
1

TEL 029-270-5501 FAX 029-270-5515 代表者　写真

住所 319-1112

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 23名

創業 本社設立 昭和57年9月

所有敷地

URL e-mail

2

TEL 029-831-3511 FAX 029-831-3524 代表者　写真

住所 300-0015

代表者

研究会担当者

資本金 8,880万円 従業員 295名

創業 本社設立 昭和34年11月

所有敷地

URL e-mail

3

TEL 029-225-2025 FAX 029-226-9692 代表者　写真

住所 310-0004

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 60名

創業 昭和36年11月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

4

TEL 029-864-0231 FAX 029-864-1574 代表者　写真

住所 300-3253

代表者

研究会担当者

資本金 従業員

創業 本社設立

所有敷地

URL e-mail

5

TEL 0291-36-2121 FAX 0291-36-2122 代表者　写真

住所 311-1537

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 40名

創業 昭和47年4月 本社設立 昭和49年4月

所有敷地

URL e-mail

6

TEL 0299-55-1539 FAX 0299-55-3808 代表者　写真

住所 311-3512

代表者

研究会担当者

資本金 従業員 5名

創業 本社設立 平成10年1月

所有敷地

URL e-mail

同上

企業より
一言

http://www.atomutecs.jp/ atomutecs@lake.ocn.ne.jp

土地 2,793㎡　建物 1,535㎡

asahi-s@hyper.ocn.ne.jp

アトムテックス

事業内容
得意な技
術

・機械工具開発，製造，販売行方市玉造甲5587

宮本　久男

旭真空(株)

事業内容
得意な技
術

・工業部品塗装
・真空蒸着加工
・イオンプレーティングによる合金蒸着
・プラズマ重合装置

鉾田市紅葉693

大久保　一

同上

企業より
一言

お陰様で創業45年を経過し，お客様に信頼され
る製品作りに日々努めております。プラ成形金
型をお預かりして，プラ成形から表面処理，彩
色，レーザー加工まで一貫受注対応が可能で
す。

同上

企業より
一言

http://www.aoyagi-kk.co.jp/ ozone@aoyagi-kk.co.jp

朝日工業(株)

事業内容
得意な技
術

・ねじ製造つくば市大曽根3768

田中　一夫

青柳工業(株)

事業内容
得意な技
術

・産業用電子応用装置の設計製造
・電子顕微鏡・半導体検査装置関連

水戸市青柳町644

大曽根　哲哉

同上

企業より
一言

・産業用電子応用装置の設計から製造までを，一貫
してお手伝いいたします。

米田　一夫

小堀　浩一

企業より
一言

佐藤　栄作

新関　智丈

企業より
一言

・ゼロからの企画・提案で，お客様の期待を超える質
の高い商品を提供します。

事業内容
得意な技
術

・ボイラーを中心としたステンレスの溶接・板金プレス
加工
・インクジェット印刷技術
・樹脂成形技術

土浦市北神立町1-1

(株)アーﾄ科学

http://www.artkagaku.co.jp/ info@artkagaku.co.jp

(株)アールビー

http://www.rbcorp.jp

事業内容
得意な技
術

・理化学機械器具の販売
・実験装置設計・製作
・機能性材料の開発・研究

那珂郡東海村村松3135-20

－ 1 －



7

TEL 0297-30-5171 FAX 0297-30-5173 代表者　写真

住所 300-2746

代表者

研究会担当者

資本金 2,200万円 従業員 40名

創業 本社設立

所有敷地

URL e-mail

8

TEL 0296-77-6188 FAX 0296-70-5011 代表者　写真

住所 309-1703

代表者

研究会担当者

資本金 22,200万円 従業員 57名

創業 昭和46年10月 本社設立 昭和46年10月

所有敷地

URL e-mail

9

TEL 029-272-9606 FAX 029-272-9612 代表者　写真

住所 312-0032

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 12名

創業 昭和24年9月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

10

TEL 029-272-1661 FAX 029-273-7432 代表者　写真

住所 312-0053

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員

創業 昭和45年8月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

11

TEL 0294-25-1180 FAX 0294-24-7424 代表者　写真

住所 317-0056

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 8名

創業 平成14年6月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

12

TEL 029-869-1212 FAX 029-869-1083 代表者　写真

住所 300-4297

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 250名

創業 本社設立 平成19年7月

所有敷地

URL e-mail

大槻　芳朗

企業より
一言

http://www.ikura.com/

http://eptec.jp/ umino@eptec.jp

育良精機(株)

事業内容
得意な技
術

・自動旋盤用自動棒材供給機の設計，製造，販売
・電設・通信・配管・建設等の工事用機器の設計，製
造，販売

つくば市寺具1395-1

曽根　栄二

(株)イーピーテック

事業内容
得意な技
術

・均一径乳化液滴製造装置の製造販売
・気密封止コネクターの設計・販売
・真空封止部品設計・販売

日立市白銀町2-14-1

海野　春己

同上

企業より
一言

・当社は，気密封止をコア技術として，設計・エンジニ
アリングカをベースに新しい価値商品を開発・提案を
得意とした企業です。
・マイクロソフィア(マイクロカプセル・エマルション・微
粒子)を均一で連続的作製できる乳化装置は当社の
オンリーワン商品です。

同上

企業より
一言

http://www.iidadenshi.co.jp/ info@iidadenshi.co.jp

土地 2,970㎡　建物 495㎡

http://www.iizumi-electroplating.com/ iizumi@carrot.ocn.ne.jp

イイダ電子(株)

事業内容
得意な技
術

・計測器，理化学機器，コンピュータ応用自動制御機器
・各種検査・試験装置，スポーツアミューズメント機器
・ハードウェア・ソフトウェア設計，機構設計

ひたちなか市外野1-9-1

飯田　明由

(株)飯泉

事業内容
得意な技
術

・各種工業用メッキ・表面処理
・全自動バレル式亜鉛メッキ・三価クロメート専用ライ
ン完成
・有色・ユニクロ色・黒色に対応可能

ひたちなか市津田1855-2

飯泉　聡

同上

企業より
一言

宮崎　誠

企業より
一言

・ISO9001&14001の認証を取得し，品質向上，環境保全に
取り組んでおります。
・未来世代への約束
　アンペールの全社員は，常に｢子どもたちの子どもたち
の子どもたち｣のことを考えて行動します。地球温暖化を
回避して自然環境を保全し，21世紀が平和で健全な世紀と
なるように社会の一員として積極的に貢献します。土地 3,138㎡　建物 1,495㎡

http://www.ampere.co.jp/ miyazaki@ampere.co.jp

h-takeda@alba-ft.com

(株)アンペール 友部事業所

事業内容
得意な技
術

・コンピュータ(ハードウェア＆ソフトウェア)応用機器，
周辺機器装置等の開発･製造･販売

笠間市鯉淵6612-49

福間　富美男

アルバファインテック（株）

事業内容
得意な技
術

・プラスチック材料のカラーリング及びコンパウンド製
造
・プラスチック材料のリサイクル加工
・プラスチック材料の販売

常総市鴻野山1765-1

武田　久徳

同上

企業より
一言

・スピード
・小ロット対応

－ 2 －

mailto:miyazaki@ampere.co.jp
http://www.iizumi-electroplating.com/
http://www.iizumi-electroplating.com/
http://www.iizumi-electroplating.com/
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13

