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ダイカスト・鋳造

（９社）

事業所名
1 （株）いすゞキャステック
0197-73-8111

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
北上市
5,000,000
271 大・中・小型ディーゼルエンジンのシリ 溶解・造型・中子成型・仕上・塗装等
ンダーブロック（年間生産3万6000ト
の設備
ン）

2 岩手製鉄(株)
0197-73-5121

北上市

80,000

3 （株）ジックマテリアル
0197-73-8501

北上市

1,000,000

4 （株）胆江製作所
0197-56-7151

奥州市

10,000

24 自動車部品、電気部品、ケイタイ部品 ダイカストマシン（125t）
立型マシニングセンター
NC旋盤
立フライス盤、横フライス盤
ロボット
プロコン

岩機ダイカスト工業(株)、(株)三光ダイ アルミダイカストの鋳造加工の一貫生
カスト工業所、筑波ダイカスト工業(株) 産

5 筑波ダイカスト工業（株）遠野工場
0198-62-5815
http://www.tsukuba-dc.co.jp/

遠野市

48,000

70 ダイカスト（アルミ合金、マグネ合金）
金型、ダイカスト、加工、塗装

ダイカストマシンＡｌ用（125〜500ｔ）
ダイカストマシンＭｇ用（100〜150ｔ）
ＮＣ旋盤、ＮＣフライス盤
放電加工機、ワイヤーカット
平面研削盤、摺り合わせ機

（株）日立ＤＰ、（株）東芝、
富士通（株）、日本ビクター（株）、
ＳＭＣ（株）、（株）ミクニ、（株）共立
日発テレックスモース（株）
（株）ベン

6 東北三和金属（株）
0197-56-7111

奥州市

30,000

47 自動車用鋳物ブヒン（フライホイール、
ベアリングキャップ、ディスクロー
ター、ブレーキドラム）
産業機械用鋳物部品

キュポラ
溶解材料計量装置
送風ブロアー
酸素富化装置熱交換器
冷却塔
2ML-6造型機（自動）

いすず自動車(株)、自動車鋳物(株)、 自動車、産業車輌及び一般機械用の
自動車部品工業(株)、(株)エクセディ、 鋳物部品を製造。
日野自動車(株)
新鋭設備の稼動により、高品質で価
格競争力のある製品を提供。

7 (株)日ピス岩手 一関工場
0191-31-2111

一関市

490,000

8 水沢工業（株）
0197-24-2250
http://www.micin.co.jp

奥州市

15,000

9 （株）ユニシア厚和
0197-71-7211

北上市

460,000

75 自動車部品、工作機械、建設機械、
産業機械、水道部品、エクステリア、
街路灯、モニュメント （単重100g〜12
ｔ/個、FC、FCD）

250 普通鋳鉄品（シリンダーヘッド）

主取引先

特徴等
最新鋭の鋳造ラインをベースにした高
精度品質保証。

低周波誘導炉、保持炉、熱処理炉、
自硬性ミキサー
自動ライン（ディサマティック
2013LP）
砂回収装置
クレーンブラスト、ショットブラスト
マシニングセンター（トヤマ）
ＮＣフライス（マキノ）

石川島汎用機械(株)、(株)いすゞキャ
ステック、(株)荏原エリオット、(株)荏原
製作所、東芝機械(株)、(株)ニコン、
(株)林総事、日之出水道機器(株)、前
澤給装工業(株)

大型鋳物（最大12t/個）の生産
自動ラインによる小物品の生産
FC、FCD可、高級合金鋳鉄も可
手込職人 20名、月産能力 500ｔ
エンジニアリング事業部では自動機
等の設計・製造を行う。関東自動車岩
手工場への納入実績あり。

鋳造設備

いすゞ自動車（株）、日野自動車
（株）、日産ディーゼル工業（株）

いすゞ向けトラックエンジン部品

いすゞ自動車

750 ピストンリング

金型設計からダイカスト製品の仕上げ
加工までの一貫生産。
マグネダイカストも行う。

製品は、国内全自動車メーカー、海外
自動車メーカー(ベンツ社等)に使われ
ている。

58 自動車部品、オートバイ部品、林業機 ダイカストマシン（AL135t〜650t）
械部品、 コンピューター関連機器部 ダイカストマシン（Mg135t〜650t）
品 建築工具部品
NC旋盤
マシニングセンター
多軸ボール盤、他
219 自動車部品（ウォーターポンプ、ファン ダイカストマシン（350、800t）
カップリング、オイルポンプ）
ショットブラストマシン
組立ライン
三次元測定機
全自動三次元測定機
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(株)メッツ、(株)共立、新ダイワ工業
(株)、秋田渥美工業(株)、日立工機
(株)、（株）日立製作所

AL、Mgダイカストの生産
鋳造から加工塗装迄の一貫生産
特殊鋳造法による高機能ダイカスト製
品生産
Mg加工レス技術
関連会社、メキシコIMMSA社

（株）ユニシアジェックス

自動車部品（ウォーターポンプ、ファン
カップリング、オイルポンプ）

鍛造・転造
事業所名
10 （株）ナテック 岩手工場
0197-35-7117
http://www.natec1886.co.jp/

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
奥州市
96,000
48 精密ネジ、ボルト、自動車用リベット

（１社）
主な製造設備
圧造機、転造機、切削器、熱処理ほ
か

主取引先
東京鋲兼、東洋物産、イワタボルト、
ユニタス、エトーほか約３０社

岩手県へのアクセス

岩手県

鉄道（ＪＲ）

名古屋駅・北上駅

高速道路

豊田東・北上金ヶ崎

空路

中部国際・花巻
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約４時間４５分
約１０時間４０分

約７５分（１日２便）

特徴等
製品は日本のトップメーカーにおいて
使われているネジ・ボルト・リベットな
ど、高い信頼を得ている企業である。

冷鍛プレス等

（１０社）

事業所名
11 川辺産業（株）
0198-22-4119

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
花巻市
34,000
29 精密機械金型設計製作
プレス加工（カメラ部品、電子部品、機
械部品）
半導体製造装置部品
自動車部品

主な製造設備
ワイヤーカット
放電加工機
成形研削盤、平面研削盤
倣研削盤、治具研削盤
治具フライス盤
立型フライス盤

主取引先
特徴等
リコー光学(株)、(株)水戸ニコン、(株) 精密プレス部品（電装品）で自動車部
栃木ニコン、(株)仙台ニコン、弘前航 品メーカーへ納入実績あり。
空電子(株)、協同通信機製造(株)、
（株）大泉製作所

12 （株）後藤製作所
0197-66-6051
http://www.gotohmfg.co.jp/

北上市

310,000

金型製作設備
高速高密度プレス
条めっき装置
スポットめっき装置
自動カシメ装置

福井ＮＥＣ（株）、（株）北陸富士、（株） 精密部品サンプル短納期体制を確立
大町富士、サンケン電気（株）、ＳＴ
（最短製作１日）。
Ｍ、ＳＴＳ、ＦＣ、ＮＳ、他
ＱＳ９０００取得済で素材から金型設
計製作・めっき・プレスまで一貫生産。

13 （株）ダイヤプレス 岩手工場
0195-75-1511
http://www.diapress.co.jp/

八幡平
市

50,000

プレス（12〜300t）
多軸タップ盤
ワイヤーカット放電加工機
マシニングセンター
旋盤、フライス盤

(株)ミクニアデック、東北ヒロセ電機、 フィリピン中国にそれぞれ工場を有す
(株)ケーヒン、(株)不二工機製作所、 る。
アルプス電気(株)、東芝メディア機器 絞りが得意。
(株)、ニチコン(株)、その他数社

14 （株）東北佐竹製作所
0197-64-1111

北上市

50,000

プレス（45〜400t）
プレスブレーキ
レーザー加工機
タレットパンチプレス
溶接ロボット
粉体塗装

（株）サタケ

15 （株）長島製作所
0191-23-3850

一関市

10,000

プレス（45〜250t）
プレスロボットライン（80、150t）
ワイヤーカット放電加工機
高速細穴加工機
冶具フライス、NCフライス
成形研削盤、平面研削盤
マシニングセンター

(株)エヌエスオカムラ、(株)ケー・アイ・ 関東自動車岩手工場向けボディ部品
ケー、サンポット(株)、(株)新興製作
（プレス、溶接）を（株）フタバ平泉、
所、(株)ツガワ、(株)デジアイズ、(株) （株）ケー・アイ・ケーに納入。
日立メディアエレクトロニクス、(株)富
士通アイソテック、(株)富士通ゼネラ
ル、(株)フタバ平泉

175 半導体用リードフレーム
精密部品用順送金型
精密プレス加工及びめっき加工

74 ガス安全器具プレス部品、事務用機
器プレス部品
空調用機器プレス部品、自動車用プ
レス部品、OA機器プレス部品
153 穀類乾燥機
籾摺機
精米器

62 通信機器 自動車部品・金型製作
金属プレス、板金加工、溶接ASSY
精密板金加工
ナット・スポット・MAG溶接・ロボット
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乾燥機などの農機具メーカー。
プレス、溶接、塗装、組立までの一貫
生産。

事業所名
16 日本端子（株）花泉工場
0191-82-1291
http://www.nippon-tanshi.co.jp

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
一関市
100,000
135 端子、コネクタ

主な製造設備
プレス機械（25〜200t）
成形研削盤
NCフライス盤
コネクタ自動組立機

主取引先
神戸鉄鋼所、
吉河電工、
三菱電、 住友電装(株)、
協立ハイパーツ（株）、電器産業(株)

