
番号 企業名 都道府県 URL 事業内容（取扱製品）
資本金

（万円）

従業員数

（名）
調達分野 調達品概要 求める技術概要・得意分野

1 （株）愛光 埼玉県 http://www.aiko.co.jp/
自動車部品・建機・医療関連

他
10,000 約130 プレス・射出・切削・鍛造他 特になし

プレス加工・射出成形(竪・横)・鍛

造・鋳造他

2 愛知製鋼（株） 愛知県 https://www.aichi-steel.co.jp/

特殊鋼条鋼、ステンレス鋼、

チタン、鍛造品、工具鋼、電

磁品　他

2,501,600 連結4912
原材料、資材、設備、設備保

全、製造委託

3 I・T・O（株）　滋賀工場 滋賀県 http://www.itokoki.co.jp/
ガス減圧弁、ガバナ、バルブ

類
9,000 294

4 アサゴエ工業（株） 岡山県 https://asagoe-net.co.jp 銑鉄鋳物製造業 3,300 約450
銑鉄鋳物、アルミ鋳物、機械

加工
建設機械用油圧部品 ISO9001取得希望

5 （株）浅野研究所 愛知県 http://www.asano-lab.co.jp
熱可塑性プラスチックシート

用真空成形機メーカー
546,850 120 金属部品製缶溶接機械加工

SS400を主にフレーム

等の加工

厚板製缶及び巾2,500の５面加工機と

中小物部品製作

令和2年度　近畿四国広域合同商談会　発注企業



6 旭有機材（株） 宮崎県
https://www.asahi-

yukizai.co.jp/

合成樹脂製バルブ等の製造販

売
500,000 連結1540

金属部品加工・樹脂加工・金

型製作

7 アズワン（株） 大阪府 https://www.as-1.co.jp/
理化学機器、産業機器、医療

用機器、消耗品等の卸
507,500 連結557

理化学機器、産業機器、医療

用機器、消耗品

理化学機器、産業機

器、医療用機器、消耗

品

-

8 石川金網（株） 東京都 https://ishikawa-kanaami.com 製造業（金網全般） 3,000 35 金属機械加工
金網のプレス、曲げ、

切断、溶接、鉸り
曲げ、切断、溶接、プレス、絞り

9 （株）イシダ 滋賀県 http://www.ishida.co.jp
計量・検査・包装・梱包自動

機器製造
99 約1500

金属加工・電気機構組立・電

気ハーネス製作
特にカテゴリーなし ＱＣＤのバランス

10 井上特殊鋼（株） 大阪府 https://www.issgrp.co.jp/ 主として金属の加工製品 15,000 約327 金属の機械加工、製缶加工、
旋盤/フライス/研削/

製缶溶接など

特殊鋼の溶接、各種機械加工～仕上

げ、組立まで

11 入江（株） 大阪府 https://www.irie.co.jp/
分析・計測機器、精密機械、

石英加工品等
4,500 約85

樹脂・金属・石英等加工、半

導体、化学、製薬会社向け商

材。

未定
精密加工、精密機器、フッ素樹脂加

工、自動化装置



12 （有）永進電機製作所 滋賀県 http://eishin-ds.co.jp/
ハーネスケーブル加工、組み

立て、制御盤製作
300

13 NKE（株） 京都府 https://nke.co.jp/

搬送機器、パーツハンドリン

グ機器、省配線機器、全体最

適モノづくりの提案

29,700 164 金属機械加工

14 （株）エヌテック 広島県 http://www.ntech-co.com/
半導体、液晶、食品、工作機

械
1,000 35 機械加工部品 旋盤品 品質、外観部品

15 （株）荏原製作所 千葉県 https://www.ebara.co.jp/ 産業用カスタムポンプ 7,910,000 連結17080 鋳造品、製缶品、機械加工品
ポンプ部品（詳細欄の

