平成30年度 富山県・長野県ものづくり連携商談会in東京 受注企業事業概要［長野県］
№

企 業 名

住所

事 業 内 容

1 アカネ工業㈱

長野県上田市福田35

NC旋盤、マシニング、研削による精密部品、NC旋盤によ
るミクロンレベルの精密加工が強み、特に真円度や同軸
度

2 ㈱アルカディア

長野県上田市小泉2566-1

精密板金加工、電子機器組立て、配電盤・制御盤組立
て、各種設計開発

3 ㈱一柳

長野県北安曇郡松川村2051-27

鍛造プレス金型用部品加工・治工具設計製作、5軸加工、
平面及び成形研磨、ワイヤーカット加工

4 ㈱ウイルダイフレックス 長野県上田市武石鳥屋73-41

電子機器開発・設計・製造、ハーネス加工品製造、フレキ
シブルチューブ関連商品開発

5 ㈱牛越製作所

長野県岡谷市田中町2-8-11

金属切削加工、印刷関連部品、ｾﾝｻｰ関連部品、専用機
器部品、単品から中量産まで多品種少量加工

6 ㈱エスク

長野県諏訪郡下諏訪町5889

7 ㈱エスケー精工

長野県上田市塩川630-11

精密金型設計製作・金型部品加工、ＦＡ専用機設計製作・
精密板金加工、切削ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工・樹脂成型、YAGレーザ
溶接技術・微細加工技術
大型（2500*3200）、長尺（500*5000）5軸加工機他のマシ
ニングによるアルミ・鉄・ステンレスの切削加工、自動車
用・医療用装置、半導体製造装置等

8 ヱトー㈱ 諏訪営業所 長野県諏訪郡下諏訪町高浜6554

切削加工・Ｃ軸、Ｙ軸機能を有したＮＣ旋盤で複雑な形状
に対応可能、水栓関連企業・精密部品

9 岡谷精密工業㈱

長野県岡谷市神明町4-18-36

超精密微細金属プレス加工、金型設計・製作、さまざまな
形状を高精度に実現可能

10 ㈱河西精機製作所

長野県諏訪市中洲4720

CNC自動旋盤による切削加工、自動車部品、同軸コネク
ター・コンタクトプローブ部品

11 共栄電工㈱

長野県岡谷市川岸上1-17-7

超精密特殊鏡面研磨加工、内面研磨・細管研磨、自動機
組立製造

12 ㈱共栄製作所

長野県佐久市中込3671

単発金型から順送金型の設計・製造、組立、治工具、プレ
ス・板金加工、溶接、旋盤、マシニング、ワイヤー放電、小
型・大型製品の組立・組付

13 ㈱協同電工

長野県飯田市中村1255

美容機器、車載電装機器、アミューズメント商品の回路基
板実装と組立及び完成品製造

14 ㈱国枝製作所

長野県北安曇郡池田町大字池田
2005-5

金属部品の切削加工、長尺製品に対応、中量生産向け
設備対応、フライス加工による治工具製作

長野県千曲市大字寂蒔788

板金加工、プレス加工、金属切削加工、合成樹脂の切削
加工、合成ゴムの加工、金型・治具製作

16 ㈱光和

長野県埴科郡坂城町坂城318-1

プラスチック金型の設計・製造、微細、鏡面加工の製造・
販売、金属部品加工の製造・販売

17 ㈲コトー工業

長野県茅野市宮川10501-1

ダイカスト製品、アルミ押し出し材、マグネシウム、真鍮の
精密機械加工。金型から表面処理まで一貫受注可能。

18 ㈱小松プレシジョン

長野県岡谷市長地鎮1-6-43

15

クリエイティブワース
㈱

19 坂本電機㈱

20 ㈱桜井製作所

21 山京インテック㈱

22 サンケン工業㈱

精密プレス金型の設計、製作。精密プレス部品の量産加
工。金属材料から樹脂プレスまで、多種多様なプレス加工
に対応
各種コンデンサの製造販売、制御機器設計製造、電機業
長野県駒ヶ根市赤穂8172
界の装置、組付の設計製作CAD設計から3Dプリンター
（試作）に対応
金属プレス加工を中心に、溶接、タップ加工、洗浄、バレ
長野県埴科郡坂城町大字中之条895 ル研磨。金型設計から製作、試作から量産まで社内で一
貫対応。
精密機械加工（航空宇宙・半導体・自動車生産設備・光
長野県飯田市時又127
学）、設計開発・回路設計・機械設計・ファームウェア、シ
ステム開発（自動認識システム）
長野県長野市篠ノ井岡田538-1

製缶、精密板金、半導体向け鈑金部品、産業機械装置向
けフレーム精密部品
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23 三全精工㈱

長野県塩尻市広丘郷原南原1000-3

24 ㈱三立

長野県長野市風間2034-10

25 ㈱シーケイテック

26 ㈱ジェー.ピー.イー.

