自動車・建設機械・農業機械等の部品製造
http://kyoei-
tc.co.jp/

1個や2個といった小ロット品から数十万個という大ロット品まで幅
広く対応できる生産体制と、長年に渡り蓄積された加工技術、そ
して自動車部品の加工で培った品質管理が強みです。

https://ohtsukasangyo.com/material/
https://ohtsukasangyo.com/material/
http://www.alnayano.co.jp/
http://www.alnayano.co.jp/
http://www.sankei-555.co.jp/jp/
http://www.sankei-555.co.jp/jp/
http://www.asada-katan.co.jp/
http://www.asada-katan.co.jp/
http://www.nissin-mfg.co.jp/
http://www.nissin-mfg.co.jp/
http://www.atecs-corp.co.jp/
http://www.atecs-corp.co.jp/
http://www.koizumi-ss.co.jp/
http://www.koizumi-ss.co.jp/
http://www.samtech.co.jp/
http://www.samtech.co.jp/
https://kohsukefujimoto.wixsite.com/mysite
https://kohsukefujimoto.wixsite.com/mysite
https://kohsukefujimoto.wixsite.com/mysite
http://www.namitei.co.jp/
http://www.namitei.co.jp/
http://ushioseiko.com/
http://ushioseiko.com/
http://www.okurayusoki.co.jp/
http://www.okurayusoki.co.jp/
http://www.kapp.co.jp/
http://www.kapp.co.jp/
http://www.iidzka.com/
http://www.iidzka.com/
http://w-ksk.co.jp/
http://www.ogawa-industry.co.jp/
http://www.ogawa-industry.co.jp/
http://kyoei-tc.co.jp/
http://kyoei-tc.co.jp/


その他の製造業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社下村漆器店
福井県鯖江市片山町8-
7

製造業 その他の製造業 漆器全般の製造・販売
http://www.shimom
urashikki.co.jp

株式会社ジャッカル
滋賀県大津市真野5-
22-7

製造業 その他の製造業 釣具の企画・開発・製造・販売
http://www.jackall.
co.jp/

株式会社シャルマン
福井県鯖江市川去町6-
1

製造業 その他の製造業 眼鏡フレーム、医療器具の製造・販売
http://www.charma
nt.co.jp/

・しなやかなバネ性・形状記憶性・優れた加工性・ニッケルフリー
の特徴を持つチタン素材を開発。
・非常に小さな点で、美しく接合することが可能なレーザ微細接合
を開発。小さな部品でも接合部分が鈍ることがない。

株式会社西村プレシ
ジョン

福井県鯖江市丸山町3-
5-18

製造業 その他の製造業
老眼鏡および眼鏡、サングラス、眼鏡関連商品の企画・製造・販
売及び精密機械部品の販売

https://www.paper
glass.jp/

独自性の高い薄型眼鏡を企画・製造・販売まで一貫して行える。
デザイン賞も多数受賞し、その機能美は国内外から高く評価され
ています。眼鏡産地鯖江のネットワークを持っている。

ペーパーグラスの販売。

浜本テクニカル株式会
社

福井県鯖江市神中町2-
501-30

製造業 その他の製造業 眼鏡製品の製造・販売
http://www.hamate
c.co.jp/

新江州株式会社
滋賀県長浜市川道町
759-3

製造業 その他の製造業
環境に配慮した包装資材・物流システムの提案・販売、住宅資材
の製造・販売、産業資材の加工・販売、土木資材の販売、UVグラ
フィックス印刷、化粧品・健康食品の受託加工

http://www.shingos
hu.co.jp

私たちは多種多様な事業を展開する複合企業です。お客様の
“「？」を「！」に”をキーワードに、プロフェッショナルな人材が、豊
富な情報・ネットワーク・実績を武器に、最適な商品やシステムを
ご提案します。

株式会社俄
京都府京都市中京区福
長町105

製造業 その他の製造業 宝石・貴金属製品の製造卸・小売
http://www.niwaka.
co.jp/

株式会社日吉屋
京都府京都市上京区寺
之内通堀川東入百々町
546

製造業 その他の製造業 京和傘、和風洋傘、和風照明、提灯等の製造・販売
http://www.wagasa.
com

川村義肢株式会社
大阪府大東市御領1-
12-1

製造業 その他の製造業 義肢装具・生活サポート用品の製造・販売
http://www.kawam
ura-gishi.co.jp/

株式会社幸和製作所
大阪府堺市堺区海山町
3-159-1

製造業 その他の製造業 歩行車・歩行補助カート等の介護・福祉用具の製造・販売
https://kowa-
seisakusho.co.jp/

歩行車、シルバーカー、歩行補助つえの歩行補助用品で国内トッ
プシェアを持つ総合福祉用具メーカーです。

山本光学株式会社
大阪府東大阪市長堂3-
25-8

製造業 その他の製造業
スポーツ用品・眼鏡・サングラス・光学機器・バイクヘルメット、産
業用保護具の製造販売

https://www.yama
moto-kogaku.co.jp/

当社は１９１１年の創業以来「眼を護る」ための製品を開発してま
いりました。光をコントロールする技術を基に常に新しいマーケッ
トニーズに応える研究開発を続けて、人々の生活を支えてきてき
ました。

当社が保有する技術力と連携し、新たな事業展開へと発展できるよ
うな企業とのマッチングを希望します。

株式会社大地農園
兵庫県丹波市山南町工
業団地内

製造業 その他の製造業
プリザーブドフラワー・ドライフラワー・ドライマテリアルなどの自然
素材の製造販売ならびにそれらの輸入・加工

http://www.ohchi-
n.co.jp/

株式会社がまかつ 兵庫県西脇市郷瀬町41製造業 その他の製造業 釣具関連商品の製造販売及び企業投資
http://www.gamaka
tsu.co.jp/client/

日本精機宝石工業株式
会社

兵庫県美方郡新温泉町
芦屋100

製造業 その他の製造業
レコード針の製造販売、ゲージコンタクト・ダイヤモンドバー・ピッ
クアップレンズクリーナー等の製造

http://www.jico.co.j
p

オーディオ30メーカー2200種類のレコード針を、60年以上にわ
たって一貫生産している。ダイヤモンド切削工具、ゲージコンタク
ト、ダイヤモンドバーなどダイヤモンドと金属との融着技術が当社
の特徴である。

藤井電工株式会社
兵庫県加東市上滝野
1573-2

製造業 その他の製造業
電気工事用機材・工具の製造販売、安全器具・工具および墜落
防止装置の製造販売

http://www.fujii-
denko.co.jp

株式会社あかしや
奈良県奈良市南新町
78-1

製造業 その他の製造業 伝統的工芸品「奈良筆」を中心とした書道用品等の製造販売
http://www.akashiy
a-fude.co.jp

エイ.アンド.エス.システ
ム株式会社

奈良県香芝市畑2丁目
1486-1

製造業 その他の製造業 防食防錆製品及び建築資材の企画・製造・販売
http://www.assco.j
p/

自社オリジナルブランド商品である防食保護キャップ「ジンクハッ
ト」、コンクリート用後施工アンカー
「ASプラグボルト」の製造・販売に力を入れております。

弊社の主力製品である防食保護キャップ「ジンクハット」の国内及び
海外への販売における提携先
企業を探しています。

エビス株式会社
奈良県大和郡山市西町
321

製造業 その他の製造業 オーラルケア用品及びプラスチック日用品の製造販売
http://www.ebisu-
grp.co.jp
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株式会社呉竹
奈良県奈良市南京終町
7-576

