
設備名 能力 メーカー名 台数

〒４０１－０３０１ 【業務加工内容】

南都留郡富士河口湖町船津３３１０－４ 電子機器組み立て及び機械部品組み立て、部品の検査及び箱詰め梱包

ＴＥＬ　０５５５－７２－３９２５

ＦＡＸ　０５５５－７２－３９２１ 【PR事項】

資本金　１，０００万円 ・自動車関連

従業員　１２人 　　シートベルト部品及び組み立て完成、ISOに基づき社内規定有り

・電機関連

　　携帯電話のバックライト・ユニット、バックアップ電源の組立、電子部品組立等の経験有り

　　管理業務を得意としている
〒４０３－００１２ 【業務加工内容】 連続機 1

富士吉田市旭５－１０－１８ 真空成形　プラスチックシートの加工・製造（部品搬送用トレー） 単発機 3

ＴＥＬ　０５５５－２２－１６５５ トリミング機 4

ＦＡＸ　０５５５－２２－１６８８ 【PR事項】

資本金　３，０００万円 ・成形型にMDF仕様（納期・費用半減）

従業員　１１人 ・やまなしグッドデザイン賞奨励賞及び文部科学大臣賞を受賞しました。

〒４０３－００１８ 【業務加工内容】 ３D CAD-CAM φSTATION CAM-TOOL等 7

富士吉田市向原１－１４－８ 各種新製品、実験機器、研究機器等　試作品製造を行っています ROBODRILL 700×400　Z 330 FUNUC 6

ＴＥＬ　０５５５－２３－９４７７ 真空注型機 700×700×Z 700 SOSEY等 3

ＦＡＸ　０５５５－２４－８３５６ 【PR事項】 乾燥炉 750×600×Z 750 大小併せて 4

資本金　３００万円 ・各種プラスチック、エンプラ、スーパーエンプラ、各種金属加工、各種ゴム、真空注型、 彫刻機 SP-V２９N 板崎 2

従業員　６人 　石膏鋳造、精密板金、製造、各種２次処理も行っています。 サンドブラスター SGF-3 不二製作 1

〒４０３－０００５ 高真空試験装置 到達10-6Pa 自社製 5

富士吉田市上吉田６－９－２ 超高真空試験装置 到達10-9Pa 自社製 1

ＴＥＬ　０５５５－２３－０５０１ 真空計＋ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰｿﾌﾄ 大気圧から超高真空まで対応 自社製 多数

ＦＡＸ　０５５５－７２－８５８１ 残留ガス分析計 真空内残留ガス成分測定 自社製 多数

資本金　２，５００万円 He ﾘｰｸﾃﾞｨｸﾀ 10-12Pam3/sec CANIN ANELVA 1

従業員　７人 Ar(Air)ﾘｰｸﾃﾞｨｸﾀ 10-6Pam3/sec 自社製 1

〒４０１－０５１１ 【業務加工内容】 マキノV55 20,000回転、スーパーGI マキノフライス 1

南都留郡忍野村忍草３３５２－８ プラスチック金型、真空成形金型、金型部品、アルミ部品の製造、プレス金型部品 ロボドリルα-T14ic 15,000回転、aiナノ ファナック 1