板金加工：「抜き加工」「切断加工」「穴あけ加工」「曲げ加
工」「溶接加工」。主に使用される材質と板厚は鉄0.5～
9t、ステンレスとアルミ0.5～5tまで対応可能。
金属・樹脂の精密部品加工、各種治具の設計～製作～組
長野県安曇野市明科七貴6084-11 付け～調整を含めた一貫システム、ノベルティ等の製作・
販売
産業用自動機械・治工具の設計・製作、電気配線、制御
長野県上田市富士山字鴻ノ巣2329盤の設計製作、機械部品の加工（切削・溶接・板金）、3D
1
プリンター造型サービス

27 新和工機㈱

長野県茅野市金沢2984-1

28 鈴与マタイ㈱

長野県佐久市中込1-10-1

29 ㈱スワラクノス

長野県茅野市金沢2971

30 ㈲滝塚製作所

長野県千曲市森1200-1

31 ㈱ツカタ

長野県茅野市豊平640-4

32 塚田理研工業㈱

33 天竜丸澤㈱

34 ㈱東亜

35 ㈱東陽

36 長野テクトロン㈱

37 中原樹脂工業㈱

38 ㈱西軽精機

39 西田技研工業㈱

40 日本キャスト工作㈱

41 ㈱ハイデックス

42 ㈱ハタ研削

精密機器及び電気機器部品製造、精密機器治具製造、
光学部品（鏡筒等）、医療機器製造
各種材質鋳物、各種プロセス鋳物（砂型、金型、鍛造
他）、鋳造品コストダウン提案、鋳造品品質改善提案、精
密機械加工、板金・溶接・製缶加工
非鉄（アルミ・真鍮・銅）鉄・ステンレス・プラスチック等多様
な素材の切削加工、自動車・液晶半導体製造装置・油圧
建機・医療介護機器・光学機器
精密金型設計製造・プレス加工、車載向け精密電装部
品、シャント端子抵抗、弱電機器部品

工作機械、ロボット関連機器の操作盤及び制御機器。通
信機器、金融機器、電源装置、交通関連機器、表示パネ
ル、操作パネル等の薄板板金加工
プラスチック材料への表面処理、めっき、塗装。自動車部
長野県駒ケ根市赤穂16397-5
品、家電、弱電関係。めっき＋イオンプレーティングによる
加飾。
電磁部品：DCソレノイド・電磁マイクロクラッチ・電磁スプリ
長野県飯田市竹佐435
ングクラッチ、油圧部品：電磁ソレノイド及び電磁ソレノイド
バルブ・比例ソレノイド
５面加工機、ターニング等による部品加工、同時５軸加工
長野県長野市若穂綿内315-12
機、立型マシニング等による医療機器、光学機器の部品
加工、自社製品の組立
デジタルカメラ、監視カメラ、プロジェクター、オプトメカトロ
長野県塩尻市広丘郷原1000-5
ニクス等の 各種光学部品、医療機器パーツ、切削工具部
品
キーボード、メンブレンスイッチ等のカスタム品の製造、
長野県長野市篠ノ井塩崎2304
POS端末/情報システム制御端末等に最適なタッチパネ
ルPCやLCD等のディスプレイデバイス
プラスチックの成形・加工・組立、金型の設計・製造、精密
長野県小県郡長和町長久保2062-1 成形部品、３Ｄ形状・外観成形部品（自動車・カメラ・OA・
その他）、インサート成形部品
旋盤による小径(～φ35)の精密金属加工、医療機器部
長野県佐久市小田井1077-18
品、産業機器部品(測定機器、コイン処理装置、製造装置
など)
ＦＣ・ＦＣＤ・ＳＣ・ＳＵＳ材料の部品加工（横ＭＣ、ＮＣ旋盤が
長野県上田市上田原1113
主）、加工後の部品をアッセンブリ、装置組立まで対応可
能
アルミダイカスト、亜鉛ダイカスト品の鋳造から切削加工、
長野県須坂市大字日滝1637
表面処理までを一貫受注。アルミ鋳物、鉄鋳品の手配か
ら加工、表面処理まで一貫受注。
空圧油圧機器部品製造、航空機器製造、光学機器製造、
長野県伊那市西春近2971
半導体機器製造、試作開発部品製造、半導体ICパッケー
ジ顕微鏡検査
長野県安曇野市穂高8183-2

