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有坂弁栓工業株式会社 バルブ・コックの製造販売、部品

加工、製品組立・検査

油圧・水圧バルブ、部品の試作～量産加工、特殊材（チタ

ン、ハステロ化モネル等）の加工、製品の組立・検査

東京都大田区西六郷4-35 03-3732-8825 http://www.arisaka.co.jp/

株式会社一条機械製作所 機械要素部品加工 トラックのパワーライン特にリアアクスル関連部品及びトラ

ンスミッション部品等の製造

東京都大田区西六郷2-54-17 03-3732-3531 http://ichijo-kikai.jp/

インターナショナルダイヤモンド株式会社 一般機械器具製造 ダイヤモンド工具、機器製造・販売、ダイヤモンド研磨剤の

販売

東京都大田区矢口1-8-21 03-3756-2222 http://www.int-dia.co.jp/

有限会社内山研磨工業所 真空加圧含浸処理 ダイカスト製品、鋳物、銅合金等の耐圧部品の巣穴を樹脂溶

液で埋めて、圧漏れを止める処理

東京都大田区羽田4-3-18 03-3744-9830 https://www.uk-gansin.co.jp/

ウヌマ株式会社 金属加工、設計、施工、管理 装飾金物・サイン・什器・モニュメント・各種オーダ金物 東京都大田区北糀谷1-2-7 03-3745-3939

株式会社宇野澤組鐡工所 風水力機械製造 真空ポンプ、ロータリーブロワ、気力輸送装置、脱気装置、

乳化分散機の製造販売

東京都大田区下丸子2-36-40 03-3759-4191

株式会社浦製作所 機械金属加工 歯車、スプラインシャフト、機械部品の製造 東京都大田区南六郷2-4-2 03-3734-1731

株式会社HGS ＣＲゴム成型加工 電材器具・コネクターカバー 東京都大田区本羽田2-12-1テ

クノウイング大田508号

03-5735-1883 https://hgss.co.jp/

株式会社エヌエスシー 機械製作他 アルミ鍛造部品製造(二輪関係）、ハンマー・プレス機械・

鍛造機製造

東京都大田区東糀谷5-20-22 03-3741-4156 http://www.nittan-sakae.co.jp/

株式会社大場計器製作所 電機組立 ばね式懸垂指示ばかり、棒状テンションゲージ、硬度計 東京都大田区北糀谷1-7-9 03-3741-9528

大森精密工業株式会社 金属製品製造業 NC自動盤加工、精密部品製造（ローレット加工・ブローチ

加工、溶接スタッド製作等）

東京都大田区千鳥2-1-15 03-6423-9155 http://omori-seimitsu.com/

有限会社オーバル・アイ 設計・デザイン 展示会のデザイン・企画等監理、家具・照明器具等のデザイ

ン・製作・販売、付帯関連事業の一切の事業

東京都世田谷区野毛2-15-14

野毛テラス201

03-6805-9881 http://oval-i.p2.weblife.me/

株式会社オグロ 商社 ウェス等工業用品の取扱・販売 東京都大田区蒲田4-33-12 03-3731-6234

株式会社オプティマイザー 広告代理店・電気通信事業 エネルギーマネージメント（水製造機）・海外流通最適化事

業等

東京都港区元赤坂1-1-7オリ

エント赤坂モートサイドビル

2F

03-4405-9595 https://www.optimizer.co.jp/

株式会社折橋製作所 自動車部品加工 滑り軸受 東京都江東区清澄2-15-7 03-3643-4515 http://www.bushing.co.jp/

有限会社垣内製作所 精密板金 機械部品、各種板金加工 東京都大田区西六郷2-5-3 03-3738-0680

株式会社桂川精螺製作所 自動車部品等

金属部品製造

自動車部品、冷間圧造品、工作機械周辺装置、小ねじ、座金

組込みねじ、ボルト等の規格品

東京都大田区矢口3-24-1 03-3759-1112 http://katsuragawa-seira.com/

桂川電機株式会社 電気機械器具の製造販売 大判カラープリンタ、大判プリンタ／複合機、スキャナ、関

連機器、関連ソフトウェアの開発・製造・販売、各種マイク

ロモータの開発・製造・販売等

東京都大田区下丸子4-21-1 03-3758-0217 http://www.kipjapan.com/about/

株式会社加藤研磨製作所 研削加工及び精密部品加工 0.001mm単位での精密研削加工。各種専用機・工作機械部

品、金型部品、治工具、ゲージなど研削加工を含む部品の製

作。

東京都大田区西糀谷2-7-3 03-3745-6321 https://www.kato-kenma.com/
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株式会社菊和製作所 プラスチック加工 プラスチックの切削・加工 東京都大田区西糀谷2-22-3 03-3741-1567 http://www.kikuwa.biz/