TEL 029-293-7117 FAX 029-293-9101 代表者　写真

住所 311-3122

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 15名

創業 昭和42年11月 本社設立 昭和53年1月

所有敷地

URL e-mail

14

TEL 029-288-5511 FAX 029-288-5517 代表者　写真

住所 311-4393

代表者

研究会担当者

資本金 2,500万円 従業員 80名

創業 昭和28年6月 本社設立 昭和40年4月

所有敷地

URL e-mail

15

TEL 029-306-0030 FAX 029-306-0051 代表者　写真

住所 319-1112

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 98名

創業 本社設立 昭和21年2月

所有敷地

URL e-mail

16

TEL 0280-48-2411 FAX 0280-48-2415 代表者　写真

住所 306-0236

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 55名

創業 昭和3年1月 本社設立 昭和23年

所有敷地

URL e-mail

17

TEL 0293-43-0193 FAX 0293-43-3544 代表者　写真

住所 319-1541

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 180名

創業 昭和54年8月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

18

TEL 0293-42-1820 FAX 0293-41-4300 代表者　写真

住所 319-1541

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 56名

創業 昭和54年9月 本社設立 昭和53年9月

所有敷地

URL e-mail

同上

企業より
一言

・めっき技能士 特級6名　一級8名　二級15名資格取
得しておりめっき加工の技術者集団を目指していま
す。

https://i-plating.co.jp/ ホームページよりアクセス下さい。

土地 43,435㎡　建物 5,233㎡

http://www.iba-giken.co.jp/ info@iba-giken.co.jp

茨城プレイティングエ業(株)

事業内容
得意な技
術

・半導体導通検査に使われるコンタクトプローブを構
成するプランジャー、スプリング、バレル等の微小精
密部品への貴金属めっき加工

北茨城市磯原町磯原1611-5

大澤　健一

(株)茨城技研

事業内容
得意な技
術

・精密プレス金型の設計
・金型の製作・パーツ加工
・自動組立機の設計・製作

北茨城市磯原町磯原1611-3

三矢　哲

同上

企業より
一言

2014年7月にISO/TS16949の認証取得をいたしまし
た。これまでの品質マネジメントシステム・顧客満足
度の向上に関し，更なるステップアップを目指しま
す。

同上

企業より
一言

大・中・小サイズ，角・丸・異形状，重量品，試作品，
継続品，量産品等の部品、製品を様々な業界に供
給しております。

10,000㎡

http://www.ito-w.com/ itw-s@agate.plala.or.jp

土地 20,212㎡　建物 6,262㎡

http://www.itofound.co.jp/ master@itofound.co.jp

(株)伊藤鐵工所

事業内容
得意な技
術

・一般産業機械，試験装置，鉄道保安装置，半導体
液晶装置、工作機械部品他
・アルミ，ステンレス，鉄等の製缶溶接，精密機械加
工，組立調整、精密複合部品製作

古河市大堤1814

伊藤　龍司

(株)伊藤鋳造鉄工所

事業内容
得意な技
術

・エレベーター，ポンプ，ホイスト，モータ，
建設機械，空圧・水圧機器，産業機械等鋳物部
品の製造及び販売

那珂郡東海村村松3129-43

伊藤　幸司

同上

企業より
一言

・水溶性自硬性鋳型法を使用し，主に無枠にて鋳型
を作り，型抜き，移動，型被せ等をライン機械化し，
多種少量，多材質の中，大物鋳造品製造を行う。

同上

企業より
一言

・ISO9001，14001を取得し，企業としての体質向上に
取り組んでいます。
･県内外の約300社のお客さまに取引いただいており
ます。

土地 5,000㎡　建物 2,100㎡

http://www.ito-net.co.jp/ sasaki-ta@ito-net.co.jp

土地 6,930㎡　建物 2,020㎡

http://ishizaki-seisakusho.com/ ishizaki.ss@nifty.com

(株)イトウ 常北工場

事業内容
得意な技
術

・非金属工業材料の特殊加工(ハーフカット，真空ラミ
ネート，フィルムの絞り加工)

東茨城郡城里町那珂西2270-1

佐々木　隆

(株)石﨑製作所

事業内容
得意な技
術

・プレス･ヘッダー・切削・金型・BAG溶接
・ゴルフ場用タイン製造販売

東茨城郡茨城町上石崎4534

石﨑　信夫

同上

企業より
一言

・極細タインは耐久性に優れ，国内外のゴルフ
場で使用されています。

－ 3 －

http://ishizaki-seisakusho.com/
http://ishizaki-seisakusho.com/
mailto:itw-s@agate.plala.or.jp
mailto:itw-s@agate.plala.or.jp
http://ishizaki-seisakusho.com/


19

TEL 0296-75-3533 FAX 0296-75-1998 代表者　写真

住所 309-1347

代表者

研究会担当者

資本金 1,300万円 従業員 25名

創業 昭和48年 本社設立

所有敷地

URL e-mail

20

TEL 029-276-1511 FAX 029-276-1535 代表者　写真

住所 312-0048

代表者

研究会担当者

資本金 2,900万円 従業員 45名

創業 昭和63年12月 本社設立 昭和63年12月

所有敷地

URL e-mail

21

TEL 0294-76-2211 FAX 0294-76-1621 代表者　写真

住所 313-0116

代表者

研究会担当者

資本金 3，000万円 従業員 45名

創業 昭和21年1月 本社設立 昭和21年1月

所有敷地

URL e-mail

22

TEL 029-270-4700 FAX 029-270-4701 代表者　写真

住所 319-1116

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 10名

創業 平成4年 本社設立

所有敷地

URL e-mail

23

TEL 029-219-5675 FAX 029-219-5676 代表者　写真

住所 312-0042

代表者

研究会担当者

資本金 300万円 従業員

創業 本社設立

所有敷地

URL e-mail

24

TEL 0296-24-5251 FAX 0296-25-1623 代表者　写真

住所 308-0861

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 79名

創業 昭和10年10月 本社設立 昭和22年12月

所有敷地

URL e-mail

同上

企業より
一言

土地 23,957㎡　建物 7,955㎡

http://www.enokido.co.jp/

http://www.stlab.co.jp/

(株)榎戸製作所

事業内容
得意な技
術

・通信機，電動工具，音響機器，電装部品等のプレ
ス加工
・精密板金プレス加工
・プレス金型の製作

筑西市森添島1923

榎戸　丈夫

エスティー・ラボ(株)

事業内容
得意な技
術

・コンピュータによる自動制御・計測システム
・科学実験装置設計製作
・真空実験装置設計製作
・酸素分圧抑制装置

ひたちなか市東大島2-11-24
アシストひたちなかビル

内田　勝秀

佐藤　円

企業より
一言

同上

企業より
一言

スピード感を持って、お客様のご要望にお応えしま
す。

kuge@a-tech.co.jp

土地 13,860㎡　建物 1,980㎡

http://www.usui-seimitsu.co.jp/

エーテック(株)

事業内容
得意な技
術

・各種コンピュータソフトウェアの開発
・各種数値解析及びシュミレーターの開発
・各種機器制御及びIoTへの機能拡張

那珂郡東海村舟石川駅西2-11-7

久家　伸司

(株)ウスイ精密

事業内容
得意な技
術

・遮断機，変圧器等重電用ボルト及び機械加工品の
製造販売

常陸太田市大方町366

薄井　良太郎

同上

企業より
一言

小坂　有

企業より
一言

「みんなの笑顔が見たい」を経営理念とし，
「もっと使いやすく」をモットーに最善のシス
テムづくりをしています！

土地 514㎡　建物 409㎡

http://www.socio.co.jp/ info@socio.co.jp

http://www.iwasekogaku.jp s-takei@iwasekogaku.jp

インターソシオシステム(株)