とおり）
詳細欄のとおり

16 FNS（株） 兵庫県 http://fns-inc.co.jp
工作機械　省力機　の設計製

作
5,005 12

金属の機械加工　板金加工

鋳物製作

架台　金属加工　板金

加工　鋳物製作

FC鋳物と鋳物加工　大物溶接加工

他

17 MTK（株） 岐阜県 http://www.mtk-migaki.jp/

磨棒鋼、センターレス研磨加

工、切断、切削部品等の製

造・販売

7,500 205
異形磨棒鋼、精密高精度シャフトの

製造



18 （株）オーエム機械 島根県 https://www.omltd.co.jp/omm/ 自動包装機械製造 10,000 137 金属機械加工、樹脂機械加工
金属部品、樹脂部品全

般

旋盤、フライス、溶接小物から大物

まで、大物フレーム（製缶、5面）な

ど

19 大塚テクノ（株） 徳島県
https://www.otsuka-

techno.co.jp/
医療用成形製品 4,000 451

20 （株）桶谷製作所 京都府 http://www.e-oketani.co.jp 大形装置部品の製缶加工 2,000 約130 金属機械加工 丸物、角物の切削品 精密な切削技術

21
化工機プラント環境エンジ

（株）
福岡県 http://www.kakoki.co.jp/kpec/

カコウキプラントカンキョウ

エンジ
16,000 約234

圧力容器、金属加工、金属小

物部品
溶接後機械加工品

22 （株）片岡製作所 京都府 http://www.kataoka-ss.co.jp

レーザ加工システム、充放電

検査システム、省力化システ

ム、ライフサイエンス

48,570 238
ガラス、樹脂、金属加工品、

製缶

23 （株）きしろ 兵庫県 http://www.kishiro-g.co.jp

舶用エンジン部品製作/航空機

部品製作/一般産業機械部品製

作

9,400 300
鋳鍛鋼素材/製缶品/金属機械

加工/熱処理/表面処理

製缶品/旋削品/フライ

ス加工品

ワーク1トン以上製作可、単品・小

ロット対応、素材海外調達



24 （株）鬼頭精器製作所 愛知県 http://www.kitouseiki.co.jp/
精密機械部品の加工を主とす

る金属製品加工会社
2,000 45 金属機械加工 丸もの研削品等

材料から完成まで(熱処理、表面処理

含む)

25 岐阜精工（株） 岐阜県 http://www.gifuseiko.jp/ ギフセイコウ 1,000 83
金属機械加工、樹脂機械加

工、板金、製缶、旋盤

単品部品及びサブAssy

調達品

26 木村化工機（株） 兵庫県 https://www.kcpc.co.jp/ 化学プラント装置 103,000 367 製缶
タンク製作、鉄骨（架

構）製作
溶接士資格所持希望

27 京セラ（株） 滋賀県 https://www.kyocera.co.jp
産業・自動車用部品　半導体

関連部品　電子デバイス　他
11,570,300 連結75505

セラミックス加工　金属加工

全般　表面処理加工　等
特殊技術　精密加工

28 協同シャフト（株） 大阪府 http://www.kyodoshaft.co.jp
金属素材、金属加工製品の製

造・加工・販売
7,400 150

金属機械加工：NC、MC、汎用旋盤、

表面処理（鍍金）、研磨（センターレ

ス、円筒を含め全般）、熱処理（IHを

含め全般）、メッキシャフトからの

NC、MC機械加工、歯車・スプライン

加工

丸物を含む金属加工物

全般

精密加工技術、リーズナブルな加工

費用、幅広い加工ネットワークを有

する企業

29 共和真空技術（株） 埼玉県 http://www.kyowac.jp/ 真空凍結乾燥機 6,722 95 金属機械溶接加工 製缶品 品質の高い溶接及び機械加工



