
切削加工 研磨 板金 プレス加工 鋳造ダイカスト 鍛造・転造 塗装・印刷 メッキ・洗浄 オリジナル製品 コンポーネンツ

アクセス 市川製作所 アトラス エイコー キッツメタルワークス キッツメタルワークス アートマジック 伊藤クローム アクセル オガ

アテイン イトウパーツ工業 イトウテック エス・ティ・レーザー 東京ダイカスト茅野工場 キャドソン イトウテック サンエイ イツミ オーク製作所

有賀ミクロ精機 ウインテック エス・ティ・レーザー キャドソン 野村ユニソン 佐藤工業 小林工業所 高島産業 オーク製作所 北村機電

いしやま コイケ技研 キャドソン サンテム 浜ダイカスト スワラクノス ダイナ楽器 ハイライト オーセンテック 五味製作所

イトウテック 小平技研 ツカタ 正英製作所 富士ダイカスト工業 ダイヤ精工 長野銘板 ハッケン オプト サンゴバン諏訪工場

イトウパーツ工業 佐藤工業 ニコー精工 ダイヤ精工 高島産業 新村塗装 カラマツストーブ シーピーエス

ウインテック サンヨー 日産製作所 茅野工機製作所 ダイカスト二次加工 東新精工 富士マーク アルマイト処理 北村機電 信栄製作所

エス・ティ・レーザー スワラクノス 野村ユニソン 茅野工業 コトー工業 長野精工 プリテック 富士マーク キッツマイクロフィルター 新光精機製作所

キッツメタルワークス ダイナ楽器 マツムラ工業 ティー・ピー・エス 浜ダイカスト 野村ユニソン 宮坂ゴム 宮坂ゴム キッツメタルワークス 諏訪三社電機

ＫＣＪ ダイヤ精工 東新精工 守矢精機製作所 りぶら ヤクシン総業 ケンズメタルワーク ダイイチコンポーネンツ

コイケ技研 高島産業 長野精工 芳沢スクリーン 熱処理 コスモス工業 タカネ

コスモ精工 田中研削所 溶接 野口工業 ダイカスト金型 サンエイ NISSHAサイミックス 高橋製作所

コトー工業 ティー・ピー・エス アトラス ヤクシン総業 中塚金型 サンゴバン諏訪工場 玉川精工

佐藤工業 長野精工 イトウテック ワイケー・プランニング シスマック テムコ

山城精工 西澤研磨 大野鉄工 新光精機製作所 ナガノ

サンヨー 原田工業 サンヨー 組立・接着・溶着 検査 伸和産業 長野精工

シスマック マルイ研磨工業 シントク プレス金型 アイハラ製作所 イハラ工業 スワラクノス 日成機工

清水製作所 ミクロン精工 ツカタ キャドソン 伊藤精機 ナカジマ ダイナ楽器 野村ユニソン

城南精機製作所 ミューテクノ 日産製作所 サンテム イトウパーツ工業 三笠精工 太陽精工 深井製作所

信栄治工具 ミヤサカ工業 野村ユニソン 茅野工機製作所 イハラ工業 大和生物研究所 フジ精機製作所

新光精機製作所 メイユー マツムラ工業 茅野工業 エフアイテック ナカジマ タカネ マクロ

シントク 八ヶ根工業 ティー・ピー・エス オガ ハイプラスト タクト ミハマ

新和工機 ユーレックス 東新精工 クドウ総業 フジ精機製作所 ディオン光学技研 みやま

スワラクノス ワイケー・プランニング レーザー加工 長野精工 共友電材工業 三笠精工 テクノマックス 武藤電機茅野工場

関製作所 イトウテック 野口工業 シンエツ電材 みやま デジタル・スパイス ヤマト製作所

ダイナ楽器 エス・ティ・レーザー マルキュウシンコー スワニー メイユー テムコ

太陽精工 マックス サンヨー 三井製作所 東和電子 ユーシステム 長野精工金属

ダイワ金属 マルト精機 高島産業 りぶら 仲屋ブラシ工業 源精機

高島産業 ミクロン精工 ツカタ(ﾚｰｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ含) ニチカ ミヤサカ工業

ティアンドケイ ミナト工業所 日産製作所 マツムラ工業 野村ユニソン 宮坂ゴム

富精密 源精機 野村ユニソン りぶら 浜製作所 武藤電機茅野工場

長野精工 宮坂ゴム ハッケン メカ・エンジ

ナショナルツール 宮坂精機 ハーツ 八剣技研

日成機工 メイユー プリント基板 実装 ピーエムオフィスエー ユーレックス

ノグチマシン 矢ヶ崎工業 アイン アイン ファーマックメディカル りぶら

野村ユニソン 八剣技研 電子・電気設計 機械設計 SIMMTECH　GRAPHIC エフアイテック 二葉電機製作所 ワークスベル

ハーツ 山崎製作所 いろは工房 アプローチ サンヨー工業 オリンピア産業

ファーマックメディカル ラフィス オリンピア産業 イツミ 2022.9.8 ちの技研 五味電子

プラスアース ワイエス シーピーエス シスマック マルヤ製作所 シーピーエス 出版印刷 食品

プラフト ワイケー・プランニング 諏訪三社電機 高島産業 ヤハタ精工 諏訪電子 郁文舎印刷所 うめはら蓼科工場

諏訪電子 タクト リョウワ ニチワ工業　(ﾚ-ｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ) 永明社印刷所 オレンジゼリー本舗