ＴＥＬ　０５５５－２０－５２２３ フライス盤 KANTO 1

ＦＡＸ　０５５５－２０－５２２０ 【PR事項】 平面研削盤 岡本 1

資本金　３００万円 ・マシニング加工（２D、３D） 成形研削盤 黒田 1

従業員　１人 ・３Dモデリング、NCデータ作成 ３D.CAD.CAM　ﾏｽﾀｰｷｬﾑ CNCソフトウェア 1

３D.CAM　FF.CAM マキノフライス 1

他、

（株）テクニカ

丸勝産業（株）

（有）アール・ディ・エム

VISTA（株）

（有）キタムラ
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2

企業名№

【業務加工内容】
・真空計測器の開発・販売　　　・真空に係る委託試験、委託開発、コンサルティング
・真空蒸着用機器の販売　　　　・チタン製真空部品の設計製造販売
【PR事項】
弊社は、真空機器の専門企業です。長年開発の最前線で培った真空計測技術、イオン・電子技術、極低
温技術、超高真空部品技術をもとに自社開発の真空計測器を販売するとともに、様々な企業からの委託
で開発や試験を数多く実施しています。大学や研究機関との連携実績も多く、サポインなどの公的助成
金による開発実績も多くあります。
・真空計測器
　大気圧から超高真空まで１台で測れるワイドレンジ真空計 CC-10
　真空度とともに残留ガス成分の図れる真空計 SC-10
　ヘリウムの代わりにアルゴンや空気で漏れ試験ができるリークディテクタ SLD-１００
・委託真空試験、委託開発
　委託試験実績：真空中動作試験、蒸気圧測定、真空中熱サイクル、ガス放出測定、真空計校正サービ
スなど
　委託開発、コンサルティング実績：He クライオポンプ、スペースチャンバ用湿度制御装置、基板冷却シ
ステム、ゲートバルブ、トランスファーロッド、可搬型イオンポンプシステム、極高真空表面処理

5

1 



設備名 能力 メーカー名 台数

技術力アピール商談会　　参加企業名簿（受注企業）　　平成２９年６月２３日（金）開催　＜申込受付順＞
主要設備

業務内容・加工内容・PR事項所在地・TEL・FAX・資本金・従業員数企業名№

〒４０３－０００１ ＮＣ自動旋盤 素材径φ3～φ20　CincomBL/B/L/A/M CITIZEN 16

富士吉田市上暮地６－６－２ ＮＣ自動旋盤 素材径φ6～φ26　BS26 TSUGAMI 3

ＴＥＬ　０５５５－３０－０１１５ ＮＣ自動旋盤 素材径φ20～φ64　ABX51/64 MOYANO 2

ＦＡＸ　０５５５－３０－０１１６ マシニングセンター X500×Y380 α-D14MiA5(同時5軸) FANUC 1

資本金　５００万円 型彫り放電加工機 X500×Y380 AG40L(細穴加工可) Sodick 1

従業員　１２人 検査機器 工具顕微鏡・真円度測定器

検査機器 粗さ測定器・形状輪郭測定器

検査機器 画像測定器・エアーマイクロ　他

〒４０１－０５１２
【業務加工内容】 五面加工機MPCtypeE

X4500Y2500Z1000W1000
テーブル4000×2000

東芝機械 1

南都留郡忍野村内野３３２－４４６ 精密機械の試作開発及び加工・組立 中グリ盤BTD-110R16
X2000Y1500Z2000W500
テーブル1400×1600

東芝機械 1

ＴＥＬ　０５５５－８４－１８２０
横型マシニングセンタ
HCN6000-Ⅱ

X800Y800Z800
テーブル500×500

MAZAK 1

ＦＡＸ　０５５５－８４－１８３０ 【PR事項】
縦型マシニングセンタ
NEXUS430A-11HS

X560Y410Z400
テーブル900×410

MAZAK 1

資本金　１，０００万円 得意技術：　アルミ製品の精密加工 ワイヤー加工機ROBO CUTα X550Y370Z200 FANUC 1

従業員　２０人 加工材質：　アルミ全般、鉄、ステンレス（SUS303・SUS304）、シンチュウ、銅、樹脂、マグネシウム、他 旋盤マシニングセンタ ～φ100（1台）～φ235(1台)～φ276(1台) MAZAK 3

加工最小・最大寸法：　主要設備欄による精度：±10um 門型マシニングセンタ
X560Y410Z400(2台)
X1000Y700Z460(2台)

MAZAK 4

2016年12月　ISO9001：2015年度版　認証取得 他　汎用フライス(3台)汎用旋盤(2台) 三次元測定器(1台)、ボール盤(4台) 小型旋盤マシニングセンタ(1台)等