30 極東開発工業（株） 兵庫県 http://www.kyokuto.com/

環境整備機器および施設の製

造、販売、修理ならびに同部

品の製造、販売

1,189,900 約1072
プラント機械設備、プラント

電気設備

設計、製作、据付　一

式

31 旭光精工（株） 京都府 http://www.kyokko-seiko.co.jp

自動省力化機械、事務機器・

医療機器の設計製作、自社製

品の販売

6,000 152
機械加工品、購入部品、組立

配線、設計

ﾏｼﾆﾝｸﾞ、旋盤、汎用ﾌﾗ

ｲｽ、ﾜｲﾔｰ、研磨部品、

溶接加工部品

ﾏｼﾆﾝｸﾞ、旋盤、ﾜｲﾔｰ放電、研磨加

工、溶接+ＭＣ加工

32 近畿金属（株） 大阪府 http://www.kawnet.jp/

ディーゼルエンジン用ウォー

ターポンプ、オイルポンプ、

各種熱交換器

4,000 165
金属加工各種、鋳造各種、プ

レス

鋳物、鋳物加工、ギ

ヤ、プレス、深絞り

等々

特になし

33 クボタ環境サービス（株） 大阪府 https://www.kubota-ksk.co.jp/

水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設

の運転・維持管理業務の一部または全体

の受託、設備機器・消耗部品・薬剤等の

販売

9,000 1883 金属機械加工、製缶品

34 光洋機械産業（株） 兵庫県 http://www.kyc.co.jp
各種建設産業機械及びプラント機械、仮

設機材、各種環境機器等の製造・販売
50,000 368 金属機械加工 ねじ加工・機械加工品 角ねじ・台形ねじ加工・機械加工品

35 光和商事（株） 大阪府 http://www.kohwa-shoji.co.jp 機械設備、機械部品 5,210 82 金属機械加工、鋳物　等
旋盤加工から研磨迄、

製缶から機械加工
機械加工、鋳造



36 湖北精工（株） 滋賀県 http://www.kohokuseiko.co.jp 一般産業機械設備 9,980 約160 製缶・機械加工 多種多様 超精密部品・精密部品

37 栄精工（株） 愛知県 http://www.sakae-seiko.com
プレス金型・金型部品・モー

ルド金型部品
2,200 34 金属機械加工 金型部品全般 高硬度鋼　切削・研削加工

38 佐久間特殊鋼（株） 愛知県 http://sakuma-ss.co.jp 特殊材及び機械加工部品販売 36,000 約170 金属機械加工
切削品、プレス品、鍛

造品
技術、コスト、品質

39 （株）三機 愛知県 http://www.sanki1948.co.jp/

ロボット商材、自動車＆航空宇宙産業用

（治具・金型・精密部品・ゲージ）、FA

用検査装置・専用機・工場IOT化対応、

研究開発支援業務

9,900 約145

金型部品製作（ダイカスト、プレス、

鍛造、モールド）､切削・研削加工・ワ

イヤー放電加工・表面処理まで少量多

品種、大きさ：手のひらサイズがメイ

ン、組付・測定/検査治具

金型部品製作（ダイカスト、

プレス、鍛造、モールド）､切

削・研削加工・ワイヤー放電

加工・表面処理まで少量多品

種、大きさ：手のひらサイズ

がメイン、組付・測定/検査治

具

短納期・低価格

40 サンコール（株） 京都府 https://www.suncall.co.jp 自動車関連部品・材料 480,800 連結2453 銅、アルミ加工
コイル材、バー材の成