製造業 その他の製造業 書道用品、文房具の製造・販売
http://www.kuretak
e.co.jp/

クオリカプス株式会社
奈良県大和郡山市池沢
町321-5

製造業 その他の製造業 ハードゼラチンカプセル及びHPMCカプセルの製造・販売
http://www.qualica
ps.co.jp/

国広産業株式会社 奈良県葛城市新村39 製造業 その他の製造業 バレル研磨用プラスチックメディアの製造
http://www.kunihir
osangyou.co.jp/

国内シェア70％を占めます。微小（3㎜）の製造技術を有し、バレ
ルでの精密微細加工を実現します。また繊維の風合加工にも
チャレンジしています。

表面加工仕上げ（鏡面、光沢、風合い、アート仕上げ）、工業デザイ
ンや建築デザインへの応用

株式会社中川政七商店
奈良県奈良市九条町
1112-1

製造業 その他の製造業 生活雑貨の企画・製造・販売
http://www.yu-
nakagawa.co.jp

ヨシリツ株式会社
奈良県吉野郡大淀町大
字越部1563

製造業 その他の製造業 アイディア商品、知育玩具の製造・販売
http://www.yoshirit
su.com

株式会社カナセ（旧：カ
ナセ工業株式会社）

和歌山県田辺市稲成町
204-1

製造業 その他の製造業 ボタン、アクリルシート製造販売
http://www.kanase.
co.jp

株式会社小久保工業所
和歌山県海南市野上新
201-9

製造業 その他の製造業 家庭日用品・生活雑貨の企画・製造・販売
http://www.kokubo.
co.jp/

大洋化学株式会社 和歌山県御坊市島584 製造業 その他の製造業
射出成形によるプラスチック製品、樹脂原料、全自動麻雀卓、水
耕栽培設備などの製造販売

http://www.taiyo-
chemicals.co.jp/

プラスチック原材料製造から成形／加工／組立まで一貫生産体
制を構築しており、低コスト高品質高機能で地球環境にやさしい
製品をご提供しております。

家庭や事業所などで廃棄されるＰＥＴボトルを回収し、リサイクルＰＥ
Ｔ材料の製造と成形品の製造販売を行っております。
・リサイクルＰＥＴ材料の販売先（業種は問いません）
・リサイクルＰＥＴ食器類の販売先

協同組合ラテスト
和歌山県和歌山市小倉
411－33　木工団地内

製造業 その他の製造業 備長炭等の製品を開発
http://www.latest.o
r.jp

http://www.kuretake.co.jp/
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電気・ガス・熱供給・水道業 電気業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

シン・エナジー株式会社
兵庫県神戸市中央区御
幸通８－１－６  神戸国
際会館14階

電気・ガス・熱供給・
水道業

電気業
発電事業、電力の売買・需給管理、省エネルギー支援サービス、
エネルギー管理システムの開発・販売

https://www.symen
ergy.co.jp/

情報通信業 放送業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ＦＭ802
大阪府大阪市北区天神
橋2丁目北2-6

情報通信業 放送業 FM放送（FM802、FM COCOLOの2波運用）
https://funky802.c
om/

情報サービス業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ネスティ
福井県福井市羽水2-
402

情報通信業 情報サービス業 ＯＡ・ＦＡ等情報システム全般のソフトウェア開発及び販売
http://www.nesty-
g.co.jp/

日本ソフト開発株式会
社

滋賀県米原市米原西23 情報通信業 情報サービス業
自社パッケージ商品の開発・販売、各種ソフトウェア設計・開発、
各種コンピューター／ネットワークのSI事業

https://www.nihons
oft.co.jp

株式会社アドインテ
京都府京都市下京区新
町通四条下る四条町34
7-1 ＣＵＢＥ西烏丸7Ｆ

情報通信業 情報サービス業
独自に開発したWi-Fiビーコン『AIBeacon』でスマートフォンユー
ザーの興味関心やリアルな行動の情報を収集し、その解析デー
タを活かした精度の高いO2Oマーケティングを行っています。

http://adinte.co.jp/
web・アプリ広告から実在店舗への送客を実現し、また、広告を通
じて実際に来店されたかどうかまで測定可能なため、集客からリ
アル効果計測までを一気通貫に実施できます。

主に小売業のお客様と連携し、お客様が保有する独自顧客データと
当社が保有するロケーションデータを掛け合わせたDMPを構築する
ことで、お客様の売上向上・コスト削減・新たな収益機会創出が可能
になります。

株式会社イルグルム
（旧：株式会社ロックオ
ン）

大阪府大阪市北区梅田
2-4-9 ブリ-ゼタワ- 13F

情報通信業 情報サービス業
マーケティング ロボット（マーケティングの自動化・効率化事業）
の提供

https://www.yrglm.
co.jp/

業界トップシェアのマーケティング効果測定プラットフォーム「アド
エビス」を主軸に、多様化・分散化する消費者行動データを正しく
計測し、分析・活用するためのサービスを展開。企業がすすむべ
き未来を示します。

マーケティングデータの集約・活用

ウエストユニティス株式
会社

大阪府大阪市北区大深
町4-20 グランフロント
大 阪タワ-Ａ29階

情報通信業 情報サービス業 ウェアラブルデバイス機器・ソフトウェアの研究開発・販売
http://www.westuni
tis.co.jp/

ジーワン株式会社
大阪府吹田市岸部新町
6-1

情報通信業 情報サービス業
インターネット情報提供・教育・コンサルティングサービス、コン
ピュータソフトウェアの研究・開発・販売・レンタル

http://www.g-
1.ne.jp

株式会社フィールトラス
ト

大阪府大阪市西区阿波
座1-5-12 福島ビルB1

情報通信業 情報サービス業
中古パソコン販売事業、システム開発事業、クラウドサービス提
供事業

http://fieltrust.jp/

・ビジネスで使える性能の良質なPCを中古で安価に提供します。
・IQ180のホワイトハッカーによるサイバーセキュリティ対策。
・PBXのクラウド化でリプレイスコストが3分の1にコストダウン。
・事務所まるごとクラウド化で働き方改革を後押し。

自社でクラウド型のプロダクトを多数保有しており、社内にIQ180の
天才エンジニア筆頭に
上級エンジニアも在籍しておりますので、社内のIT化や新規事業に
伴うシステム開発など
あればお気軽に相談ください。

株式会社フジ・データ・
システム

兵庫県尼崎市東難波町
5-21-14

情報通信業 情報サービス業 制御系ソフトウェアの設計・開発、ハードウェア開発
http://www.fdsnet.
co.jp/

ソフトの開発は様々なOSや言語、マイコンも対応できる技術者集
団です。
射出成形機コントローラ(累計2万台出荷)の経験を生かし、IoTを
身近にする「I/Oボード」をシステムを熟知した技術者が開発しま
した。

