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企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社アイシム医療器 AICIMU IRYOUKI CO.,LTD. 東京都
卸・小売・商社、その他（電子治療
器）

アルファダック治療器（複合最新型治療器）

アイシン軽金属株式会社 AISIN KEIKINZOKU CO.,Ltd 富山県 自動車関連
アルミダイカスト、押出を中心とした自動車向
け製品

アイシン・メタルテック株式会社 AISIN METALTECH Co,.Ltd. 富山県

アイティオ株式会社  I.T.O.Co.,Ltd 富山県 機械要素部品

アイティ経営コンサルタント株式会
社

It Keiei Consultant Co.,Ltd. 富山県

株式会社アクア機械工業 AQUA MACHINERY CO.,LTD 富山県 ロボット関連

　機械設計
　省力化機械の設計製作
　ユニバ－サルロボットと周辺機器の販売
　ユニバ－サルロボットを使用したロボットシ
ステムの設計製作

アルマーク株式会社 Almarq Inc. 富山県 機械設備
LINXｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ　　　　APLINK
REA-HR　　　　VIAｼﾘｰｽﾞ
ラベラー　　　産業用スタンプマーキング機器

アンタック株式会社 Antac co.,LTD 石川県

有限会社イージー・エンジニアリン
グ

EZ engineering cooperation 富山県 機械設備
機械開発・設計・制作（自動化機械・省力化機
械）

T-Messe 2019　富山県ものづくり総合見本市
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http://www.icm-alphaduck.sakura.ne.jp/
http://www.aisin-ak.co.jp/
http://www.aisin-metaltech.jp/
http://www.ito-ito.jp/
https://www.it-keiei.info/
https://www.it-keiei.info/
http://www.aqua-kikai.com/
https://www.almarq.co.jp/
http://www.antac.co.jp/index.html
http://www.ez-eng.jp/
http://www.ez-eng.jp/
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株式会社イーシステム 富山県 IT
映像制作(テレビCM、PV映像制作、プロジェク
ションマッピング制作)、
アプリ開発。

株式会社イクシス IXIS inc 長野県
プラスチック, その他（試作専門
メーカー）

光造形試作
真空注型試作
切削加工（樹脂・アルミ他）試作
2次処理
その他

池田金属工業株式会社
IKEDA METAL INDUSTRIAL CO.

LTD
大阪府 機械要素部品

1.工業用ファスナー部品の販売(JIS企画ボル
ト・ナット、及び関連部品など)
2.工業用特殊部品や特殊機能商品の企画・開
発・販売
3.各種試験の受託

イセ株式会社 isekabushikikaisya 富山県 プラスチック、卸・小売・商社 包装資材・包装機器

石川県中小企業団体中央会
Ishikawa Federation of Small

Business Associations
石川県 官公庁・各種団体・学校

①組合等の設立や運営の支援、②任意グ
ループなど連携組織の形成支援、③金融・税
制や労働問題など中小企業の経営について
の相談業務、④中小企業者や組合等が取り
組む新商品・新サービスの開発、ものづくり、
地域ブランドや販路開拓、環境対応、人材養
成等に対する各種助成事業による支援を行っ
ている。

一般社団法人石川県鉄工機電協
会

ISHIKAWA

MACHINERY&ELECTRONICS

ASSOCIATION

石川県
その他（医療健康・介護支援機器
及び関連部品・技術）

業界の振興発展のため、石川県の基幹産業
である機械・金属・電機・電子分野などをリー
ドし、約８００社からなる会員構成のもと、多方
面にわたって事業を展開
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http://www.esyst.co.jp/
http://www.ixis.co.jp/
http://www.ikekin.co.jp/
https://www.isekabu.co.jp/
http://www.icnet.or.jp/
http://www.tekkokiden.or.jp/
http://www.tekkokiden.or.jp/
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株式会社石崎製作所 富山県

株式会社一期 富山県

株式会社イマオコーポレーション - 岐阜県
機械要素部品、その他（治具部品
）

標準機械部品、標準治具、アルミ構造材、製
造情報システム

株式会社岩黒製作所 Iwakuro Mfg.Co.,Ltd 富山県 機械設備

ヴィッテンシュタイン株式会社 WITTENSTEIN Ltd. 東京都 機械要素部品
サーボ用減速機、高精度ラック&ピニオン
小型サーボモータ、小型サーボアクチュエータ

株式会社ウエステック WESTECH Co., Ltd. 埼玉県

機械設備、機械要素部品、自動
車関連、ロボット関連、航空機関
連、電気・電子、プラスチック、ア
ルミ

揺動式パーツ整列機・部品整列治具・ロボット
用治具・各種組立用治具・各種トレー

株式会社ウェルキャット Welcat Inc. 大阪府 機械設備、IT
ハンディターミナル、ウェアラブルターミナル、
ビーコン、RFID、バーコード、物流業務パッ
ケージ

魚岸精機工業株式会社
UOGISHI　SEIKI　INTERACTIVE

Co.,Ltd.
富山県 金型（及び製品） ダイカスト金型

株式会社内山精工 UCHIYAMA SEIKO Co.,Ltd. 富山県 機械要素部品

越中福岡の菅笠振興会 - 富山県 その他（菅笠・菅製品） 菅笠・菅製品

エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec,Inc. 富山県
機械設備、機械要素部品、ロボッ
ト関連

構造用アルミフレーム「アルファフレームシス
テム」及び各種自動化・搬送装置等のFA装置
の開発・設計・製造・販売

エヌヴェントジャパン株式会社 nVent.com 神奈川県 機械要素部品, 電気・電子
漏液位置検出システム「Trace Tek」 / 自己制
御型電気ヒーター「Auto Trace」 / 給湯温度
保持システム「HWAT」
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https://ishisaki.bsj.jp/
https://ichigomade.com/
http://www.imao.co.jp/
http://www.iwakuro.co.jp/
https://www.wittenstein.jp/
http://www.westech.co.jp/
https://www.welcat.co.jp/
http://www.uogishi.co.jp/
https://www.uchis.co.jp/
https://sugegasa.jp/
http://www.nic-inc.co.jp/
https://premium.ipros.jp/pentairthermal/
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NOK株式会社 NOK CORPORATION 石川県
機械要素部品、その他（各種潤滑
剤）