事業内容
得意な技
術

・ソフトウェアの受託開発，研究開発ひたちなか市春日町8-4

代表取締役　小野瀬　直人

岩瀬光学(株)

事業内容
得意な技
術

・アルミを被削材とした切削加工
・金型設計製作

桜川市富谷2013

竹井　辰介

同上

企業より
一言

・自社製加工治工を使用し、安定した品質の加工
・小ロット品から量産品まで幅広く対応
・環境を配慮した洗浄機を使用し、脱脂を行う。

－ 4 －



25

TEL 029-251-4567 FAX 029-252-4800 代表者　写真

住所 311-4164

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 43名

創業 昭和24年8月 本社設立 昭和28年10月

所有敷地

URL e-mail

26

TEL 0294-53-3821 FAX 0294-53-6839 代表者　写真

住所 316-0025

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 65名

創業 昭和31年11月 本社設立 昭和31年11月

所有敷地

URL e-mail

27

TEL 0297-48-1421 FAX 0297-48-4715 代表者　写真

住所 302-0108

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 80名

創業 大正13年 本社設立 昭和37年

所有敷地

URL e-mail

28

TEL 0296-43-5505 FAX 0296-44-0037 代表者　写真

住所 304-0031

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 22名

創業 昭和21年3月 本社設立 昭和38年10月

所有敷地

URL e-mail

29

TEL 0294-52-1991 FAX 0294-53-4824 代表者　写真

住所 319-1221

代表者

研究会担当者

資本金 4,500万円 従業員 60名

創業 昭和15年10月 本社設立 昭和25年10月

所有敷地

URL e-mail

30

TEL 0295-57-3311 FAX 0295-57-2431 代表者　写真

住所 319-3115

代表者

研究会担当者

資本金 7,000万円 従業員 50名

創業 昭和29年 本社設立 昭和40年5月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・超大型アルミニウム鋳物を得意としていま
す。

http://www.kawawafoundry.co.jp

http://www.kawamura-ss.com/ info@kawamura-ss.com

(株)川和工業所

事業内容
得意な技
術

・大型アルミニウム製部品の鋳造及び熱処理常陸大宮市照田14

田代　陽一郎

同上

事業内容
得意な技
術

・自動車用部品等の冷間鍛造品製作
・ダイカスト用金型の設計・製作
・油圧プレス等設備の設計・製作

日立市大みか町2-2-12

河村　俊一

池崎　隆

企業より
一言

・短納期対応の高精度ダイカスト金型製造，独
自の技術とノウハウによる各種冷間鍛造部品と
高精度油圧プレス機の製造，自動車用整流子の
金具製造と，それに伴うモールド成形を三本柱
としています。土地 11,300㎡　建物 5,011㎡

企業より
一言

・試作の段階から量産に向けてのご提案を,QCD
を踏まえた上でご提供いたします。特にマシニ
ング加工における薄肉切削加工に実績がありま
す。

土地 3,569㎡　建物 1,524㎡

http://www.kato-co.com/ t-kato@kato-co.com

(株)河村製作所

http://www.ogino-net.co.jp/ 【業務担当】倉持　kuramochi@ogino-net.co.jp

(株)カトー つくば工場

事業内容
得意な技
術

・アルミ材の薄肉切削加工
・内面鏡面加工
・各種シリンダ加工

下妻市高道祖4219-76

加藤　孝雄

同上

荻野工業(株)茨城工場

事業内容
得意な技
術

●大正13年東京都墨田区両国でガス管継ぎ手の製作販売会社「荻
野商店」設立後、昭和37年「荻野工業㈱」と社名を改称し昭和45
年に茨城守谷市へ工場を移転し、近年中国工場を開設いたしまし
た。●ISO9001及びAS9100の品質マネジメントシステムに基づ
き、冷間圧造及び精密機械加工によるエンジン部品、油圧部品、
航空機部品、医療機器部品の開発、製作を行っております。●ピ
ストンクーリングオイルジェットは設計・製作・機能保証まで一
貫で行い得意先より高い信頼を得ております。●各種助成金によ
り、「冷間圧造による極細パイプ製造」・「ねじり鍛造」・「内
径及び外径球面の研磨」・「球面カシメ」等独自の加工方法を開
発し、特許を取得しております。●今後も取引先の要求を事実
(FACT)に変えるため、難しい仕事にも果敢に挑戦して行く工場
(FACTORY)でありたいと考えております。

守谷市松並1381-1

代表取締役社長　　荻野　明

同上

企業より
一言

土地 6,000㎡　建物 3,600㎡

同上

企業より
一言

・弊社は開発設計・製造・品質保証と一貫生産を行い、自
動車部品から微細な半導体部品まで多岐に亘りものづく
りを続けております。
・お客様からの高い信頼性を維持し技を磨き、力を育て
『お客様のﾆｰｽﾞに確実にお応えできること』 これが当社の
使命です。土地 2,646㎡　建物 2,590㎡

http://www.ohnuki.co.jp/ ohnuki@ohnuki.co.jp

土地 4,650㎡　建物 2,509㎡

http://www.ohthuka.co.jp info@ohthuka.co.jp

(株)大貫工業所

事業内容
得意な技
術

・微細加工技術を用いて切削加工でしか表現できなかっ
た、製品をプレス加工(鍛造・深絞り)で可能にする技術を
提供致します。

日立市森山町5-10-35

大貫　啓人

(株)大塚製作所

事業内容
得意な技
術

・治工具・省力化機械の設計製作
・精密機械加工
・各種研削加工
・ジグボーラーによる精密位置決め加工

水戸市谷津町細田1-64

代表取締役　根岸　貴史

同上

企業より
一言

・試作品から、一品・小ロットまで、ジグボーラー6台
をはじめ、M/C、NC旋盤、各種研削盤を駆使した高
精度加工。

－ 5 －
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TEL 029-252-8870 FAX 029-253-5946 代表者　写真

住所 311-4143

代表者

研究会担当者

資本金 3,200万円 従業員 20名

創業 昭和57年11月 本社設立 平成元年

所有敷地

URL e-mail

32

TEL 029-282-3535 FAX 029-282-0705 代表者　写真

住所 319-1112

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 23名

創業 昭和38年10月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

33

TEL 0294-53-2811 FAX 0294-53-2074 代表者　写真

住所 319-1225

代表者

研究会担当者

資本金 1,800万円 従業員 35名

創業 昭和14年4月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

34

TEL 029-272-5391 FAX 029-272-1101 代表者　写真

住所 312-0062

代表者

研究会担当者

資本金 1,500万円 従業員 130名

創業 昭和24年4月 本社設立 昭和38年12月

所有敷地

URL e-mail

35

TEL 0296-44-2158 FAX 0296-44-0052 代表者　写真

住所 304-0056

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 5名

創業 昭和10年4月 本社設立 昭和41年7月

所有敷地

URL e-mail

36

TEL 0297-27-2111 FAX 0297-27-2117 代表者　写真

住所 303-0043

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 150名

創業 昭和18年 本社設立 昭和29年

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・オンリーワンの金属加工パイプメーカとして，新時
代のスペシャリストを目指していきます。
・自動車や建設機械をはじめ，φ6ミリ～110ミリのパ
イプサイズの曲げ加工をメインに多彩なニーズにお
応えします。土地 125,400㎡　建物 46,000㎡