北見工業株式会社 精密機械加工 精密切削加工（樹脂、非鉄金属）、モバイルシステム検査治

具、宇宙用実験装置部品、衛星用治工具装置、化粧品製造ラ

イン部品他

東京都大田区矢口2-11-9 03-3758-0441

株式会社協立工機 機械要素部品加工 自動車部品 東京都大田区東糀谷5-17-22 03-3743-3361 http://www.kyoritsukohki.co.jp/

株式会社クラタ耐火物 耐火物製造 工業炉用耐火物、電子部品製造用窯道具及びその他特殊異型

耐火物等の製造・販売

東京都大田区西糀谷3-44-5メ

ゾンウィスタリア3F

03-3742-1557 http://kurata-taikabutsu.co.jp/

クリストンダイヤモンド工業株式会社 ダイヤモンド・CBN工具の製造販

売

各種（レジン、メタル、電着）ホイール、インターナル、バ

イト、ペースト、ハンドラップ、ドレッサー、その他

東京都大田区多摩川2-28-14 03-3759-7405 http://www.diacryston.co.jp/

京浜技研工業株式会社 機械修理

その他部品加工

大型研削加工 東京都大田区東糀谷2-1-10 03-3744-6607 https://www.keihingiken.com/

株式会社京浜理化工業 各種試作開発 圧力容器製造技術を活かした各種研究開発サポート 東京都大田区本羽田1-26-16 03-3745-0133 http://www.keihinrika.co.jp/

広伸理工株式会社 フィルム加工 自動車シート用ポリカバー、不織布袋及びその加工品 東京都大田区西蒲田2-6-18 03-3753-6333 http://www.koshin-hp.jp/

株式会社小堀製作所 光学機器製造 プロジェクター用・一眼レフ用・監視機器用レンズ 東京都大田区矢口3-34-15 03-3759-3361 http://www.kobori-mfg.co.jp/

共同電気工事株式会社 情報サービスす業 電気設備工事の設計施工・電気及び空調機械器具の加工修理 東京都目黒区大岡山1-4-10高

正大岡山ハイツ102号

03-5731-7241 http://kyodo-denkikouji.co.jp/

株式会社斎藤ツヰストドリル製作所 精密工具製造 ストレートドリル 東京都大田区多摩川2-28-16 03-3759-7571 http://saitotwistdrill.com/

株式会社サトウマシナリー 工作機械部品加工 機械部品 東京都大田区西糀谷3-26-11 03-3744-2296

有限会社佐野工業所 板金、熔接 救急車部品製造、アングル・チャンネル、角丸パイプ切断・

曲げ、組立て全般加工

東京都大田区多摩川2-7-28 03-3758-2955

株式会社三栄精機工業 精密機械加工、組立て 半導体、液品電光装置・医療機器・ロケット制御装置・鉄道

保安設備の加工組立

東京都大田区西六郷4-10-7 03-3732-6381 https://www.ss-sanei.co.jp/

株式会社三桂製作所 電気機械器具製造 電線・ケーブルの各種保護管の製造販売 東京都大田区下丸子4-21-1 03-3758-2223 http://www.sankei-ss.co.jp/

シム工業株式会社 金属・自動車部品加工 大型トラック等のナット製作 東京都大田区西糀谷3-6-22 03-3743-0860 http://www.sym-kk.com/

株式会社松栄製作所 機械加工 発電機プラント、タービン用ボルト・ナット 東京都大田区仲六郷3-13-8 03-3732-4851

株式会社白金製作所 電気電子部品組立・加工組立他 プリンターやデジタルカメラ用シャッターレンズなど精密組

立が得意。巻線機を保有し、カメラ用マグネット等の部品と

機構部品を生産。自動車向けラジオコイル部品生産。社内生

産に必要な治具などは社内工作にて対応。

東京都大田区東矢口2-18-20 03-3758-7511 http://www.shirogane-ss.co.jp/

株式会社信栄製作所 機械工具製造 精密切削工具、超硬工具、ダイヤモンド工具 東京都大田区本羽田2-2-12 03-3744-8800 https://www.shin-a.co.jp/
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シンレキ工業株式会社 その他加工、舗装材料 道路補修材・舗装材、アスファルト乳剤の製造・販売、建設