シール製品（オイルシール、パッキン、Oリング
等）・工業用機能部品・油空圧機器・プラント機
器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニ
クス製品・特殊潤滑剤その他のなどの製造・
仕入・輸入販売

epicerie Cerisier epicerie Cerisier 富山県

株式会社エムダイヤ M-DIA & Co., Ltd 富山県

株式会社大浦工業 OURA INDUSTORY CO.,LTD 新潟県
機械要素部品
各種作業工具、搭載工具、特殊
工具等製造販売

作業工具、搭載工具、特殊工具等製造販売
機械加工部品製造

OS・マーケティング株式会社 OS・MARKETING CO.,LTD. 富山県
卸・小売・商社、デザイン産業、そ
の他（内装・インテリア）

SCANDIAMOSS、グリーンパネル、エタノール
暖炉、業務用大型ごみ箱、防草シート

株式会社大谷工業 OTANI KOGYO CO.,LTD. 東京都 機械設備

配電・通信線用架線金物、ＣＡＴＶ・防災無線
用金物、鋲螺の製造・販売
送電鉄塔・無線鉄塔、屋外鉄構、架台、フェン
スの設計・製造・販売
スタッドの製造・販売、溶融亜鉛めっき加工

株式会社オーバル OVAL Corporation 東京都

１．オーバル歯車式およびその他各種流量計
の製作販売
２．計測管理およびエネルギー管理用諸機
器、諸装置の製作販売
３．計装及び環境制御に関する諸工事ならび
にこれに関連する諸機器の製作販売

太谷株式会社 Oya  Co.,Ltd 石川県 卸・小売・商社
パレット、フレコンバッグ、フィルム等の物流梱
包資材

有限会社小野沢家具店 富山県
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http://www.nok.co.jp/
https://www.m-dia.jp/
http://www.oura-industory.co.jp/
http://www.os-marketing.co.jp/
http://www.otanikogyo.com/
https://www.oval.co.jp/
http://www.oya-grp.jp/
http://onozawakagu.co.jp/
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おりーぶ 富山県 卸・小売・商社

オリオン機械株式会社 Orion Machinery Co., Ltd. 長野県 機械設備
真空ポンプ、チラー、エアードライヤー、精密
空調機器、ジェットヒーター

勝星産業株式会社 KACHIBOSHI SANGYO CO.LTD. 富山県 繊維 作業用手袋、名入れ手袋

株式会社金森メタル 富山県

カナヤママシナリー株式会社 富山県

カブトプラテク株式会社 Kabutoplatec. Co., Ltd. 茨城県 機械要素部品, プラスチック

半導体製造装置・医療用機器・食品製造設
備・自動化省力化機器・各種治工具・製造ライ
ン構成機器などに使用される、機械要素部品
を各種プラスチック素材を用いて加工し皆様
に提供しております。

株式会社河島建具 KAWASHIMATATEGU　Co.,Lｔｄ 富山県

川本化成株式会社 kawamokasei co 和歌山県 ロボット関連, プラスチック
樹脂溶接加工品及び切削機械加工品の製
造、検査装置、ロボット装置の製造

岸田木材株式会社 富山県

株式会社北日本製工 KITANIHON SEIKOU Co.,LTD, 富山県 機械要素部品

キタムラ機械株式会社
KITAMURA　MACHINERY

CO.,LTD
富山県 機械設備

マシニングセンタ（立て軸、横軸、門形）、同時
5軸制御自由曲面加工機、複合加工機、7軸
制御空中加工機（同時6軸）、超高速・高精度
加工機、ジグボーラー、リバース３Ｄプリンター

Kitchen Ben’s Beef Bar Kitchen Ben’s Beef Bar 富山県 飲食
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http://www.orionkikai.co.jp/
http://www.kachiboshi.net/
http://www.kanamori-metal.co.jp/
http://kanayama-m.com/
http://kabutoplatec.co.jp/
http://kawashima-tategu.com/
http://www.pvc-kawamoto.co.jp/
https://kishidamokuzai.co.jp/
http://metalmania.jp/
http://www.kitamura-machinery.co.jp/
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キュアコード株式会社 富山県 IT

餃子のまーちゃん 富山県 飲食

株式会社空間洗浄Lab 東京都 医薬品、食品加工 マイクロミスト噴霧型加湿器

クロダ精機株式会社 KURODASEIKI CO., LTD 長野県
機械設備, 機械要素部品, 自動車
関連, 航空機関連, 電気・電子

超精密板金・薄板プレスの試作部品

ケルヒャージャパン株式会社 神奈川県 機械設備
家庭用製品及び業務用のトータル清掃・洗浄
システム販売

興研株式会社 KOKEN　LTD 石川県

機械設備、機械要素部品、金型
(及び製品)、自動車関連、ロボッ
ト関連、航空機関連、電気・電
子、プラスチック、アルミ、繊維、
医薬品、化学、食品加工、伝統工
芸、デザイン産業、その他

オープンクリーンシステム「ＫＯＡＣＨ」「ＬＡＭＩ
ＫＯＡＣＨ」、
環境改善機器プッシュプル型換気装置、

株式会社高志インテック 富山県 IT

有限会社向陽缶機 富山県 機械要素部品

コーセル株式会社 COSEL 富山県 電気・電子

国際拠点港湾伏木富山港ポート
セールス事業推進協議会

FUSHIKI‐TOYAMA　PORT

PROMOTING　CONFERENCE
富山県 官公庁・各種団体・学校 伏木富山港の利用促進に向けたPR

コスモサウンド株式会社 COSMOSOUND 東京都 ＩＴ、伝統工芸 Victor手作り一体型オーディオＥＸ－Ｂ５

コニカミノルタジャパン株式会社 KONICA MINOLTA JAPAN,INC. 愛知県

機械設備、機械要素部品、金型
(及び製品)、自動車関連、ロボッ
ト関連、航空機関連、プラスチッ
ク、アルミ、繊維、医薬品、化学、
食品加工、伝統工芸、デザイン産
業

産業用計測機器
測色計/輝度計/照度計/外観検査装置他
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https://curecode.jp/
http://www.kuukansenjo.jp/
http://www.kurodaseiki.co.jp/
https://www.kaercher.com/jp/
http://www.koken-ltd.co.jp/
http://www.koushi-intec.co.jp/
http://koyo-kanki.com/
https://www.cosel.co.jp/
http://www.pref.toyama.jp/sections/1307/portsales/
http://www.pref.toyama.jp/sections/1307/portsales/
http://www.cosmosound.co.jp/
http://sensing.konicaminolta.jp/
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小松鋼機株式会社 KOMATSU KOUKI CO.,LTD. 石川県 卸・小売・商社