http://www.khr.co.jp/company/ mitachi@khr.co.jp

http://www.kikuchiworks.co.jp/ info1@kikuchiworks.co.jp

(株)木原製作所 茨城工場

事業内容
得意な技
術

・輸送用機械器具製造業
・金属パイプを使った加工品（曲げ，溶接等）

常総市内守谷町5166

林　晃弘

三田地　正克

事業内容
得意な技
術

・長さ関係測定機器，治工具の製造販売
・上記関連，ゲージ等の特注品設計製作・切削加
工，（特殊鋼熱処理後）研削加工

下妻市長塚200-4

代表取締役　菊池　隆

同上

企業より
一言

長年，培わらせて頂いた機械加工や量産の技術やノ
ウハウを基に，お役立ていただける様，努力しており
ますので，宜しくお願いします。

土地 4,945㎡　建物 1,700㎡

企業より
一言

・部品加工から組立・調整まで，科学機器の精密部
品や各種ユニットを受託生産します。
・真空流路技術を得意技術としています。

土地 14,147㎡　建物 5,561㎡

http://www.kikuchiseiki.co.jp/ kikuchi@kikuchiseiki.co.jp

(株)菊池製作所

http://kanto-seiki.co.jp/index.html

(株)菊池精器製作所

事業内容
得意な技
術

・精密板金部品加工
・切削部品加工
・電工組立調整加工
・省力化装置設計製作
・科学機器特注品設計製作

ひたちなか市高場1730-3

菊池　敏昭

同上

事業内容
得意な技
術

・プレス金型設計製作(順送型,ロボット型,鍛造型等)
・型部品，冶工具製作
・金属プレス品量産加工

日立市石名坂町2-43-8

佐藤　俊浩

同上

企業より
一言

・創業以来、約８０年にわたる基本技術の蓄積と応
用技術の研鑽による精密金型設計製作及び金属プ
レス加工を得意としております。

土地 1,848㎡　建物 1,446㎡

企業より
一言

・基礎技術と先端技術を融合し，新分野製品開発に
挑戦しています。

http://www.kantogiken.com/ ono@kantogiken.com

(株)関東精機製作所 久慈工場

http://kantoueng.co.jp/ ueno@kantoueng.co.jp

(株)関東技研

事業内容
得意な技
術

・大型自動ドア装置の設計，製作，据付，保守点検
作業
・原子力関連機器の設計，製作及び新規開発機器
の設計，製作

那珂郡東海村村松405

小野　洋伸

同上

事業内容
得意な技
術

・非破壊試験，超音波深傷試験，放射線透過試験，
浸透深傷試験，応力ひずみ測定試験，赤外線サー
モグラフィー試験，レーダー探査試験（電磁誘導式）

水戸市大塚町字大塚1284-1

上野　道昭

同上

企業より
一言

土地 660㎡　建物 170㎡

(株)関東エンジニアリングサービス

－ 6 －
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TEL 029-247-9660 FAX 029-247-9710 代表者　写真

住所 310-0843

代表者

研究会担当者

資本金 28,800万円 従業員 561名（全社）

創業 昭和35年2月 本社設立 昭和35年2月

所有敷地

URL e-mail

38

TEL 029-831-0534 FAX 029-831-9486 代表者　写真

住所 300-0015

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 250名

創業 昭和26年2月 本社設立 昭和32年5月

所有敷地

URL e-mail

39

TEL 029-247-5811 FAX 029-247-6025 代表者　写真

住所 310-0836

代表者

研究会担当者

資本金 1,925万円 従業員 76名

創業 昭和41年 本社設立

所有敷地

URL e-mail

40

TEL 029-247-7356 FAX 029-247-7384 代表者　写真

住所 310-0843

代表者

研究会担当者

資本金 6,200万円 従業員 43名

創業 大正12年 本社設立 昭和22年7月

所有敷地

URL e-mail

41

TEL 0297-48-7251 FAX 0297-48-7252 代表者　写真

住所 302-0110

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 69名

創業 昭和59年 本社設立

所有敷地

URL e-mail

42

TEL 0296-52-1311 FAX 0296-52-0236 代表者　写真

住所 300-4515

代表者

研究会担当者

資本金 4,000万円 従業員 167名

創業 昭和29年9月 本社設立 昭和29年9月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・建設機械用油圧シリンダの専業メーカとして50年の歴史
の中に蓄積された技術力によりニーズを的確に捉え，顧客
満足度を高めた対応が出来ます。
・長尺シリンダにおいては生産設備，技術力，生産量の全
てに於いて国内外で優位な位置付けにあります
・オイルダンパも制震対応で相当数の実績を持ち，安全な
社会作りに貢献しております。土地 53,000㎡　建物 19,532㎡

http://www.koyo-sk.co.jp/ s-matsuda@koyo-sk.co.jp

http://www.kohki-ss.jp koki@maple.ocn.ne.jp

光陽精機(株) つくば工場

事業内容
得意な技
術

・油圧シリンダ・ジャッキ，制震オイルダンパ
・油圧機器

筑西市倉持422

常務取締役工場長　松田　庄三郎

技術部部長　山田　茂晴

事業内容
得意な技
術

・プラスチック製品の金型作製、射出成形
・加飾（フィルム成形）、組立

守谷市百合ヶ丘1-2411-2

大賀　奉昭

大賀　祐一

企業より
一言

・試作から量産まで一貫生産対応が可能
・自動車部品、各種産業機器の組立が可能
・フィルム成形（TOM成形、IMD成形）が可能

企業より
一言

・創業95年、モータ部品の製造及び変圧器とモー
ター修理に徹しています。また、ハーネスと電子機器
（高速プリンタ）の組立をおこなっています。
・電気屋としてお客様の発展のために，社員一同明
るく楽しく活動しています。土地 5,000㎡　建物 3,000㎡

http://www.kmd.co.jp/ kimura@kmd.co.jp

(株)宏機製作所

kaoru_sakurai@tokyokeiso-mito.co.jp

(株)ＫＭＤ

事業内容
得意な技
術

・モータ部品製造（ステータ,アマチュア）
・トランス，モータ修理
・電子機器組立（ケーブル，ハーネス製造）

水戸市元石川町権現台276-31

木村　善徳

同上

事業内容
得意な技
術

・陸上用，船舶用液面計測機器の製造水戸市元吉田町1042

取締役工場長　桜井　馨

製造業務部設計課　深谷　正美

企業より
一言

・プラントや装置を安全且つ効率的に運転・管理する
上で欠かすことのできない工業計器の一つです
・日常では目につきにくい所で活躍しております。

企業より
一言

土地 24,178㎡　建物 17,483㎡

http://www.kurita-al.co.jp/

(株)計装機器製作所

https://www.kinzoku.co.jp/ 左記ホームページよりお問い合わせください

栗田アルミ工業(株)

事業内容
得意な技
術

・アルミ鋳造，加工，ＡＹ
・自動車部品，産業機械，弱電製品の部品製造

土浦市北神立町4-5

栗田　壮浩

矢萩　晋二

事業内容
得意な技
術

・HIP処理（内部欠陥除去、焼結、拡散接合）
・熱処理（真空熱処理、真空ろう付）
・機械加工（金属加工、セラミック加工）
・金属積層造形（DMLS、EBM）

水戸市元石川町276-21

宇野　毅

同上

企業より
一言

「the Metal Solution」のもと、金属技研では熱処理か
らHIP処理、接合、解析分析までモノづくりの上流か
ら下流まで一貫した生産体制を備え、金属に関わる
多くのソリューションを提供しています。

