
関西四国合同広域商談会　参加発注企業一覧

企業名 都道府県 商談方法 発注参加回数 企業名 都道府県 参加日 発注参加回数

1 岩手製鉄（株） 岩手県 リアル 初 91 （株）リガク 大阪府 リアル

2 磯上歯車工業（株） 福島県 リアル 92 （株）ロブテックス 大阪府 リアル

3 日本工営（株） 福島県 リアル 93 （株）アコオ機工 兵庫県 リアル 初

4 カブトプラテク（株） 茨城県 リアル 初 94 王子エンジニアリング（株） 兵庫県 リアル 初

5 （株）小森コーポレーション 茨城県 リアル 初 95 （株）きしろ 兵庫県 リアル

6 東京発條（株） 茨城県 リアル 96 極東開発工業（株） 兵庫県 リアル

7 ナメカワアルミ（株） 茨城県 リアル 初 97 クボタ環境エンジニアリング（株） 兵庫県 リアル

8 （株）いすゞテクノ 栃木県 リアル 初 98 （株）神戸製鋼所 兵庫県 リアル

9 （株）大橋製作所 埼玉県 リアル 99 新明和工業（株） 兵庫県 リアル

10 （株）ミタカ精機 埼玉県 リアル 100 （株）タクマ　資材部 兵庫県 リアル

11 （株）アーステクニカ 千葉県 リアル 初 101 （株）タクマ　大阪工事部 兵庫県 リアル

12 東商ゴム工業（株） 千葉県 リアル 102 ナブテスコ（株）　住環境カンパニー 兵庫県 リアル

13 アポロ（株） 東京都 リアル 初 103 日本ノズル（株） 兵庫県 リアル

14 （株）ＴＢＫ 東京都 リアル 初 104 （株）兵庫製作所 兵庫県 リアル 初

15 橋永金属（株） 東京都 リアル 105 フジプレアム（株） 兵庫県 リアル

16 神津精機（株） 神奈川県 リアル 初 106 （株）ミタチ 兵庫県 リアル

17 スチールプランテック（株） 神奈川県 リアル 初 107 （株）安田精機製作所 兵庫県 リアル 初

18 （株）ツガワ 神奈川県 リアル 108 葛城工業（株） 奈良県 リアル 初

19 日電工業（株） 神奈川県 リアル 109 （株）タカトリ 奈良県 リアル

20 富士・フォイトハイドロ（株） 神奈川県 リアル 110 （株）島精機製作所 和歌山県 リアル

21 津田駒工業（株） 石川県 リアル 111 萩原工業（株） 岡山県 リアル 初

22 岐阜精工（株） 岐阜県 リアル 112 （株）エヌテック　広島県 広島県 リアル

23 （株）キョウワ 岐阜県 リアル 113 （株）シブヤ 広島県 リアル

24 （株）関ケ原製作所 岐阜県 リアル 114 ホーコス（株）　工機製造部 広島県 リアル

25 鍋屋バイテック（株） 岐阜県 リアル 115 ホーコス（株）　調達部 広島県 リアル

26 ブレインシール（株） 岐阜県 リアル 116 水戸工業 （株） 広島県 リアル

27 （株）アイエイアイ 静岡県 リアル 117 鋼鈑工業（株） 山口県 リアル

28 愛知製鋼（株） 愛知県 リアル 118 （株）エヌテック　徳島県 徳島県 リアル

29 （株）ＭＴＧ 愛知県 リアル 119 大塚テクノ（株） 徳島県 リアル

30 （株）オティックス 愛知県 リアル 120 四電エンジニアリング（株） 香川県 リアル

31 興和精密工業（株） 愛知県 リアル 121 アイシン九州（株） 熊本県 リアル 初

32 （株）シンテックホズミ 愛知県 リアル 122 （株）デンケン 大分県 リアル 初

33 シントク（株） 八ヶ岳工場 愛知県 リアル

34 （有）中部製作所 愛知県 リアル 1 （株）アイオー精密 岩手県 オンライン

35 （株）ナゴヤカタン 愛知県 リアル 2 川口板金(株) 埼玉県 オンライン

36 （株）名古屋製作所 愛知県 リアル 3 日研I&S（株） 埼玉県 オンライン 初

37 （株）ナリタテクノ 愛知県 リアル 4 （株）荏原製作所 東京都 オンライン

38 マルマテクニカ（株） 愛知県 リアル 初 5 ドリコ（株） 東京都 オンライン

39 （株）ヤマデン 愛知県 リアル 6 日東光器（株） 東京都 オンライン 初

40 （株）マキシンコー 三重県 リアル 7 （株）ミスミ 東京都 オンライン 初

41 （株）イシダ 滋賀県 リアル 8 （株）理工電気 東京都 オンライン

42 京セラ（株） 滋賀県 リアル 9 大川精螺工業（株） 神奈川県 オンライン

43 湖北精工（株） 滋賀県 リアル 10 （株）仙北谷 神奈川県 オンライン

44 ダイトロン（株） 滋賀県 リアル 初 11 巴工業（株） 神奈川県 オンライン

45 ダイハツディーゼル（株） 滋賀県 リアル 12 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ（株）山梨県 オンライン 初