形
長尺(1m-1.5m)の成形

41 サンライズ工業（株） 兵庫県 http://www.sunrise-grp.com
カーエアコン　パワーステア

リング　オイルクーラー
14,353 約300 金属機械加工　表面処理 異型切削品　プレス品



42 島津エンジニアリング（株） 京都府
https://www.shimadzu.co.jp/en

g/
シマズエンジニアリング 1,000 196 金属機械加工、板金加工 丸物切削、薄板板金

43 （株）島精機製作所 和歌山県 https://www.shimaseiki.co.jp/

業務用横編機、裁断機、手袋

編機、デザインシステムの製

造販売

1,485,980 連結2010
金属機械加工、鋼材、セラ

ミック成型

長尺シャフト、レーザー加工

品、アルミ鋳物、鏡面仕上

げ、樹脂塗装、鍍金、３Dプリ

ンティング

小ロットでのコスト競争力

44
島津プレシジョンテクノロ

ジー（株）
滋賀県

https://www.shimadzu.co.jp/sp

t/

油圧機器事業（油圧ギヤポン

プなど）
3,000 430

金属機械加工・アルミダイカ

スト・鉄鋳物
マシニング加工品 加工技術と品質管理

45
ジャパンマリンユナイテッド

（株）　呉事業所
広島県 http://www.jmuc.co.jp 船舶製造 4,000,000 約1000 鉄艤装品 製缶品 製缶から塗装まで

46 JOHNAN（株） 大阪府 http://www.johnan.com
自動化・省力化機器、医療機

器・ヘルスケア関連機器
9,500 約600 金属、樹脂機械加工 板物、丸物切削品 品質(特に外観)