金属技研(株) 茨城工場

－ 7 －



43

TEL 0295-72-1181 FAX 0295-72-1183 代表者　写真

住所 319-3521

代表者

研究会担当者

資本金 2,500万円 従業員 80名

創業 昭和36年6月 本社設立 昭和43年4月

所有敷地

URL e-mail

44

TEL 0295-55-2135 FAX 0295-55-2743 代表者　写真

住所 311-4613

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 35名

創業 昭和22年4月 本社設立 昭和44年6月

所有敷地

URL e-mail

45

TEL 0294-22-2243 FAX 0294-22-2244 代表者　写真

住所 317-0054

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 25名

創業 大正12年6月 本社設立 昭和32年5月

所有敷地

URL e-mail

46

TEL 029-273-6111 FAX 029-273-6091 代表者　写真

住所 312-0052

代表者

研究会担当者

資本金 4,109万円 従業員 95名

創業 昭和27年8月 本社設立 昭和27年8月

所有敷地

URL e-mail

47

TEL 0296-24-7101 FAX 0296-25-1619 代表者　写真

住所 308-0827

代表者

研究会担当者

資本金 1,100万円 従業員 25名

創業 昭和36年9月 本社設立 昭和39年9月

所有敷地

URL e-mail

48

TEL 0296-44-4175 FAX 0296-44-4176 代表者　写真

住所 304-0005

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 105名

創業 昭和45年1月 本社設立 昭和45年1月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・ダイカスト製品を基本に，自動車(ライト部品)，油・空気圧関
係機器，工業計器類，OA・エレクトロニクス関係，音響・映像機
器関係等の幅広い分野に確かな技術力で実績を積み重ねてまいり
ました。特に特殊真空鋳造を基盤とした耐圧鋳造部品においては
高い信頼を得ております。また，常に生産設備の拡充に目を向け
鋳造から加工，そして塗装までの合理化・自動化に最新技術を導
入しダイカストのスペシャリストを目指しております。土地 10,130㎡　建物 3,563㎡

http://www.suncast.co.jp/ info@suncast.co.jp

sakae-ss@atlas.plala.or.jp

(株)サンキャスト

事業内容
得意な技
術

・アルミニウム，マグネシウム，亜鉛ダイカスト鋳造
・主な製造品目(自動車部品，空気圧機器，油圧機
器，家電・音響機器，携帯電話部品等)

下妻市半谷1086

毛利　幹仁

同上

事業内容
得意な技
術

・大型機械加工，五面加工，一般切削加工
・機械加工（大物，中量，複合）
・製缶，板金，溶接（大物，中量，複合）

筑西市市野辺216-2

木塚　勝典

島松　一生

企業より
一言

・顧客の要求を最優先とし限りなき信頼性の向上を
目指して全ての顧客に信頼され愛される製品を提供
します。
・精密測定機器，半導体製造装置，ロボット，DCモー
タ等の部品製作をしております。土地 3,960㎡　建物 1,752㎡

企業より
一言

・電源装置や光の計測技術を得意としています。
・大学や研究所との連携実績があります。

土地 18,568㎡　建物 3,953㎡

http://www.corona-el.co.jp/ info@corona-el.co.jp

(株)栄製作所

http://www.komine-fa.co.jp yasunobu@komine-fa.co.jp

コロナ電気(株)

事業内容
得意な技
術

・電子顕微鏡用電源装置設計，製造
・マイクロプレートリーダの開発，製造，販売
・医療用自動分析装置　設計，製造

ひたちなか市東石川3517

柳生　修

同上

事業内容
得意な技
術

・精密製缶では製缶仕上げ精度±0.25mmと，精密溶接では厚
0.2mmからの溶接技術
・非量産金型設計技術（CNCﾀﾚｯﾄﾊﾟﾝﾁﾌﾟﾚｽと3次元ﾚｰｻﾞｰ加工
機の併用）
・ﾌﾟﾚｽ加工ではﾀﾞｲｸｯｼｮﾝ付NC制御300ﾄﾝ油圧式ﾌﾟﾚｽ加工技術
・ﾚｰｻﾞｰ加工では2KW三次元５軸制御炭酸ｶﾞｽﾚｰｻﾞｰ加工技術

日立市本宮町1-7-27

小峰　保信

同上

企業より
一言

・当社は,1923年（大正12年）の創業以来，半世紀以
上におよぶ歴史の中で培った熟練の技術とノウハウ
に最先端のＮＣを活用した生産設備を加え，社会に
貢献できる企業を目指しています。土地 2,860㎡　建物 1,550㎡

企業より
一言

・高品質･高精度の精密部品を低価格・短納期で
提供
・デジタルカメラ，プリンター，内視鏡等の精
密部品を得意とする
・ISO9000品質及びKES環境マネジメントシステ
ム認証取得土地 16,500㎡　建物 3,000㎡

http://www.gsk.ecweb.jp/ info@gsk.ecweb.jp　　k.t.gsk@poem.ocn.ne.jp

(株)小峰製作所

http://www.koyo-denki.com/ t-kosuge@koyo-denki.com

御前山精密(株)

事業内容
得意な技
術

・精密プレス金型・プラスチック成型金型の設計製作
・プレス加工・プラスチック成形加工およびアセンブリ
・金型から加工までの生産体制

常陸大宮市長倉1139

高橋　賢吾

同上

事業内容
得意な技
術

・内燃機関用製品（スタータモータ，直流モータ，その
他部品）の製造

久慈郡大子町北田気740

渡辺　正晴

小菅　徳男

企業より
一言

・原材料の調達から，機械加工→溶接→塗装→
電工→組立→試験まで一貫した生産に社員一同
全力で取り組んでおります。
　半世紀を節目として，更にお客様に満足いた
だける製品を提供できる提案型のモノづくり企
業を目指します。土地 21,511㎡　建物 5,350㎡

弘陽電機（株）

－ 8 －
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TEL 0299-72-2338 FAX 0299-72-2713 代表者　写真

住所 311-3832

代表者

研究会担当者

資本金 500万円 従業員 26名

創業 昭和60年4月 本社設立 昭和60年4月

所有敷地

URL e-mail

50

TEL 0294-72-2245 FAX 0294-73-0459 代表者　写真

住所 313-0004

代表者

研究会担当者

資本金 4,500万円 従業員 220名

創業 昭和21年9月 本社設立 昭和33年2月

所有敷地

URL e-mail

51

TEL 0297-27-1372 FAX 0297-27-1285 代表者　写真

住所 303-0042

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 113名

創業 昭和14年1月 本社設立 昭和37年12月

所有敷地

URL e-mail

52

TEL 029-247-8026 FAX 029-247-8814 代表者　写真

住所 310-0844

代表者

研究会担当者

資本金 2,440万円 従業員 60名

創業 昭和25年2月 本社設立 昭和25年3月

所有敷地

URL e-mail

53

TEL 029-265-8211 FAX 029-265-8218 代表者　写真

住所 311-1251

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 85名

創業 昭和43年10月 本社設立 昭和43年10月

所有敷地

URL e-mail

54

TEL 029-212-7600 FAX 029-212-7601 代表者　写真

住所 311-4155

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 12名

創業 昭和60年10月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

http://shinkuu.co.jp/

http://shirato-print.co.jp/ shirato@shirato-print.co.jp

(株)真空デバイス

事業内容
得意な技
術

・電子顕微鏡試料作成装置開発・製造販売
・真空装置設計・製作
・イオン，プラズマ応用機器設計・製造販売
・真空装置用特殊部品設計・製作

水戸市飯島町1285-5

吉田　壽治

同上

事業内容
得意な技
術

・プリント配線板製造・設計
・片面，両面，多層，プリント配線板
・金属ベースプリント配線板
・高周波プリント配線板

ひたちなか市山崎80

白土　武

同上

企業より
一言

・当社は｢やわらか発想｣で様々な課題に柔軟に対応して
います。
・｢こんなものがあったら‥･｣を製品化してお届けします。
・特に放熱対策には金属ベースプリント配線板，高周波基
板にはテフロン基板とニーズを合わせ，様々なご提案をさ
せていただきます。土地 6,609㎡　建物 4,495㎡