43 林エンジニアリング㈱ 長野県駒ヶ根市飯坂1-32-2

44 ㈲原製作所

精密プレス加工、金型設計、製作、板鍛造部品、アルミ冷
間鍛造部品（試作中）

長野県上田市保野248-7

特殊金属加工、スティール合金加工、セラミック加工、V溝
基板、ファイバアレイ、高密度光配線システム
機械設計業務（３D/２D）、３Dモデリング業務、各種３次元
解析業務、設計／組立調整／設置搬入／デバッグ、産業
機器向け電磁ブレーキ開発
高精度３Dスキャン＆リバースエンジニアリングサービス、
図面の無い製品や金型から３DCADデータを作成、全国
出張3次元計測サービス
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45 ㈱パルコート

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
1081-1

46 ㈱ピーエーイー

長野県飯田市毛賀240-2

47 ヒラサワ機工㈱

長野県駒ヶ根市赤穂3310

48 ㈱広田製作所

長野県須坂市大字小河原3954-13

電子機器製品(基板等)の開発・製造、産業機器ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
の開発・製造、HDD/SSD評価・検査装置 開発・販売

49 ㈱ベネフィット

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
599

医療用具製造・シリコンゴム成型（押出・プレス）、シリコー
ンゴム加工、（カット、穴あけ、接着等）

50

長野県長野市差出南1-2-1

プリント基板製造工程用装置の設計・製造、制御盤、配
線、ハーネス製作、電装設計、PLC関連（モータ制御含
む）、C#、ソフトウェア開発

51 ㈱ミツギ

長野県東御市加沢1335-2

航空機、自動車、半導体の二次製品及び関連する治工
具、試作品、製品の製造

52 ㈱ミヤザワ

長野県上田市保野238

53 ミヤジマ技研㈱

長野県上田市下之郷248

54 ㈱ムラコシ精工

長野県上田市古里832-15

55 ㈱メック

長野県諏訪郡富士見町富士見24834

56 ㈱ヤマウラ

長野県駒ケ根市東町19-16

57 ㈱山岸工業

長野県中野市田上100

精密板金・設備板金・試作製造、オーダーメイド・環境機器
製造、自社製品製造

58 ㈱ヤマト

長野県諏訪市湖岸通り1-19-7

精密金属切削部品、精密プラスチック切削部品、精密プラ
スチック成形部品、アッセンブリ／組立

59 ㈲吉見鈑金製作所

長野県上田市小泉346-1

板金製造（工作機械・機構部品・医療機器・農業機械・半
導体カバーなど）

60 ㈲米山金型製作所

長野県下伊那郡松川町大島402-12

プラスチック金型設計・製造、各種金型部品製作、微細加
工部品性

61 ㈲竜東スチール

長野県伊那市東春近3105

精密板金加工、レーザー加工、曲げ加工、溶接加工、各
種筐体・フレーム加工一式

62 ㈱ワイケイシー

長野県諏訪市豊田2587-2

FRPタンク・フッ素樹脂/FRP複合タンク、フッ素樹脂・合成
樹脂製品、給排水設備機器、金属・プラスチック表面処理
機械設備

マックスラムオートメーション㈱

プラスチック製品への外観塗装、シリコンゴムや各種ゴム
への塗装、UV塗装、金属等への外観及び潤滑塗装
金属切削加工：航空機メーカ専用指定材AMSやSUS316、
SUS440C、SUS310S・アルミ・真鍮、精密樹脂成形：竪型・
横型射出成形、ハーネス加工
特殊切削工具の製造販売（超硬ドリル及びリ－マ・ＰＣＤ
特殊工具）、精密プレス金型及びパ－ツの製造販売、精
密樹脂金型及びパ-ツの製造販売

プラスチック成形～プラスチック金型まで一貫して受注可
能｡金型のみの受注も可。トライも社内にて対応しトライ後
の変更なども迅速に対応。
リサイクル処理プラント・ゴミ焼却プラント・ゴミ分別機等の
設備製作、消防自動車・各種専用機部品の機械加工・組
立の一貫生産、下水道工事・ガス工事
精密加工部品、自動車ブレーキ部品、エンジン、ミッション
部品、リール、建機部品
ダイカスト製品（50t～350t）の全製造工程を一括対応。工
程設定～金型設計製作～ダイカスト～2次加工、自動車
用・光学機器用・産業機器用
産業機器：生産設備・製造ライン・タンク・専用機器、鋼構
造物：橋梁・大型製缶・合成床版、水処理機器：水門・除塵
設備・開閉装置・水圧鉄管、制御システム
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