17 （株）英
0198-45-2435

花巻市

10,000

26 プレス加工（電子部品・自動車部品・
住宅建材部品等）
プレス金型設計・製造
レーザー加工

プレス、サーボプレス
レーザー加工機
タレットパンチプレス
サーボベンダー、ベンダー
スポット溶接機
リベッチングマシン

東芝映像機器(株)、川崎工機(株)、
関東自動車岩手工場向けボディ部品
(株)ケー・アイ・ケー、宝栄工業(株)、 を生産。
(株)タニタハウジング、秋田ナイルス
(株)、特殊工作(株)、（株）タニタ秋田、
秋田渥美工業（株）

18 （株）ベスト
0197-68-4431

北上市

16,500

16 MD部品、時計部品

ワイヤー放電加工機
CNC倣研削盤
NC治具研削盤
形彫放電加工機
平面研削盤
立型フライス盤

ソニー(株)、ソニー(株)関連会社、カシ 設計、製作、プレス加工まで一貫生
オ計算機、盛岡セイコー工業、富士電 産。
機
超薄物加工。

19 （株）本興製工所 花巻工場
0198-24-7081
http://www.honko-sk.co.jp/

花巻市

48,000

63 OA機器、家電製品、プレス金型、プレ
ス加工
組立
（カーメーカー関連のカーナビ、CD
チェンジャー）
（パソコンメーカー関連部品）

パワープレス（20〜250t）
各種金型工作機械
リベッティングマシン
多軸タップ盤
ワイヤーカット
NCマシニングセンター

松下電器産業(株)、黒田電気(株)、ミ プレス加工から組立加工まで一貫生
ツミ電機(株)、(株)TKR、東芝テック(株) 産を行っております。
フィリピンと中国に子会社（工場）あ
り。

20 （株）ミスズ工業 岩手工場
0197-66-6100
http://www.miszu.co.jp/

北上市

400,000

195 腕時計部品、情報機器部品 半導体 インナーリードボンダー
実装組立
ポッティング装置
インクマーカー
レーザー発振器
レーザーマークハンドラー
テスター
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セイコーエプソン(株) 他

特徴等
当社製品は、自動車用ハーネス部品
として、各メーカーに使われている。

腕時計部品製造で培われた精密部品
加工。
TCP・COFの微細ピッチIC実装組立に
おいてお客様のQCDSニーズにお応
えできる。

機械加工

（１５社）

事業所名
21 （株）アイオー精密
0198-22-4330
http://www.aio-precision.co.jp/

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
花巻市
175,000
300 金属を中心とする各種精密機器の部 NC旋盤、汎用旋盤
品
マシニングセンター
NCフライス盤、汎用フライス盤
プロファイル研削盤
平面研削盤、円筒研削盤
センタレス研削盤

主取引先
(株)ミスミ、(株)牧野フライス製作所、
(株)東京自動機製作所

22 岩手精工（株）一関工場
0191-46-4148

西磐井
郡平泉
町

10,000

31 自動車用気化器、汎用気化器部品
OA機器部品
一般金属挽物

岩手精工(株)、篠崎製作所(株)、ミクニ 多品種・小ロット加工が可能。
(株)、(株)ライト製作所、(株)デジアイ シャフトへのスリット加工が得意。
ズ、(株)サンキン、ミクニパーテック
（株）

23 （有）ウスイ製作所
0197-66-2650
http://www5.ocn.ne.jp/ũsi/

北上市

30,000

10 半導体製造装置、自動車部品など各 CNC複合自動盤
種精密機械部品
普通旋盤、精密卓上旋盤
卓上ターレット、ベンチレース
立フライス盤、横フライス盤
工具研削盤
ドリリング、タッピング盤

秋田ナイルス(株)ほか15社

ＣＮＣ自動施盤の設備があり、丸棒材
からの複合を備えた施盤加工が得
意。
大型加工ではなく小径物が得意。小
径とはψ16㎜以下で、加工長は長短
は問わない。

24 (株)エイティーシー 江刺工場
0197-31-1322
http://www.atc-net.co.jp

奥州市

24,000

18 工業用プラスチック試作モデル
少ロット品の切削加工（樹脂）

3D CAD、3D CAM
マシニングセンター
彫刻機
ペンチレス
真空注型機
ミキサー

キャノン（株）、テルモ（株）、ソニー
イーエムシーエス（株）

2D・3Dデータによるプラスチックの精
密機械加工。
試作品等小ロットが得意。

25 （株）神奈川精工 岩手工場
0192-46-3666

気仙郡
住田町

47,390

49 1）自動車用同付属部品
（トランスミッション・パワーステアリン
グ・電磁弁等のバルブスプール類）
2）空圧機用ＩＴ・自動車関連部品
3）制御機器用関連部品

1)主軸移動型・固定型NC自動旋盤
(株)SMC、(株)デンソー他１０社
2)
〃・〃
NC複合自動旋盤
3)CNCセンターレスグラインダー（研削
盤）
4)センターレススルー研削盤
5)円筒研削盤・転造盤

1)自動車用同付属部品の量産が可
能。
2)アルミ（A5056・A6061）・ステンレス
（SUS303・304・316）の加工に定評が
ある。

26 （株）小林精機
019-688-6060
http://www.kobayashi-seiki.co.jp/

岩手郡
滝沢村

10,000

70 機械部品加工・組立（一般機械器具、
電気機械器具、輸送用機械器具、精
密機械器具、医療理科学機械）
自動機、省力化機器の設計及び製作

CNC自動盤
NC旋盤フロンティア
微小径深穴全自動ドリリングマシン
CNCタッピングセンター
ポリゴン加工機
マシニングセンタ

アルプス電気(株)、(株)A＆T、ＳＭＣ
(株)、JUKI(株)、(株)ソデｨック、中央精
機(株)、東京エレクトロン東北(株)、
（株）日本ウォルブロー、(株)ベン、(株)
ミクニ、(株)ミスミ、横河電子機器(株)、
(株)不二工機、(株)ユニシア厚和、リ
コー光学（株）

各業界の精密部品の試作品から量産
加工と多種の生産形態に対応してい
る。
省力化機器設計製作（無人加工セル
の開発）

27 シチズン東北（株）盛岡事業所
019-641-0130
http://www.citizen-iwate.com

盛岡市

55,000

CNC自動盤シンコム
CNC自動旋盤
カム式自動旋盤
精密平面研削盤
精密旋盤、精密高速旋盤
横フライス盤、立フライス盤

シチズン時計(株)、シチズン電子(株)、 コンピュータ制御によって精密部品か
シチズンファインテック(株)、千住スプ ら大物部品までの難切削材加工に対
リンクラー(株)、(株)東京鋲兼
応している。
1000分の1ミクロンを単位とする超精
密加工の精度を有し、φ0.3〜φ30ま
での挽物の実績がある。

110 精密難削材切削加工、微小精密コイ
ル、情報機器加工組立、コンタクトプ
ローブ、FC実装、その他電子機器組
立

ＮＣ自動盤
立フライス盤、横フライス盤
バートップ
タッピングマシン
穴あけ専用機
多軸ボール盤
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特徴等
小ロット短納期対応（納期保証）
特注品試作品対応

事業所名
28 高松精機（株）一関工場
0191-26-1700

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
一関市
48,000
10 二輪車、四輪車エンジン周辺機器部 ロータリー平面研削盤
品
タッピングセンタ
両頭平面研削盤
ホーニング両頭平面研削盤
NC旋盤

29 （株）千田精密工業
0197-56-2464

奥州市

80,000

30 （株）東北北信
0198-44-5311

花巻市

30,000

31 （株）西浦精機 岩手工場
0197-35-3131
http://www.nishiura-seiki.co.jp

奥州市

90,000

32 （株）平野製作所
0197-68-3111
http://www.hirano-ss.co.jp/

北上市

30,000

33 (有)八重藤製作所
0197-73-5145

北上市

34 （有）山崎ヒューマンテック
0197-35-6008

35 （有）大和製作所
0197-67-3151

74 ・半導体及び液晶関連の真空装置部 ・CAD/CAM CADCEAS他１０台
品
・門型形彫盤 五面加工機他３０台
・レーシングカー等の特殊部品
最大X7500Y4900Z800
・自動車関連等の樹脂金型製作
・横中ぐり盤 他１０台
最大X3000Y2300Z1600
33 産業機器部品、自動車、OA機器部品 ダイカストマシン（25〜135t）
マシニングセンター
精密油圧自動盤
NC自動盤
小型精密NC旋盤
110 ロッカー＆ブラケット＆シャフトAssy、 機械加工ライン
キングピン

主取引先
ケーヒン(株)

・東京エレクトロン(株) グループ
・（株）アルバック グループ
・アイシン精機（株）
・(株)M-TEC
三光ダイカスト、(株)新興製作所、八
千代産業(株)、デノン(株)、(株)サ
トー、(株)東北コードー、ＳＭＣ（株）他

特徴等
精度が求められるエンジン部品の切
削加工、研削加工。

・多品種少量で小型から大型までの
高精度部品加工
・SUS、チタン、インコネル、アルミ等の
難削材加工
・アルミ、銅の摩擦撹拌接合
ダイカスト加工組立の一貫生産体制。
マレーシア工場あり。