工事の設計施工

東京都大田区蒲田5-38-1 03-3736-0561 http://www.shinreki.co.jp/

鈴木化学工業株式会社 フェノール樹脂製造・製品販売 電球口金用接着剤、自動用半田液、および電球副資材、レジ

スト用レジン、及び工業用フェノールレジンフォトレジスト

用感光液、及びスクリーン印刷用乳剤・感光液自動車用塗料

東京都大田区東蒲田2-35-8 03-3732-7736 http://suzuki-chemical.la.coocan.jp/

有限会社鈴木ダイカスト工業所 鋳造 カメラ部品、バルブ 東京都大田区仲六郷2-40-9 03-3738-3540 https://suzuki-diecast.jimdofree.com/

ステージシステム株式会社 機械器具設備工事事業 各種施設の舞台機構設備・照明設備等の設計・製作、製造、

施工、保守点検等全般

東京都大田区大森西1-10-1サ

ンライズパレス

03-5764-3300 https://www.stage-system.co.jp/

有限会社川内商工 機械工具商社 工作機械・機械工具・測定工具等の販売 東京都大田区東蒲田1-10-5グ

レイスコーポ高橋

03-3732-3501

ソレキア株式会社 商社 経営目標や経営課題はもちろん、業務プロセスやＩＴに関す

る深い理解と幅広いノウハウを活かし、企画立案からシステ

ム設計、アプリケーション開発、さらに最適なハードウェア

の選定や調達、完成したシステムの運用・保守に至るまで、

総合的にコンサルテーションいたします。

東京都大田区西蒲田8-16-6 03-3732-1133 https://www.solekia.com/

株式会社ダイハン ゴム機械の製造販売 切断機・断熱板・加硫プレス他 東京都大田区西蒲田7-26-11

FLOS蒲田7階

03-6424-4600	 https://www.daihan-net.jp/

株式会社平精工 機械要素部品加工、各種試作開発 各種試作品の製作 東京都大田区本羽田3-3-7 03-3744-9655 http://www.tairaseikou.co.jp/

高橋精密工業株式会社 機械要素部品加工、機械組立 精密機械部品製造・加工、各種試作品の製作 東京都大田区多摩川 2-12-9 03-3759-0201 http://www.tskk-e.co.jp/

有限会社タキモト 金属製品製造業 CNC自動施盤による精密部品の加工、主にステンレス加工 東京都大田区上池台3-17-17

アイビーハイツ

03-3735-8307 http://www.tkw.co.jp/

ツチヤ金属工業株式会社 塗装、表面処理 工業用硬質クロムメッキ（半導体モールド金型、精密機械部

品等）

東京都大田区南蒲田2-25-17 03-3734-2666

ツチヤ産業株式会社 鉄鋼卸 鉄鋼原料問屋 東京都大田区東糀谷4-7-20 03-3745-1871 https://www.tsuchiya-sg.co.jp/

株式会社寺岡精工 精密機械製造販売 電子はかり、カウンティングスケール、電子計量値付・ＰＯ

Ｓ・店舗総合情報管理・廃棄物管理等システムの製造販売保

守

東京都大田区久が原5-13-12 03-3752-9427

東栄精工株式会社 機械部品加工 精密部品 東京都大田区北糀谷2-15-25 03-3744-5230

東京タッピングマシン株式会社 金属加工機械製造販売 ねじ・ナットのねじ切り機械製造と販売 東京都大田区東糀谷1-20-16 03-3743-5321 http://www.tapping.co.jp/

株式会社東邦精機製作所 省力化組付計測装置製造 オリジナル仕様による構想設計から完成まで引き受け可能、

試作開発品、設備導入装置、創業73年の経験とﾈｯﾄﾜーｸ技術

を生かしてご要望にお応えします。

東京都大田区南蒲田1-6-21 03-3732-6461 https://touhou-seiki.co.jp/

有限会社東葭精機 各種試作開発 各種ＮＣ複合加工及び研磨 東京都大田区本羽田1-12-10 03-3742-1054
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都南工業給食協同組合 弁当製造 弁当製造及び学校給食委託業務 東京都大田区南六郷3-15-1 03-3732-7451 https://www.tonan-q.com/

