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〒400-0111 営業管理部　常務 大間　正人 【業務加工内容】 5軸制御マシニング Φ650×500 牧野フライス 1

甲斐市竜王新町2277-14 営業管理部　課長 五味　仁 当社は精密機械加工部品を始め、金属部品の試作・量産・単品 横型制御マシニング X560×Y560×Z660 森精機 1

ＴＥＬ　055-280-0255 ・治具部品、メカ制御設計装置等の制作を行っております。５軸、 縦型制御マシニング X2000×Y1000まで可能 森精機他 10

ＦＡＸ　055-280-0256 横型、縦型マシニングセンターの他、複合旋盤、ワイヤー加工機、 複合旋盤加工機 Φ280×150 オークマ・森精機 2

資本金　1,000万円 研磨機等を設備し、お客様のあらゆるニーズに対応可能となって 精密平面研削盤 X450×Y200×Z200 三井ハイテック他 3

従業員　40人 おります。 ワイヤー加工機 X650×Y450×Z420 牧野フライス 4
【PR事項】 CAD/CAM CAM　TOOL C&G
一般材（鉄・アルミ・SUS・樹脂）の加工を得意としており、プレート ３次元測定器 X800×Y600×Z600 東京精密・ミツトヨ 2

品でX2000×Y1000、旋盤部品でΦ280、ワイヤー品はX650×
研磨や機械加工、溶接後の加工、鋳物の加工、３D加工が可能で、
複雑で精密な加工を得意としております。半導体製品のシール面
仕上げも行っており、部品の品質と外観に自信あります。３次元
測定器も２台あり、検査データ付での納品ができます。
ISO9001、ISO14001を認証取得しております。

〒400-0105 営業部 兼田千明 【業務加工内容】 ﾌﾟﾚｽ機（UL） 130～1200t ｱｲﾀﾞ 11

甲斐市下今井627-1 　事業内容：精密部品のプレス加工及び金型の設計・製作 ﾌﾟﾚｽ機（PMX） 200～500ｔ ｱｲﾀﾞ 5

ＴＥＬ　0551-28-3074 　主要製品：自動車機能部品（ｼｰﾄ関連部品、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ、ｴﾝｼﾞﾝ、 FBﾌﾟﾚｽ 650t 森鉄工 1

ＦＡＸ　0551-28-4104 　　　　　　　　ｴｱｺﾝ、ﾄﾞｱﾛｯｸ、ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ、ﾌﾞﾚｰｷなどに使用される その他プレス機 60～200t ｱｲﾀﾞなど 31

資本金　1,000万円 　　　　　　　　ﾌﾟﾚｽ部品） ﾜｲﾔｰ放電加工機 ﾋﾟｯﾁ加工精度±1μmなど 西部電機 4

従業員　145人 【PR事項】 5軸ＪＩＧﾎﾟｰﾗｰ 全軸ﾘﾆｱﾓｰﾀ駆動により高精度 安田工業 4
・金型開発、設計、製作～ﾌﾟﾚｽ加工～２次加工まで一貫生産。 三次元画像測定器 Φ0.159㎜のﾌｧｲﾊﾞｰﾌﾟﾛｰﾌﾟ ベアト 1
・多彩な工法での加工（板厚t3.2～6.0を厚板加工で立体形状に） 三次元測定機 高精度倣い測定 ｶｰﾙﾂｧｲｽ 3
　　　　　　　　　　　　　　（ﾍｯﾀﾞｰまたはﾌｫｰﾏｰﾌﾞﾗﾝｸからの冷間鍛造加工）

・他工法からの工法転換（切削加工品をプレス加工にてVA提案）
・新工法開発部門にて日々、工法開発・金型技術を蓄積。
・ISO9001：14001　2015Ver取得　認証機関：JQA

〒409-3853 営業部 高橋　愛菜 【業務加工内容】 レーザーパンチ複合機 6000Fiber ﾄﾙﾝﾌﾟ 1

中巨摩郡昭和町築地新居1648-7 金属加工（設計、精密板金、ﾌﾟﾚｽ加工、金型、パイプ、装置組立） レーザーパンチ複合機 6000L　 ﾄﾙﾝﾌﾟ 1

ＴＥＬ　080－2393-2870 レーザー加工機 3030Ｌ ﾄﾙﾝﾌﾟ 1

ＦＡＸ　055-275-5167 【PR事項】 3D FABRI GEARⅢ 鋼材３Dﾚｰｻﾞｰ複合機 ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ 1