三菱ふそうトラック・バス㈱、新キャタ トラック用エンジン部品を製造。
ピラー三菱㈱
生産技術が得意（加工ライン、検査機
など）。

72 建設機械、自動車用エンジン部品
半導体製造装置用部品
光学機器部品

立形マシニングセンター
横形マシニングセンター
立形NCフライス盤
立形NCターレットミラー
横形NCフライス盤
立形フライス盤、横形フライス盤
樹脂含浸装置

(株)小松製作所、(株)ティラド、(株)
マーレテネックス、三菱重工業(株)、
リョービ(株)、ギガフォトン(株)、リコー
光学(株)

鋳造品調達から機械加工・ASSY・含
浸・検圧までの一貫生産ができる。
マシニングセンター中心で多品種少
量品の1個流し生産ができる。
鋳造品、加工品の海外調達ができる
（台湾・中国）。

3,000

10 自動車部品
産業機械部品

NC旋盤
横型マシニングセンター
立型マシニングセンター
汎用旋盤
横型フライス盤、立型フライス盤
直立ボール盤、卓上ボール盤

(株)平野製作所、(株)西浦精機

丸物の量産を得意とする。

奥州市

5,000

14 自動車部品、エアダクト、ブラケット

マシニングセンター
NC旋盤、汎用旋盤
立フライス盤、横フライス盤
平面研削盤
ベンチレース
ボール盤

(株)平野製作所、(株)後藤製作所

鋳造機、ダイカスト機のマシニングセ
ンター機械加工が得意。

北上市

5,000

32 ・自動車部品加工 ・機械部品加工

立型マシニングセンター
タッピングセンター
NC旋盤、旋盤
NC立フライス盤
立型フライス盤
双頭ロータリーフライス盤

(株)共立、和賀プレシジョン(株)、厚和 アルミケース類の切削加工、特に量
工業(株)、(株)平野製作所、大蔵工業 産加工を得意とする。
(株)
品質の向上及び価格、納期につい
て、お得意さまの要望を満たし、小回
りのきく部品加工に徹する。
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ばね
事業所名
36 （株）多摩スプリング 東北工場
0191-43-3636
http://www.tamaspring.co.jp/

（２社）

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
一関市
38,000
12 各種スプリング設計、製造
CNCコイリングマシン
自動車サスペンションバネ、耐熱バネ 旋盤式コイリングマシン
スーパーバネ他
連続式テンパ炉、パッチ式テンパ炉
熱処理炉
研磨機
ショットピーニング機

37 東北日発(株)
北上市
0197-73-5221
http://www.kitakami.or.ne/t̃nkspg

25,000

132 ＜熱間スプリング＞ スポーツサスペ
ンション、純正用サスペンション
＜冷間コイルスプリング＞
プレス金型ダイスプリング、ブレーキ
用、バルブ用、シャッター用、農機具
用、各種用途向ばね、自動車用シート
フレーム

高周波誘導加熱機
バッチ式加熱炉
熱間成形コイリング機
冷間ＮＣコイリング機
粉体塗装ライン
ＮＣベンダー、１００ｔプレス
各種溶接ロボット

岩手県の人口と面積と気候
岩手県

愛知県

備考

人口

139 万人

727 万人

面積

15,278 km²

5,162km²

平均気温
年間降水量
最深積雪

10.9℃

16.8℃ 県庁所在地

1,516 ㎜

1,947 ㎜

〃

44 ㎝

−

〃

-7-

主取引先
パンチ工業(株)、(株)アマダ、黒崎機
工(株)、日本フルハーフ(株)

特徴等
最先端技術を駆使し熟練した技術
陣、最新設備により自動車用サスペ
ンションばね、耐熱ばね、スーパーば
ね（角断面ばね）、その他精密ばねを
設計製作。
多品種少ロット生産、バネのオールマ
イティー。

日本発条(株)、日発販売(株)、大同興 熱間コイルばねの少量多品種の生産
業(株)、トステム(株)、村田発条(株)、 技術を有し、客先と一体となった倉庫
(株)共立
管理に即日発送の短納期対応可能で
す。
異形線材を用いた太物コイルばね（金
型用ダイスプリング等）の曲げ加工技
術
溶接・組立加工

樹脂成形

（１６社）

事業所名
38 岩手山下工業（株）
0197-46-3151

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
奥州市
10,000
47 プラスチック射出成形加工・塗装・印
刷・溶着・組立・インモールド成形

主な製造設備
射出成形機（30〜220t）
シルク印刷機、PAD印刷機
ホットスタンプ
スピンドル塗装設備
インモールド箔送り装置
超音波溶着機

主取引先
ソニー(株)、ソニーイーエムシーエス
(株)、三協高分子(株)、ナイテックプレ
シジョン(株)、(株)デジアイズ、ホシデ
ン(株)、(株)アサヒ

39 （株）エム・シイ
0193-82-0355

下閉伊
郡山田
町

40,000

バキューム成形機
プレス機
モートルブロック
床上ボール盤
電子バンドソー
交流アーク溶接機

(株)村上商会、(株)ケイ・エム・アクト、 ＦＲＰ製オプションパーツ製造。
(株)モディー

40 （株）エレック北上
0197-67-2341
http://www.elec-k.co.jp

北上市

10,000

41 （株）北上エレメック
0197-67-3231
http://www.kitakami.ne.jp/k̃snet

北上市

74,000

50 プラスチック成形品（電子、時計、自動
車部品）、プレス加工（電子、時計）、
半導体製造装置メンテナンス、時計針
印刷加工、精密金型・治工具

42 北上精工(株)
0197-67-2505

北上市

20,000

32 射出成形用金型の設計・製作
熱可塑性プラスチック成形加工

43 （株）ケイ・エム・アクト
0191-23-3182
http://www.k-murakami.co.jp/

一関市

28,800

44 三共精密金型（株）陸前高田工場
0192-55-4111
http://www.sankyou.co.jp

陸前高
田市

20,000

16 自動車部品、船舶の製造販売

244 各種電子部品のﾌﾟﾚｽ・成形金型設計 三次元ＣＡＤ
製作及びﾌﾟﾚｽ・成形加工
ﾜｲﾔｰｶｯﾄ、放電加工機、他
ﾌﾟﾚｽ機（5ｔ〜60t）
射出成形機（50t〜75t）

特徴等
インモールド成形による自動車部品を
関東自動車岩手工場へ納入。
金型作成・成形・塗装・印刷・組立まで
一貫生産。

東光㈱
日本電産ｺﾊﾟﾙ電子㈱
太陽誘電㈱
㈱光波

ﾌﾟﾚｽ・成形金型設計製作から、ﾌﾟﾚｽ・
成形加工迄一環生産している事か
ら、特にﾌｰﾌﾟｲﾝｻｰﾄ成形を得意として
おります。 又、成形前後で加工を必
要とする形状の場合、連続ﾌｰﾌﾟ成形
工程の前後工程に装置毎製作対応
可能です。

三菱マテリアル㈱、シチズン東北
(株)、(株)東伸精工、ヒロセ電機(株)、
(株)トーノ精密、岩手東芝エレクトロニ
クス(株)

プラスチック成形＆プレス加工（コネク
タ、デジカメ、時計針等）金型から部品
加工組立迄一貫受注。
ラゲージ部品の生産実績あり。
半導体製造装置メンテナンス、工作機
械メンテナンス技術あり。

射出成形機[10〜150t(350）]
NCフライス盤、フライス盤
マシニングセンタ、旋盤
成形研削盤、平面研削盤
ワイヤカット放電加工機
NC放電加工機
97 バキューム成形品、射出成形品、ブ インジェクション成形機
ロー成形品、メトンRIM成形品、プレス 真空成形機、真空圧空成形機
成形品、異形押出成形品、Ni電気鋳 ブローマシン・中空成形機
造品、SMC、FRP成形品、ウレタン成 油圧プレス
形品、及び各種成形品、治工具その 異形押出成形機
他。建材・ゼオストーン、モディストー ウレタン注入機
ンプレート、他。
塗装設備

協立ハイパーツ(株)、アルプス電気
(株)、(株)新興製作所、美和ロック
(株)、住鉱テック(株)、ケミコン山形
(株)、NMB電子精工(株)、ミネベア(株)
他

プラスチック製品の金型設計・製作か
ら成形加工まで一貫した生産システ
ムで多様なニーズに対応。
自動車用ハーネス部品生産実績あ
り。

各自動車メーカー 村上商会経由で
日産、富士重工、スズキ、ダイハツ、
マツダ、モデリスタなど

自動車関連商品90％（純正オプション
パーツ、及び特装車）。
用品の企画、開発、設計から、製造ま
で、各種素材にて、一貫体制で対応。

86 工業用プラスチック製品
モールド金型
MID製品（樹脂成形品表面に三次元
回路を形成）

日本電気、三菱電機、ヒロセ電機、日 MID（Molded Interconnect Device：樹
本航空電子工業、キヤノンプレシジョ 脂成形品表面に三次元回路を形成）
ン、ソニー、東芝、キヤノン、他
部品点数、組み立て工数を削減し、一
体化された機構・外装回路部品の設
計・製造が可能。

射出成形機（15〜100t）
プレス機
精密成形研削盤、プロファイル研削
盤、放電加工機、ワイヤカット放電加
工機

射出成形機（30〜220t）
縦型射出成形機（15〜50t）
ワイヤーカット放電加工機、ＮＣ放電
加工機、細穴放電加工機
CNC研磨機
画像処理測定システム
三次元測定機
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事業所名
45 三光化成（株）東北事業部
0191-25-2311
http://www.sanko-kasei.co.jp