切削工具、測定機器、ツーリング、油空圧工
具、作業工具、油材、工作機械、板金機械、ロ
ボットシステムを含む各種省力化機器、自社
ブランド商品（切削工具、環境商品）

株式会社近藤製作所 Kondo Seisakusho Co.,Ltd. 愛知県
機械設備、機械要素部品、ロボッ
ト関連

①ハンド＆チャック　②自動化システム　③画
像システム　④自動車部品

埼玉県産業技術総合センター
Saitama Industrial Technology

Center
埼玉県 官公庁・各種団体・学校

埼玉県産業技術総合センター（SAITEC）は、
埼玉県が運営する公設試験研究機関です。
地域の中小企業が抱える「困りごと」の解決や
「やりたいこと」の実現を技術的な側面から、
お手伝いしています。

公益財団法人埼玉県産業振興公
社

Saitama Industrial Promotion Public

Corporation
埼玉県 官公庁・各種団体・学校 埼玉県内中小企業の支援

埼玉県産業労働部産業支援課・先
端産業課

Saitama　Prefectural　Government

Department　of　Industry　and

Labor

埼玉県 官公庁・各種団体・学校 県内商工業、観光の振興、就業支援等

株式会社斉藤製作所 SAITO　Manufacturing　Co.,Ltd. 富山県 プラスチック

坂田通商株式会社 SAKATA TRADING CO.,LTD. 富山県 卸・小売・商社 健康食品

澤川鍛造工業株式会社
SAWAKAWA FORGING

INDUSTRY　CO.,LTD.
富山県 機械要素部品

三英工業株式会社 富山県 IT

三協化成株式会社 富山県 プラスチック
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http://www.komatsukouki.co.jp/
http://konsei.co.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/
https://www.saitama-j.or.jp/
https://www.saitama-j.or.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/
http://saito-inc.com/
http://www.sakatats.com/
http://www.sawakawa.co.jp/
http://lostwax.co.jp/
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三協立山株式会社 Sankyo Tateyama, Inc. 富山県 アルミ

ビル用建材・住宅用建材・エクステリア建材ア
ルミニウム・マグネシウムの鋳造・押出・加工
店舗用汎用陳列什器・規格看板・店舗および
関連設備のメンテナンス

三耐工業株式会社 santaikougyo CO.,LTD 富山県 卸・小売・商社

パッキン、ホース・継手、ベルト搬送駆動関
連、ゴム・樹脂・電材関連、摩擦材・潤・滑接着
材、ライニング・コーティング、保温・保冷・断
熱・吸音材、建築・土木関連、機器・装置、施
工・メンテナンス

株式会社サン・フレア Sunflare Co., Ltd. 東京都 その他（産業翻訳）

翻訳/ローカライズ
工作機械メーカーの翻訳実績多数！
専門知識が必要な文書も、豊富な知識と経験
を持つ翻訳のプロ集団にお任せ下さい。

株式会社サン・プロテック sun protec 愛知県 デザイン産業 情報のマンガ化サービス

三洋貿易株式会社 SANYO TRADING CO., LTD. 東京都
自動車関連、航空機関連、電気・
電子、プラスチック、繊維、化学、
卸・小売・商社、その他（試験機）

トライボロジー関連機器（試験機・メンテナンス
用分析機器）、耐候性試験機、表面物性測定
機器、発光分析計、WS-CRDSアナライザー
（ガス濃度、同位体比）、バイオプロセスセン
サー、SPF分析器など広範囲の科学機器

C.D.T企画（鈴屋） 富山県

株式会社CBFサービス CBFSERVICE 富山県 飲食 業務用コーヒー、喫茶・レストラン用材料

ジェスシステムズ株式会社 富山県

株式会社SHIMARS（旧：島石油株
式会社）

SHIMARS 富山県 卸・小売・商社
石油製品の取り扱い
工業用潤滑油
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http://www.st-grp.co.jp/
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企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社島津製作所 Shimadzu Corporation 京都府 その他（分析計測機器）

クロマト分析システム
質量分析システム
光分析システム
バイオ関連分析システム
表面分析・観察システム
水質計測システム
排ガス測定システム
材料試験機
疲労・耐久試験機
非破壊検査システム
粉粒体測定システム

株式会社伸榮商会 SINEI-TOOLS 富山県
機械設備、機械要素部品、卸・小
売・商社

工作機械・工具・測定・伝導

シンゲン精密材料株式会社
SHINGEN PRECISION MATERIAL

Co., LTD
滋賀県 機械要素部品、金型（及び製品） 金型精密加工部品・機械用精密加工部品

株式会社スギノマシン SUGINO MACHINE LIMITED 富山県

機械設備、機械要素部品、自動
車関連、ロボット関連、航空機関
連、電気・電子、繊維、医薬品、
化学

　高圧ジェット洗浄装置、超高圧水切断装置、
原子力発電所検査保守用機器、湿式・乾式微
粒化装置、
　ドリリングユニット、タッピングユニット、マシ
ニングセンタ、拡管工具･装置、抜管装置、鏡
面仕上工具、
　バイオマスナノファイバー、産業用ロボット等
の開発・設計、製造、販売

株式会社スプラウト Sprout Inc. 富山県 IT
・VRアプリ開発及び実写ＶＲ撮影　　・ＡＲアプ
リエコデンス　　・音楽・効果音　　・デザイン制
作　　　　　　　　・ドローン撮影
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https://www.shimadzu.co.jp/
http://www.sinei-tools.co.jp/
http://www.ftxdg.com/
http://www.sugino.com/
https://www.sprout-sense.com/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

スリーエムジャパン株式会社 3M　Japan　Limited 大阪府 その他（安全衛生製品）

産業向け資材・日用品メーカーとして、以下の
分野で製品・サービスを展開。
自動車関連、業務用ソリューション、コン
シューマー、建設・建築、エレクトロニクス、電
力・電設、エネルギー、ヘルスケア、製造関
連、セーフティ、交通関連

株式会社セイシン SEISHIN Co., Ltd. 富山県 機械設備, 卸・小売・商社
漏液位置検出システム「Trace Tek」 / 自己制
御型電気ヒーター「Auto Trace」 / 耐候性融
雪マット「ソーヒーター」