ソフトウエア製作の協業パートナー様。
ハードの回路設計が可能な企業様。

クオリティソフト株式会
社

和歌山県西牟婁郡白浜
町中1701-3

情報通信業 情報サービス業
クラウドサービスとパッケージソフトウェア製品の開発及び販売
ドローンソリューション関連事業

http://www.qualitys
oft.com

・クラウド型IT資産管理ISM CloudOneはインターネット環境があ
れば企業内のPCに加え、社外への持ち出し端末も管理ができ、
テレワークなど働き方の変化に適応できる製品です。
・近年、増加する災害対応にドローンを検討する自治体が増えて
きています。アナウンサードローンは圧電スピーカを搭載して上
空100ｍ～200ｍにおいてもクリアな音声でアナウンスできます。

・エンドポイントセキュリティ製品の販売
・他社製品と連携しデバイスセキュリティ対策ソリューションを提供

インターネット附随サービス業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社スマートバ
リュー

大阪府大阪市中央区道
修町三丁目6番1号
京阪神御堂筋ビル7階

情報通信業
インターネット附随
サービス業

クラウドソリューション事業、モバイル事業
https://www.smart
value.ad.jp/

映像・音声・文字情報制作業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社リーフ・パブリ
ケーションズ

京都府京都市中京区烏
丸通姉小路下る場之町
592メディナ烏丸御池4
階

情報通信業
映像・音声・文字情
報製作業

出版、販売促進・マーケティング・ブランディング、施設・イベント
運営、ホテル・外食事業

https://www.leafky
oto.net/
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運輸業、郵便業 鉄道業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

和歌山電鐵株式会社
和歌山県和歌山市伊太
祈曽73

運輸業、郵便業 鉄道業 鉄道・運輸事業
https://www.wakay
ama-
dentetsu.co.jp/

道路旅客運送業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

全但バス株式会社
兵庫県養父市八鹿町八
鹿113-1

運輸業、郵便業 道路旅客運送業
一般乗合自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送業、国内・
海外旅行業

http://www.zentan
bus.co.jp

大十バス株式会社
和歌山県海草郡紀美野
町下佐々1037

運輸業、郵便業 道路旅客運送業 路線バス、観光バスの運行
http://www.daijyu-
bus.co.jp

中紀バス株式会社
和歌山県日高郡由良町
里480-3

運輸業、郵便業 道路旅客運送業
一般貸切（乗合）旅客自動車運送事業／旅行業／物品販売／自
動車整備業

http://www.chukibu
s-group.co.jp/

道路貨物運送業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社春日野運送
福井県敦賀市沓見164-
16-2

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 トレーラーによる運送業
http://www.kasuga
no-exp.com/

フェリーや、トレーラーによるスイッチ運行での、北海道、九州向
けの長距離輸送を得意としております。

北海道、九州から北陸、中京、関西向けの配送を希望されている企
業様。

北陸トラック運送株式会
社

福井県福井市上細江町
20-1

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 一般貨物自動車運送業・倉庫業、労働者派遣事業
http://hokutora.co.
jp

ラニイ福井貨物株式会
社
（旧：福井貨物自動車株
式会社）

福井市和田中町113-1 運輸業、郵便業 道路貨物運送業 トラックによる企業間運輸業
http://www.runi.co.
jp

ラニイフィロソフィを設定し、全従業員がベクトルを合わせて、地域
社会の進歩発展に貢献できる企業を目指しています。その実現
の為、ワンストップサービスを提供できる次世代型新物流セン
ターを構築します。

大日運輸株式会社
大阪府大阪市北区菅栄
町1-20

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 配送・倉庫サービス、建材加工・販売サービス
http://www.dun.co.j
p/

富士運輸株式会社
奈良県奈良市北之庄町
723-13

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 トラックによる貨物運送業
http://www.fujitran
sport.com

河西運輸株式会社
和歌山県和歌山市梶取
245

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 新聞・鉄鋼・油脂・重量機工の物流
http://www.kawani
shi-unyu.com

丸久運輸株式会社
和歌山県伊都郡かつら
ぎ町島382-1

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 一般区域貨物自動車運送事業、倉庫業など
http://marukyu-
t.co.jp/

株式会社湊組
和歌山県和歌山市湊2-
12-24

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 一般区域貨物自動車運送事業、倉庫業など
http://www.minato
gumi.co.jp/

株式会社和田物流
和歌山県和歌山市直川
391

運輸業、郵便業 道路貨物運送業 貨物自動車による運送事業、倉庫業など
http://www.wada-
b.co.jp

和歌山県下を中心に、関西圏への低温物流に携わっておりま
す。冷凍、冷蔵、定温の３温度帯倉庫を所有し、保管から配送ま
で担っております。配送のみ、保管のみでも小ロットから対応可
能です。共同配送を駆使し食品流通を支えたいと思います。

低温食品物流に関わる事では様々な取り組みを実施しておりますの
で、何でもご相談下さい。

https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/
https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/
https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/
http://www.zentanbus.co.jp/
http://www.zentanbus.co.jp/
http://www.daijyu-bus.co.jp/
http://www.daijyu-bus.co.jp/
http://www.chukibus-group.co.jp/
http://www.chukibus-group.co.jp/
http://www.kasugano-exp.com/
http://www.kasugano-exp.com/
http://hokutora.co.jp/
http://hokutora.co.jp/
http://www.runi.co.jp/
http://www.runi.co.jp/
http://www.dun.co.jp/
http://www.dun.co.jp/
http://www.fujitransport.com/
http://www.fujitransport.com/
http://www.kawanishi-unyu.com/
http://www.kawanishi-unyu.com/
http://marukyu-t.co.jp/
http://marukyu-t.co.jp/
http://www.minatogumi.co.jp/
http://www.minatogumi.co.jp/
http://www.wada-b.co.jp/
http://www.wada-b.co.jp/


倉庫業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社築港
兵庫県神戸市中央区海
岸通3ｼｯﾌﾟ神戸海岸ﾋﾞﾙ

運輸業、郵便業 倉庫業 港湾運送事業、倉庫業、通関業、利用運送事業、海運代理店業
http://www.chikko.
co.jp/

株式会社アストライン
和歌山県和歌山市新中
通4-37

運輸業、郵便業 倉庫業 国内外の物流及び倉庫業
http://www.astline.
co.jp/

運輸に附帯するサービス業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

敦賀海陸運輸株式会社 福井県敦賀市桜町2-10 運輸業、郵便業
運輸に附帯する
サービス業

港湾運送事業及びタクシー・バス・観光事業
http://www.tsuruga
kairiku.co.jp/

ダイサン株式会社
大阪府大阪市北区天神
橋8-13-23

運輸業、郵便業
運輸に附帯する
サービス業

アウトソーシング・ 人材サービス・ 流通加工事業
http://daisan-
i.com/

卸売業、小売業 繊維・衣服等卸売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

広撚株式会社
福井県福井市毛矢1丁
目2番7号

卸売業、小売業
繊維・衣服等卸売
業

繊維原料、繊維資材の販売及び繊維織物の製造販売
http://www.hironen
.co.jp

株式会社ユニワールド 和歌山県有田市千田72 卸売業、小売業
繊維・衣服等卸売
業

作業用品（手袋等）の製造・販売
http://www.uniworl
d.jp/

飲食料品卸売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社奥井海生堂
福井県敦賀市金ヶ崎町
9-10

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 昆布の製造卸売、小売業
http://www.konbu.c
o.jp