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
一関市
121,680
320 プラスチック工業用部品（電気・電子
部品、鉄道部品、自動車部品、住宅
部品、機械部品、衛生・医療部品）
＜車両関係（内装部品、外装部品、機
能部品）＞
インサート、フープ、うす肉、二重成形
品。印刷加工、塗装加工、その他。

主な製造設備
主取引先
特徴等
射出成形機（15〜850t 200台）
トヨタグループ、ソニーグループ、キャ ＣＡＥ→設計→型製作→成型→多種２
（たて型ロータリー方式、フープ方式、 ノングループ、アルプスグループ、ＮＥ 次加工→組立→直納（TOPPS）の一
高速高圧方式）
Ｃグループ各社
貫生産対応を図っております。
CAE
生産はトヨタ生産方式をめざし、関東
３次元CAD･CAM（キャティア5）
自動車工業（岩手）様に直納を続けて
高速高精度ＮＣフライス、放電加工機
おります。
等

46 （株）信和化成 水沢工場
0197-24-2211
http://www.shinwa-kasei.co.jp/

奥州市

10,000

26 プラスチック成形加工
プラスチック金型設計製作
組立加工

横型射出成形機（20〜180t）
立型射出成形機（70、100t）
溶着機
金型監視カメラ

47 (有)高勇製作所
0197-68-2371

北上市

10,000

25 カメラ、自動車、家電、その他 プラス 横型射出成形機（15〜280t）
チック成形加工、金型設計製作
立型射出成形機（30、50t）
ロータリー射出成形機（30t）

48 東北資材工業（株）
019-696-2511
http://tohoku-shizai.ftw.jp/

盛岡市

92,000

49 （株）トーノ精密
0198-62-8097
http://www.tohno-pre.co.jp/

遠野市

30,000

50 （株）ニュートン
0195-75-2222
http://www.newton-ltd.co.jp/

八幡平
市

67,870

51 ハイプラ化成(株)
0197-68-2035
http://www.haipura.co.jp/

北上市

12,000

20 ＦＲＰ製品全般
自動車部品（エアロパーツ等）
トラック用品（エアデフレクター）
キャンピングカーボディー
救急車用内装パネル
仮設トイレ、ハウス用パネル
タンク、断熱パネル

Light RTM成形機
スプレーアップ成形機

(株)宮城化成、鈴与工業(株)、 日立 当社は業種にこだわらずＦＲＰ製品全
化成工業(株)、（株）東北タチバナ、
般を扱っています。
（株）アイ・シー・エル
初期投資（金型代）をあまりかけたくな
い小ロット・中ロット品、試作品等に最
適です。

52 花巻化成（株）
0198-24-6163
53 (有)リアルワース
0193-65-0701

花巻市

40,000

34 自動車多機能部材

発泡スチロール成形機

積水化成品工業（株）

発泡スチロール成型、加工

宮古市

3,000

12 ＯＡ機器、外部部品（コピー機他）
自動車内装部品

射出成形機（80〜350t）

（株）新興化学、神奈川樹脂（株）、
（株）菊池製作所

関東自動車向けシート部品などを生
産している。
外装品も得意。

180 発泡スチロール、真空成型品

成形機
真空成形機
ボイラー
コンプレッサー
粉砕器
溶解ペレッター
スライサー
62 工業用精密プラスチック製品製造、メ 横型射出成形機（15〜100t）
タルインジェクションモールド（MIM）製 竪型射出成形機（50〜75t）
品製造、金型設計製作
フライス盤
成形研削盤、成形平面研削盤
真空脱脂焼結炉
加圧ニーダ

120 工業用精密プラスチック製品の設計・ 射出成形機（横形、7〜100t）
製造・組立及び金型の設計・製造
射出成形機（竪形、20〜100t）
フライス盤
平面研削盤
放電加工機
ワイヤーカット放電加工機
マシニングセンター
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スタンレー電気(株)、川上工業(株)、三 インサート成形が得意。
栄電機(株)
スタンレー電気経由で各自動車メー
三和工機(株)
カーに使われている。
(株)東北佐竹製作所、エンペックス気
象計(株)
千住スプリンクラー(株)
(有)トーノ精密 磐田電工(株) その他 自動車部品で関東自動車岩手工場に
納入実績あり。
丸紅プラスチック(株) 三井物産 鐘
渕化学工業(株) 他

真空成型
緩衝材
リサイクル

富士写真フィルム(株)、本田技研工業
(株)、(株)ミクニ、(株)仙台ニコン、日本
電産コパル(株)、盛岡セイコー(株)、美
和ロック(株)、愛知時計電機(株) 他
40社

岩手大学との共同研究による接着技
術（プラスチックと金属のインサート成
形接着）が燃料電池車キャパシタ用
封止部品に採用された。
ＭＩＭ（Metal Injection Molding）による
自動車ドア部品を生産。

(株)ミクニ、(株)東芝、パナソニックエレ インサート、アウトサートの複合部品。
クトロニックデバイス福井(株)、（株）リ 成形部品の組合せによるユニット製
コー、その他30社
品として提供できる。
海外工場あり（中国・深セン・上海、
フィリピン・マニラ）。
世界一明るいプラスチック偏光レンズ
を開発。

ゴム
事業所名
54 岩手アライ（株）
0194-28-2332

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
下閉伊
30,000
181 オイルシール
郡岩泉
町

55 東京クオリティー(株)遠野工場
遠野市
0198-65-3611
http://www.tokyoquality.co.jp/index

15,000

（２社）
主な製造設備
ミキシングロール
ゴム押出裁断機
真空圧縮成型機
エアーコンプレッサー
恒温槽
自動仕上機、手動仕上機

主取引先
特徴等
(株)荒井製作所経由 トヨタ、本田技 国内の四輪、二輪メーカーの総てに
研、日本電装、アイシン精機、日立製 納入している。
作所、川崎重工、ヤマハ発動機、スズ
キ等

33 自動車用ゴム部品（オイルシール、ダ 真空圧縮成形機７０〜２５０ｔ
ンパー、キャップ）
１６インチオープンロール
工業用シール部品（ガスケット、ダイヤ シリコンカッター
フラムetc）
２０００L産業用恒温器

岩手の産業分類別製造出荷額（割合）

全国
岩手
愛知

食料品

電気機械
器具

情報通信
機械器具

8.3
14.3
4.0

6.5
2.7
5.9

4.6
11.2
1.7

電子部
品・デバ
イス
6.4
13.0
1.8

輸送用機
械器具

その他

18.2
11.7
50.1

55.9
47.1
36.5

「工業統計調査」２００３年
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計

100.0
100.0
100.0

㈱東北イノアック、㈱大塚ポリテック、 省力・企画営業でコストダウン提案
㈱朝日ラバー、㈱SMC（二次外注登 最新設備による生産
録）
ゴムと金属の一体加工法

表面処理

（７社）

事業所名
56 （株）えびすや
0197-22-6013
http://www5.ocn.ne.jp/˜
ebisuya

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
奥州市
12,000
78 マグネ塗装、樹脂塗装

主な製造設備
コンベア塗装ライン
スピンドル塗装ライン
塗装ロボット
熱月乾燥炉
近赤外線乾燥炉、遠赤外線乾燥炉
金庫型乾燥炉

主取引先
筑波ダイカスト、関東化成、東北イノ
アック

57 大森クローム工業(株)東北工場
0197-66-6711
http://www.ohmori-cr.co.jp/

北上市

30,000

25 工業用（硬質）クロムめっき加工
円筒研削加工、円筒BF研磨加工
バフ研磨加工
ホーニング加工
ブラスト加工 標準品（♯150〜240）

クロムめっき槽
めっき剥離槽
円筒研削盤
円筒バフ研摩機、レース研摩機
フレキシブル研摩機

共和工業(株)、(株)小林製作所、(株) 硬質クロムメッキは３０トンの大型金
荏原製作所、関東商事（株）、富士機 型まで対応可能
械工業(株)、松下電工（株）
2台の円筒研削盤により2500Lまでの
研磨加工が可能
また、金型から一般部品までいろいろ
な形状へのバフ研磨にも対応

58 共和熱処理（株） 岩手工場
0198-45-3911

花巻市

28,000

34 ガス浸炭、ガス浸炭窒化、光輝焼入、 真空パージガス浸炭炉
高周波焼入、ガス軟窒化、ガス窒化、 真空パージガス窒化炉
真空熱処理、磁気焼鈍他
真空パージ光輝焼戻炉
流気式焼戻炉
真空熱処理炉

(株)東鋼機械製作所、北光金属工業
(株)、山形螺子工業(株)、(株)ミクニ、
ジューキ吉野工業(株)、(株)ササキ
コーポレーション、秋田昭和産業(株)、
日本イスエード(株)、(株)アイオー精密

北東北唯一の熱処理専業
確かな品質を保証
短納期に対応
無人化ラインによる全自動操業。
熱処理技能士 特級１名、１級１５名、
２級 １８名

59 （株）ケディカ 北上工場
0197-68-2577
http://www.kedc.co.jp

北上市

48,000

58 亜鉛めっき（3価クロメート、3価ユニク
ロ、クロメート、グリーン、ブラック）、亜
鉛・ニッケル合金めっき(ブロンズ、３
価クロメート）、電気ニッケルめっき、
無電解ニッケルめっき、アルマイト
（白、黒、梨地）、差厚銀フープめっ
き、銀・錫2色フープめっき