ゼオンノース株式会社 富山県

株式会社ゼン ZEN 東京都

機械設備, 機械要素部品, 自動車
関連, ロボット関連, 航空機関連,
電気・電子, プラスチック, アルミ,
医薬品, デザイン産業

自動車部品、OA機器、医療部品、半導体、家
具等様々な製品に使用される試作加工品。

株式会社TAPP 富山県

株式会社ダイエイバレル Daiei Barrel Co.,Ltd 埼玉県
機械要素部品、自動車関連、そ
の他（加工技術）

バレル研磨技術の提供

株式会社大興製作所 DAICO MFG CO., LTD. 京都府
機械設備、機械要素部品、自動
車関連、電気・電子、医薬品、化
学、食品加工

石英ガラス製品、ヒーター、UV（紫外線）関連
製品

タイショウカリー 富山県

株式会社ダイテックス DAITEX 東京都 その他（サービス業） 機械設計　（技術者派遣・請負）

ダイヤセラミックス diaceramics 石川県 卸・小売・商社
HVLSファン(大風量低速回転 大型ファン)
熱中症対策 結露対策商品各種
建物メンテナンス業
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http://www.mmm.co.jp/
http://www.kk-seishin.com/
https://www.zen.co.jp/
http://www.daiei-barrel.com/
http://www.daico.co.jp/
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企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

泰和ゴム興業株式会社
TAIWAGOMUKOGYO

CORPORATION
石川県

機械設備, 機械要素部品, 金型
（及び製品）, 自動車関連, ロボッ
ト関連, プラスチック, 卸・小売・商
社

工業用ゴム製品（各種ﾎｰｽ、ｼｰﾙ、ﾊﾟｯｷﾝ、ﾍﾞ
ﾙﾄ、防音・防振製品）
合成樹脂製品（成形品・加工品）
ゴム・樹脂ホース・各種継手類

株式会社タカオカメガ TAKAOKA MEG CO.,LTD 富山県

機械設備, 機械要素部品, 金型
（及び製品）, 自動車関連, ロボッ
ト関連, プラスチック, アルミ, 卸・
小売・商社, 食品加工

研削砥石、中古機、新品機械、専用機、部品
製作、OEM、機械修理（オーバーホール）

株式会社タカギセイコー 富山県 プラスチック

株式会社タカシマ TAKASHIMACo.ltd. 東京都 卸・小売・商社
各種ネジ類、緩み止め製品、表面処理製品、
金属加工製品

タカタ精密工業株式会社
TAKATA　SEIMITSUKOUGYOU

Co., Ltd
富山県 機械要素部品

タカノギケン株式会社 Takano Giken Co.,Ltd 富山県 電気・電子

高松油脂株式会社 TAKAMATSU OIL & FAT.,CO.LTD 石川県 化学

繊維用加工剤(柔軟剤、吸水速乾剤、汚れ防
止剤、帯電防止剤、抗菌剤、消臭剤、等）
プラスチックフィルム用コーティング剤（防曇
剤、印刷適性向上剤、ＩＪインキ用受容層、帯
電防止剤、離型剤、等）

竹中産業株式会社 The Takenaka Co.,Ltd. 東京都 卸・小売・商社

石油製品(産業用燃料燃料、潤滑油、グリー
ス)、
化学品（有機・無機薬品）
容器（ドラム缶、ペール缶、フレコン、パレット）
産業機器
当社オリジナル商品

株式会社タスク Task Co., Ltd. 石川県 ＩＴ ロボ社員（RPA）、Box、Salesforce
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http://www.taiwagomu-web.jp/
http://www.takaokameg.co.jp/
http://www.tksm.co.jp/
http://www.takataseimitsu.com/
http://www.takanogiken.co.jp/
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http://www.takenakasangyo.co.jp/
https://www.task.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

立山科学グループ Tateyama Kagaku Group 富山県
機械設備、機械要素部品、電気・
電子、IT

電子部品、電子機器、産業用自動生産設備、
金属部品加工、ソフトウェア開発、高齢者みま
もりサービス

株式会社タナカエンジニアリング TANAKA ENGINEERING CO.,LTD. 富山県 機械設備

田辺工業株式会社
TANABE ENGINEERING

CORPORATION
富山県 機械設備、ロボット関連

プラントエンジニアリング、電気・計装工事、自
動化装置の設計・施工

株式会社TAN-EI-SYA 富山県

有限会社端保機工 Tampo Kikou co.ltd 富山県
機械設備、機械要素部品、ロボッ
ト関連、卸・小売・商社

各種工作機械販売、CAD/CAM販売　測定機
器及び製造業向け各種ソフトウェア販売。加
工コンサルティング業。外注マッチングサービ
ス

独立行政法人中小企業基盤整備
機構　北陸本部

SME SUPPORT JAPAN 石川県 官公庁・各種団体・学校

中小企業の経営課題解決に向けた各種支援
メニュー
（専門家派遣、海外展開支援、eコマース普
及、共済制度の運営など）

津根マシンツール株式会社 TSUNE MACHINE TOOL CO.,LTD. 富山県 卸・小売・商社

椿本興業株式会社 TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. 石川県 機械設備

椿本チエイングループ商品、ギヤ、モーション
コントローラー、センシング・検査計測、
モーター&ギヤードモーター、サーボ(回転型
/DD)、リニアサーボ、非接触動力伝達　等

株式会社椿本チエイン Tsubakimoto Chain Co． 石川県 機械要素部品
各種チェーン、コンベヤ、減速機、電動シリン
ダ、各種継手、ケーブルベヤ、自動車部品

株式会社ティーアンドティー・タカマ
ツタテグ

富山県
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https://www.tateyama.jp/
http://www.tanasei.co.jp/corporate/group/teg/index.html
https://www.tanabe-ind.co.jp/
http://multi-axis.com/
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http://oletto-door.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

DHF　JAPAN　株式会社 DHF JAPAN 愛知県
金型（及び製品）, 卸・小売・商社,
その他
切削工具

エンドミル、ドリル

株式会社テクノア TECHNOA Inc. 岐阜県 ＩＴ 中小製造業様向け生産管理ソリューション

株式会社テクノソリューションズ TECHNOsolutions Corp. 東京都 ＩＴ

SOLIDWORKS（3DCAD)
SOLIDWORKS Simulation シリーズ(非線形を
含む各種解析、及び熱流体解析）
SOLIDWORKS Enterprise PDM(技術情報管理
システム)
SOLIDWORKS Composer(取説、組立指示書
作成ツール）
CAMWorks（旋盤から同時5軸まで対応
SOLIDWORKSアドインCAD/CAMシステム）
Markforged社金属3Dプリンター（Metal X) /炭
素繊維複合材3Dプリンター
3D スキャナーによる検査及びリバースエンジ
ニアリング
Trast Station(自社開発PDMシステム)
Roland 小型切削機