47 （株）新来島豊橋造船 愛知県 http://www.toyozo.jp
鋼製、SUS溶接及び下塗り塗

装可能な業者殿
135,000 1150 金属加工業者 切断、溶接製品



48
シントク （株）　八ケ岳工

場
愛知県 http://www.shintoku.co.jp

半導体、液晶、食品、工作機

械、電池、物流、検査などの

部品製造

1,500 65

49
新明和工業（株）　環境シス

テム本部
兵庫県 https://www.shinmaywa.co.jp/

ごみ貯留排出機（ダストドラ

ム）、ごみ圧縮機（コンパク

タ）、リサイクルプラント

1,598,196 連結5154
製缶・組立・塗装までの一貫

対応

ごみ貯留機、ごみ圧縮

設備、シリンダ

50 住友金属鉱山（株） 愛媛県 https://www.smm.co.jp/
資源開発、非鉄金属製錬、機

能性材料の製造および販売
932 連結6873

51 双龍産業（株） 大阪府 http://www.sohryu.co.jp
化学工業薬品、合成ゴム、合

成樹脂、電子ワイヤー

52 大東精機（株） 兵庫県 http://www.daito-seiki.com

鋼材用帯鋸盤、形鋼用穿孔機

ほか加工機、システム一式の

製造、販売

9,950 約190 金属加工 加工品 小ロット多品種への対応

53 太洋マシナリー（株） 大阪府 http://www.omco-taiyo.co.jp

鋳造工場向け設備機械及び産

業廃棄物処理工場向け設備機

械などのプラント設備

9,000 100 製缶加工 製缶構造物、搬送機械
製缶加工から機械加工・組立・塗

装・完成品までを対応希望



54 大和精工（株） 大阪府 http://www.daiwa-seiko.jp
農業機械関連・厨房機器関

連・省力化関連機器・その他
48,000 約400 金属機械加工・板金 板金熔接・切削

55 （株）タクマ 兵庫県 https://www.takuma.co.jp/

各種ボイラ、機械設備、公害

防止プラント、環境設備プラ

ント

1,336,700 875
各種プラントにおける補修工

事

鉄部工事、築炉工事、

電気計装工事、保温工

事他

56 中央技建工業（株） 京都府 http://www.chuogiken.com 産業機械 1,000 40
製缶・鈑金・機械加工・機械

組立工

大型鉄骨製作・大型鉄骨板金加工・

組立工

57 （株）中外 大阪府 http://www.chg.co.jp

自動車部品の製造並びに販

売、化成品、電子部品、電材

電気機器製品、繊維機械及び

物流機械・器具の販売

32,800 約330
樹脂成形、樹脂塗装、蒸着、

めっき
成形品、加飾

車載向け成形品や加飾、精密なレン

ズ加工

58 （株）椿本チエイン 大阪府 https://www.tsubakimoto.jp/
搬送コンベヤ、仕分けコンベ

ヤ、保管倉庫
17,000 連結8000 搬送、仕分け、保管設備製作 各種コンベヤ

設計込、組立エリア常備、組立電装

込

59
（株）DNPエンジニアリン

グ
京都府 http://www.dnp.co.jp

製造業　（印刷機、加工機、

電子部品製造機）
10,000 約600

金属加工､生産機械設計、現

地取付工事

印刷機･加工機に使用

するﾛｰﾗ作製･修理､生

産機械装置設計､現地

取付工事

ローラーの加工・修理



60 デュプロ精工（株） 和歌山県 https://www.duplo-seiko.co.jp/ 精密機器 3,200 207 金属機械加工 部品加工全般 部品加工全般

61
（株）東光高岳　蓮田事業

所・小山事業所
栃木県 https://www.tktk.co.jp/

電力インフラ向けの重電機器

など
800,000 約1800 金属加工品など 金属加工品など

62 東洋機械金属（株） 兵庫県 http://www.toyo-mm.co.jp
射出成型機・ダイカストマシ

ンの製造販売
250,000 連結749 表面処理・製缶・金属加工 設備部品

63 東洋自動機（株） 山口県 http://toyojidoki.com 食品向け包装機械 24,500 約295 食品包装機構成部品 溶接成形品 溶接及び切削加工が自社で行える

64 （株）東洋レーベル 京都府 https://seekgr.com/ 電子機器 1,000 約100 電子機器の開発に携わるもの
ソフト設計、量産実

装、組み立て

65
東レエンジニアリング西日本

（株）　愛媛事業場
愛媛県

http://www.toray-

eng.co.jp/west/
総合エンジニアリング 8,000 400

プラント工事一式、プラント

機器
プラント工事、製缶品 安全最優先のプラント建設工事



66 （株）中台超硬工具製作所 東京都
http://www.nakadaichoukou.co.

jp/

超硬工具・治工具・精密機械

部品・金型部品・その他金属

加工品全般（切削・研磨等）

1,000 10
金属切削加工・研磨加工・樹

脂切削加工

多品種　小ロット～中

ロット
対応の早さ

67
ナブテスコ（株）　住環境カ

ンパニー
兵庫県 https://www.nabtesco.com/

建築用自動ドア、プラット

ホームドア、義足膝継手、介

助用車いす

1,000,000 連結7736
金属加工部品、炭素繊維複合

材料(CFRP)

アルミ・ステンレス・

チタン切削加工、

CFRP成形加工

精密切削加工、精密成形加工

68
日本スタッドウェルディング

（株）
滋賀県 http://www.nsw-j.com

スタッド溶接並びに部品等の

製造販売
9,900 約100 下部に詳細記載

SD345相当品への亜鉛メッキ（ドブ

漬け）

69 橋本金属工業（株） 兵庫県 http://www.ujs.co.jp/
給湯器内部品製造・民生用機

器部品・その他
3,300 約160

機械加工・パイプ加工・ろう

付・溶接・樹脂成型・自動機

製作　他

鍛造品機械加工(切削)・バー材

機械加工(挽物)・機械加工・パ

イプ加工・樹脂成型・金型製

作・メンテナンス・アニール

処理・デフラッシャー処理・

自動機製作(構想～設計～組立

据え付け～作動確認・アフ

ター保証)