自動亜鉛３台、自動亜鉛・ニッケル合
金
自動電気ニッケル
自動無電解ニッケル
差厚銀フープ、銀・錫2色フープ
アルマイト処理

(株)日立製作所オートモティブ、(株)エ
ノモト岩手工場、アルプス電気(株)、秋
田ナイルス(株)、東北日本電気(株)、
(株)ツガワ、(株)フタバ平泉

難系材の処理
研究室での試作対応
高品質・短納期・低コスト
鉛フリー、六価クロムフリー等環境問
題対応

60 （株）東亜電化
019-683-2101
http://www.toadenka.com

盛岡市

35,000

無光沢ハンダめっき装置
亜鉛めっき装置
銅、光沢ニッケル、クロムめっき装置
バレル研磨装置
自動バリ取り装置
マグネ化成処理装置

美和ロック(株)、(株)ミクニ、ルネサス 岩手大学との共同研究による接着技
ハイコンポーネンツ(株)、筑波ダイカス 術（プラスチックと金属のインサート成
ト工業(株)、三共化成(株)
形接着）が燃料電池車キャパシタ用
封止部品に採用された。

61 （有）塗工社
0197-67-6450

北上市

5,000

62 和同産業（株）
0198-24-3221
http://www.wadosng.jp/

花巻市

49,000

126 電子部品 精密部品 建築金具

17 ＜塗装するもの＞テフロン加工、OA ベンチュリーブース
器機、自動車部品、アルミ、プラスチッ 乾燥機
ク
塗装ロボット
エアー静電塗装機、粉体塗装機
バレル研摩機
ショットブラスト
178 農業機械／豆刈機・乗用型歩行型草
刈機、トラクタ用アタッチメント
除雪機械／小型・中型・大型
産業機械／含油廃水処理装置

カチオン電着塗装ライン
静電塗装ライン
組立コンベア
メッキ設備
NCターレットパンチ
自動プログラム装置
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特徴等
樹脂塗装で関東自動車岩手工場への
納入実績あり。

自動車部品（金属）への塗装を行う。

本田技研、クボタ、ヤンマー農機

オリジナル製品の開発。
一貫した生産体系。
自動車部品の電着塗装実績あり。

車載電装

（６社）

事業所名
63 （株）ケーヒン岩手工場
0195-62-5137
http://www.keihin-corp.co.jp/
64 司ゴム電材(株)北上事業所
0197-68-2316
http://www.tsukasanet.co.jp/h01.html

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
岩手郡
6,932,340
104 補器、センサー
岩手町

主な製造設備

主取引先

特徴等

北上市

30,000

76 工業用ゴム製品販売、スチールコード プレス（45、200、250t）
用鉄製リール
タレットパンチプレス
自動車用小型バルブ
レーザー加工機
粉体塗装設備
リール専用スポット溶接機
超音波溶接機
4軸半動ネジ締機、汎用カシメ機

東京スチールコード(株)、三菱製紙
(株)、ミクニグループ

65 テクノリンクス（株）
0191-82-1811

一関市

20,000

38 監視用カメラ・ベッド用リモコン等プリ
ント基板加工・組立
センサーＳＷ加工・組立

自動ネジ締め機
オートDIP
平面研削盤
スプレイクラクサー
静電対策設備

(株)北光、(株)富士通ゼネラルエレクト ㈱北光のグループ会社。
ロニクス
レベルの高い半田付技術。
また、同宮城工場では、電装品の塗
装・レーザー加工を行っております。

66 原田通信（株）岩手工場
0191-47-4488
http://www.harada.co.jp

一関市

88,000

112 車載用アンテナ、ハーネス
アクチュエーター、各種自動車部品
情報通信用アンテナ
家庭用医療機器

成形機、プレス
CNC旋盤装置
マシニングセンター
ワイヤーカット、NC放電機
中グリフライス盤、平面研削盤
三次元測定機、蛍光Ｘ線検査機
環境試験機

原田工業(株)

67 （株）ミクニ 盛岡事業所
019-687-2026
http://www.mikuni.co.jp/

岩手郡
滝沢村

2,215,000

800 ・２輪・４輪車用センサー、ポンプ、
モータ類
・ガス器具用ガス電磁弁、水電磁弁、
電子基板類
・業務用加湿器、介護機器、健康機器

ADC ダイキャスト
冷間鍛造機
高周波誘導加熱装置
ゴム成型機
プレス
マシニングセンタ

鋳造、鍛造、機械加工、樹脂成形、組
立まであらゆる工法を社内に有する。
生産技術（生産設備を自社開発）

68 美和ロック（株）盛岡工場
019-683-2421
http://www.miwa-lock.co.jp/

盛岡市

610,000

158 サッシ用金具（クレセント） 日本工業
規格表示許可工場
アルミレバーハンドル
錠前用部品（鋳造部品一貫製造工場

ホットチャンバーダイカストマシン（5〜
200t）
コールドチャンバーダイカストマシン
（125〜350t）
マシニングセンター
静電塗装装置

鋳肌を必要とする部品の金型
金型・鋳造・加工・表面処理・組立まで
の一貫した加工対応。

補器、センサー
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自動車エンジン周辺部品の組立を行
う。

自動車機器のみならず、あらゆるアン
テナ及びアンテナに関わる様々な周
辺技術を提供。

電子部品・配線等 （９社）
事業所名
市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
69 （株）アイソニック
岩手郡
80,000
88 液晶パネル、COG実装、センサー用コ
019-684-2511
滝沢村
イル、ギャードモーター、ICテスター用
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/aiso
装置、省力化機器設計（電気、メカ）製
nic/index.htm
作

70 興栄通信工業㈱
0191-21-5132
http://www.koeit-kk.co.jp/

主な製造設備
液晶パネル生産設備
クリーンルーム
極細捲線機
半田ディップ槽
オシロスコープ
研磨機

主取引先
特徴等
新光商事、狭山精密、ヒロセ電気、日 自動車の車外音声ガイダンスを開
立インダストリイズ、盛岡セイコー工業 発。
省力化設備の設計、開発、製造も得
意とする。

一関市

20,000

118 国内外デジタル交換機用パッケージ、 鉛フリー対応表面実装ライン
枝機通工事、装置カーナビゲーション 鉛フリー対応自動半田付装置
用リモートコントロールの組立
自動半田付装置
小型自動半田付装置
外観検査機
窒素発生装置

東北日本電気(株)、(株)日立メディア
エレクトロニクス、ホシデン(株)、(株)
ネットインデックス・イー・エス

高密度プリント基板のメンテナンス

71 ㈱千厩マランツ
一関市
0191-53-2321
http://www.senmaya-marantz.co.jp

30,000

123 アマチュア無線（モービル、ハンディト
ランシーバー）、業務用無線、船舶用
無線、小電力無線機器などの通信機
器

チップ装着機
チップ異形部品装着機
外観検査装置、X線検査装置
ペースト印刷検査機
半田印刷検査機
BGAリワーク装置
恒温槽、振動試験機

マランツエレクトロニクス(株)、ソニー
EMCS(株)千厩テック、(株)八重洲、
GRE(株)

無線通信機器の設計・生産
通信機の多機種少量生産実施
実装基盤BGA、CSP、0603生産対応
実装から組立・調整・検査・梱包まで
の通信機器一貫生産

72 土樋パルス（株）
019-692-5511
http://www.tsuchitoi.co.jp/

岩手郡
雫石町

35,000

85 移動体通信機器、デジタルカメラ
コンピュータ及びコンピュータ周辺装
置
その他の電子機器のプリント基板へ
の電子部品実装

印刷機
ボンド塗布機
実装機
異形実装機
リフロー炉
チップ実装検査機、X Ray検査機

(株)東北フジクラ、(株)富士フィルム
FPC（フレキ）基板への微細チップの
フォトニックス、(株)デジアイズ、(株)大 実装を得意とする。
井電気、(株)東芝
最新の実装設備を有する。

73 東北住電装（株）
0195-62-3611

岩手郡
岩手町

340,000

824 自動車用ワイヤーハーネス

住友電装
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ハーネス加工から組立まで一貫生
産。

事業所名
74 （株）東北ＴＫＲ
019-676-2311
http://www.tkr.co.jp/

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
紫波郡
348,000
270 カーオーディオ、各種プリント基板、デ チップマウンター
紫波町
ジタルカメラ、ゲーム機
X線検査装置
基板外観自動検査機
ラジアル部品自動挿入機
全自動半田付装置
振動試験機、恒温槽

主取引先
東北日本電気(株)、(株)TKR、松下電
器産業(株)、富士フィルムフォトニクス
(株)、（株）仙台ニコン、セイコータイム
システム(株)、(株)エルクエスト、シチ
ズン東北（株）

特徴等
部品調達・基板実装〜完成品組立迄
の一貫生産。
ＳＭＴ実装及び自動ハンダ付け装置も
鉛フリーに対応しております。

75 東北日本電気（株）
0191-23-7400
http://www.nec-tohoku.com/

一関市

300,000

451 車載用ECU
携帯端末（電話、無線LAN、
Bluetooth）
宇宙・放送・医用機器
バーコードリーダー
局用デジタル交換システム
ネットワーク機器（VoIP・ルーター）