有限会社デコラティブクリエーショ
ン

decorativecreation 富山県 デザイン産業
・各種DIYキット
・各種リメイクパッケージ品
・お風呂リメイク

伝統工芸高岡銅器振興協同組合 富山県

株式会社電陽社 DENYOUSYA 富山県 ロボット関連、卸・小売・商社
制御機器・電子部品・計測機器・コンピュー
ターシステム・ロボット
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http://www.endmill.com.tw/index.php
https://www.technoa.co.jp/
http://www.t-sol.co.jp/
https://decora-c.com/
https://decora-c.com/
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企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

東京貿易テクノシステム株式会社
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM

LTD.
愛知県

機械設備、自動車関連、ロボット
関連、航空機関連、その他（3次
元測定機）

3次元自動計測機、3次元測定機、非接触3次
元測定機、レザートラッカー、非接触段差隙測
定機、動的計測システム、デザイン向け加工
機、品質マネジメントシステム

東成エレクトロビーム株式会社 TOSEI ELECTROBEAM Co., Ltd 東京都 機械設備、その他（受託加工業）
・レーザクリーニング装置
・受託加工(電子ビーム溶接、レーザ加工)

東拓工業株式会社 TOTAKU  INDUSTRIES  ,INC. 富山県 プラスチック
空調用ダクトホース・液体用ホース・食品用
ホース・脱PVCホース
フッ素ホース及び部品

東朋テクノロジー株式会社 Toho Technology Corp. 愛知県
機械設備, 自動車関連, ロボット
関連, 電気・電子

IoTにかかわる製品…設備予兆診断システム
『Foresight』、長距離無線機『OWLCODE』等々
制御にかかわる製品…端子台、ﾘﾚｰﾀｰﾐﾅﾙ、
PLC変換アダプタ、多重伝送装置等々
ネットワーク構築にかかわる製品…電力線伝
送装置『PLINEシリーズ』

株式会社東洋溶材 TOYO YOZAI 東京都 卸・小売・商社
低温溶接棒製造販売・各種フラックス及び溶
接関連商材・パイプ曲げ加工・金属切削加工

轟産業株式会社 TODOROKI INDUSTRY CO.,LTD. 福井県 卸・小売・商社

株式会社鳥羽 kabushikigaishatoba 富山県 卸・小売・商社
伝動機器、油空圧機器、ﾛﾎﾞｯﾄ・FA機器、産業
機器、計装機器、搬送・ﾏﾃﾊﾝ機器、工場関連
設備機器

一般社団法人富山県アルミ産業協
会

富山県

一般社団法人富山県機電工業会 富山県
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https://www.tbts.co.jp/
http://www.tosei.co.jp/
http://www.totaku.co.jp/
https://www.toho-tec.co.jp/
http://toyo-yozai.jp/
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http://www.toba-group.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

富山県産業技術研究開発センター
Toyama Industrial Technology

Research & Development Center
富山県

富山県商工会連合会 富山県

一般社団法人富山県繊維協会 富山県

公益財団法人　富山県新世紀産業
機構

Toyama　New　Industry

Organization
富山県 官公庁・各種団体・学校

創業・ベンチャー、経営革新、技術開発、販
路・流通拡大等、企業経営や事業展開のなか
での様々な課題に対して、効果的な解決を図
るためにワンストップで支援する総合支援機
関

一般社団法人富山県繊維協会 富山県

富山県総合デザインセンター TOYAMA DESIGN CENTER 富山県
デザイン産業、官公庁・各種団
体・学校

富山プロダクツ選定商品

富山県中小企業団体中央会 富山県

公益社団法人富山県デザイン協会 富山県

富山県プラスチック工業会
TOYAMA Prefectural Plastic

Industries Association
富山県 プラスチック

富山県薬業連合会 富山県

公立大学法人富山県立大学 TOYAMA Prefectural University 富山県 官公庁・各種団体・学校
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http://www.itc.pref.toyama.jp/
http://www.tonio.or.jp/
http://www.tonio.or.jp/
https://www.toyamadesign.jp/
http://www.pu-toyama.ac.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

独立行政法人国立高等専門学校
機構　富山高等専門学校

National Institute of Technology,

Toyama College
富山県 官公庁・各種団体・学校

本校は、工学系4学科（機械システム工学科、
電気制御システム工学科、物質化学工学科、
電子情報工学科）、人文社会系1学科（国際ビ
ジネス学科）、商船系1学科（商船学科）の合
計6学科の本科及び専攻科からなっていま
す。
また本校は、本校を拠点とした研究交流を通
じて、産学官協働による知的資源の創造と地
域経済の活性化に資するとともに、本校の教
育に関して必要な助成を行うことを目的とした
支援団体，富山高等専門学校技術振興会を
有しており，その規模は全国高専トップクラス
です。産学官の連携により本校の教育研究活
動に対し、その機能をより高めるべく一層の協
力を図るとともに、地域産業界との円滑な連
携・交流を推進しております。
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企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

富山市新産業支援センター
Toyama city New Industry Support

Center
富山県 官公庁・各種団体・学校

レンタルラボ：16室、クリーンルーム：1室、機
器分析室
主な設備
天井高：2.5m
照明：700ルクス（机上）
床荷重：500kg／㎡
電話設備：外線（別途要個別契約）
ネット環境：光ケーブル・ADSL・CATV（別途要
個別契約）
電気容量：単相100V／200V 最大10KVA／
室、3相200V 最大10KW／室
空調設備：個別空調（電気料自己負担）
換気設備：全熱交換型換気扇（電気料自己負
担）
都市ガス・給水設備：1次側配管済（MBからの
配管工事費・使用料自己負担）
排水設備：区画壁両側の外壁側にキャップ止
め
入退室管理：セキュリティシステムによる24時
間入退室可能
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国立大学法人富山大学 University of Toyama 富山県 官公庁・各種団体・学校

1.研究推進機構　産学連携推進センタ－
　・技術相談
　・大学発の技術の速やかな技術移転活動
　・技術振興支援事業、交流事業、人材育成
支援事業を
　　はじめとした産学連携の推進に必要な活
動

2.研究推進機構　研究推進総合支援センタ－
　・大型分析装置の外部利用（有償）
　・機器分析を主題とする共同研究
　・上記内容における外部機関との連携

富山通商株式会社 TOYAMATSUSHO CO.,LTD 富山県 卸・小売・商社 産業機器・環境機器・油脂油剤・化成品他

株式会社富山フォーム印刷 富山県

株式会社富山プレート TOYAMA PLATE Co. Ltd 富山県

工業用銘板、ネームプレート、警告ラベル、
シール印刷、表示板、サイン、看板、安全カ
バー、樹脂加工、ファイバレーザによる金属加
工・刻印、CO2レーザによる樹脂刻印