株式会社中井精密 金属切削加工 ＮＣ自動旋盤による金属切削加工（ベアリング、医療機器、

流体継手、鉄道模型、釣具部品等）

東京都大田区山王3-6-2 03-3772-8330 http://www.nakaiseimitsu.co.jp/

ニシコム株式会社 照明器具製造・販売、商社 LED照明開発・製造・販売、生活用品・食品の貿易 東京都大田区西蒲田7-26-

11Flos蒲田10F

03-6715-9010 https://nisicom.business.site/

日進精機株式会社 精密機械 精密プレス金型、精密プレス加工、リフレクタ金型、CNCパ

イプべンダ、金型関連機器

東京都大田区多摩川2-29-21 03-3753-1801 https://www.nissin-precision.com/

日本チェン･ギヤー無段変速機株式会社 一般機械器具製造販売 特殊なチェンと傘歯車を使用し確実な噛合によってスリップ

が無く安定した回転比が得られ高精度に動力を伝達すること

が出来る機械式無段変速機

東京都大田区西六郷1-45-9ペ

アパレス西六郷

03-3733-3211

日本電機株式会社 電気機械器具製造 中央管制・電力監視システム、コントロールセンタ、ユニッ

ト式動力制御盤、各種制御盤、金属閉鎖型スイッチギヤ、ブ

ロック式高圧受変電設備、高・低圧変電設備、分電盤、配電

盤、制御盤のリニューアル及びメンテナンス

東京都大田区矢口3-2-1 03-3758-1121 http://www.n-denki.co.jp/

株式会社ハタダ. 製造業（精密ゴム製造） ゴム備品一貫生産（金型作成・材料配合から出荷まで）、樹

脂と金属の切削加工品、環境負荷低減素材対応その他

東京都大田区南六郷2-38-18 03-5710-2818 https://www.ha-ta-da.co.jp/

株式会社羽田精光 精密機械 精密金型作成、検査全般 東京都大田区羽田6-22-13 03-3743-3264 http://hanesei-54.co.jp/

ひかり屋根株式会社 電気機械器具製造 エネルギーシステムの開発・製造・販売事業、光拡散天窓の

改善工法の開発販売事業

東京都大田区羽田6-6-1-404 03-5705-8453 http://hikariyane.com/

株式会社日高精機 プレス 金属塑性加工・機械加工・熔接加工・仕上技術を活かした精

密部品製作

東京都大田区西六郷3-28-5 03-3732-6421 http://www.hidaka-seiki.co.jp/

日野システック株式会社 電気制御システム 石油化学プラント等の電気制御システム構築 東京都大田区南六郷1-20-2 03-3732-3591 https://www.hino-systech.com/jp/

平野鋼管株式会社 その他加工 鋼管・鋼財の販売  東京都大田区蒲田4-45-10 03-3735-8411

深田パーカライジング株式会社 溶融亜鉛メッキ 各種電気メッキ、パーカライジング他各種化成皮膜製作 東京都大田区東糀谷1-6-16 03-3743-0216 http://www.fukadaparker.co.jp/

フィーサ株式会社 精密機械器具製造 静電気除去器、プラスチック射出成形システム、ホットラン

ナ成形装置

東京都大田区池上7-12-11 03-3754-0661 https://www.fisa.co.jp/

株式会社福井精機 機械要素部品加工 測定器、邦楽用譜面台、電動鯉のぼり 東京都大田区矢口3-3-21 03-3750-5631 https://fukuiseiki.com/

株式会社富士工業 熱応用機械装置製造 各種乾燥機、各種加熱炉、液中燃焼式加熱装置、温水プール

ヒーター、放射性有機廃液焼却装置、浸管式液体加熱装置、

各種溶解炉、熱風発生装置、各種バーナー、炬火バーナー

（聖火台、篝火等）

東京都大田区東蒲田2-3-12 03-3732-7631 http://www.fuji-kogyou.co.jp/

株式会社藤原製作所 深穴あけ加工 シリンダー、金型 東京都大田区南六郷3-10-12 03-3731-2872 http://fujiwara.m78.com/

株式会社プライオリティ 微細加工、その他加工 磁気研磨機製造販売、微小微細バリ取り仕上げ加工 東京都大田区南六郷3-1-1 03-5744-7891 http://www.priority.co.jp/
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有限会社平和工作 機械部品加工 大型のフレーム、ベース、架台等のプレーナー、フライス、

ボーリング、ラジアルボール盤加工

東京都大田区東糀谷5-22-21 03-3744-0300 http://www.peacemaker.co.jp/

宝栄工業株式会社 プレス、金型、熔接、機械組立等 マフラー・燃料タンク・バンパー等のトラック・バス用部

品、建設機械用部品

東京都大田区西蒲田2-9-10 03-3753-2111 http://hoeikogyo.com/

細田工業株式会社 一般機械器具製造 ボーリング用ビット・圧延機械用周辺付属品製造、その他機

械加工全般

東京都大田区北糀谷1-15-16

エスタスカーサ

03-3744-1727

有限会社保土ヶ谷ネームプレート製作所 視覚・触覚プレート製作 点字・パネル・エッチング等プレート各種

シルク印刷、カッティングシート、インクジェットプリン

ト、彫刻

東京都大田区仲六郷2-30-7 03-3731-3749

株式会社マキテック 製造業 各種コンベア・ロボット等物流機器製造、福祉機器・洗浄機

の製造・販売、駐輪システム開発、照明器具・太陽光発電等

全般販売

愛知県名古屋市熱田区旗屋1-

9-21

03-5839-2093 https://www.makitech.co.jp/

マゲテック株式会社 プレス シャーリング切断、ベンダプレス、レーザー加工 東京都大田区萩中3-2-3 03-3742-5551 https://www.magetec.co.jp/magetec