㈱本田技術研究所
ソニー㈱、三洋電機㈱
NEC東芝スペースシステム㈱
長野日本無線㈱、㈱トプコン山形
㈱東研、㈱朋栄、㈱タンバック
㈱テラリコン、㈱朋栄、㈱ワコム
アラクサラネットワークス㈱

熱・EMI・伝送シミュレーション
ビルドアップ、フレキ、金属基板設計
切削、板金、モールド、金型設計
ベアチップ実装、ACF接続
フレキ実装、鉛フリー、プレスフィット
３次元Ｘ線検査、機能試験、環境（温
度・湿度）試験

76 （株）日立メディアエレクトロニクス 奥州市
0197-26-5211
http://www.hitachi-media-el.co.jp/

500,000

755 光ピックアップ、ＳＡＷフィルター

77 福島双羽電機（株） 岩手工場
019-673-7511
http://www.fu-futaba.co.jp/

紫波郡
紫波町

60,000

回路設計、プリント基板設計CAD
構造設計用3D-CAD
ACF実装設備
ベアチップ・SMT実装ライン
プレスフィット圧入機
三次元Ｘ線自動半田検査装置
信頼性評価（振動・冷熱）設備

微細光学部品組立、微細巻線、各種
電源製造な得意技術。
車載ＴＶチューナー（アナログ、デジタ
ル）、空気清浄機用高圧ユニット、ラン
プ用イグナイターの製品を有する。

15 電子部品（酸化皮膜固定抵抗器）
チップマウンター
（厚膜抵抗アレー、H、I、Cその他各種 超音波洗浄機
抵抗）
窒素リフロー炉
アレー用抵抗チェッカー
アレー用自動組立機
自動ディップ塗装機
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ソニー関連各社、日本ビクター、日本 固定抵抗器の専業メーカー
電気関連各社、ケンウッド他200社

縫製

（３社）

事業所名
78 （株）いさみや洋装
0197-35-3411

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
奥州市
10,000
46 サポーター、シート下帯

主な製造設備
工業用ミシン
プレス型裁断機

主取引先

79 （株）大東ニット
0191-75-2630

一関市

14,000

52 紳士ニットカジュアルシャツ

裁断設備
レクトラ製CAD
リフト付延反機
縫製設備
本縫ミシン 35台
ロックミシン 18台
その他特殊ミシン 16台

大成ニット（株）、モリリン（株）、シマダ 平成8〜17年までレイティング法によ
テキスタイル（株）、安泰ニット（株）
るＰＣでの時間管理。
立ち作業、１個流し生産取組中。

80 （株）マツモトソウイング
0191-82-2241

一関市

20,000

70 ファンデーション（ブラジャー、ガード
ル、ボディスーツ）
女性用水着

自動延反機
裁断機
自動ミシン
自動型入機（ＣＡＤ）

(株)チャイルド、
高級、高品質の縫製加工
(株）スタディオファイブ、（株）アイケー

岩手の雇用状況
高卒者に占める県外 高等学校新規卒業者
就職者の割合
の求人倍率
1.08
17.5
1.30
0.78
29.6
0.75
1.92
2.6
1.97

有効求人倍率
全
国
岩 手 県
愛 知 県

２００３年

総務省ホームページから、有効求人倍率は 2006 年 6 月調査
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特徴等
厚手ものの縫製（２１番手ミシン）
関東自動車岩手工場向けシート下帯
縫製の実績あり。

金型・治工具

（９社）

事業所名
市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
81 （株）北上精密
北上市
41,000
46 プレス金型（カード打抜き型）、封止
0197-67-2569
モールド金型（熱硬化性）、プラスチッ
http://www.kitakami.ne.jp/˜
ksnet/
ク射出成形金型、超硬工具（カッ
ター）、半導体製造装置メンテナンス、
精密機械部品及び治工具

主な製造設備
NC放電加工機
ワイヤーカット
プロファイルグラインダー
NC治具研削盤、超精密成形研削盤
立型マシニングセンター
ガンドリルマシン

82 （株）サトウ精機
0198-24-6540

主取引先
特徴等
三菱マテリアル(株)、富士通(株)、(株) 精密研削加工技術、鏡面加工仕上げ
リョウテック、シチズン東北(株)、(株) 半導体装置メンテナンス技術
菱興社

花巻市

11,000

35 モールド金型、各種金型部品加工、ラ
ベルプリンタ関連装置加工、コンデン
サ製造装置加工、光学部品加工、半
導体製造装置加工、医療機器部品加
工、シャフト類加工、各種治具加工、
各種樹脂加工、自動車産業部品加工
等全ての産業機械加工部品製造

CNC旋盤、マシニングセンター、ＮＣフ 県内・県外30社
ライス盤
ワイヤー放電加工機、形彫放電加工
機、高速細穴放電加工機
円筒研削盤、平面研削盤
三次元測定機
三次元CAD/CAM

小ロット・短納期の仕事を得意とする。
熱処理・鍍金処理を除き全て社内加
工。
各種材料在庫しており短納期に対応
しております。

83 （株）サンアイ精機
奥州市
0197-35-5518
http://www.rnac.ne.jp/˜
sanaisk/ht
ml/jp/

5,000

20 自社製品
永磁式マグネットチャック、超硬材用
マグネットチャック、電極ホルダー、ク
ロステーブル、放電加工機周辺機器
加工、組立
プレス金型部品（コネクター等の）、治
具類、細穴放電加工機OEM生産

横型マシニングセンター、竪型マシニ ソディック、KHS、アステック、東北リ
ングセンター、放電加工機、ワイヤー コー㈱
カット機、プロファイル研削盤、治具研
削盤、平面研削盤、成形研削盤、円
筒研削盤、ＮＣ旋盤

放電加工機周辺機器、細穴放電加工
機の設計製作、小物金型部品加工、
細穴放電加工

70 プレス金型標準部品、特注品、治工
具 他

マシニングセンター
立横複合フライス盤
立型フライス盤
旋盤、NC旋盤、CNC旋盤
NC自動盤
円筒研削盤、内面研削盤

サンセイ規格標準部品を主として、特
注部品にも対応。

60 精密プラスチック金型
超精密機械部品
一般精密部品
治工具

NC・汎用旋盤、治具フライス盤、マシ パンチ工業(株)、（株）ミヤノ、(株)エ
ニング
レック北上、ナカヤマ精密（株）
成形・平面研削盤、センターレス
CNC精密内面研削盤、円筒研削盤
放電加工機、ワイヤー放電、細穴
電気炉

84 （株）サンセイ・イサワ
0197-47-2020
http://www.sassei.com

奥州市

50,000

85 （有）ジーエフトップ
0197-44-5193
http://www.gftop.co.jp/

胆沢郡
金ヶ崎
町

7,000

86 パンチ工業(株)北上工場
0197-68-3087
http://www.punch.co.jp/

北上市

250,000

867 超精密金型部品、プラスチック金型部 円筒研削盤
品、半導体金型部品、プレス金型部 内面研削盤
品、FA用メカニカル部品他
マシニングセンター
フライス盤
ガンドリルマシン
CNC平面研削盤、NC平面研削盤
真空熱処理炉
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(株)サンセイ、全国の金型ユーザー

アイシン精機(株)、アルプス電気(株)、
オムロン(株)、(株)シマノ、(株)東芝、ト
ヨタ自動車(株)、日産自動車(株)、日
本圧着端子販売(株)、日本AMP(株)、
TOWA(株)、ソニー(株)、(株)デンソー
他

プラスチック金型部品
自動機の設計から完成、供給まで対
応可能
単品、短納期対応可

各種精密金型パーツを製造直販する
総合メーカー。
カタログ標準品から、特注品まで、あ
らゆるニーズにお答えできる。

事業所名
87 （株）明輝
0191-26-0755
http://www.meiki.co.jp

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
一関市
49,000
36 プラスチック金型設計製造

主な製造設備
NCフライス
ガンドリル
放電加工機、ワイヤー放電加工機
グラファイト加工機
ダイスポット
射出成形機（350t）

88 森田製作（有）
019-672-3412
http://www.morita-ss.co.jp

紫波郡
紫波町

5,000

汎用旋盤、汎用フライス盤
横河電子機器(株)、(株)ミクニアデッ 主に旋盤、フライス盤による切削、研
ターレット旋盤
ク、(株)東綱機械製作所、(株)新興製 削、各種治工具加工
治具フライス盤
作所、朝日電機工業(株)
各種ヘラ絞り加工一式、スロッタ加工
平面研削盤、円筒研削盤
ＮＣ旋盤、ＮＣ自動盤、ＮＣフライス盤、
マシニングセンター
へら絞機

89 （株）ユーテムプレシジョン 東北工 奥州市
場
0197-56-3825

88,000

15 工業、船舶用計器部品、通信機部品
多重治具製作、各種部品加工、各種
へら絞り加工
各種スロッタ加工

111 各種精密金型部品、精密切削工具、 光学式数値制御研削盤
各種治工具等
光学式倣い研削版
ダイヤフォーム付平面研削盤
NC平面研削盤、万能工具研削盤
精密円筒研削盤、内面研削盤
クリープフィード研削盤
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主取引先
ソニー、松下電器、東芝、日本ビク
ター、キャノン、本田、日産、富士重
工、スズキ、ダイハツ