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION 愛知県

株式会社 酉島製作所 Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. 大阪府 機械設備、IT 各種ポンプ、メカニカルシール、振動センサ

株式会社中島工務店
NAKASHIMA　CONSTRUCTION

CO,LTD
岐阜県 その他（ダイヤモンド工具）

ダイヤモンドブレード/ダイヤディスク/ダイヤ
モンドコア/ダイアモンドホイール

中原化成品工業株式会社
Nakahara Chemical Products

Industry co.,ltd.
大阪府 プラスチック 絶縁製品

株式会社日伝 NICHIDEN　Corporetion 大阪府 卸・小売・商社
機械要素部品、マテハン機器、ロボット、制御
製品、環境製品等
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https://www.u-toyama.ac.jp/
http://www.toyama-tsusho.co.jp/
https://www.toyamaform.co.jp/
http://www.t-pla.co.jp/
https://www.torishima.co.jp/
http://www.npsg.co.jp/
https://www.nakahara-kk.co.jp/
http://www.nichiden.com/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社日刊工業新聞
THE NIKKAN KOGYO

SHIMBUN,LTD
富山県 その他（新聞社） 新聞、書籍、雑誌

日工株式会社 NIKKO CO.,LTD 新潟県 機械設備、ロボット関連

ベルトコンベヤ・飲料容器再資源化プラント・
ショベル・スコップ・土農工具・アスファルトプラ
ント・バッチャープラント・破砕機・モルタルミキ
サ・パイプ枠組足場・水門

日鉄テクノロジー株式会社
NIPPON STEEL TECHNOLOGY

Co., Ltd.
東京都 その他（試験、分析）

●対象材：鉄鋼材料各種
　　      アルミ、チタン等非鉄材料各種
●試験分析：金属材料の機械試験・分析試
　　　　　験、物性評価腐食・破損原因調査、
       　　非破壊試験　等

株式会社日本成工 NIPPON　SEIKOU 富山県 プラスチック プラスチック製品の製造、販売

株式会社日本オープンシステムズ Japan Open Systems Corporation 富山県 ＩＴ
システム開発・導入、運用・サポート、システ
ムコンサルティング、システム検証

一般社団法人日本工作機械工業
会

Japan Machine Tool Builders'

Association
東京都 官公庁・各種団体・学校

工作機械工業の総合的発展と日本経済の振
興を目的とした業界活動

日本ソフテック株式会社 NihonSoftech Inc. 富山県 ＩＴ

・お客様にぴったりのオーダーメイドシステム
開発
・スマートフォン／タブレットアプリ開発
・パッケージソフトウェア販売
・コンピュータ・ネットワーク機器販売

株式会社日本抵抗器製作所 JAPANRESISTOR MFG.CO.,LTD. 富山県 電気・電子

日本放送協会　富山放送局
Japan Broadcasting Corporation

Toyama Station
富山県 その他（放送）

・国内放送（総合テレビ Eテレ BS1 BSプレミア
ム BS4K・8K  ラジオ第1・第2 FM）
・国際放送

株式会社ネイブ Ｎｅｉｖｅ．Ｃｏ．Ｌｔｄ． 石川県 機械設備 自動車用検査ゲージ　　環境浄化設備
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https://www.nikkan.co.jp/
https://www.nikko-net.co.jp/
https://www.nstec.nipponsteel.com/
http://www.nipon-seiko.co.jp/
https://www.jops.co.jp/
http://www.jmtba.or.jp/
http://www.jmtba.or.jp/
https://www.nsft.co.jp/
http://www.jrm.co.jp/
https://www.nhk.or.jp/toyama/
http://www.neive.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社ネクストリー Co.NEXTRY 富山県 化学
廃水処理用凝集剤、廃水処理装置、塗装ブー
ス循環水の浄化、水性塗料固化剤、土壌改
良材

NES日本エレクトロニクスサービス
株式会社

Nippon Electronics Service Co.,Ltd 富山県 電気・電子、IT
社会インフラ・産業・映像情報・情報通信・健
康福祉生活文化・エレクトロニクスＩＴ　各シス
テムサービス

ネッツトヨタ富山株式会社 富山県 自動車関連

野々市運輸機工株式会社 NONOICHIUNYUKIKO 石川県 その他（運送業）
メタル便、機械の搬出入、倉庫保管（天井ク
レーン付き）、クレーン付き車輌での配送

株式会社橋本テクニカル工業
Hashimoto Technical Industrial

Co.,Ltd
富山県 機械設備

ワイヤ－放電加工機、機械加工による機械部
品や金型部品製作
自社オリジナル商品開発、製造、販売

株式会社バルコム VALCOM Co.,LTD 神奈川県
機械設備、機械要素部品、ロボッ
ト関連、電気・電子、医薬品、食
品加工

デジタル圧力計、圧力センサー、ロードセル、
ストレンゲージアンプ
デジタル圧力計、荷重の専門メーカーです。

阪神化成工業株式会社
HANSHIN KASEI KOUGYOU

CO,.LTD
富山県 プラスチック

バンドー化学株式会社 Bando Chemical Industries, Ltd. 富山県
機械要素部品、自動車関連、ロ
ボット関連、航空機関連

自動車・産業伝動用ベルト製品、その他伝動
用製品、運搬ベルト・システム製品、 クリーニ
ングブレード、高機能ローラ、ポリウレタン機
能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、
医療用フイルム、装飾表示用フイルム等

疋田産業株式会社 HIKIDA INDUSTRY CO.,LTD 石川県
機械設備, 機械要素部品, 自動車
関連, ロボット関連, アルミ, 卸・小
売・商社

軸受、直動機器、駆動機器、FA制御機器、工
作機械、マテハン機器

株式会社ヒラ・テック ＨＩＲA-tec inc. 富山県 機械要素部品

ファインネクス株式会社 FINECS CO., LTD. 富山県 電気・電子
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http://www.nextry.jp/
http://www.neskk.co.jp/
http://www.neskk.co.jp/
https://www.netz-toyama.co.jp/
http://nonoichiunyu.com/
https://www.mizusumasi.co.jp/
https://www.valcom.co.jp/
http://www.hansin.co.jp/
http://www.bandogrp.com/index.html
http://www.hikida.jp/
http://hiratec.jp/
http://www.finecs.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社フォトロン PHOTRON LIMITED 東京都 その他（ハイスピードカメラ）

