
一 般 社 団 法 人 中 部 部 品 加 工 協 会

得意分野

㈲西川製作所 名古屋市港区

ニシキ産業㈱ 名古屋市港区

出口製作所 名古屋市南区

㈲名南機械製作所 名古屋市南区

秀栄精工㈱ 名古屋市南区

㈱メタルドリーム 名古屋市南区

楠精工㈱ 名古屋市熱田区

森工業㈱ 名古屋市中川区

谷口鋳工㈱ 名古屋市中川区

㈱タカギスチール 名古屋市中区

滝本技研工業㈱ 名古屋市天白区

㈱髙田製作所 名古屋市守山区

ﾃｨｰｴﾑﾃｨｰｵｶﾓﾄ㈱ 名古屋市緑区

㈱名古屋特急部品加工ｾﾝﾀｰ 北名古屋市

㈱ダイトー 北名古屋市

㈲ヤマト技研 みよし市福田町

㈲榊原工機 春日井市松河戸町

丸井鉄工㈱ 一宮市高畑町

㈱ミズノマシナリー 丹羽郡大口町

㈱三陽製作所 丹羽郡大口町

1個から100個までの旋盤・マシニング加工

NC旋盤・マシニング加工・ワイヤーカット

中小型の治具設計製作、CADCAM応援

航空宇宙機器部品の製造

製缶業全般、3.2ミリ～19ミリまでの鉄板加工処理

鉄鋼材・非鉄材の旋削加工及び二次加工

熱間鍛造用ダイホルダー製作

アルミ、真鍮、銅の複合及び多面加工

多品種小ロットの鋳物製造・設備部品製造

特殊鋼販売、マシニング加工

樹脂加工全般

精密板金加工・試作から量産まで(板金・電気配線等)

大型機械加工・製缶加工

複合加工での試作品・短納期品の生産

ﾌｪﾙﾄ・不織布・各種発泡品・化成品等の部品､ﾊﾟｰﾂ加工

ﾌﾟﾚｽ金型・設計製作 300t順送、ラインペーサー型が主

1~200個までの旋盤・マシニング・ﾜｲﾔｰ・細穴放電加工

溶接製缶加工等の多品種小ロット

Φ350までの旋削・ﾏｼﾆﾝｸﾞ・複合加工と研磨加工の融合

小型旋盤での量産加工（クシ刃・バーフィーダー）

2019年２月更新

㈲ショウエイ 安城市浜屋町

㈱建和 安城市東端町

㈲英産業 安城市石井町

㈲クズハラゴム 安城市横山町

㈲石原製作所 刈谷市野田町

㈱丸仙工研 豊明市間米町

㈱ひさすえ 豊明市栄町

㈱鶴ケ崎鉄工 豊川市御津町

㈱ショウホウテック 豊田市松平志賀町

㈲竹田鍍金工業 岡崎市葵町

㈱牧製作所 西尾市吉良町

㈱平野工業 西尾市吉良町

㈱筒井鉄工所 西尾市法光寺町

㈱エコー計測 西尾市今川御堂

㈱高部鉄工 西尾市平口奥川

石敏鐵工㈱ 碧南市須磨町

㈱森歯車製作所 海部郡飛島村

㈲ハチスカテクノ 海部郡蟹江町

㈱蒲郡製作所 蒲郡市御幸町

㈱ジーエム 蒲郡市竹谷町

㈱エムテック 高浜市小池町

㈱山田製作所 あま市花正七反地

小物加工・機械部品・治具・工具の製作

金属プレスからの溶接板金、金型設計製作

マシニング加工（1個～300個まで対応）

工業用ゴム・成型

精密圧縮コイルばね製造

精密部品・研摩仕上げ・プレス金型部品加工

製造に関する知識と幅広いネットワーク

旋削加工、小ロット品

各種産業用「専用機」「治工具」の設計・製作・組付・設置

メッキ、アルマイト、表面処理

塗装・溶接工程を含めた大物製缶加工

フライス加工、単品物から中ロット生産

多品種小ロット生産体制の中大物加工

三次元測定機を主とした寸法測定専門

中～大物の金型部品加工

アルミ削り出し・5軸加工・3D曲面加工

軸・歯車加工全般

ワイヤー加工

精密機器器具部品製造(マシニング・NC旋盤・ﾜｲﾔｰ放電他)