70 （株）八田製作所 大阪府 http://www.hattass.co.jp/ 金属切削加工品 4,800 25 金属切削加工品

71
パナソニックプロダクション

エンジニアリング（株）
大阪府

https://www.panasonic.com/jp

/company/ppe.html

各種生産設備開発、外観検査

装置
10,000 約900 金属機械加工 板物・丸物

一品一様が多く、また短納期・低コ

スト対応を求む



72 ハリキ精工（株） 大阪府 http://www.hariki.co.jp/ 精密切削部品 6,000 167 金属機械加工製品
丸もの切削、研削加工

品

表面処理、熱処理、研磨等　完成品

対応

73 （株）日阪製作所 大阪府 https://www.hisaka.co.jp/ 産業機器製造 415,000 連結906 金属部品
板金、溶接、切削等の

加工品
ステンレス材質を得意としている

74 HILLTOP（株） 京都府 http://www.hilltop21.co.jp/
試作部品加工、装置・検査機

器等の試作・開発・量産
3,600 連結150

金属機械加工・樹脂機械加

工・精密板金加工
試作部品 精密機械加工・精密板金加工

75
富士・フォイトハイドロ

（株）
神奈川県

http://voith.com/jpn-

ja/index.html

水力発電用水車、発電機を含

む電気機械器具に関する一切

の事業

100,000 150
金属複合加工（製缶、機械加

工）

丸物の溶接及び機械加

工品
立旋盤、長軸旋盤加工技術

76 藤田螺子工業（株） 愛知県
http://www.fjtrashi.co.jp/index.

html

締結部品、機能部品の製造・

販売、省力機器・工具の製

造・販売

8,925 527

ネジ部品全般、精密機能部品、新素材

製品、樹脂加工製品、止め輪・取付工

具、表面処理加工、各種工具、FA省力

化設備、部品袋詰

ヘッダー加工品、切削

加工品、プレス加工

品、他

精密プレス部品、ギア・シャフト部

品、アルミ鍛造品、他

77 フジプレアム（株） 兵庫県 http://www.fujipream.co.jp/
設備製造、付加価値ディスプ

レイ製造
200,000 約238 金属・樹脂加工品

切削・板金・製缶品全

般
低コスト・品質・(海外調達窓口等)



78 ブレインシール（株） 岐阜県 http://www.bsk-brain.com/
金属とゴムとの加硫接着品の

製造
1,000 105

ゴム加硫成形品・ゴム成形金

型・金属プレス加工・金属切

削加工

ゴム加硫成形品(ゴム単

体・加硫接着)・精密プ

レス(丸もの、角もの、

長もの)・切削(小物)