〒４０１-０５１２ 【業務内容】 ＣＡＤ 基盤設計ＣＡＤ・機構ＣＡＤ ALTIUM，ハンディー 1

南都留郡忍野村内野４７７１ ・特殊電源の開発設計・製造、電子機器の下請加工 半田槽 共晶用・鉛フリー用静止墳流スプレー内臓 アサヒ，KOKI 1

TEL　０５５５-８４-２６０４ ・LED照明調光電源の開発設計・製造 エアーニッパー、自動カッター 共晶用・鉛フリー用 サンオート 4

FAX　０５５５-８４-３９０２ ・冷凍食品向けリキットフリーザー（-35℃）の開発設計・製造 油圧式圧着機 8～150sq 泉精器 1

資本金　３，０００万円 【PR事項】 電子計測器 1式 各メーカー 1式

従業員　２２名 創業来の計測機器・オシロスコープ・安定化電源での技術を培い「より安く」「より小さく」

「より低発熱」をモットーに印刷・金融・通信・光学・UPS・舞台TV照明等々の業界に

「お客様に価値をご提案」をしてまいりました。さらに、基礎技術を融合・合体し

「未来環境への新たな提案」に遭遇してまいります。

〒４０３-００１８ 【業務内容】 自動半田付装置 鉛フリー タムラ製作所 2

富士吉田市向原２－１２－７ ・電気、電子機器組立（部品調達～プリント基板実装～組立～出荷まで）及び機械部分組立等の 自動半田付装置 共晶 日本電熱 2

TEL　０５５５-２４-１２１１ 　製造受託及び自社開発製品の製造・販売等 天井クレーン 2.8t、　1.8t、 1t 、0.5t 日本ホイスト，KITO 各1

FAX　０５５５-２４-３１３９ ・電源機器（無停電電源、通信用電源、スイッチング電源の板金調達～組立～出荷まで）また、

資本金　２，５００万円 　医療機器（部品調達～完成品まで）及びプリント基板、実装工程含む

従業員　１４５名 【PR事項】

太陽電機は、制御盤、電源装置、鉛フリープリント基板（RoHS対応）、産業用機械など電気機械

製品及び一般機械製品を中心に、お客様に代わり組立・配線・検査の各作業を請け負う、

「製造受託サービス」を展開している製造受託・生産請負・受託生産専門企業です。

〒４０３－０００１ 【業務加工内容】 レーザーパンチプレス複合機 TRUMATIC-6000 トルンプ 1

富士吉田市上暮地１３１ 精密板金加工および焼付塗装 レーザー加工機 TRUMATIC-L3030 トルンプ 1

ＴＥＬ　０５５５－２２－８４１１ CNCプレスブレーキ トルマベンド130Ｘ トルンプ 1

ＦＡＸ　０５５５－２２－８４１４ 【PR事項】 アルミ用テーブルスポット溶接機 ＮＫ-21ＨＥＶ810-Ｍ-ＡＨ2 向洋技研 1

資本金　１，２００万円 ・板金加工・筐体（架台）加工から焼付塗装まで社内一貫体制 パルスMAG/MIG溶接機 ＹＤ-ＧＥ2 パナソニック 他4

従業員　１９人 ・QCDお客様に満足いただける様に改善の推進 TIG溶接機 ＡＶＰ-300 ダイヘン 他3

3次元CAD・CAM Ｍetacam FAサービス 2

10

（株）スワ

（株）トーコー

8

9

7
（株）昭和精工
山梨忍野工場

（株）光洋電子工業

太陽電機（株）

6

【業務加工内容】
CNC自動旋盤を中心とした切削部品加工を基に一般部品として自動車、重機、測定器、ＯＡ機器等の部
品加工、医療部品として歯科用インプラントの手術用器具、動物用インプラント部品の製造を行っていま
す。
【PR事項】
長年の精密加工技術をベースに材質は鉄からチタンまで様々な加工に対応し、加工範囲としてφ0.5～
φ64まで対応が可能です。マシニングセンター、放電加工、レーザーマーキング等の加工も社内対応し
ています。その他、焼入れ、研磨、メッキ、表面処理も対応可能です。
医療機器の許可取得：　医療機器製造業【19ＢＺ205062号】平成17年11月取得
　　　　　　　　　　　　　　 動物医療機器製造業【20製造療第208号】平成20年12月取得
　　　　　　　　　　　　　　 第二種動物医療機器製造販売業【20製造療第208号】平成25年3月取得
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〒４０２－００３５ 【業務加工内容】 全自動バレル鍍金装置 ≪表面処理関係≫ 清水鍍研材 3