鋳造用木型製作,3Ⅾ曲面加工,アルミ加工,ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

試作品・短納期・小ロット

中ロット品の精密部品研削加工(円筒・内径・平面等)

得意分野協会メンバー 協会メンバー

愛 知



㈲赤塚製作所 羽島郡岐南町

㈲浅美工業 美濃市松森

㈱岐阜プロテック 揖斐郡揖斐川町

㈲ツールテック 岐阜市茶屋新田

㈱塚原製作所 岐阜市福光南町

㈲伊藤工機製作所 大垣市赤坂新田

㈱高橋精機製作所 安八郡安八町

㈱伊藤製作所 安八郡安八町

㈲棚橋鉄工 安八郡輪之内町

㈲FIRSTMACHINING 羽島郡岐南町

伸広精機 羽島郡笠松町

㈲大堀研磨工業所 各務原市蘇原寺島町

㈱坂井製作所 各務原市ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ

㈱小森精機 各務原市上戸町

㈱中部熱処理 関市塔ノ洞字

㈱山口製作所 関市のぞみケ丘

㈱愛工舎 加茂郡七宗町

村上製作所㈲ 加茂郡川辺町

葵工機㈱ 加茂郡坂祝町

㈲近藤鉄工 三重県桑名市深谷町

藤吉プラスチック㈱ 三重県三重郡

光製缶㈱ 三重県いなべ市

㈱光機械製作所 三重県津市

扶桑工機㈱ 三重県桑名市

アツミ工業㈱ 静岡県浜松市西区

㈱菰下鎔断 大阪府貝塚市港

㈱IHIターボ 長野県木曽郡

中型ワークの複合加工

フランジ系ワーク複合・研磨加工

鋳物部品の調達からの一貫生産

軸物加工、多種金型生産、特殊ねじ切り加工

旋削加工品、研究機器、実験機器の製造

建築機械・油圧機器・工作機械関係・射出成形機等の機械部品

中型鋳物製品の旋削・マシニング加工

油圧シリンダー部品、工作機械部品などの機械部品加工

小物・中物の量産品またはロット品の切削

ハーレー部品製造販売、複合・マシニングでの機械加工

短納期の小物（マシニング加工）

精密研削加工（円筒・内面・平面・形状・治具研）

CNC複合旋盤、真鍮材での水栓部品加工

精密機械部品・治工具、ゲージ・高精度金型部品・工業刃物

焼き入れ・焼き戻し、浸炭焼き入れ

鋳物精密部品加工

微細切削加工・X線検査受託・微細部品組立

φ20~60製品の複合加工、内径キー溝加工

ウォータージェット切断加工

中小型のマシニング加工・単品対応可能

プラスチック総合加工

発動機モーター、回転機など重量製缶品が得意

専用工作機械(研削盤)の設置・設計

各種自動化対応設備の設計製作、精密部品加工

3mまでの旋盤長尺製品加工が可能

普通鋼・特殊鋼の精密鎔断加工（ガス・レーザー）

ターボチャージャー部品の切削加工・研削加工・その他

サポートメンバー

切削油
㈱ナヤデン

ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ｽｲｽﾙｰﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

人材・教育

㈱名大社

㈱アバンセコーポレーション

工具

㈱タンガロイ

カトウ工機㈱

三菱日立ツール㈱

エムエムシーツーリング㈱

ケナメタルジャパン㈱

三菱マテリアル㈱

日本特殊陶業㈱

㈱イワタツール

会社運営

㈱村井

オフィス・キートス

会計・財務

斎藤浩基税理士事務所

碧海信用金庫

工場運営

中部ユニフォウム㈱

㈱カトカン

フィリップモリスジャパン㈱

㈲みの一テント

㈱テクムズ

新聞・広告
㈱ものづくりレビュー

㈱フジ紙業

得意分野

広報・企画
Film Garden

㈱ワコーヴィスコム

その他

㈱JTB 中部

三栄商事㈱

㈱やくにたつもの、つくろう

㈱Sharing FACTORY

アマノ工芸㈱

サンデンリテールシステム㈱

工作機械
㈱ナガセインテグレックス

ホリベマシナリー㈱

FAシステム

㈲アース・ラン

㈱インプローブ

㈱ジェービーエム

ティワイシステム㈱

2019年2月更新

ロボット・測定器サポート

㈱キャプテンインダストリーズ

協会メンバー

一 般 社 団 法 人 中 部 部 品 加 工 協 会 岐阜・その他