企業より
一言

・光と照明の専門メーカーです。

土地 4,950㎡　建物 1,650㎡

http://the-shonan.co.jp/ mito-fa@the-shonan.co.jp

(株)白土プリント配線製作所

http://www.shimadaworks.jp/ yoshitake-kato@shimadaworks.jp

(株)湘南工作所 水戸工場

事業内容
得意な技
術

・船舶用照明機器
・特殊車両用照明機器
・建築・橋梁・防災関連照明装置

水戸市住吉町19

渡邉　文夫

同上

事業内容
得意な技
術

・精密金型設計/製作
・精密プレス加工
・組立加工

常総市坂手町5655-8

中西　隆之

加藤　良武

企業より
一言

・試作から小ロット生産，量産までプレス加工ならお任せ
ください。
・単発型，順送型，トランスファー金型を，自社で設計/
製作し，プレス加工，組立や溶接も実施しています。
・プレス加工でお困りのときは，是非ご相談ください。

土地 1,980㎡　建物 1,500㎡

企業より
一言

・マニピュレータでの特注装置や局所プラズマ
加工装置など、お客様のニーズに合わせた研究
装置を設計/製造し、ご提供しております。
お困りごとがございましたら、ぜひご相談下さ
い。

土地 8,366㎡　建物 5,756㎡

http://www.sunyou-ss.co.jp/ shinbori@sunyou-ss.co.jp

(株)島田製作所

http://e-3k.co.jp/ susumu_miyakawa@e-3k.co.jp

(株)三友製作所

事業内容
得意な技
術

・マニピュレータ関連製品
・低残渣局所プラズマ加工技術
・精密機械加工

常陸太田市馬場町457

加藤木　克也

新堀　俊一郎

事業内容
得意な技
術

・電子回路実装，ディスクリーﾄ基板半田実装
・各種半田付け組み立て・点検作業，回路Assy実装
(素子挿入及び点検)

行方市麻生590-1

宮川　晋

同上

企業より
一言

・弊社では開業以来，電子回路の実装に携わっております。現在
も全自動半田槽を保有し，ロングリードのディスクリーﾄ基板の
半田実装を主に，部品調達から点検工程までに至る回路Assy実
装，各種半田付け，組み立て作業を行っております。半田リペア
にもノウハウを持ち，鉛フリー手半田付け技術確立へ向け準備中
です｡また，産官学連携による独自の生産管理システム構築を支
援しています。土地 3,555㎡　建物 636㎡

(株)サンケー電機工業

－ 9 －
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TEL 029-264-2772 FAX 029-264-2606 代表者　写真

住所 311-1251

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 75名

創業 昭和57年10月 本社設立 昭和57年10月

所有敷地

URL e-mail

56

TEL 029-247-5131 FAX 029-247-3858 代表者　写真

住所 310-0841

代表者

研究会担当者

資本金 1,600万円 従業員 21名

創業 本社設立 昭和27年4月

所有敷地

URL e-mail

57

TEL 0296-24-7660 FAX 0296-24-7632 代表者　写真

住所 308-0843

代表者

研究会担当者

資本金 500万円 従業員 11名

創業 昭和48年4月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

58

TEL 0293-23-6411 FAX 0293-22-0314 代表者　写真

住所 318-0004

代表者

研究会担当者

資本金 92,110万円 従業員 260名

創業 昭和24年2月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

59

TEL 0294-38-1212 FAX 0294-38-1215 代表者　写真

住所 316-0022

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 45名

創業 昭和47年7月 本社設立 昭和55年1月

所有敷地

URL e-mail

60

TEL 0296-58-5161 FAX 0296-58-7602 代表者　写真

住所 309-1246

代表者

研究会担当者

資本金 34,500万円 従業員 400名

創業 昭和35年10月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・ばね製造，軌道部品製造における，長年の経
験と技術を活かした熱間成形・熱処理技術，機
械加工技術を持っております。
・地域交流を目的に，サマーフェスティバルの
開催や，小学生のサッカー大会，中学生の野球
大会の後援を行っております。土地 148,411㎡　建物 43,953㎡

http://www.sumihatsu.com/jp/

https://www.stareng.co.jp/ info@stareng.co.jp

(株)スミハツ 筑波製造所

事業内容
得意な技
術

・トラック用板ばね
・産業機械・建設機械・鉄道車両用巻ばね
・軌道用分岐器・合成まくらぎ・レール締結装置

桜川市高森1158

増田　耕

百目鬼　勝幸

事業内容
得意な技
術

①非接触ICタグ、センサーコイル、ワイヤレスコイ
ル、マイクロモータ等のコイル製品の設計製造
②バイオ式生ごみ処理機、バイオトイレの設計製造

日立市大沼町1-28-10

星　哲哉

同上

企業より
一言

お客様のニーズを実現するため、設計段階の少量
試作から量産までサポート致します。

土地 1,613㎡　建物 1,082㎡

企業より
一言

「熱と計測のシステムエンジニアリング」で、明日の
社会に貢献する企業です。

土地 103,547㎡　建物 22,032㎡

http://www.sukegawadenki.co.jp/ webadmin@net-sukegawa.com

スターエンジニアリング(株)

助川電気工業(株)

事業内容
得意な技
術

・エネルギー関連事業
・産業システム関連事業
・食品関連事業

高萩市上手綱3333-23

小瀧　理

畑山　拓也

事業内容
得意な技
術

・電動工具，自動車，工作機械部品
・金属切削加工

筑西市野殿1304-2

代表取締役　　杉山　充正

同上

企業より
一言

土地 1,800㎡　建物 200㎡

企業より
一言

(株)杉山製作所

https://www.shinnetsu.co.jp/ main@shinnetsu.co.jp

(株)進和製作所 水戸工場

事業内容
得意な技
術

・各種電力形巻線抵抗器，電気車輌ブレーキ抵抗
器，エレベータ用回生抵抗器
・各種ワイヤーハーネス

水戸市酒門町西割4231

鬼沢　富雄

同上

事業内容
得意な技
術

・工業用電気ヒーター製造
・ヒーター応用製品開発

ひたちなか市山崎141-5

大谷　直子

石野　信一

企業より
一言

・工業用電気ヒーターを基本とした｢熱｣の専門
メーカーとして，常に研究・開発・技術力向上
に取り組んでいます。液晶・半導体・食品・理
化学等，顧客ニーズは多分野にわたり，社会に
貢献する仕事を通して社員の働きがいと生活向
上に繋げる事を企業理念とする企業です。土地 12,153㎡　建物 6,504㎡

新熱工業(株)

－ 10 －
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TEL 0294-36-0300 FAX 0294-34-5947 代表者　写真