特徴等
大型外装金型を得意とする。
海外工場：イギリス、マレーシア、アメ
リカ、メキシコ、タイ

自動車、機械、航空機、電子機器、カ 短納期、低価格、治工具設計製作
メラ等製作企業、他
金属、セラミック等の研磨

特殊加工（五面・研磨等） （１社）
事業所名
市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
90 竹内真空被膜（株）
花巻市
36,000
100 自動車用バックミラー、光学用ミラー、
0198-42-2141
各種成膜加工
http://www3.ocn.ne.jp/t̃shin224/in
金型用撥水被膜処理
dex.htm

主な製造設備
スパッタ
真空蒸着機
ガラス切断機、ガラス面取機
純水洗浄機、超音波洗浄機
成型炉、アニール炉

主取引先
特徴等
(株)村上開明堂、東京特殊硝子(株)、 トヨタ系部品加工メーカーでセルシ
サカエ理研工業(株)、(株)増渕硝子製 オ、クラウン等高級車用ミラー製作。
作所、(有)長田曲硝子製作所
パジェロジュニア用複合曲面鏡
板ガラス切断、面取、曲加工、真空蒸
着まで一貫加工。
樹脂金型、ゴム金型への撥水被膜処
理。

岩手の観光地
久慈（琥珀）

安比高原（スキー）
八幡平（スキー・温泉）

北山崎（景勝地）
龍泉洞（鍾乳洞）

小岩井（農場）：繋・鶯宿（温泉）

浄土ヶ浜（海水浴、景勝地）

花巻（温泉）
遠野盆地（民話のふるさと）

展勝地（桜）

高田松原（海水浴）

平泉（史跡）
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自動機・装置等
事業所名
市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
91 旭エンジニアリング（株）
花巻市
25,000
70 ＯＡ機器部品加工、自動券売機
0198-30-2211
自動制御器、産業機械、農業機械
http://www.nnet.ne.jp/kikaikinzoku
/list/21.html

（９社）

主な製造設備
立型マシニングセンター
CAD、三次元CAD
NCベンダー
プレスブレーキ
シャーリング、ギャップシャーリング
自動平面バリ取機

主取引先
新興製作所、サクサテクノ米沢、三立
興産、日本シューター、アイシン東北、
シャノン、東北シャノン、NECファクト
リーエンジニアリング、関東商事、関
東興産

特徴等
各種自動化設備の設計から部品加
工、組立、調整搬入、設置までの一貫
生産が出来るので、納期、コスト対応
力が良い。

メカトロ・画像・洗浄・金型をベースとし
て各種生産設備を設計製造する。
ハーネス部品の半田レスでの自動組
立技術。

92 NEC東北産業システム(株)
0191-26-6200
http://www.nectohoku.com/sangyo/index.html

一関市

30,000

62 各種ＦＡシステム（一貫生産ライン）
各種工作機械一式（１０台）
各種自動組立・検査機、画像処理技
術応用機
各種金型（プレス、樹脂成形）、周辺シ
ステム
各種洗浄システム（炭化水素系、水
系）

各自動車部品メーカー
各コネクタ部品メーカー
各電子部品メーカー
各電池メーカー
NECトーキングループ
NEC東北他ＮＥＣグループ

93 （株）大武・ルート工業
0191-24-3144
http://www.ohtake-root.co.jp

一関市

40,000

21 各種ネジ自動供給装置
医療機器
スポーツトレーニング機器

(株)ハイオス、蛇の目ミシン工業(株)、 小型ネジ供給機
ソニーマニュファクチュアリングシステ 現在、自動車ライン用を開発中。
ムズ(株)、(株)山善、日本光電工業
(株)、フクダ電子(株)

94 （株）釜石電機製作所
0193-21-1751
http://www.e-kamaden.co.jp

釜石市

20,000

20 電動機、電気設備の修理メンテナンス 旋盤
電動機コイル作成、溶射加工
DJ溶射システム装置
電気工事、機械器具設置工事
巻線機
乾燥炉
セーパー
フライス盤

95 （有）サワ
050-3320-0385(ＩＰ電話)
http://www.sawahb.com

花巻市

8,000

96 太陽電機（株）
0198-26-2441
http://www.taiyo-el.co.jp

花巻市

20,000

NC旋盤、旋盤
横マシニングセンター
縦マシニングセンター
縦型フライス盤
横型フライス盤
プラノミラー

4 ネジ保持装置
キューロボット
オートキャッチャー

新日鉄釜石、太平工業、三菱製紙、 電動機コイル製作、各種溶射による
関東自動車、日本理化工業所、太平 表面処理加工技術、機械加工技術。
洋セメント
電動機、特に大型・高圧直流電動機
の修理、メンテナンスに高い評価があ
る。
表面処理技術としての溶射の分野に
力を入れている。
(株)山善、NEC、日本サーボ、日本軽 ドライバーのビットの先にさまざまな方
金属、ホンダエンジニアリング(株)、日 法でネジを保持させて作業効率をUP
産自動車、日立情映テック、安川電機 させるネジ保持装置を開発。
自動車メーカー採用実績あり。

52 制御機器電子部品販売（各メーカー
取扱）
自動化、省力化装置設計製作
検査装置設計製作
制御盤、操作監視盤設計製作メンテ
ナンス

CAD（トヨタ関連会社指定）
テスティング画像処理装置
フライス盤、旋盤
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北東北4県内各社

客先の仕様・図面に合わせた自動
化、省力化機械自動制御盤、制御ソ
フトウェア、産業ロボット応用システ
ム、画像認識検査装置の設計・製作
が可能。
特に画像処理システムは、専用プロ
グラムの開発、製品化が可能。
関東自動車岩手工場に納入実績あ
り。

事業所名
97 （株）東綱機械製作所
0197-66-2041
http://www.tokomachinery.co.jp

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
北上市
50,000
49 線材加工機、一般産業機械の設計製
作
各種電気計装の設計製作
大型部品の製作、加工、修理
ワイヤーソーM/C

主な製造設備
NC旋盤、CNC旋盤、大型旋盤
立型旋盤
立型マシニングセンター
複合フライス盤、操作入フライス盤
NC横中ぐり盤、横中ぐり盤
NC立中ぐり盤

98 （株）東洋工機
0197-46-4441
http://www.toyokoki.com

奥州市

45,000

67 TK−型各種プリーツマシン、小型オフ
セット印刷機
凸輪転多色刷機、ハトメ自動打ち機
ホイルハンガー、各種精密金型、各種
治工具
インデックストリマー、オープンボック
ス製函機、スターリングエンジン

3D-CADシステム
門型マシニングセンター
横型マシニングセンター
立型マシニングセンター
横中ぐりフライス盤
門型複合平研削機

コーパックインターナショナル(株)
トラスコ中山(株)
NAITO(株)

設計、機械加工、組立まで一貫生産。

99 ホクト（株）
019-671-2133

紫波郡
紫波町

3,000

13 自動機の設計・製作

TURBOVAD
パソコンデスクトップ
パソコン

松下通信工業(株)、東北住電装(株)

特定の業種を問わず、生産性の効率
化や生産管理等の提案から製作まで
一括で生産可能
特に制御系の分野が得意。
関東自動車岩手工場向け治具の実
績あり。

岩手の旨いもの
春

山菜（ワラビ、ウルイ、ミズ、タラノ芽、コシアブラ）

夏

うに、ホヤ

秋

きのこ（松茸、ホンシメジ、アミタケ、ナラタケ）、サンマ、鮭（イクラ）

冬

アワビ（生産量日本一）、カキ、鱈（タラキク）、南部ハット鍋

通年

前沢牛、三陸わかめ（生産量日本一）、冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば
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主取引先
東京製綱(株)

特徴等
産業用機械の設計・製作。
関東自動車岩手工場向け溶接治具
の実績あり。

製缶

（４社）

事業所名
100 エヌケー紫波（株）
019-673-8100
http://www.nk-g.co.jp/shiwa/

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
主な製造設備
紫波郡
50,000
29 ステンレス製品（機械部品、タンク類、 立型マシニングセンター
紫波町
液晶装置部品、パイプ類、フード類） レーザー切断機
空調ダクト全般
アルゴンガス溶接機
半自動直流アーク溶接機
シャーリング
プレスブレーキ

主取引先
特徴等
新日本空調、朝日工業社、日比谷総 薄物ステンレス材の溶接加工に自信
合設備、内藤工業所、鈴木機械、他 が有る。

101 （株）後藤製作所
0197-24-1255

奥州市

10,000

27 林業機械及び工作機械関係の機械
部品及びカバー関係の製作
建設機械の燃料タンク類の製作
各種ウィンチ関係、精密板金加工
除雪機シャーシ及び部品

レーザー加工機
NCターレットパンチプレス
プレスブレーキ
シャーリング
横型フライス盤
ラジアルボール盤

イワフジ工業(株)、和銅産業(株)、(株)
相沢鉄工所、(株)アイ・シー・エル、石
川島建機(株)、(株)ツガワ、(株)サン
ワ、(株)コンマ製作所、(株)佐々木コー
ポレーション

レーザーおよびタレパンの機械使用
によるカバー等の加工が可能。
板厚t1.0〜t9.0くらいまで曲げおよび
溶接加工が得意。

102 （株）ツガワ 北上工場
0197-68-3135
http://www.tsugawa.com/

北上市

35,000

158 ・金融周辺機器（紙幣選別機等組立
完成品迄）
・アミューズメント機器（OEM生産対応
可能）
・コンピュータ周辺機器（ハーネス実
装、メカ組立設計からプレス板金塗装
組立ソフト開発迄一貫生産）

