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ミクナスファインエンジニアリン
長野県岡谷市田中町2-8-13
グ

デバイスコンタクトを進化する！

http://www.mixnus.jp

e-18 山京インテック株式会社

サンキョウインテック

長野県飯田市時又127

「設計開発・部品加工・機器組立・システム開発」技術の総合力でお客様のニーズにお応えします。

http://www.sankyo-it.co.jp

f-33 株式会社エスエヌディ

エスエヌディ

長野県諏訪市四賀3225-2

業界最多の超音波洗浄機ラインナップから、用途別超音波洗浄機の展示及びデモ運転を実施します。 http://www.senjyou.jp/

f-34 株式会社セルコ

セルコ

長野県小諸市大字御影新田2130-1

高密度コイルのセルコ。当社はコイルおよびコイル周辺技術のソリューションパートナーです。

http://www.selco-coil.com

f-35 タカノ機械株式会社

タカノキカイ

長野県上伊那郡宮田村松の原5450205

１品から対応いたします。設計からアフターまで、各種省力化機器製作、ステンレス部品加工。

http://www.takanokikai.com/

f-36 株式会社ミヤサカ工業

ミヤサカコウギョウ

長野県茅野市金沢５５６８－２

非常用蓄圧式浄水器、非常用ポリタンク型浄水器、ワンタッチ給油栓「コッくん」

http://mskcg.jp/

千曲市産業支援センター
j-12､
（㈱千曲精工/㈱ミスズ/㈱ミドリ樹脂/
13
ミヤマ精工㈱）

チクマシサンギョウシエンセン
ター

e-17

k-14
～
16、
30～
34

ミクナスファインエンジニアリング株式
会社

フリガナ

長野県千曲市上山田温泉4-15-1

飯田ビジネスネットワーク支援センター
(㈱エムケーセラ/㈲北澤プレス工業/
イイダビジネスネットワークシエ
熊谷精機㈱/クロダ精機㈱/㈱サンリエ
長野県飯田市上郷別府3338-8
ンセンター
/㈲シナノ精密/㈲信陽精機製作所/
タックコート㈱/㈱浜島精機)

http://www.city.chikuma.lg.jp
http://www.chikumaseiko.co.jp/
金属加工ネット千曲とものづくり千曲プラネット会員企業の共同出展
http://www.misuzu-pro.jp/
http://www.midori-jushi.jp/
http://www.miyamask.co.jp/wordpress/
http://nesuciida.isilip.com/
http://www.mk-cera.co.jp/
http://suwa.monozukuri.or.jp/detail/01590/
http://www.kumagai-seiki.net/
それぞれ得意分野を持つ会員数約110社を専門のオーガナイザーがまとめお客様のご要望にお応え http://www.kurodaseiki.co.jp/
http://www.saint-lie.co.jp/
します。
http://www.shinano-seimitsu.com/
http://shinyou-factory.com/
http://www.opt-bg.jp/company/index/641
http://www.hamashima-ss.co.jp/

k-17 有限会社多門製作所

タモンセイサクショ

長野県塩尻市広丘野村1812

光学部品・交換レンズ鏡枠製造

http://www.tamon-ss.com

k-18 株式会社ハタ研削

ハタケンサク

長野県安曇野市穂高8183-2

金属セラミック加工部品 光通信用ファイバアレイ

http://www.v-hataken.co.jp/

l-14､
15､
32､
33

長野県伊那市
（㈱イクシス/㈱エルコム/㈱キューズ/
ナガノケンイナシ
サン工業㈱/㈱テク・ミサワ/㈱ハイデッ
クス）

長野県伊那市下新田3050番地 伊那市 多品種少量生産を得意とする。難削材切削・プラスティック成型・板金・表面処理・塗料開発等の共同
役所
出展です。

http://www.inacity.jp./
http://www.ixis.co.jp/
http://elcom-cr.com/
http://www.9-s.co.jp/
http://www.sun-kk.co.jp/
http://www.techmisawa.jp/
http://www.hidex55.co.jp/
http://www.n-sinko.co.jp/

l-16 信光工業株式会社

シンコウコウギョウ

長野県長野市風間2034-37

l-17 株式会社グローリー

グローリー

長野県上伊那郡南箕輪村的射場8587 産業用生産設備部品

l-18 株式会社東陽

トウヨウ

長野県塩尻市広丘郷原1000-5

超硬ソリッド裏面取りシリーズにチタン用が遂にラインナップ。
PCDインサートも多種出品します。

http://www.toyo.vc

l-34 株式会社長野サンコー

ナガノサンコー

長野県諏訪市中洲4600-17

精密プレス絞り加工を得意とし、金型設計・製作から試作・量産まで社内一貫対応

http://www.naganosankoh.jp

l-35 株式会社フォワード

フォワード

長野県諏訪市中洲2900-3

微細精密高精度加工。超硬材への切削削り出し、穴あけ加工。鏡面切削加工。

http://www.forward-suwa.com/

l-36 有限会社丸高製作所

マルタカセイサクショ

長野県岡谷市長地源1-2-45

金属切削加工一筋、試作から量産品の加工まで、難削材の加工に自信あります。

http://www.marutaka-ss.com

上田市で金属機械加工とプラスチック金型・成形加工を行う１４０社で構成する企業グループです。

https://www.ueda-dreamworks.com/
http://www.akane-kogyo.co.jp/
http://www.eighty.jp/
http://www.sk-seiko.com/
https://www.ngn.makisen-ttk.co.jp/
http://www.wataya-co.jp/

上田ドリームワークス
m-12
(アカネ工業㈱/㈱エイティ/㈱エスケー ウエダドリームワークス
～14
精工/東特巻線㈱/㈱綿谷製作所)