福井中央魚市株式会社
福井県福井市大和田1-
101

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 水産物、塩干加工品、その他食品の卸売
http://www.fukui-
marunaka.co.jp/

フジノ食品株式会社
滋賀県彦根市東沼波町
172-2

卸売業、小売業 飲食料品卸売業
レストラン・食堂・喫茶用食品および冷凍食品の販売、水産・畜
産・農産冷凍原料の販売

http://www.ffdb.jp/ 近畿・東海・北陸TOP級のシェア！食材流通のプロ集団

総合食品エスイー株式
会社

京都府京都市伏見区竹
田藁屋町80

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 総合食品卸
http://www.ss-
se.co.jp/

株式会社坂ノ途中
京都府京都市下京区西
七条八幡町21

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 新規就農者が主に栽培した農産物の販売
https://www.on-
the-slope.com/

石光商事株式会社
兵庫県神戸市灘区岩屋
南町4-40

卸売業、小売業 飲食料品卸売業
コーヒー・紅茶・酒類・食料品の輸入、製造、加工及びその販売、
酒類・食料品・菓子の輸出及びその販売

http://www.ishimits
u.co.jp/

沖物産株式会社
兵庫県淡路市志筑
3112-10

卸売業、小売業 飲食料品卸売業
農畜水産物の輸入・卸・加工・販売、養殖用飼料の販売、冷凍・
製氷事業

http://www.okiprod
ucts.co.jp

大阪・神戸エリアで外食向けの食材卸に注力しています。当社の
機能である淡路島産原料を使用した業務用の加工食材に高評
価を頂いています。

トマトソースやカレーなどの製造が比較的小ロットで可能です。大手
メーカーでは難しい数量の対応も可能ですから、自社PBなどのご要
望にもお応えできると考えています。

古由青果株式会社
和歌山県有田郡湯浅町
湯浅1074

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 青果物の卸売・小売
http://www.furuyos
hi.com

株式会社豆紀
和歌山県和歌山市井ノ
口550-1

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 納豆の製造・販売
http://www.mameki
.com

丸長水産株式会社
和歌山県田辺市上の山
2-23-35

卸売業、小売業 飲食料品卸売業 水産物の卸売・販売
http://www.maruch
o.co.jp/suisan/

http://www.chikko.co.jp/
http://www.chikko.co.jp/
http://www.astline.co.jp/
http://www.astline.co.jp/
http://www.tsurugakairiku.co.jp/
http://www.tsurugakairiku.co.jp/
http://daisan-i.com/
http://daisan-i.com/
http://www.hironen.co.jp/
http://www.hironen.co.jp/
http://www.uniworld.jp/
http://www.uniworld.jp/
http://www.konbu.co.jp/
http://www.konbu.co.jp/
http://www.fukui-marunaka.co.jp/
http://www.fukui-marunaka.co.jp/
http://www.ffdb.jp/
http://www.ss-se.co.jp/
http://www.ss-se.co.jp/
https://www.on-the-slope.com/
https://www.on-the-slope.com/
http://www.ishimitsu.co.jp/
http://www.ishimitsu.co.jp/
http://www.okiproducts.co.jp/
http://www.okiproducts.co.jp/
http://www.furuyoshi.com/
http://www.furuyoshi.com/
http://www.mameki.com/
http://www.mameki.com/
http://www.marucho.co.jp/suisan/
http://www.marucho.co.jp/suisan/


建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

カラヤ株式会社
福井県越前市中央2-6-
5

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

鋼材、鉄鋼二次製品・建設資材・水道機材・機工金物・家庭用金
物などの販売・加工

http://www.karaya.
co.jp

創業150余年と業歴は古く、福井県内において福井市・越前市・
敦賀市・小浜市に古くから営業拠点を設けて、誠実に地域密着営
業を行っています。鋼材から家庭用金物類まで取り扱っていま
す。

福井県内および滋賀県北部における取扱い商材（提案商品を含む）
の販売拡大

株式会社白崎コーポ
レーション

福井県鯖江市石生谷町
11-23

卸売業，小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

防草緑化用資材の企画・販売、OAサプライ品の製造・販売
https://www.shiras
aki.co.jp/

・防草シートの企画、製造、販売を一貫し、現場の雑草問題に合
わせた適切な解決方法を提案します。
・安心の品質とアフターサービスでリサイクルトナーカートリッジを
提供し企業のコストダウンに貢献します。

・新しい雑草管理技術、また緑化資材を提案いただける企業様、施
工を請負てくれるパートナー様を募集してます。
・リサイクルトナーカートリッジは商業用途で大量印刷している企業様
におすすめです。

吉岡幸株式会社
福井県福井市宝永3-
22-5

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

建設、産業資材を専門とする商社事業
http://www.yoshiok
akoh.co.jp/

比果産業株式会社
京都府京都市下京区四
条通堀川西入唐津屋町
530

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

化学工業製品の国内販売、輸出・輸入、 貿易代行
http://www.hika.co.
jp/

能勢鋼材株式会社
大阪府大阪市旭区高殿
1-2-25

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

ステンレス、ハステロイほか高機能材料及び各種加工品の販売
http://www.nose-
sus.co.jp/

福栄鋼材株式会社
大阪府大阪市中央区道
修町3-6-1 京阪神 御
堂筋ビル8階

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

薄板鋼板、チタン、ステンレスなどの加工・販売
http://www.fukuei-
steel.co.jp

有限会社マサカツ鋼材
大阪府枚方市春日西町
1-26-1

卸売業、小売業
建築材料，鉱物・金
属材料等卸売業

鋼材・鋼管販売、金属加工・レーザー加工
http://masakatsu-
kouzai.co.jp/

『必要なものを、必要なたけ、必要なときにお届けします』をモッ
トーに、小ロット対応と自社配送という流通機能と、設計から加工
まで行うものづくり機能を併せ持ち、地域のあらゆる鉄鋼需要に
お応えしていきます。

ファイバーレーザー、門型マシニングセンタ、ウォータージェットカット
等の多様な加工のノウハウを蓄積しています。鉄素材はもちろん、
様々な素材についての試作・量産化、サプライチェーン構築に対応
いたします。

共栄株式会社
兵庫県神戸市中央区栄
町通2-3-9 共栄ビル

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

製鋼原料（鉄スクラップ）の集荷・加工・販売
http://www.kyoyei.
com

創業よりおよそ100年にわたり鉄リサイクル事業を営んできたノウ
ハウで全国11か所にのぼる営業所、加工処理工場を展開し、近
年、グループ企業3社を加え社会貢献できるよう挑戦し続けてお
ります。

業種に限らず、環境ビジネスに関わる企業様、特に金属を中心とし
た資源リサイクル及び廃棄物処理に関わる事業を営んでおられる企
業様とコミュニケーションを望んでおります。