都留市夏狩１１７０ チップ部品の表面処理加工（Ni+Sn） 剥離装置 清水鍍研材 1

ＴＥＬ　０５５４－４５－２２１２ プリント配線基板の穴埋め研磨加工 外観検査機 清水鍍研材 5

ＦＡＸ　０５５４－４５－０８６５ 【PR事項】 蛍光Ｘ線 セイコー 1

資本金　１，０００万円 表面処理は、チップ部品を全自動バレル鍍金装置で加工しております。排水処理も設備に 製版設備 ≪穴埋め関係≫ メッシュ 1式

従業員　１８人 余力がありますので、異種表面処理加工への参入（設備導入）を計画しております。 印刷機 メッシュ 4

樹脂導体穴埋めは、短納期・高品質をモットーに板厚０.２～７．０mm行っております。 研磨機（８軸） 丸源鐵工 2

測長機 日立 1

〒４０１－０３２０ 【業務加工内容】 キャドソフト Auto CAD 2D 3D Auto desk 8

南都留郡鳴沢村2278 各種真空装置（FPD、PV、加速器等）の設計・加工・組立・調整まで一貫製造いたします キャドソフト Top　solid ｺﾀﾞﾏｺｰﾎﾟ 1

TEL　０５５５－８５－２８４４ 【PR事項】 キャドソフト AMPS ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 1

FAX　０５５５－８５－２７２２ 使 構 造 提 案：　 お客様の用途に合わせた真空度、熱解析、強度解析用ガスを検討し、 超大型五面加工機
X8250ｘY4500ｘZ2100
X6250ｘY4500ｘZ2100

新日本工機 各1

資本金　１，０００万円 　　　　　　　　　　　　最適な構造を提案いたします. 大型加工設備 五面加工機・縦型・横型マシニング 13

従業員　８０人 機械加工・溶接：　自社保有の大型マシニングセンター・溶接機にて大型チャンバーの 他　設備
ロボドリル・NC旋盤
水中ワイヤー放電加工機等

　　　　　　　　　　　　多種多様の製作が可能です。(SUS,AL,Ti,ﾊﾟｰﾏﾛｲ,鉄) クリーンルーム 50,000以下（ft3）　天井高4.7

試　験　評　価　：　ﾁｬﾝﾊﾞ内のガス分析,到達圧力,圧力降下,リーク量,ベーキング等 クリーンルーム 10,000以下（ft3）　天井高5.9

クリーンルーム 10,000以下（ft3）　天井高10.5

〒４０１－０５１１ ５軸制御MC　FTV-500
X820×Y500×Z550
×+100°～-100°×360°

大鳥機工 1

南都留郡忍野村忍草４２０ 立形MC　VM5Ⅲ　他 X1020×Y510×Z510　等 OKK　等 5

TEL　０５５５－８４－７１８１ 高精度高速小径微細加工機 X410×Y380×Z200 碌々産業 1

FAX　０５５５－８４－４７８１ CNCワイヤー放電加工機 X350×Y250 FANUC 1

資本金　３００万円 NC自動プログラミングシステム タスク、TISCADシステム 協立社、ティアイシステム 各1

従業員　６人 画像測定器 MF-1020TH仕様 ミツトヨ 1

３次元測定器 Micro-Hite 3D TESA 1

〒４０３－０００７ 【業務加工内容】 ロボドリルα-T14iA 80～8,000rpm ZAPC:500×370 ファナック 1

富士吉田市下吉田東１－３６－１８ 工業試作品製造・治工具製造・釣具製造（ルアー等）　［樹脂加工・軽金属加工・木工加工］ ロボドリルα-T14iEL 80～10,000rpm ZAPC:700×400 ファナック 1