タクト テクノプロジェクト 丸山製作所 カワイ印刷 北原産業

樹脂成形 樹脂加工 ちの技研 デジタル・スパイス 電子・電気機器 機械装置製造 ＣＡＭ編集 三笠精工 森仙印刷所 湖東食品工業所

ケーアイ精工 あずさプラスチック テクノプロジェクト 東洋精機工業 アクセル アプローチ 芳沢スクリーン ヤジマ製作所 ユープリント 高山製粉

小平化工 岩下工業 デジタル・スパイス 野村ユニソン エイブル イツミ ヌーベル梅林堂

五味企画 エムエフレジン 野村ユニソン 福田エンジニアリング オーク製作所 エム・シー・エス 光学部品・製品製造 原田製麺

チノプラ オクト プライムシステムズ プラスアース 北村機電 オーセンアライアンス オプト 松木寒天産業

ピーエムオフィスエー 共友電材工業 プラスアース プレマテック コーヨーテクノス シスマック コードテック 丸井伊藤商店

堀プラスチック工業 太陽精工 プレマテック ミノス シーピーエス 高島産業 治工具 切削刃物 テクノホライゾン マルゴ商店

丸文合成 ハイプラスト プロアクト ワイ・エム・アイ 諏訪三社電機 タクト アイ・エム・アイ カサイツール ディオン光学技研 八ヶ岳乳業

宮坂ゴム 浜精工 フロンティア・テクノロジー ニチワ工業 ディスコ オクト コスモツール 八ヶ岳岳麓蕎麦園

みやま プラフト ファナックパートロニクス テクノプロジェクト 小平技研 ナショナルツール 梱包・包装 山高味噌

みやま 試作部品・モデリング ＩＴ・ソフト プロアクト デジタルスパイス コーヨーテクノス ハマツール コスモス工業 ユウキ食品工業蓼科工場

樹脂金型 ヤクシン総業 エス・ティ・レーザー コードテック ミノス 東洋精機工業 シスマック ミューテクノ テクノパック 渡辺製麺

サワキ キャドソン 坂本レゾナンス 野村ユニソン 信栄治工具 マルコー

スワニー ゴム 桜企画 デジタル・スパイス 福田エンジニアリング ハーツ ヤクシン総業

テクノホライゾン 宮坂ゴム スワニー プラスアース フジテックス 八剣技研 バネ

ピーエムオフィスエー ハイプラスト 光学設計 プレマテック ミノス 八ヶ根工業 オーシャンズ

フジケイ金型 りぶら ディオン光学技研 ミノス メイユー ワイエス

みやま テクノホライゾン 八剣技研 モモセ治工具 ワイ・エム・アイ

切削・研磨

樹脂成形・樹脂加工

鍛造・鋳造・転造

工具

板金・プレス 表面処理

組立・検査

プリント基板・実装

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ・ｵﾘｼﾞﾅﾙ製品

設計・開発

電子・機械装置製造



あ
伊藤ｸﾛｰﾑ ｴﾑｴﾌﾚｼﾞﾝ 北原産業 ｺｽﾓﾂｰﾙ ｻﾝｴｲ 新光精機製作所 大和生物研究所 ﾃﾞｨｵﾝ光学技研 中塚金型 日成機工 原田製麺 ﾌﾟﾘﾃｯｸ ﾏﾙｺﾞ商店 宮坂精機 八ヶ根工業

わ

ｱｲﾊﾗ製作所 伊藤精機 ｴﾑｼｰｴｽ 北村機電 小平化工 山城精工 ｼﾝﾄｸ 高島産業 ﾃﾞｨｽｺ長野事業所 ﾅｶﾞﾉ ﾇｰﾍﾞﾙ梅林堂 ﾌｧｰﾏｯｸﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾌﾟﾚﾏﾃｯｸ ﾏﾙﾄ精機 みやま 八剣技研 ﾜｰｸｽﾍﾞﾙ

ｱｲﾝ ｲﾄｳﾃｯｸ ｵｰｸ製作所 ｷｯﾂﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾀｰ 小平技研 ｻﾝﾃﾑ 伸和産業 ﾀｶﾈ ﾃｸﾉﾊﾟｯｸ 長野精工 野口工業 ﾌｧﾅｯｸﾊﾟｰﾄﾛﾆｸｽ ﾌﾟﾛｱｸﾄ 丸文合成 ﾐｭｰﾃｸﾉ ﾔﾊﾀ精工 ﾜｲｴｽ