46 不二電機工業（株） 滋賀県 リアル 13 プレマテック（株） 長野県 オンライン 初

47 （株）ホリゾン　資材物流部 滋賀県 リアル 14 野原電研（株） 岐阜県 オンライン

48 （株）マスイ 滋賀県 リアル 15 （有）山田製作所 岐阜県 オンライン 初

49 （株）松原鐵工所 滋賀県 リアル 初 16 スター精密（株） 静岡県 オンライン 初

50 ミツワ・ウェルドテック（株） 滋賀県 リアル 初 17 （株）アステクノス 愛知県 オンライン

51 山科精器（株） 滋賀県 リアル 18 佐久間特殊鋼（株） 愛知県 オンライン

52 有明技研（株） 京都府 リアル 19 （株）三機 愛知県 オンライン

53 NKE（株） 京都府 リアル 20 ツカサ工業（株） 愛知県 オンライン 初

54 （株）桶谷製作所 京都府 リアル 21 豊和工業（株） 愛知県 オンライン

55 （株）片岡製作所 京都府 リアル 22 丸和機械（株） 愛知県 オンライン

56 （株）京都製作所 京都府 リアル 23 豊電子工業（株） 愛知県 オンライン

57 （株）久保村製作所 京都府 リアル 24 東芝産業機器システム（株） 三重県 オンライン 初

58 島津トラステック（株） 京都府 リアル 25 髙橋金属（株） 滋賀県 オンライン

59 （株）島津製作所 京都府 リアル 26 （株）ホリゾン　アウトソーシング課 滋賀県 オンライン

60 （株）SCREENグラフィックソリューションズ京都府 リアル 27 （株）近畿レントゲン工業社 京都府 オンライン 初

61 星和電機（株） 京都府 リアル 28 （株）椿本チエイン 京都府 オンライン 初

62 太陽機械工業（株） 京都府 リアル 29 日工電子工業（株） 京都府 オンライン 初

63 （株）タカコ 京都府 リアル 30 日東精工（株）　ファスナー事業部 京都府 オンライン 初

64 （株）鶴見製作所 京都府 リアル 31 HILLTOP（株） 京都府 オンライン

65 日東精工（株）　産機事業部 京都府 リアル 初 32 モリテックスチール（株） 京都府 オンライン

66 前川化学工業（株） 京都府 リアル 33 （株）リハビテック 京都府 オンライン

67 （株）ミズホ 京都府 リアル 34 （株）シブタニ 大阪府 オンライン 初

68 （株）モリタ製作所 京都府 リアル 35 トーフレ（株） 大阪府 オンライン

69 ユニチカ（株） 京都府 リアル 初 36 日立造船（株）堺工場 大阪府 オンライン

70 （株）ＩＳＳリアライズ 大阪府 リアル 37 日立造船（株）築港工場 大阪府 オンライン

71 亜木津工業（株） 大阪府 リアル 初 38 三田理化工業（株） 大阪府 オンライン 初

72 入江（株） 大阪府 リアル 39 （株）ラミーコーポレーション 大阪府 オンライン 初

73 協同シャフト（株） 大阪府 リアル 40 イーマキーナ（株） 兵庫県 オンライン 初

74 クボタメンブレン（株） 大阪府 リアル 41 FNS（株） 兵庫県 オンライン

75 JFEエンジニアリング（株） 大阪府 リアル 42 （株）岡崎製作所 兵庫県 オンライン

76 太洋マシナリー（株） 大阪府 リアル 43 東洋機械金属（株） 兵庫県 オンライン

77 大和精工（株） 大阪府 リアル 44 （株）巴製作所 兵庫県 オンライン

78 中山精工（株） 大阪府 リアル 45 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 オンライン

79 ナミテイ（株） 大阪府 リアル 46 小川工業（株） 和歌山県 オンライン

80 滑川軽銅（株） 大阪府 リアル 47 （株）オーエム機械 島根県 オンライン

81 （株）ニチゾウテック 大阪府 リアル 48 （株）キャステム 広島県 オンライン

82 （株）八田製作所 大阪府 リアル 49 三菱重工コンプレッサ（株） 広島県 オンライン

83 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 リアル 50 東洋紡（株） 山口県 オンライン

84 （株）日阪製作所 大阪府 リアル 51 住友重機械工業（株） 愛媛県 オンライン

85 （株）不二鉄工所 大阪府 リアル 52 （株）技研製作所 高知県 オンライン

86 ボルカノ（株） 大阪府 リアル 53 東京特殊印刷工業（株） 福岡県 オンライン 初

87 ムネカタインダストリアルマシナリー（株）大阪府 リアル 54 三島光産（株） 福岡県 オンライン

88 モリテツ電機（株） 大阪府 リアル 初 55 （株）スリーダイン 熊本県 オンライン 初

89 （株）湯山製作所 大阪府 リアル 初 56 日立造船（株）有明工場 熊本県 オンライン

90 淀川メデック（株） 大阪府 リアル 57 アロン電機（株） 鹿児島県 オンライン 初

申込企業数：　179社（初参加47社）

リアル参加：　122社（初27社）　　オンライン参加：　57社（初20社）