NTCベンダー
NCターレットパンチプレス
レーザーマシン
トルクパックプレス、セットプレス
NCタップ盤、タップ盤
プレスブレーキ

日本電気(株)、(株)セガ、グローリー工
業(株)、富士ゼロックス(株)、(株)リ
コー、(株)東芝、セイコーエプソン(株)、
(株)オムロン、富士写真フィルム、NTT
ファシリテーズ

ソフト開発、筐体設計・プレス・板金、
塗装・完成組立までの一貫生産。
小ロット品（10〜50台（個））から量産
品迄全てに対応できる。

103 富士善工業(株)
0197-67-2311

北上市

20,000

(株)東綱機械製作所、東北精密
（株）、関東自動車岩手工場

TIG溶接需要が多く溶接を主体に取り
組む。
自動車関連 ラックなど製造ライン治
具の製造強化を計る。

49 機械製缶鈑金、鉄骨加工、ステンレス シャーリング
加工
ターレットパンチ
レーザー切断機
プレスブレーキ
アングルベンダー、ベンダー
帯鋸盤
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その他

（５社）

事業所名
104 （株）アイシーエス
019-651-2626
http://www.ics.co.jp

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
盛岡市
35,000
611 システムインテグレーション、ソフト
ウェア開発、ネットワーク構築／運用
サービス等

主な製造設備

105 （株）佐々木製作所
0197-26-5111

奥州市

10,000

106 白金運輸（株）
0197-35-0111
http://www.srg.co.jp/

奥州市

86,250

107 東京製綱スチールコード（株）
0197-66-2101

北上市

1,200,000

108 （株）東北ウエノ
0191-21-4531
http://www.touhokuueno.co.jp/

一関市

10,000

45 自動車部品、時計、パソコン仕上加工 クリーンブース
工具顕微鏡
実体顕微鏡
超音波洗浄器
乾燥炉
立型フライス盤
コンプレッサー
220 運送（納品代行）、流通加工、保管、
共配センター運営、輸出入全般

トラック
フォークリフト
共配センター

539

主取引先

三光化成(株)、盛岡セイコー工業
(株)、(株)ツクバ

特徴等
県内最大のＩＴベンダーであり、自治
体・民需・医療等の幅広いソリューショ
ンを提供（仕様作成、システム設計・
開発、インフラ整備まで）。現在、組込
みソフト開発体制を整備中。ISO9001
認証、プライバシーマーク認定、ISMS
認証取得。
カップホルダー、コンソールボックスな
ど多種にわたる自動車内装部品の組
立を行う。

林テレンプ、美豊商事、槌屋、カリ
各部品メーカーの関東自動車向け納
ツー、ニフコ、愛知陸運、トヨタ紡織、Ｔ 品代行と共配センター
Ｂサービス
タイヤ用スチールコード製造

11 い箱各種、各種仕切り、棚車、通い箱 落下試験機、衝撃解析装置
設計試作、緩衝包装設計
サンプルカッター
エアー緩衝材製造機
ウレタン発泡機
ダイヤモンドソー
Auto CAD、Artios CAD
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ＮＥＣロジスティクス㈱、㈱フタバ平
設計、試作、試験まで行い、最適な包
泉、ミクニ総業㈱、
装資材の提案を行います。
㈱槌屋、関東商事㈱、三愛ロジスティ 中国とタイに生産拠点あり。
クス㈱、新開㈱

自動車関連進出企業
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（１７社）

事業所名
109 アイシン東北（株）
0197-44-2663
http://www.rnac.ne.jp/˜
ait
110 （株）岩手セキソー
0197-81-5030
111 関東興産（株） 岩手事業所
0197-44-5005
112 (株)関東シート製作所 北上工場
0197-67-1111
http://www.kanto-seat.co.jp
113 関東自動車工業（株）岩手工場
0197-41-1120
http://www.kanto-aw.co.jp
114 関東商事（株） 岩手営業所
0197-44-4777

市町村 資本金（千円） 従業員数
生産品目（加工内容等）
胆沢郡
490,000
184 機関商品、車体商品
金ヶ崎
町
北上市
3,000
25 樹脂成形品、制振材、防音材、ファイ
バーモールド製品（梱包材、緩衝材）、
樹脂塗装
胆沢郡
90,000
53 鋼構造物、治具 鋼線材加工、搬送
金ヶ崎
具
町
北上市
332,000
623 シート、ドアトリム
胆沢郡
金ヶ崎
町
胆沢郡
金ヶ崎
町
北上市

6,850,000

北上市

80,000

117 （株）ケー・イー・プロテック岩手営業 胆沢郡
所
金ヶ崎
0197-41-0311
町

30,000

118 （株）ケー・エス北上工場
0197-71-8050

北上市

30,000

119 タケヒロカイハツ（株）
0191-47-4562

一関市

10,000

10 パッケージトレイトリム、シートバック
ボード

120 中部工業(株)岩手営業所
0197-44-2884

胆沢郡
金ヶ崎
町
胆沢郡
金ヶ崎
町
胆沢郡
金ヶ崎
町
花巻市

50,000

13 ガラス

115 北上槌屋デカル(株)
0197-67-2511
116 （株）ケー・アイ・ケー
0197-67-0111

121 （株）ＴＢ岩手
0197-41-0251
122 豊田合成（株）
0197-41-0661
123 林テレンプ岩手工場
0198-26-5381
http://www.hayatele.co.jp/
124 （株）フタバ平泉
0191-34-1211
125 （株）豊和繊維岩手製作所
0197-41-0220
http://www.houwasenni.com/

西磐井
郡平泉
町
胆沢郡
金ヶ崎
町

153,000
45,000

10,000

2795 自動車
46 タイヤAssy
チューブ曲げ加工
43 印刷
155 自動車部品
74 ・工場新設、改修等に関する総合エン
ジニアリング
・電気、工場設備の開発、設計、施
工、管理など
18 シート縫製

8 フェンダーライナー、エンジンアンダー
カバー

28,000,000

20 ボディーシーリング製品（ｳｪｻﾞｰｽﾄﾘｯ
ﾌﾟ､ｶﾞﾗｽﾗﾝ）

500,000

51 床カーペット、ラッケージ、ウエザース
トリップ

495,000

81 カウルトップ、ロアバック、センターピ
ラー、フューエルインレット他

30,000

36 天井、ダッシュサイレンサー
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財団法人いわて産業振興センターの取り組み
１．基盤強化支援

２．取引あっせん

関東自動車ＯＢを指導者として、岩手県版「自主研」を開催して

下請中小企業振興法第 11 条に基づく下請振興協会として、岩

います。次の１４社が改善手法を学習・実践しています。

手県内の製造業約１，６００社のデータベースを有し、発注企業

来年度以降も拡大していきます。

からのお問い合わせにお答えします。

番号

グループ

会社名

住所

電話

加工内容

一覧表
ＮＯ．

1 東Ｇ（3年目）

（株）北上エレメック

北上市鬼柳町都鳥１３３

0197-67-3231

樹脂成形

41

2 東Ｇ（3年目）

（株）エヅリコ・エンジニアリング

北上市滑田２０地割１１１ー１

0197-77-2666

鈑金、塗装、組立

3 東Ｇ（3年目）

（株）東亜電化

盛岡市玉山区渋民字岩鼻２０−７

019-683-2101

めっき

60

4 東Ｇ（3年目）

テクノリンクス（株）

一関市花泉町涌津字二の町４３−１

0191-82-1811

組立（基板加工）

65

5 手代木Ｇ（２年目） （株）サンセイ・イサワ

奥州市胆沢区小山字中油地119

0197-47-2020

金型パーツ

84

6 手代木Ｇ（２年目） （株）ツガワ 北上工場

北上市村崎野21-26-3

0197-68-3133

板金

7 手代木Ｇ（２年目） （株）東北佐竹製作所

北上市川岸1-16-1

0197-64-1111

農機具

14

8 手代木Ｇ（２年目） （株）東北ＴＫＲ

紫波町南日詰字箱清水50-1

019-676-2311

基板加工

74

9 手代木Ｇ（２年目） （株）水沢鋳工所

奥州市水沢区太日通1-8-15

0197-24-7218

鋳物

102

10 大井Ｇ（１年目）

（株）ツガワ鹿角工場 二戸事業所

二戸市石切所字穴牛長久保２０

0195-25-5551

板金

11 大井Ｇ（１年目）

（株）大東ニット

一関市大東町摺沢字上堺ノ沢３０−３

0191-75-2630

縫製

12 大井Ｇ（１年目）

（株）キンレイ

奥州市胆沢区小山字森１６１−１

0197-47-2190

機械

13 大井Ｇ（１年目）

（株）トーノ精密

遠野市早瀬町３丁目１０−１

0198-62-8097

樹脂成形

49

14 大井Ｇ（１年目）

（株）本興製工所

花巻市東十二丁目１９−１０−２

0198-24-7081

プレス

19
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79

いわて自動車関連企業一覧表
２００６年７月３１日版

発行
財団法人いわて産業振興センター
育成支援グループ 取引支援担当
〒020-0852
岩手県盛岡市飯岡新田 3-35-2
電話 019-631-3823
FAX 019-631-3830
http://www.joho-iwate.or.jp/

この一覧表の最新版をホームページからダウンロードできます。
http://www.joho-iwate.or.jp/torihiki/autolist.pdf
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