民生用および産業用電子応用システム（CAD
関連ソフトウェア、高速度カメラ・画像処理シス
テム、放送用映像機器、その他）の開発、製
造、販売、輸出入

福西電機株式会社 - 大阪府
照明器具、電設資材、FA/制御機器、空調/換
気機器、受配電/電路機器、情報通信機器、
環境住宅設備、工具/計測機器 等

株式会社フロロコート　新潟事業部 fluorocoat 新潟県 その他（ふっ素樹脂コーティング） ふっ素樹脂コーティング

株式会社北越 HOKUETSU 富山県 機械要素部品
工作機械・産業機械向け板金製造加工
（鉄・ステンレス・アルミ）

北電情報システムサービス株式会
社

Hokuden Information System

Service Company,Inc．
富山県 ＩＴ

システムの構築と保守・運用、及び機器販売、
データセンターサービス（クラウド、ハウジン
グ）、インターネットサービス、セキュリティサー
ビス、その他

株式会社北熱 Hokunetsu Co., Ltd. 富山県
金型（及び製品）、その他（金属熱
処理業）

金属材料の熱処理、金型・工具等の表面処理
（プラズマ窒化、PVDコーティング)

株式会社北陸エンジニアプラスチッ
ク

富山県

株式会社北陸銀行 富山県

北陸経済連合会 Hokuriku Economic Federation 石川県 官公庁・各種団体・学校 北陸地域のものづくり企業の紹介。

北陸コンピュータ・サービス株式会
社

HOKURIKU COMPUTER SERVICE

CO.,LTD.
富山県 IT

北陸電気工業株式会社
HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY

CO.,LTD.
富山県 電気・電子

北陸電機製造株式会社 Hokuriku Electric Co., Ltd. 富山県 電気・電子
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https://www.photron.co.jp/
http://www.fukunishi.com/
http://www.fluorocoat-niigata.jp/
http://www.hokuetsu.org/index.html
https://www.hiss.co.jp/
https://www.hiss.co.jp/
http://hokunetsu.com/
https://hokuriku-ep.co.jp/
https://hokuriku-ep.co.jp/
http://www.hokkeiren.gr.jp/
https://www.hcs.co.jp/
https://www.hcs.co.jp/
https://www.hdk.co.jp/
http://www.hokurikudenki.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

北陸電力株式会社 Hokuriku Electric Power Company 富山県 電気・電子

株式会社北陸ヨシナカ 富山県

北興産業株式会社 富山県 IT

株式会社堀内電機製作所
HORIUCHI ELECTRONICS

CO.,LTD.
長野県

機械設備、自動車関連、ロボット
関連、航空機関連、電気・電子、

ＣＯ2レーザマーカ、レーザはんだ付けロボッ
ト、基板分割ロボット、ネジ締めロボット、ファ
イバ出力型レーザシステム、など

株式会社堀江商会 HORIESHOUKAI 富山県 ＩＴ 気象観測機器、　ＬＰＷＡ関連機器

株式会社マーカーワークス 富山県

株式会社マイセック - 愛知県
マイ・ドラムヒーター、　マイ・テープﾟヒーター、
危険場所用テープヒーター、ホースヒーター

株式会社マシンソル - 東京都 IT

株式会社松村精型 富山県

マルエツ電機株式会社 MARUETSU ELECTRIC CO.,LTD 富山県 電気・電子
制御装置（制御盤、操作盤、端子箱、オート
チェッカー、制御ソフトウエア）

株式会社まるたかや MARUTAKAYA Co., Ltd 富山県 卸・小売・商社 ラーメン・おでん他

丸文通商株式会社 MARUBUN TSUSYO CO.,LTD. 石川県 ロボット関連、卸・小売・商社
医療機器、分析装置、科学機器、省人化省力
化設備、機器保守サービス

丸和ケミカル株式会社 maruwa chemical co.ltd 富山県 プラスチック

三田産機株式会社 mita indaustrial machine 富山県 機械設備、卸・小売・商社 物流機器、産業機器、環境機器、工作機械

株式会社三田商会 MITA & CO.,LTD. 富山県
機械設備、機械要素部品、ロボッ
ト関連、卸・小売・商社

SMC、IAI、NSK、IKO、OM、デンソーウェーブ、
椿本チェーン他 機械要素部品
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http://www.rikuden.co.jp/
http://www.hokuriku-yosinaka.co.jp/
http://www.hokkosangyo.com/
http://www.horiuchielectronics.co.jp/
http://horieshoukai.co.jp/
http://www.markerworks.jp/
http://www.misec.co.jp/
hpp://www.machinesol.co.jp/
http://www.matsump.com/
http://www.maruetu.co.jp/
https://www.marutakaya.co.jp/
http://www.marubun-tsusyo.co.jp/
http://www.e-maruwa.biz/
http://www.uulift.com/
http://www.mitas.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社みつわポンプ製作所 MITSUWA PUMP CO.,LTD. 三重県 機械設備
自吸式ゴムライニングスラリーポンプ、自吸式
スラリーポンプ、自吸式無閉塞型スラリーポン
プ、エッチングストレーナー

宮岸株式会社 Miyagishi Co., Ltd. 石川県

機械設備, 機械要素部品, 金型
（及び製品）, ロボット関連, 電気・
電子, ＩＴ, プラスチック, 卸・小売・
商社

ベアリング、Vベルト、搬送用各種ベルト、プー
リ、歯車、オイレスブッシュ、コンベヤー、省エ
ネコンサルタントほか付帯製品

株式会社みやもり　富山営業所 miyamori 富山県 卸・小売・商社
機械部品、ベアリング、ギヤ、モーター、ゴム
製品、シートシャッター

株式会社妙徳 Myoutoku LTD. 愛知県 機械要素部品、ロボット関連
空気圧機器、真空機器、電子機器、ロボットハ
ンド

株式会社三好キカイ MIYOSHI　KIKAI　CO.,LTD. 兵庫県 機械要素部品 ユニバーサルジョイント・関連製品・パイジョン

株式会社村山製作所 MURAYAMA Seisakusho co., ltd. 富山県 機械要素部品

株式会社メイワ MEIWA.Co.Ltd 神奈川県 機械要素部品、アルミ
アルミの板金加工を貼付切削加工へ、ダイ
キャスト品・ロストワックス品を当社の貼付加
工への変更提案。