住所 316-0013

代表者

研究会担当者

資本金 4,200万円 従業員 60名

創業 昭和25年5月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

62

TEL 029-303-7878 FAX 029-303-7811 代表者　写真

住所 311-4164

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 23名

創業 昭和40年1月 本社設立 昭和45年6月

所有敷地

URL e-mail

63

TEL 0296-72-1281 FAX 0296-72-3257 代表者　写真

住所 309-1625

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 96名

創業 平成9年7月 本社設立 平成9年7月

所有敷地

URL e-mail

64

TEL 029-247-5411 FAX 029-248-2172 代表者　写真

住所 310-0836

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 100名

創業 大正3年 本社設立 昭和18年

所有敷地

URL e-mail

65

TEL 029-272-4401 FAX 029-272-4403 代表者写真

住所 312-0024

代表者

研究会担当者

資本金 2,050万円 従業員 95名

創業 昭和22年7月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

66

TEL 029-851-9701 FAX 029-852-5584 代表者写真

住所 305-0821

代表者

研究会担当者

資本金 4,500万円 従業員 70名

創業 昭和34年12月 本社設立 昭和34年12月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

“あったら良いな”を現実のものとする夢工場として，
日本が目指す更なる産業界の発展と子供達が安全
に暮らせる社会の構築に「ほんの少しお役にたちた
い」の精神を忘れずに真正面から取り組んでまいり
ます。

http://tsk-mt.com/ tsukuba@takachihoseiki.co.jp

http://www5f.biglobe.ne.jp/~takagiss/ takagiss@mva.biglobe.ne.jp

高千穂精機(株) 筑波営業所

事業内容
得意な技
術

・精密測定機器・試験機・検査機器の製造及び販売つくば市春日4-18-11

望月　隆

同上

事業内容
得意な技
術

・メッキ及び精密銅部品の製造，販売
・ヒートシンク，ユニット製品の開発，製造，販売

ひたちなか市勝倉3433

高木　章三

同上

企業より
一言

土地 6,600㎡　建物 3,300㎡

企業より
一言

・私達は，農業の一翼を担うため創業以来常に作物を育て
供給する生産システムの新しい在り方を提案し続けて参り
ました。合理化という価値観だけを背景にした，テクノロ
ジーから，もっともっと人間的で優しさと暖かさ溢れる，
ヒューマノロジーヘ。これからは，そんな理念をさらに徹
底させた製品づくりを志向し，本当の豊かな暮らしに貢献
していきたいと考えています。土地 46,526㎡　建物 19,300㎡

http://www.taisho1.co.jp/ info@taisho1.co.jp

(株)高木製作所

http://www.taiei-denki.co.jp/ kawarai@taiei-denki.co.jp

(株)タイショー

事業内容
得意な技
術

・農業機械の製造水戸市元吉田町1027

矢口　重行

井坂　博道

事業内容
得意な技
術

・医療用制御機器，各種試験装置の設計・製造
・産業用電力機器，交通制御関連機器の製造・設計
・顕微鏡観察皿温度制御装置の設計・製造
・表面実装基板の製造

笠間市来栖1706

河原井　廣和

同上

企業より
一言

・ISO9001，ISO13485，KESステップ2SR取得，CSR活
動の推進を行っております。

土地 32,643㎡　建物 2,272㎡

企業より
一言

すべてのＣＮＣ加工機にCAMを装備し、ＣＡＤ・ＣＡＭ
による迅速な高精度・高速度加工に努めている。

土地 4,958㎡　建物 1,517㎡

http://www.d-f-t.jp/ info@d-f-t.jp

泰榮電器(株)

http://www.sekipress.jp/ spc@jsdi.or.jp

(株)ダイイチ・ファブ・テック

事業内容
得意な技
術

・金属3Dプリンターによる複雑構造品の製造
・レーザー（3次元含む）による各種材料の切断
・複合機による各種材料のフォーミング、切断
・MC、CNC旋盤加工

水戸市谷津町1-72

金森　良充

門脇　大樹

事業内容
得意な技
術

・各種金型設計製作
・トランスファー順送単発プレス加工
・溶接・部品組立加工
・技術開発

日立市千石町4-3-20

関　正克

杉田　政道

企業より
一言

工法特許を活かし，国内外に技術発信を展開しま
す。「技術なくして未来なし」を理念として事業成長を
図ります。

(株)関プレス

－ 11 －
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TEL 029-841-0202 FAX 029-841-0418 代表者写真

住所 300-0850

代表者

研究会担当者

資本金 1,600万円 従業員 44名

創業 昭和33年1月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

68

TEL 029-264-2323 FAX 029-264-2325 代表者写真

住所 311-1251

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 15名

創業 昭和53年4月 本社設立 昭和53年4月

所有敷地

URL e-mail

69

TEL 0291-37-3131 FAX 0291-37-3341 代表者写真

住所 311-1493

代表者

研究会担当者

資本金 5,400万円 従業員 91名

創業 昭和38年6月 本社設立 昭和38年6月

所有敷地

URL e-mail

70

TEL 029-864-8230 FAX 029-864-8228 代表者写真

住所 300-2622

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 9名

創業 昭和58年 本社設立

所有敷地

URL e-mail

71

TEL 029-832-3031 FAX 029-832-2662 代表者　写真

住所 300-0013

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 17名

創業 昭和52年4月 本社設立 昭和56年5月

所有敷地

URL e-mail

72

TEL 029-292-5111 FAX 029-292-6404 代表者　写真

住所 311-3155

代表者

研究会担当者

資本金 28,800万円 従業員 200名

創業 昭和45年7月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・各種治工具，チェッカー等の内製化対応
・回路，基板設計から試作，量産までの対応が可能

http://www.tkr.co.jp/tkrgrp/iba/

http://www.tsujicon.jp/ info2@tsuji-denshi.co.jp

(株)テーケィアールマニュファクチャリングジャパン茨城工場

事業内容
得意な技
術

・基板実装（ＳＭＴ・ディスクリート生産対応）
・各種製品の組立て，生産

東茨城郡茨城町大字下土師1827-1

岩﨑　正己

塙　勝志

事業内容
得意な技
術

ツジ電子の製品
・多軸ステッピングモータコントローラ，高速カウンタ・
タイマ，V-Fコンバータ，レゾルバ信号発生器　等

土浦市神立町3739

植松　弘之

同上

企業より
一言

・ツジ電子では，無償保証期間を1年としていま
すが，製品サポート期間には制限を設けており
ません。
・ツジ電子では，電子・電気回路の設計・製造
からシステムの構築まで，様々な分野でのお手
伝いが出来ます。土地 1,660㎡　建物 695㎡

企業より
一言

http://www.trs-jp.com/

ツジ電子(株)

http://www.cmaint.co.jp/ yoshikawa@cmaint.co.jp

ツクバリカセイキ(株)

事業内容
得意な技
術

・流体物理を基礎とした，計測機器の設計・販売つくば市要212

浜　和伸

同上

事業内容
得意な技
術

・原子力施設保守・管理及び保全工事
・有害汚染物質の除去・調査

鉾田市箕輪1632番地1

菊池　英仁

吉川　祐一

企業より
一言

弊社は原子力施設のメンテナンスを専門に行う会社
として設立され、特にプルトニウム設備の解体等を
主たる事業として発展してまいりました。事業で培っ
た技術を基本に環境事業への応用、感染症対策事
業への展開、関連装置および製品の開発等、お役
に立てるよう努力をしてまいります。土地 16,000㎡　建物 810㎡

企業より
一言

・ISO/IEC 17025(JCSS 長さ  2009年取得、JCSS圧力
2015年取得)
・ISO 9001:2008（2011年取得　2020年更新）
・茨城県圧力検定(標準圧力計の検定)を行っています。