長野県上田市上丸子９５０

各種機能めっき（Cu・Ni・Au・Ag・Pdめっき等）・部分めっき・微細/複雑形状部品へのめっき

http://kk-glory.co.jp

m上田商工会議所
15､
（石合精密㈱/㈲セルコトロン）
16

ウエダショウコウカイギショ

長野県上田市大手１－１０－２２

管内の小規模事業者４社程度をこれから募集しますので、内容等については後日でお願いします。

http://www.ucci.or.jp/
http://www.ishiai.com/
http://www.selcotron.co.jp/

m-30 株式会社 トライアン相互

トライアンソウゴ

長野県塩尻市広丘郷原1010-1

微細・高精度な精密板金部品を得意とし、通常の加工では困難な試作品・量産品でお困りのメーカー
様必見です。

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

m-31 長野鍛工株式会社

ナガノタンコウ

長野県長野市大字穂保字中之配291-1

自動車・航空機・産業機械部品など耐熱・耐磨耗・耐食性の高い難加工材料の鍛造品および
機械加工品

http://www.nagatan.co.jp/

m-32 ナパック株式会社

ナパック

長野県駒ヶ根市赤穂14-1823

焼結部品 / 含油軸受 / 希土類ボンド磁石

http://www.napac.co.jp

m-33 株式会社日本シールボンド

ニホンシールボンド

長野県松本市渚1-1-4

プレス打ち抜き品、工業用・医療用ゴム成形・加工、レーザーマーキング、医療機器製造業許可取得
工場

http://www.sealbond.co.jp

m-34 セラテックジャパン株式会社

セラテックジャパン

長野県長野市篠ノ井岡田500

広義のセラミックス材料（電子電気材料・光学材料）の加工を、スピードと柔軟性を持ってご提供しま
す｡

http://www.crtj.co.jp/

n-14 株式会社ハイライト

ハイライト

長野県茅野市豊平1528

無電解ニッケル皮膜にPTFE粒子を含んだフッ素潤滑めっきのご提案
高耐食性亜鉛ニッケル合金めっき

http://www.highlight.co.jp

n-15 有限会社林レンズ

ハヤシレンズ

長野県上伊那郡辰野町平出平田1902光学ガラスレンズや光学結晶レンズの展示
2

http://www.lcv.ne.jp/~hlens/

n-16 株式会社駒ヶ根電化

コマガネデンカ

長野県駒ヶ根市飯坂2-5-10

高耐食性のめっき他各種めっきサンプル

http://www.komaganedenka.co.jp

n-17 有限会社 辰野目立加工所

タツノメタテカコウジョ

長野県上伊那郡辰野町大字辰野1550

不等ピッチ不等ねじれねじれＥＭ： 超微細切削工具 ：超高精度リーマ ：総型エンドミル等の特注品製
造

http://www.saw-dr.co.jp

n-18 有限会社中澤鋳造所

ナカザワチュウゾウショ

長野県須坂市大字野辺973-3

有限会社 中澤鋳造所

http://www.nakazawa-f.co.jp

n-30 株式会社ニットー

ニットー

長野県須坂市八重森2-2

ガラス、セラミックス、酸化物、金属、樹脂など様々な素材を『もっと薄く、もっと平らに』加工いたしま
す。

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

n-31 赤田工業株式会社

アカダコウギョウ

長野県北安曇郡池田町大字会染6108セミオーダー真空タンク・チャンバー・タンク付きフレームの製造、販売
75

http://www.akada.jp

n-32 有限会社原製作所

ハラセイサクショ

長野県上田市保野248-7

３Dスキャンから検査・３DCAD化のワンストップサービス

http://www.hara-sss.co.jp

n-33 鈴与マタイ株式会社

スズヨマタイ

長野県佐久市中込１丁目１０－１

ポンプやバルブ部品を中心とした鋳物の実績が豊富なため、漏れに配慮した精度の高い鋳物部品が
http://www.imono-otasuke110.com/
得意です。

n-34 株式会社イズミ

イズミ

長野県諏訪市中洲4600番地

精密ダイカストの総合メーカー

http://www.izumi-dc.com/

o-32 株式会社塩澤製作所

シオザワセイサクショ

長野県駒ヶ根市飯坂1-30-21

精密・複雑形状部品切削加工／ダイカスト製品一貫生産

http://www.siozawa.co.jp

o-33 信拓工業株式会社

シンタクコウギョウ

長野県須坂市墨坂南１－１８－４

15t～450tまで射出成形機を所有 透明肉厚製品・光学部品が得意です

http://www.shinatkukogyo.co.jp

o-33 株式会社ティーアイシー

ティーアイシー

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５６－３
SUS316、チタン等の難削材を含む金属の、5軸加工機を使用した精密切削加工。
０４

o-34 長野県中小企業振興センター

ナガノケンチュウショウキギョウ
長野県長野市若里1-18-1
シンコウセンター

長野県の優れた加工技術・自社製品を有する企業をご紹介します。

http://www.icon-nagano.or.jp

o-35 ミカドテクノス株式会社

ミカドテクノス

長野県上伊那郡箕輪町三日町888

絞り鍛造プレス成型、精密全せん断プレス打ち抜き加工部品等展示
真空3D/2D貼り合せサンプル品展示

http://www.mikado-net.co.jp/

o-36 有限会社 米山金型製作所

ヨネヤマカナガタセイサクジョ

長野県下伊那郡松川町大島402-12

切削による微細・鏡面切削・細穴加工サンプルをはじめ、高精度金型部品を展示致します。

http://www.y-mold.com

60企業5団体

http://tic.co.jp