TEL　０５５５－２３－６４３３ 【PR事項】 彫刻機SP-Ⅴ40 板崎 1

FAX　０５５５－２３－６４３３ ・２次元図面より３Dデータを作成し工作機にて加工する事が可能 彫刻機SP-y28M 板崎 1

資本金　９００万円 ・短納期に対応できるよう日々努力しています 刃物研磨機MSG-6 三国 1

従業員　２人 ・加工材質―ABS、AC、PC、POM、MC、サイコウッド、発泡材 切断機U-32 ラクソー 1

CAD,CAM　VISI ３Dキャド・キャム VISI 1

〒４０１－０３２０ 【業務加工内容】 NC旋盤 φ530～620×φ520～670 オークマ 3

南都留郡鳴沢村字小大持５６２９－１ ・航空機器部品、IT・AV機器機構部品、自動車部品、治具及び工具、研削加工、特殊スピンドル マシニングセンター 560～1050×460～560×610 オークマ 13

TEL　０８０－２５０７－３７２３ ・自社製品（エアチャック/ハンドプレス/ラジアルかしめ機/振れ測定器/エアハンマー/超硬工具） 円筒研削盤 φ360×1500 フォーチュナ 1

FAX　０５５５－８５－２８００ 【PR事項】 内面研削盤 φ250×300 ヒールド 1

資本金　２，０００万円 精密加工の専門メーカーとして、多くの納品実績をあげております。加工機械は先進新鋭機に 平面研削盤 600×300×400 オカモト 1

従業員　１８６人 こだわり、高精度マシンを多数導入しております。機械の性能を最大限に引き出すことも職人 工具研削盤 φ100×170 エヴァーグ 1

技のひとつとして、省力化を目指し、徹底した効率化を図ります。よい製品こそがお客様の満足と

考え、これからも力を尽くしてまいります。

〒４０３－００２２ 【業務加工内容】

南都留郡西桂町小沼２０４ 各種装置部品、工作機部品　他

TEL　０５５５－２５－３０７１ 【PR事項】

FAX　０５５５－２５－３０７３ 最大加工品　２０００×３０００

資本金　３，０００万円 　　　　　　　　　丸物　φ８００

従業員　４２人 　　　　　　　　　研削品　１２００×２０００

　　　　　　　　　丸研削　φ３００×１０００

ISO 9001：2015／ISO 14001：2015　認証取得

43
3
3
1
7
2
11
5
7
5
1
3

12

（株）渡兼

立型マシニングセンター
横型マシニングセンター
５軸制御マシニングセンター
門型マシニングセンター
NCフライス
ガンドリル
NC旋盤
ワイヤーカット
平面研削盤
溶接機（アルミ・ステンレス・鉄）
ロウ付装置
三次元測定機

2160×1060×800
1000×850×850
700×800×600
3050×2200×460
850×500×450
φ3～φ24（1800mm）
φ500
　　　　　　―
2000×1200×600
アーク溶接
　　　　　　―
1500×800×500

OKK　他
新潟鉄工所　他
OKK　他
OKK
牧野フライス　他
ミロク機械
森精機　他
ファナック　他
PROTH工業
ダイヘン　他
　　　　―
東京精密

16

14

13 （有）渡辺技研

フジ・エレック（株）

15

（有）Kブリッジ

仲精機（株）

コミヤマエレクトロン（株）

【業務加工内容】
精密機械部品加工

【PR事項】

平成２年５月に精密機械部品加工を主体業務として営業を開始、各種治具や取り付け具など、
いろいろな分野の精密部品加工を手がけながら、平成７年１１月法人会社とし、更なる技術の向
上を図り、品質の向上、ニーズに合った製品づくりにつとめ現在に至っております。詳細はホー
ムページで

http://watanabegiken.jp/　　　　・ISO9001-2015取得中

11

3 