株式会社シマブンコー
ポレーション

兵庫県神戸市灘区岩屋
中町4-2-7

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

製鋼原料（鉄スクラップ）の集荷・加工・販売、鉄鋼製品の加工・
販売、建物・プラントの解体工事

http://www.shimab
un.co.jp/

三木弘鋼材株式会社
兵庫県たつの市新宮町
光都3丁目32-1

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

一般鋼材販売・Ｈ鋼切断・孔明・開先加工・コラム切断開先・ 鋼
板精密切断（レーザー・プラズマ・ガス・シャーリング）各種鋼材切
断孔明加工

http://www.mikikk.j
p/index.php

兵庫県のユーザー様を中心に多種多様な鋼材の在庫販売をして
おります。小口・大口を問わず一次加工や二次加工を施し即納体
制を強いております。

豊富な在庫と充実した加工設備を持ち、小口即納を得意としており
ます。。建築・土木・製缶・設備等、鋼材の事ならお気軽にご相談くだ
さい。

株式会社ミツワ
兵庫県川西市久代2-2-
1

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

LPガス販売、ガソリンスタンド運営、自動車販売・整備、リフォー
ム事業

http://www.mitsuw
a-gr.co.jp/

株式会社山陽
兵庫県姫路市亀山231
―2

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

製鋼原料及び非鉄金属の加工並びに販売、産業廃棄物の収集・
運搬及び処理再生業

https://www.sk-
sanyo.co.jp/

堀田晃和株式会社
奈良県大和高田市今里
川合方96

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

鋼材、金物類の販売及び不動産業
http://www.horitak
owa.co.jp/

顧客ニーズにお応えすべく、「顧客目線」と「変化」をキーワードに
お客様に感動を与えるサービスを提供できるビジネスへの変革を
目指しています。

株式会社酒直
和歌山県和歌山市十三
番丁30

卸売業、小売業
建築材料、鉱物・金
属材料等卸売業

総合商社（石油製品、建設土木資材、ガラス工事、住設機器、食
品、保険）

http://www.sakana
o.com/

http://www.karaya.co.jp/
http://www.karaya.co.jp/
https://www.shirasaki.co.jp/
https://www.shirasaki.co.jp/
http://www.yoshiokakoh.co.jp/
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http://www.shimabun.co.jp/
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http://www.mitsuwa-gr.co.jp/
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http://www.sakanao.com/
http://www.sakanao.com/


機械器具卸売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ホクシン
福井県福井市経田1-
104

卸売業、小売業 機械器具卸売業
電子計測機器、理化学・分析機器等の販売　及び　計測システ
ム、合理化・省力システム、生産設備等の設計製作

https://www.hokusi
n-web.co.jp/

専門商社でありますが、経験豊富な機械設計者、電気設計者、ソ
フト設計者が在籍し、社内でハードウェア・ソフトウェアの設計・製
作がワンストップで行うことが可能です。

福井県と共同で、炭素繊維等の強化繊維束を幅広く薄いテープ状に
開繊する装置を開発しております。ご興味があれば是非お問合わせ
下さい、宜しくお願い致します。

近江ユニキャリア販売
株式会社

滋賀県近江八幡市上田
町84-7

卸売業、小売業 機械器具卸売業
フォークリフト等搬送機器・建設機械・関連商品の販売・リースお
よびレンタル

http://www.omi-
uc.co.jp

株式会社ハヤシ
滋賀県彦根市高宮町
1608-1

卸売業、小売業 機械器具卸売業
バルブやパイプ等の管工機材及びトイレ・キッチン等の住宅設備
機器の卸売

http://www.hayashi
-1101.co.jp/

井上株式会社
京都府福知山市篠尾新
町3-3

卸売業、小売業 機械器具卸売業 電気設備資材卸売及びシステム（設計～施工）開発事業
http://www.inoueka
bu.com

株式会社Kamogawa
京都府京都市南区西九
条川原城町112

卸売業、小売業 機械器具卸売業 生産財総合卸事業、工具の製造・再研磨
http://www.kamog.
co.jp

鐘通株式会社
京都府京都市南区西九
条豊田町1

卸売業、小売業 機械器具卸売業 電線・ケーブル、コネクター、制御機器・FAシステムなどの販売
http://www.kanetu
u.co.jp/

光伝導機株式会社
京都府京都市南区吉祥
院石原京道町1―1

卸売業、小売業 機械器具卸売業 生産設備用機械部品の販売、システムの構築・提案
http://www.hikaride
ndoki.jp/

株式会社増田医科器械
京都府京都市伏見区竹
田藁屋町50

卸売業、小売業 機械器具卸売業
医療機器・医療材料・医療ガス・理化学機器・ストーマケア用品の
販売

http://www.masuda
ika.co.jp/

信和自動車工業株式会
社

大阪府茨木市西太田町
30-7

卸売業、小売業 機械器具卸売業 トラックボディー部品の製造・販売
http://www.shinwa
-jikoh.co.jp/

マツモト産業株式会社
大阪府大阪市西区靱本
町1-12-6

卸売業、小売業 機械器具卸売業 メカトロ機器・産業機械・金属材料等の販売
http://www.mac-
exe.co.jp

株式会社アメフレック
兵庫県尼崎市水堂町2-
40-10

卸売業、小売業 機械器具卸売業
環境試験装置製造、 精密チラー・空調機製造、冷凍冷蔵空調機
器及び関連部材販売、クリーンルーム・クリーン関連設備の設計
施工

http://www.amefre
c.co.jp

株式会社MANIX
兵庫県神戸市長田区若
松町2丁目1-3　2階

卸売業、小売業 機械器具卸売業
住宅設備機器（システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面な
ど）の販売、水道配管等の水まわり資材（水道用パイプ、継手、
水栓、高架水槽、浄化槽など）の販売

http://www.manix.c
o.jp/index.html

株式会社ナカガワ
奈良県大和高田市東中
2-12-25

卸売業、小売業 機械器具卸売業 住宅設備機器などの卸売
http://www.kk-
nakagawa.co.jp/

株式会社大黒
和歌山県和歌山市手平
3-8-43

卸売業、小売業 機械器具卸売業 医療販売業、医療機関向けシステム提案及び販売 www.d21ms.com

セイコーメディカル株式
会社

和歌山県和歌山市築港
6-9-10

卸売業、小売業 機械器具卸売業 医療機器・設備・消耗品の小売・卸売
http://www.skmnet
.co.jp/

https://www.hokusin-web.co.jp/
https://www.hokusin-web.co.jp/
http://www.omi-uc.co.jp/
http://www.omi-uc.co.jp/
http://www.hayashi-1101.co.jp/
http://www.hayashi-1101.co.jp/
http://www.inouekabu.com/
http://www.inouekabu.com/
http://www.kamog.co.jp/
http://www.kamog.co.jp/
http://www.kanetuu.co.jp/
http://www.kanetuu.co.jp/
http://www.hikaridendoki.jp/
http://www.hikaridendoki.jp/
http://www.masudaika.co.jp/
http://www.masudaika.co.jp/
http://www.shinwa-jikoh.co.jp/
http://www.shinwa-jikoh.co.jp/
http://www.mac-exe.co.jp/
http://www.mac-exe.co.jp/
http://www.amefrec.co.jp/
http://www.amefrec.co.jp/
http://www.kk-nakagawa.co.jp/
http://www.kk-nakagawa.co.jp/
http://www.d21ms.com/
http://www.skmnet.co.jp/
http://www.skmnet.co.jp/


その他の卸売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ジャクエツ
福井県敦賀市若葉町2-
1770