有限会社町田板金製作所 プレス、板金加工 プレス部品、精密板金加工 東京都大田区仲六郷4-13-6 03-3738-0861

株式会社松浦製作所 微細加工、試作単品等部品加工 微細切削加工。半導体製造装置、医療機器。各種実験装置の

部品製作

東京都大田区南蒲田2-25-16 03-3739-5621 https://e-matsuura.co.jp/

有限会社松澤精機 製造業 機械部品開発・製造加工全般 東京都大田区萩中1-10-5 03-5705-8651 https://matsuzawaseiki.com/

株式会社ミューテック 製造業・各種モデル製作 工業製品部品（主に自動車・電車・バス等）のモデル製作、

車両の改造製作

東京都大田区大森南2-4-22 042-764-3091

睦合金工業株式会社 鋳物製造、機械加工 CAC406及び無鉛青銅（CAC902）の鋳造、機械加工及び組

立てまでの一貫生産

埼玉県幸手市惣新田5069 0480-48-1045 https://mutsumigoukin.wixsite.com/mtmg

株式会社村巌製作所 金属加工 端子の圧着部品を製造 東京都大田区東六郷3-2-2 03-3732-6786

株式会社村重製作所 機械部品加工 ガバナー、ロボット、輪転機、高圧変電等の機械部品加工及

び組立

東京都大田区東糀谷2-2-5 03-3741-4241 http://www.murashige.co.jp/

明和ゴム工業株式会社 ゴムロール製造 各種印刷用ゴムロール、各種工業用ゴムロール、印刷用製版

材料

東京都大田区下丸子2-27-20 03-3759-4621 https://www.meiwa-rubber.co.jp/

株式会社ヤザワコーポレーション 製造業、商社 家電コモディティー商品製造・販売、商業施設メンテナンス

全般、照明工事全般

東京都台東区上野1-19-10上

野広小路会館8F

03-5812-0751 https://www.yazawa.co.jp/

八千代ステンレス工業株式会社 板金、製缶加工、熔接 食品・化学・荷役・真空機械設備 東京都大田区南六郷3-20-21 03-3733-8561

有限会社柳井熔接工業所 機械要素部品加工、熔接 オイルエレメントケース・ディーゼルエンジン用パイプ・ラ

ジエター等の熔接

東京都大田区本羽田3-29-6 03-3741-3013 https://www.yanai-yosetsu.jp/

柳原鉄工株式会社 金属製品加工 産業機器の設計製作 東京都大田区南六郷2-33-7 03-3733-4831 https://yanagihara-tk.co.jp/

有限会社山﨑装飾金物製作所 板金加工 建築用装飾金物の製作・設計・施工及び販売、ステンレス材

の加工・研磨・取り付け及び販売、建物保守管理

東京都大田区多摩川2-1-19 03-3759-1569

有限会社山田製作所 自動制御盤設計製作 自動制御盤・分電盤・配電盤等の設計・製作、PLC・タッチ

パネル使用の開発

東京都大田区上池台5-34-12 03-3729-5191 https://www.yamada-ss.jp/
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株式会社ユー・ケー・ケー 熔接、製造業 熔接、仮設分電盤製造・販売 東京都大田区西蒲田7-48-16 03-3738-0245 http://e-ukk.co.jp/

理研香料工業株式会社羽田工場 香料製造 工業用香料、食品香料、害虫忌避剤、消臭剤、化粧品等の開

発・製造

東京都大田区東糀谷3-18-18 03-3742-0221 https://riken-kouryo.co.jp/

株式会社六合製作所 プレス 金属製ファンの設計製造販売 東京都大田区東糀谷3-17 03-3742-0221 http://www.rokugo.co.jp/home.html

若山電機株式会社 金型、樹脂成形、各種試作品 材料から金型製作・射出成形・治具製作・金属・樹脂切削加

工まで社内一貫製作

東京都大田区千鳥2-14-17 03-3750-1416

合資会社渡辺電機製作所 機械部品加工 機械部品加工 東京都大田区東糀谷1-11-2 03-3741-0164
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