資本金　1,000万円 加工事例一部：筐体・フレーム・カバー・モニュメント・ダクト・シンク・ プレスブレーキ トルベンド7036 AMADA 他5

従業員　90人 　　　　　　　　   架台・ルーバー・搬送装置・生産設備・コンベア等… YAG溶接機 日本ウェルディング 1
製品サイズ例：小物：手の平サイズ～卓上サイズ サーボプレス 300ｔ AIDA 1
                   　大物：冷蔵庫サイズの筐体・フレームカバー、 サーボプレス 150ｔ AMADA 1
                   　高さ4m×縦5m×幅2mの筐体、20数メートルの搬送
　　　　　　　　　 含む装置（駆動検査後出荷）
材質：ステンレス・鉄・アルミ・銅・チタン（ステンレス・アルミの溶接は
　　　　実績が多く、得意です）

1

企業名

2 ㈱内藤製作所

3 藤精機㈱

㈱サンシン精工

技術力アピール商談会　　　　参加企業名簿（受注企業）  　令和３年６月１６日（水）開催      　　　　　　　　　　       　　　　　　　　令和３年５月１7日時点

主要設備
業務内容・加工内容・PR事項参加者名役職所在地・TEL・FAX

・資本金・従業員数

1 （５０音順）
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技術力アピール商談会　　　　参加企業名簿（受注企業）  　令和３年６月１６日（水）開催      　　　　　　　　　　       　　　　　　　　令和３年５月１7日時点

主要設備
業務内容・加工内容・PR事項参加者名役職所在地・TEL・FAX

・資本金・従業員数

〒400-0116 代表 中川　和幸 【業務加工内容】 CNC旋盤 2

甲斐市玉川１６０９－２ 各種機械部品、治工具、その他各種精密機械部品全般、 旋盤 2

ＴＥＬ　055-279-4777 電機・電子部品組立加工全般 ボール盤 2

ＦＡＸ　055-242-6134 【PR事項】 タッピング盤 1

資本金　万円 単品の試作品から量産品まで、いかなる要求にも迅速に対応し、 ターレット盤 1

従業員　5人 得意先から熱い信頼を得ております。 ベンチレース 2
鉄、銅、ステンレス、アルミ等各種対応いたします。 組立工具一式

〒400-0116 専務取締役 若尾　博明 【業務加工内容】 浸炭焼入焼戻炉 積載量　1000kg ｵﾘｴﾝﾀﾙ 1

甲斐市玉川１５７８ 一般鋼材製品の熱処理全般 浸炭焼入焼戻炉 積載量　400kg ｵﾘｴﾝﾀﾙ 2

ＴＥＬ　055-276-5942 真空炉 積載量650Kg ｱﾙﾊﾞｯｸ 2

ＦＡＸ　055-276-5041 【PR事項】 真空炉 積載量270kg IHI 1

資本金　1,000万円 ・協力工場との提携により機械加工から熱処理、表面処理を一貫 小型加圧式真空炉 積載量30KG ｻｰﾏﾙ 1

従業員　32人   受注が可 高周波焼入れ機 周波数　100KHz 岩崎電気 1
・小物部品から大物部品まで短納期での熱処理対応が可能。 μ（ﾏｲｸﾛ）高周波 周波数　2MHz － 1
・油焼き入れから真空焼き入れ、サブゼロ装置など多様な設備を所有 サブゼロ装置 -150℃ ｴｱﾘｷｯﾄﾞ 1
・小径（φ３、φ４）部品の部分焼き入れができる独自の設備を所有。

〒400-0113 営業部 蛭川和信 【業務加工内容】 設計CAD SOLIDWORKS 3

甲斐市富竹新田1355 各種制御盤の製造（上下水道・産業・鉄鋼・液晶製造装置向） 設計CAD Brics 18

ＴＥＬ　055-276-6111 各種筐体の設計、製造（ガソリンスタンド向精算機、パワコン、発券機等） 設計CAD ACAD DENKI 1

ＦＡＸ　055-268-3130 【PR事項】 レーザーパンチ複合機 EML3510NT アマダ 1

資本金　1,200万円 顧客様の要求仕様に基づき、設計、板金、組立、配線、試験までの サーボモーターNCT EM2510 アマダ 1

従業員　90人 ワンストップの製造体制。 ベンダー HG1003ATC　他 アマダ 6
（塗装は外部） スポット溶接機 テーブルスポット　他 アマダ 4
板金工場がありますので板金部門の対応も可能です。 溶接機 半自動、Tig 松下　他 15

ケーブル加工 デジタルイーグルストリッパー 1
ホットマーカー 1

平成精密

5 ㈱丸真熱処理工業

6 ユタカ電機㈱

4

2 （５０音順）