精密加工

79 豊和工業（株） 愛知県 http://www.howa.co.jp/

工作機械、空・油圧機器、電

子機械、清掃車両、金属製建

具、火器

901,900 703
工作機械、空・油圧機器の部

品加工

丸物を主とした一貫生

産

円筒研削、内面研削、出来れば治具

ボーラー加工

80 ホーコス（株） 広島県 http://www.horkos.co.jp
工作機械、環境改善機器、建

築設備機器の製造、販売
8,500 806 薄板、中板の製缶

環境装置、制御盤、建

築設備機器

81 （株）ホリゾン 滋賀県 https://www.horizon.co.jp/
製本関連機器　設計・製造・

販売
2,880 約480 金属機械加工　組立　設計

旋盤・フライス・板

金・組立・設計
多品種少量生産

82 （株）マキシンコー 三重県 https://www.makishinko.co.jp/
ウォーム減速機、ジャッキ、

ロータリーストッカー
10,000 連結230

金属機械加工、台形ネジ、製

缶、板金

減速機カバー、フランジ、ア

ダプタ等部品、鋼板製缶ケー

ス、台形ネジ、ロータリース

トッカー用板金部品

83 （株）ミズノマシナリー 富山県
http://www.mizuno-

machinery.co.jp
アルミ高精度部品の製造 3,000 47 金属機械加工 アルミ切削加工 高精度アルミ切削加工



84 （株）ミズホ 京都府
http://www.kk-

mizuho.jp/index.html
精密研削砥石の製造販売 4,500 249 精密金属加工 丸もの超硬ﾛｰ付加工品 精密超硬加工品・超硬ﾛｰ付加工品

85 （株）瑞穂機械製作所 愛知県 http://www.mizuhokikai.jp

装置組立（厨房用消火装置、

人力農機具、減速機、リール

芳香装置等）、機械部品

11,452 約30
金属機械加工、塑性加工、板

金
機械部品、

86 （株）ミタカ精機 埼玉県 http://mitakaseiki.co.jp
精密機械部品加工、各種産業

機械装置製造
1,000 15 機械加工、製缶、板金加工

各種機械加工品、製

缶、板金加工品

87

三菱電機エンジニアリング

（株）　メカトロシステム事

業部

兵庫県 http://www.mee.co.jp/
自動省力化装置、試験装置、

検査機等
100,000 約5666

機械/電気制御設計、機械/樹

脂加工、機械組立、制御盤組

立/機内配線、現地据付作業

自動車電装品関連及び半導体関連設

備対応経験コストダウン設計

88 水戸工業（株） 大阪府 http://www.mitokogyo.co.jp/
工具、用品、 部品、治具、設

備・装置等の製造販売
4,800 443 設計、機械加工、製缶等

設計から施工までの一括または各分

野

89
ムネカタインダストリアルマ

シナリ－（株）
大阪府 http://www.munekata.co.jp

樹脂溶着設備の設計、製作、

販売
3,000 80

金属機械加工（精密・微細加

工）

精密金属加工（チタン

等）
精密機械加工



90 モリテックスチール（株） 京都府 https://molitec.co.jp/ 金属製品製造業 1,848,000 連結603
鈑金・樹脂試作加工／回路設

計／試験機関
試作品

板金･樹脂試作は□１５０mm程度／

回路設計

91 大和製衡（株） 兵庫県
https://www.yamato-

scale.co.jp/
計量器全般 49,700 468 金属機械加工 ステンレス加工全般

92 （株）ユーシン精機 京都府 http://www.ype.co.jp/

プラスチック射出成形品取出

ロボット、自動ストック装置

及び省力化自動機器

198,566 約689 金属加工品
主に製缶、板金、機械

加工、樹脂
短納期、多品種小ロット

93 （株）豊電子工業 愛知県 https://www.ytk-e.com 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売 4,500 連結460
金属機械加工、機械・制御設

計、現地据付工事

大型製缶+精密加工、

超精密加工

超精密な機械加工（三次元測定保

証）

94 淀川メデック（株） 大阪府
http://www.yodogawa.co.jp/co

mpany/group.html

液晶関連設備、セラミックコ

ンデンサー関連設備、その他

装置、製造販売

8,000 103

金属加工部品全般、ロールブ

ラシ、メッキロール、ゴム

ロール

切削品・研磨品、ロー

ルブラシ、メッキロー

ル、ゴムロール

精密加工、研磨技術

95 （株）リガク 大阪府 https://www1.rigaku.com/ja
科学機器の製造・販売（Ⅹ線

分析装置）
10,000 780

加工（全般）、購入品（全

般）、アッセンブリー

金属樹脂加工、板金フレー

ム、電子部品、駆動部品、他

アッセンブリー（外注化）な

ど



96 （株）理工電気 東京都 https://rikohdenki.jp/

電子部品電子機器受託生産・切削加工・

MIL規格コネクタ製作・ケーブルハーネ

ス・全自動機設計製作・制御盤配電盤・

ロボット制御開発ハンド設計製作・治工

具設計製作

3,000 約100

精密切削・ケーブルハーネ

ス・自動機ソフト開発・ロ

ボット制御開発・ロボットハ

ンド設計製作

切削は角もの・ケーブルハー

ネスは半田、圧着・ロボット

ハンド設計、制御開発

主にロボット制御開発、ロボットハ

ンド設計、周辺技術

97 リックス（株） 福岡県 https://www.rix.co.jp/ 回転継手製品 827,900,000 412 金属機械加工品 旋盤加工品 100分台の加工精度

98 （株）ロブテックス 大阪府 http://www.lobtex.co.jp/

作業工具・ ファスニングツー

ル・工業用ファスナー・ 電設

工具・油圧工具・切削工具の

製造販売

96,000 連結194