卸売業、小売業 その他の卸売業 幼児・児童施設の設計、施工及び遊具等の製造、販売
https://www.jakuet
su.co.jp

株式会社八木熊
福井県福井市照手2-6-
16

卸売業、小売業 その他の卸売業 繊維、化学品、産業資材品の販売
http://www.yagiku
ma.co.jp/

株式会社エージェン
シーアシスト

京都府久世郡久御山町
佐古外屋敷66-1

卸売業、小売業 その他の卸売業
産業用機械装置等の精密部品の調達・販売、 機械装置や治具
の開発・設計・製作、加工部品等の精密寸法測定

https://ｗｗ
ｗ.agency-
assist.co.jp/

株式会社エスエスケイ
大阪府大阪市中央区上
本町西1-2-19

卸売業、小売業 その他の卸売業 スポーツ用品の製造卸売・輸出入
http://www.sskspor
ts.com

サンコーインダストリー
株式会社

大阪府大阪市西区立売
堀1-9-28

卸売業、小売業 その他の卸売業 ねじ等の販売
http://www.sunco.c
o.jp/

株式会社モンベル
大阪府大阪市西区新町
2-2-2

卸売業、小売業 その他の卸売業 アウトドアスポーツ用品　企画、製造、販売
http://www.montbe
ll.jp

亀喜工業株式会社
兵庫県神戸市中央区港
島中町2-2-1-6-2

卸売業、小売業 その他の卸売業
産業用エラストマー・エンジニアリングプラスチック及び配管関連
機器製品の加工販売

http://www.kameki.
co.jp/

ハリマ共和物産株式会
社

兵庫県姫路市飾東町庄
313

卸売業、小売業 その他の卸売業
洗剤関連商品、ホームプロダクト商品、家庭紙および衛生用品、
トイレタリーおよび化粧関連商品、その他商品等日常消費材の卸
売事業

http://www.harima
kb.co.jp

スケーター株式会社
奈良県奈良市杏町216-
1

卸売業、小売業 その他の卸売業 プラスチック家庭用品及びファンシー雑貨の企画・販売
http://www.skater.
co.jp/

株式会社前忠
奈良県吉野郡下市町大
字下市2426

卸売業、小売業 その他の卸売業 漢方薬原料の生産指導、卸売

株式会社オーエ
和歌山県海南市大野中
1010

卸売業、小売業 その他の卸売業 家庭日用品の企画製造販売
http://www.ohe-
co.co.jp/

株式会社オカトー
和歌山県海南市九品寺
256

卸売業、小売業 その他の卸売業 バス・キッチン等の家庭用品の製造卸
http://www.okato-
lo.co.jp/

株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂
20-1

卸売業、小売業 その他の卸売業
環境エクステリア（インドアおよび、アウトドア庭園、緑化）に関す
る製品の企画開発

http://takasho.co.j
p

株式会社農業総合研究
所

和歌山県和歌山市黒田
17-4 シャンドフルーレ２
階

卸売業、小売業 その他の卸売業
農家の直売所事業／農産物流通事業／農業コンサルティング事
業

https://www.nouso
uken.co.jp

https://www.jakuetsu.co.jp/
https://www.jakuetsu.co.jp/
http://www.yagikuma.co.jp/
http://www.yagikuma.co.jp/
https://www.agency-assist.co.jp/
https://www.agency-assist.co.jp/
https://www.agency-assist.co.jp/
http://www.ssksports.com/
http://www.ssksports.com/
http://www.sunco.co.jp/
http://www.sunco.co.jp/
http://www.montbell.jp/
http://www.montbell.jp/
http://www.kameki.co.jp/
http://www.kameki.co.jp/
http://www.harimakb.co.jp/
http://www.harimakb.co.jp/
http://www.skater.co.jp/
http://www.skater.co.jp/
http://www.ohe-co.co.jp/
http://www.ohe-co.co.jp/
http://www.okato-lo.co.jp/
http://www.okato-lo.co.jp/
http://takasho.co.jp/
http://takasho.co.jp/
https://www.nousouken.co.jp/
https://www.nousouken.co.jp/


各種商品小売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

サニーマート株式会社
福井県大飯郡高浜町宮
崎86-5-1

卸売業、小売業 各種商品小売業 スーパーマーケットの運営
https://sunnymart
-wakasa.com

飲食料品小売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社寺子屋
京都府京都市右京区西
京極豆田町7

卸売業、小売業 飲食料品小売業
コンセプトショップの運営、オリジナル商品の企画製造販売、菓子
製造販売

http://www.telacoy
a.co.jp

株式会社ファーマフー
ズ

京都府京都市西京区御
陵大原1-49

卸売業、小売業 飲食料品小売業 機能性食品素材の開発・販売、バイオメディカル事業
http://www.pharma
foods.co.jp/

株式会社とち亀物産
和歌山県有田郡湯浅町
湯浅2814-2

卸売業、小売業 飲食料品小売業 インターネット通信販売（食品・飲料・酒類） http://bunza.co.jp

その他の小売業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

金子眼鏡株式会社
福井県鯖江市吉江町
712-2

卸売業、小売業 その他の小売業 アイウェアの企画・製造・販売
http://www.kaneko
-optical.co.jp/

企画、製造から販売までを行うアイウェアのSPA企業です。国内
に57店舗の直営店を展開しています。

伝統工芸や先端技術など、日本のものづくりを感じさせる分野での
協業

株式会社ベルカディア
大阪府大阪市西区新町
2-2-2

卸売業、小売業 その他の小売業 アウトドアスポーツ輸入商品の販売
http://www.montbe
ll.jp

不動産業、物品賃貸業 不動産取引業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

光亜興産株式会社
大阪府門真市末広町
43-1

不動産業、物品賃
貸業

不動産取引業
都市開発・まちづくり事業、不動産賃貸業、不動産コンサルティン
グ、ホテル・宿泊施設・料理飲食店の経営

http://www.koakos
an.co.jp

株式会社リーガル不動
産

大阪府大阪市北区堂山
町3-3 日本生命梅田 ビ
ル10階

不動産業、物品賃
貸業

不動産取引業 不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業
https://www.legal-
corp.co.jp/

不動産賃貸業・管理業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社フラット・エー
ジェンシー

京都府京都市北区紫野
西御所田町9-1

不動産業、物品賃
貸業

不動産賃貸業・管
理業

不動産賃貸・仲介・売買
https://flat-
a.co.jp/

株式会社イーエスプラ
ンニング

兵庫県神戸市中央区栄
町通6-1-19

不動産業、物品賃
貸業

不動産賃貸業・管
理業

駐車場の管理運営
http://www.esplann
ing.co.jp/

斑鳩産業株式会社
奈良県生駒郡斑鳩町法
隆寺2-2-35

不動産業、物品賃
貸業

不動産賃貸業・管
理業

不動産事業、建築業、保険代理店業、観光事業（飲食業・小売
業）、旅行業（ツアーデスク）、宿泊業（民泊）

http://ikaruga-
s.com/

観光資源、商品の磨き上げによる体験ツアーの企画販売や、奈
良県内各地への送客により、自立した観光地経営を目指します。
宿泊施設、飲食店、体験事業者と提携を進めており、2024年12
月までに300件を目標としています。

飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設、体験施設への送客

物品賃貸業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社キナン
和歌山県新宮市浮島1-
25

不動産業、物品賃
貸業

物品賃貸業 建設機械のリース・レンタル
http://www.kinan.c
o.jp/

https://sunnymart-wakasa.com/
https://sunnymart-wakasa.com/
http://www.telacoya.co.jp/
http://www.telacoya.co.jp/
http://www.pharmafoods.co.jp/
http://www.pharmafoods.co.jp/
http://bunza.co.jp/
http://www.kaneko-optical.co.jp/
http://www.kaneko-optical.co.jp/
http://www.montbell.jp/
http://www.montbell.jp/
http://www.koakosan.co.jp/
http://www.koakosan.co.jp/
https://www.legal-corp.co.jp/
https://www.legal-corp.co.jp/
https://flat-a.co.jp/
https://flat-a.co.jp/
http://www.esplanning.co.jp/
http://www.esplanning.co.jp/
http://ikaruga-s.com/
http://ikaruga-s.com/
http://www.kinan.co.jp/
http://www.kinan.co.jp/


学術研究、専門・技術 サービス業 学術・開発研究機関

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

マイクロ波化学株式会
社

大阪府吹田市山田丘2-
8

学術研究、専門・技
術サービス業

学術・開発研究機
関

マイクロ波化学プロセスの研究開発・エンジニアリング、同プロセ
スを活用した製品の製造・販売

http://mwcc.jp/ マイクロ波を用いた化学合成や乾燥、焼結などのプロセス開発
10GHｚ/10kW マグネトロンや、10GHz/1kW半導体型マイクロ波発振
器の開発委託先を探しています。

技術サービス業（他に分類されないもの）

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社日吉
滋賀県近江八幡市北之
庄町908

学術研究、専門・技
術サービス業

技術サービス業（他
に分類されないも
の）

水・大気・ダイオキシンなどの環境試料や食品の分析測定、浄化
槽から上下水道などインフラ施設の維持管理、廃棄物の収集運
搬や道路維持管理、各種清掃、工業薬品販売等

https://www.hiyosh
i-es.co.jp/

創業64年、許認可88件有資格者のべ2000名の技術力。環境
DNA等最先端技術に特化。1000名強の海外研修生受入で培う
人脈と、国際標準化を戦略に海外事業展開をすすめる。大臣知
事賞35件、感謝状120件等、高い外部評価を得る。

排水処理設備製造業者やIoT監視等のシステム及び精密機器製造
業者、オンサイト分析機器開発業者、薬品メーカーと運送業者、海外
人材育成事業に向けて日本語教育機関、研究開発における農林水
産および医療系研究機関

株式会社特殊高所技術
京都府京都市南区吉祥
院三ノ宮町1

学術研究、専門・技
術サービス業

技術サービス業（他
に分類されないも
の）

特殊高所技術を用いた高所での調査・点検・補修工事
http://www.tokusy
u-kousyo.co.jp/

クモノスコーポレーショ
ン株式会社

大阪府箕面市船場東2-
1-15

学術研究、専門・技
術サービス業

技術サービス業（他
に分類されないも
の）

測量、施工管理、外壁診断、構造物点検、システム開発、器機販
売・レンタルサービス

http://www.kankou.
co.jp

株式会社神戸工業試験
場

兵庫県加古郡播磨町新
島47-13

学術研究、専門・技
術サービス業

技術サービス業（他
に分類されないも
の）

工業材料に関する試験、評価及び研究
http://www.kmtl.co.
jp

独立系試験場として国内最大手の総合的な受託試験・分析会社
です。品質保証を核とした信頼性、第三者機関としての中立性を
もとに、包括的な試験サービスを提供し、お客様の研究開発を支
えます。

金属・樹脂・複合材料といった様々な工業材料に対して、お客様のご
要望や目的に合った評価方法を提案いたします。また、損傷調査や
構造物の余寿命評価、特殊な試験のための機器設計・製作等も行う
ことができます。

宿泊業、飲食サービス業 宿泊業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

大津観光株式会社
滋賀県大津市雄琴1-9-
28

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 温泉旅館の経営
http://www.yuzans
o.co.jp/

株式会社緑水亭
滋賀県大津市雄琴6-1-
6

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 旅館業
http://ryokusuitei.c
om

株式会社アウルコーポ
レーション

京都府京丹後市網野町
木津253

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 ホテル旅館の経営
http://kasyouengro
up.com

株式会社スーパーホテ
ル

大阪府大阪市西区西本
町1-7-7 CE西本町ビル

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 ホテルチェーンの展開、土地有効活用のコンサルティング
http://www.superh
otel.co.jp/

バリューマネジメント株
式会社

大阪府大阪市北区大深
町4-20グランフロント大
阪タワーA１７F

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業
文化財や重要伝統的建造物群保存地区の歴史的建造物に特化
し、行政や民間、神社仏閣の遊休施設を修復運用、ホテルや飲
食、結婚式場に事業再生し、運営を行う。

https://www.vmc.c
o.jp

「文化を紡ぐ」を理念に、歴史的建造物をはじめとする価値ある施
設を再生し、ブティックホテルとして運営するなど、ユニークベ
ニュー開発からまちづくりまで、セールス＆マーケティングからオ
ペレーションまで行う。

歴史的資源の活用によるまちづくり、またそれに伴うコンテンツの開
発、インフラなど、地域の観光まちづくりに関連する事業との連携。

株式会社西村屋
兵庫県豊岡市城崎町湯
島469

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 旅館・ホテルの運営
http://www.nishimu
raya.ne.jp/

開湯1300年の古湯・城崎温泉にて江戸安政期創業、以来160年
にわたり受け継いできた日本の伝統とおもてなしの心を、世界
へ、そして次代へ伝えて参るべく、まちと共に新たな試みに取り組
んでおります。

株式会社ホテルニュー
アワジ

兵庫県洲本市小路谷20
宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 ホテル・レストラン経営
http://www.newaw
aji.com

株式会社秋津野
和歌山県田辺市上秋津
4558-8

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 農家レストラン事業、宿泊事業、農業体験事業等 http://agarten.jp/

株式会社白浜館
和歌山県西牟婁郡白浜
町1821

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 ホテル、飲食店等の運営
http://www.keyterr
ace.co.jp

株式会社むさし
和歌山県西牟婁郡白浜
町868

宿泊業、飲食サー
ビス業

宿泊業 温泉旅館の運営
http://www.yado-
musashi.co.jp/

飲食店

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社minitts
京都府京都市下京区船
頭町187

宿泊業、飲食サー
ビス業

飲食店 飲食店経営（１日１００食限定）
http://www.100sho
kuya.com/

http://mwcc.jp/
https://www.hiyoshi-es.co.jp/
https://www.hiyoshi-es.co.jp/
http://www.tokusyu-kousyo.co.jp/
http://www.tokusyu-kousyo.co.jp/
http://www.kankou.co.jp/
http://www.kankou.co.jp/
http://www.kmtl.co.jp/
http://www.kmtl.co.jp/
http://www.yuzanso.co.jp/
http://www.yuzanso.co.jp/
http://ryokusuitei.com/
http://ryokusuitei.com/
http://kasyouengroup.com/
http://kasyouengroup.com/
http://www.superhotel.co.jp/
http://www.superhotel.co.jp/
https://www.vmc.co.jp/
https://www.vmc.co.jp/
http://www.nishimuraya.ne.jp/
http://www.nishimuraya.ne.jp/
http://www.newawaji.com/
http://www.newawaji.com/
http://agarten.jp/
http://www.keyterrace.co.jp/
http://www.keyterrace.co.jp/
http://www.yado-musashi.co.jp/
http://www.yado-musashi.co.jp/
http://www.100shokuya.com/
http://www.100shokuya.com/