ｱｸｾｽ ｲﾄｳﾊﾟｰﾂ工業 ｵｰｾﾝｱﾗｲｱﾝｽ ｷｯﾂﾒﾀﾙﾜｰｸｽ 湖東食品工業所 ｻﾝﾖｰ 諏訪三社電機 高橋製作所 ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 長野精工金属 ﾉｸﾞﾁﾏｼﾝ 深井製作所 ﾌﾛﾝﾃｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ﾏﾙﾔ製作所 武藤電機茅野工場 山崎製作所 ﾜｲｴﾑｱｲ

ｱｸｾﾙ ｲﾊﾗ工業 ｵｰｾﾝﾃｯｸ ｷｬﾄﾞｿﾝ ｺﾄｰ工業 ｻﾝﾖｰ工業 諏訪電子 ﾀｸﾄ ﾃｸﾉﾎﾗｲｿﾞﾝ 長野銘板 野村ﾕﾆｿﾝ 福田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 堀ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業 丸山製作所 ﾒｲﾕｰ 山高味噌 ﾜｲｹｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

あずさﾌﾟﾗｽﾁｯｸ いろは工房 大野鉄工 共友電材工業 小林工業所 ｼｰﾋﾟｰｴｽ ｽﾜﾆｰ 田中研削所 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾊﾟｲｽ 仲屋ﾌﾞﾗｼ工業

は
ﾌｼﾞｹｲ金型

ま
三笠精工 ﾒｶｴﾝｼﾞ ﾔﾏﾄ製作所 渡辺製麺

ｱﾃｲﾝ 岩下工業 ｵｶﾞ ｸﾄﾞｳ総業 五味企画 ｼｽﾏｯｸ ｽﾜﾗｸﾉｽ 玉川精工 ﾃﾑｺ ﾅｼｮﾅﾙﾂｰﾙ ﾊｰﾂ ﾌｼﾞ精機製作所 松木寒天産業 ﾐｸﾛﾝ精工 ﾓﾓｾ治工具 ﾕｳｷ食品

ｱｰﾄﾏｼﾞｯｸ ｳｲﾝﾃｯｸ ｵｸﾄ ｹｰｱｲ精工 五味製作所 清水製作所 関製作所 ちの技研 東京ﾀﾞｲｶｽﾄ 新村塗装 ﾊｲﾌﾟﾗｽﾄ 富士ﾀﾞｲｶｽﾄ工業 ﾏｯｸｽ 三井製作所 森仙印刷所 ﾕｰﾌﾟﾘﾝﾄ

ｱﾄﾗｽ うめはら ｵﾌﾟﾄ KCJ 五味電子 SIMMTECH GRAPHICS

た
茅野工機製作所 東新精工 ﾆｺｰ精工 ﾊｲﾗｲﾄ ﾌｼﾞﾃｯｸｽ ﾏｸﾛ ﾐﾅﾄ工業所 守矢精機製作所 ﾕｰﾚｯｸｽ

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ｴｲｺｰ ｵﾘﾝﾋﾟｱ産業 ｺｲｹ技研

さ
正英製作所 ﾀﾞｲｲﾁｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ 茅野工業 東洋精機工業 西澤研磨 ﾊｯｹﾝ 富士ﾏｰｸ ﾏﾂﾑﾗ工業 源精機

や
芳沢ｽｸﾘｰﾝ

有賀ﾐｸﾛ精機 永明社印刷所 ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘ-本舗 ｺｰﾄﾞﾃｯｸ 坂本ﾚｿﾞﾅﾝｽ 城南精機製作所 ﾀﾞｲﾅ楽器 ﾁﾉﾌﾟﾗ 東和電子 ﾆﾁｶ 浜精工 二葉電機製作所 丸井伊藤商店 ﾐﾉｽ 矢ヶ崎工業

ら

郁文舎印刷所 ｴｲﾌﾞﾙ

か
ｺｰﾖｰﾃｸﾉｽ 桜企画 信栄治工具 ﾀﾞｲﾔ精工 ﾂｶﾀ 富精密 ﾆﾁﾜ工業 浜製作所 ﾌﾟﾗｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ ﾏﾙｲ研磨工業 ﾐﾊﾏ ﾔｸｼﾝ総業 ﾗﾌｨｽ

いしやま ｴｽﾃｨﾚｰｻﾞｰ ｶｻｲﾂｰﾙ ｺｽﾓｽ工業 佐藤工業 信栄製作所 太陽精工 ﾃｨｱﾝﾄﾞｹｲ

な
日産製作所 浜ﾀﾞｲｶｽﾄ ﾌﾟﾗｽｱｰｽ ﾏﾙｷｭｳｼﾝｺｳ ﾐﾔｻｶ工業 ﾔｼﾞﾏ製作所 りぶら

市川製作所 ｴﾌｱｲﾃｯｸ ｶﾜｲ印刷 ｺｽﾓ精工 ｻﾜｷ ｼﾝｴﾂ電材 ﾀﾞｲﾜ金属 ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ ﾅｶｼﾞﾏ NISSHAｻｲﾐｯｸｽ ﾊﾏﾂｰﾙ ﾌﾟﾗﾌﾄ ﾏﾙｺｰ 宮坂ｺﾞﾑ 八ヶ岳乳業 ﾘｮｳﾜ
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