株式会社メルシー Merci Co.,Ltd. 福岡県 卸・小売・商社 管理医療機器

八千代産業株式会社
YACHIYO CORPORATION CO.,

LTD.
東京都 卸・小売・商社

ベアリング、ボールネジ、リニアガイド、モー
ター製品、シール部品・機器、加工品(国内・海
外)、海外調達品

ヤマキ電器株式会社 YAMAKIDENKI 愛知県
その他（工業用ヒーター、セラミッ
ク、石英）

高圧配電用機器碍子、食品用磁器碍子

山口物流株式会社 Yamaguchi Logistics Co., Ltd. 富山県

山崎機工株式会社 YAMAZAKI-KIKO CO,LTD 富山県 卸・小売・商社
工作機械、精密測定機器、空油圧機器、物流
搬送機器、環境機器、切削工具、他
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http://www.mitsuwapump.jp/
http://www.miyagishi.co.jp/
http://www.kk-miyamori.co.jp/
https://www.convum.co.jp/ja/
http://www.miyoshikikai.co.jp/
http://www.mura-ss.co.jp/
http://meiwa.co.jp/
http://www.merci-net.co.jp/
http://www.yachiyo-corp.co.jp/
http://www.ymkco.co.jp/
http://www.yamaguchi-butsuryu.co.jp/
http://www.yamazaki-kiko.com/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

株式会社ヤマシタワークス／日本
スピードショア株式会社

Yamashita Works Co .,Ltd.／Japan

Speed Shore co.,Ltd.
大阪府

機械設備、その他（鏡面磨き、バ
リ取り）

エアロラップ

株式会社ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION 愛知県
機械設備、金型（及び製品）、自
動車関連、医薬品、化学、食品加
工、

エア駆動式ダイアフラムポンプ・レシプロポン
プ・ハンドグリスガン・バケットポンプ・エア駆動
式サニタリーポンプ・局所集塵機器・排気ガス
排出システム等

株式会社ヤマト YAMATO Co.,Ltd 奈良県 卸・小売・商社 管理医療機器、美容機器

株式会社ヤマトコ 富山県

ユウ・アクアライフ you Aqua Life 富山県

・観賞魚水槽（次世代アクアリウム）トータルプ
ロデュース＆メンテナンス。
・北陸初となる最新鋭国産水中ドローン（ＲＯ
Ｖ）を活用した海洋調査事業。

株式会社ユーコム UCM CO.,Ltd. 富山県 ＩＴ

Accel GroupMail　（組織内Webメールシステ
ム）
豪商　（食品業界向け販売・在庫・製造原価管
理システム）
債権管理回収システム
その他、ＩＴシステムの受託開発・構築・保守・
サポート

株式会社ユニゾーン UNIZONE CO.,LTD 富山県 機械要素部品

株式会社横山商会 Yokoyama Shokai CO.,Ltd. 石川県 機械設備, 卸・小売・商社

株式会社日立製作所及び日立グループ特約
店として、製品の販売、及び設計、制作、施
工、保守、ソフト開発、修理・メンテナンスの事
業を営む。

吉沢工業株式会社 Yoshizawa,Co.,Ltd 富山県
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http://www.speedshore.co.jp/
http://www.speedshore.co.jp/
http://www.yamadacorp.co.jp/
http://www.k-yamato.co.jp/
http://www.you-aqua.com/
https://www.ucm.co.jp/
http://www.unizone.co.jp/
http://www.yokoyama-gr.co.jp/
http://www.yoshizawakogyo.com/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

ライカマイクロシステムズ株式会社 Leica Microsystems 東京都

機械設備、機械要素部品、自動
車関連、ロボット関連、航空機関
連、電気・電子、IT、プラスチック、
アルミ、繊維、医薬品、化学、食
品加工、伝統工芸、デザイン産業

工業用顕微鏡，半導体顕微鏡，デジタルマイ
クロスコープ，白色干渉顕微鏡，生物顕微鏡，
共焦点顕微鏡，超解像顕微鏡，イメージング
システム，電子顕微鏡試料作成装置，手術用
顕微鏡ほか

株式会社ラピュタインターナショナ
ル

Rapyuta International Co.,Ltd 石川県 卸・小売・商社
太陽光発電関連・バイオマス発電燃料・LED
照明・レーザー加工機・マイクロバブル関連・
美容健康関連

リコージャパン株式会社 RICOH JAPAN Corporation 富山県 IT

複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や
消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソ
リューションの提供
サポート＆サービス（画像機器やICT関連商
品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用
業務代行）

株式会社リッチェル Richell Corporation 富山県 プラスチック

株式会社流通産業 ryutusangiyou　Co.，Ltd. 富山県
機械設備, 機械要素部品, 自動車
関連, ロボット関連

・工場のデジタル化の提案（カイゼン4.0～）
・ポカヨケ対策
・小型包装機～スペースと包材の削減

菱越電機株式会社 RYOETSU ELECTRIC CO.,LTD 富山県 卸・小売・商社

①ＦＡシステム関連製品（シーケンサ、イン
バータ、サーボ、ロボット等）、
②ビルシステム（エレベーター、エスカレー
ター、自家発電設備等）、
③空調・照明システム、
④環境・省エネシステム（ダム管理、上下水道
管理、防災行政無線、太陽光発電、省エネ支
援計測等）、
⑤情報・通信システム（監視カメラ、セキュリ
ティシステム、映像関連機器等）
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https://www.leica-microsystems.com/jp/
http://rapyuta.jp/
http://rapyuta.jp/
https://www.ricoh.co.jp/
http://www.richell.co.jp/
http://www.ryutu-san.co.jp/
http://www.ryoetsu.co.jp/


企業名 企業名（英語表記） 所在地 業種 主要取扱製品

有限会社ワイ・アール・ティ Y・R・T　CO.　Ltd. 石川県 繊維
ShuCODE・各種細巾ゴム入り織物・マイクロ
テープ・カバーリング糸・エンボス加工・各種加
工

YKK株式会社/YKK AP株式会社 YKK CORPORATION/YKK AP Inc. 富山県
機械設備、機械要素部品、その
他

ファスニング商品・住宅建材・ビル建材
ファスニング生産設備・建材生産設備

若鶴酒造株式会社 富山県 その他

株式会社若野鋳造所 富山県

株式会社和光商会 WAKO-SYOUKAI 富山県 機械要素部品 エア機器、　機械工具
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https://www.shucode.com/
http://www.ykk.co.jp/
https://www.wakatsuru.co.jp/
http://www.wakano-fdy.co.jp/
http://www.wako-shokai.com/