生活関連サービス業、 娯楽業 洗濯・理容・美容・浴場業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

東洋産業株式会社
滋賀県野洲市三上
2562-1

生活関連サービス
業、 娯楽業

洗濯・理容・美容・
浴場業

リネンサプライ・繊維製品の卸販売(縫製加工）
http://toyosangyo.
net/

教育、学習支援業 学校教育

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

学校法人エール学園
大阪府大阪市浪速区難
波中3-13-1

教育、学習支援業 学校教育
留学生に対する日本語教育、ビジネス教育、大学・大学院受験
教育、就職支援。高校・大学受験に関する総合的支援、社会人
に対するメンタリング教育を実施

http://www.ehle.ac.
jp

ボランティア、インターンシップを通じ、企業、ホテル、商店に必要
な人材を供給し地域の活性化に貢献。留学生の地域社会での活
動は、多文化共生社会を生み出しています。

ミナミには400年築いた「おもてなし」文化が残っています。おもてなし
をコンセプトに大学・研究機関を中心としたまちづくりを実践し、地域
に優秀な人材を輩出します。

医療、福祉 社会保険・社会福祉・介護事業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ロマン倶楽部
奈良県大和郡山市外川
町75

医療、福祉
社会保険・社会福
祉・介護事業

ITソフトの開発・販売、医療介護のコンサルタント事業、 教育・人
材紹介、旅行事業、給食事業

http://www.roman-
club.jp/

医療・介護・健康における事業を20年以上運営してきたノウハウ
を提供します。
特にITシステムを利用した業務改善、外国人人材を採用・育成す
るノウハウは現場実践で培ったもので、事業の安定・発展に欠か
せません。

医療・介護・健康事業において安定した運営を目指す方、新たな事
業展開を目指す方、人材確保に悩まれている方などの課題に対応し
ます。
健康事業に関しては、新しい商品やサービスの開発を共にする企業
様募集中です。

サービス業（他に分類 されないもの） 廃棄物処理業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社木下カンセー
滋賀県大津市大萱1丁
目17－14

サービス業（他に分
類 されないもの）

廃棄物処理業 産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬処理
http://www.kansei.
co.jp/

浜田化学株式会社
兵庫県尼崎市東海岸町
1-4

サービス業（他に分
類 されないもの）

廃棄物処理業
廃食油・食品リサイクル業、各種油脂・環境用品の販売、産業廃
棄物収集運搬・処分業、環境ソリューション事業、店舗衛生メンテ
ナンスサービス

http://hamadakaga
ku.co.jp

株式会社疋田建設
奈良県香芝市今泉371-
1

サービス業（他に分
類 されないもの）

廃棄物処理業 産業廃棄物処理業及び太陽光発電の設置など環境事業
http://www.hikita-
group.jp/

山本商事株式会社
奈良県御所市城山台
587-3

サービス業（他に分
類 されないもの）

廃棄物処理業 砕石、リサイクル、運輸事業
http://www.yamam
oto-group.co.jp

株式会社ヴァイオス
和歌山県和歌山市西庄
295-9

サービス業（他に分
類 されないもの）

廃棄物処理業
産業廃棄物の処理によるリサイクル業務、メタンガス発電プラント
の製造販売

https://vioce.jp/

和歌山県紀の川市で有機性廃棄物のリサイクルセンターを建設
し、農業にも進出したことで、一貫した循環システムを構築してい
ます。また近年はメタンガス発電プラントも開発し、海外展開もお
こなっています。

自社で取り扱い廃棄物には自信がありますが、近畿エリア以外の引
き合いにも対応できない弱みがあり、プラントエンジニアリングにも課
題があります。この分野での提携を希望します。

自動車整備業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

五島海運株式会社
兵庫県神戸市中央区小
野浜町5-11

サービス業（他に分
類 されないもの）

自動車整備業 車両輸送事業、カー・アフター・マーケット事業、自動車整備事業
http://gosima.co.jp
/

その他の事業サービス業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

ファーストトレード株式
会社

福井県あわら市大溝3-
3-18

サービス業（他に分
類 されないもの）

その他の事業サー
ビス業

EC事業者への支援及び自社ECサイトの運営
http://fast-
trade.co.jp/

『ECで世界をつなぐ』をビジョンとして、主に輸入をおこなう越境
EC事業者様への支援を得意としています。物販ビジネスのコン
サルティング、セミナーの開催、業務効率化を実現するシステム・
サービスの提供などをおこなっています。

中小EC事業者の問題を自社「URtail」システムを活用し解決する事
業を行なっています。EC事業者の問題を解決するリソースをお持ち
の企業との提携を望みます。

株式会社コーガアイソ
トープ

滋賀県甲賀市甲賀町神
保字南谷53-6

サービス業（他に分
類 されないもの）

その他の事業サー
ビス業

ガンマ線照射による放射線滅菌・殺菌及び高分子材料の改質の
受託サービス、並びに微生物試験による菌数測定・無菌性試験・
菌の同定の受託サービス

http://www.koga-
isotope.co.jp/

ガンマ線照射による滅菌・殺菌・改質の受託サービス会社は日本
に３社しかなく、かつ微生物試験の受託サービスを併設している
のは当社のみで、滅菌のトータルサービスの提供が可能。

その他のサービス業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

株式会社ドリームキャッ
チャー

大阪府大阪市中央区今
橋4-3-22

サービス業（他に分
類 されないもの）

その他のサービス
業

ヘルスケア分野の定着・復職・就職支援事業、BPO事業、医療通
訳事業、及びコンタクトセンター事業

http://www.dreamc
atcher.co.jp

保健師・看護師・介護士・医療通訳者等ヘルスケア分野の有資
格者が多数在籍しています。有資格者による電話対応・BPO・通
訳業務をご検討の場合はお声がけください。戦略的パートナーと
して構築からご一緒いたします。

①医療通訳事業→ヘルスケア分野の多言語化を求める企業との連
携
②BPO・コンタクトセンター事業→有資格者対応による専門性向上を
求める企業との連携
③定着・復職・就職支援事業→有資格者の雇用を進める企業との連
携

BCC株式会社
大阪府大阪市西区京町
堀1-8-5 明星ビル1  2
階

サービス業（他に分
類 されないもの）

その他のサービス
業

マーケティング事業、ヘルスケア事業
https://www.e-
bcc.jp/

一般社団法人田辺市熊
野ツーリズムビューロー

和歌山県田辺市湊1-20
サービス業（他に分
類 されないもの）

その他のサービス
業

着地型旅行業、旅行商品の販売
http://www.tb-
kumano.jp/

分類不能の産業 分類不能の産業

事業者名 住所 業種（大分類） 業種（中分類） 主な事業内容 URL 強み・アピールポイント 他社との連携を望む事業内容

一般社団法人セレッソ
大阪スポーツクラブ

大阪府大阪市此花区北
港緑地１－２－２５

分類不能の産業 分類不能の産業
サッカー及び各種スポーツの普及促進・人材育成、健康促進、運
動関連施設・公園の管理運営

http://www.cerezo
-sportsclub.or.jp/
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