本社 1,320㎡　鉾田倉庫 1,419㎡

http://www15.ocn.ne.jp/~tanacs/ tanacs@lime.ocn.ne.jp

千代田メインテナンス(株)

http://takiden.net/ 23-takijiro@takiden.co.jp

(株)タナックス

事業内容
得意な技
術

・計測機器の設計・製造・点検校正・販売及びﾚﾝﾀﾙ
・制御盤のシステム設計・製造及び保守点検
・計量器(圧力,温度,重さ)の製造届出工場,計量証明事業
所
・校正証明書付計測器ﾚﾝﾀﾙ，計測器全般の校正

ひたちなか市山崎64

田中　安則

同上

事業内容
得意な技
術

・無停電電源装置，電源装置筐体等の板金筐体部品
・薄物精密板金加工（精密箱物類の加工）

土浦市中村東2-1-22

萩原　勝美

野口　さい子

企業より
一言

・設計から板金製作・組立まで一貫して行えます。

土地 9,275㎡　建物 3,200㎡

滝之台電機工業(株)

－ 12 －
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TEL 0295-55-2567 FAX 0295-55-2587 代表者　写真

住所 311-4613

代表者

研究会担当者

資本金 1,600万円 従業員 48名

創業 昭和46年7月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

74

TEL 0299-64-6565 FAX 0299-64-5632 代表者　写真

住所 311-2435

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 13名

創業 昭和59年5月 本社設立 昭和62年11月

所有敷地

URL e-mail

75

TEL 029-273-1711 FAX 029-273-1712 代表者　写真

住所 312-0021

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 45名

創業 本社設立 昭和42年5月

所有敷地

URL e-mail

76

TEL 029-857-4341 ＦＡＸ 029-857-6425 代表者　写真

住所 305-0003

代表者

研究会担当者

資本金 7,200万円 従業員 150名

創業 大正9年3月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

77

ＴＥＬ 0299-26-2168 ＦＡＸ 0299-26-0702 代表者　写真

住所 311-3434

代表者

研究会担当者

資本金 4,000万円 従業員 138名

創業 昭和12年7月 本社設立 昭和12年7月

所有敷地

URL e-mail

78

ＴＥＬ 029-831-2211 FAX 029-831-2216 代表者　写真

住所 300-0015

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 10名

創業 平成15年11月 本社設立 平成23年10月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・当社は国内有数のクローラリンクメーカーであり，
国内外において高いブランドを持っています。

ishiyama.takaaki@maxis.co.jp

http://www.tohatsu-i.co.jp yamada@ｔohatsu-i.co.jp

（株）TOKIRON

事業内容
得意な技
術

・ブルドーザー，パワーショベル等の建設土木機械
等の足廻り装置及び部品の開発，製造，販売

土浦市北神立町1-10

小原　茂

石山　貴章

事業内容
得意な技
術

・各種ばね(座金・線ばね・板ばね）製造，販売
・精密プレス部品・電子部品製造

小美玉市栗又四ケ2576

山田　研司

同上

企業より
一言

・各種ばねの設計・生産を行っています。
・精密プレス部品の金型製作，生産を行っています。

土地 20,294m2 　建物　3,801m2

企業より
一言

自家発電装置の設計，製造，据付，メンテナン
スまで1920年の創業以来，永年に亘る経験と実
績を商品に生かし，より良い安心な商品をお客
様に提供できるよう取り組んで参ります。

https://www.tokyodenki.co.jp/ k.suzuki@tokyodenki.co.jp

東洋発條工業（株） 石岡工場

http://www.nm-kumiai.or.jp/doi.html

(株)東京電機

事業内容
得意な技
術

・非常用・防災用および一般非常用発電装置の製
造・販売

つくば市桜3-11-1

塩谷　智彦

鈴木　清生

事業内容
得意な技
術

・エレベータ・エスカレータ関連の薄物板金，中厚物
製缶作業

ひたちなか市三反田5232-2

土井　靖弘

同上

企業より
一言

企業より
一言

・複合機対応の緊急地震速報システムSafficeEQを
開発しております
・通信技術を軸としたシステム･装置の開発を得意と
しております。

http://www.tecs.ne.jp/ info@tecs.ne.jp

(株)土井工業所

http://www.tech-japan.co.jp/ info@tech-japan.co.jp

(株)テックス

事業内容
得意な技
術

・地震・気象観測システム・装置の開発
・工業計測システムの開発
・通信機器，計測機器の開発
・Windows，Linuxでのアプリケーションソフトウェアの開発
・Linux，iTRON等でのファームウェアーの開発

潮来市上戸416-7

箕輪　秀男

同上

事業内容
得意な技
術

・修理サービス部門のアウトソーシング
・電子機器の修理メンテナンス

常陸大宮市長倉1253-1

川又　晋

同上

企業より
一言

・電化製品や電子基板の修理，メンテナンスは弊社
にお任せ下さい。

土地 14,000㎡　建物 6,500㎡

(株)テック

－ 13 －

https://www.tokyodenki.co.jp/
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ＴＥＬ 029-267-3372 FAX 029-267-3965 代表者　写真

住所 311-1306

代表者

研究会担当者

資本金 500万円 従業員 6名

創業 昭和39年1月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

80

ＴＥＬ 0294-53-3682 FAX 0294-54-0777 代表者　写真

住所 319-1233

代表者

研究会担当者

資本金 300万円 従業員 8名

創業 本社設立

所有敷地

URL e-mail

81

ＴＥＬ 0293-23-3811 FAX 0293-22-5649 代表者　写真

住所 318-0001

代表者

研究会担当者

資本金 31,500万円 従業員 161名

創業 昭和4年7月 本社設立 昭和22年6月

所有敷地

URL e-mail

82

ＴＥＬ 0294-22-5291 FAX 0294-25-1190 代表者　写真

住所 317-0075

代表者

研究会担当者

資本金 9,500万円 従業員 200名

創業 昭和15年8月 本社設立 昭和24年11月

所有敷地

URL e-mail

83

TEL 0293-24-1111 FAX 0293-24-0111 代表者　写真

住所 318-0004

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 119名

創業 本社設立 昭和49年7月

所有敷地

URL e-mail

84

TEL 0294-33-1280 FAX 0294-35-2917 代表者　写真

住所 316-0002

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 54名

創業 昭和14年6月 本社設立 昭和36年3月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・当社は，電気絶縁物の専門メーカーとしまして創業以来
培って来ました技術，技能，経験を生かし，お客様のニー
ズにお応え出来るよう努力しております。
・社員一同，友愛を大切にし，人と人とのふれあいを通じ
て地域との共存，融和を図り豊かな社会作りに貢献してま
いりたいと思います。土地 2,121㎡　建物 2,195㎡

http://www.nzk.co.jp/ k-takamura@nzk.co.jp

http://www.nidak.com/

日東絶縁(株) 茨城事業所

事業内容
得意な技
術

・耐アーク性，耐熱性電気絶縁物の製造
・合成樹脂成形品の製造
・各種電気品の製造組立
・電磁接触器の製造・販売

日立市桜川町4-7-12

高村　桂治

同上

事業内容
得意な技
術

・ステンレス鋳物，耐熱鋳物，その他特殊合金鋳物の製造販売
・ステンレス鋼の溶接組立，熱処理，非破壊検査の受託
・ＡＯＤ精錬の受託
・非破壊検査（ＰＴ・ＲＴ・ＭＴ・ＵＴなど）を行い，高品質製品を提
供

高萩市上手網朝山3641

西　喜治

松島　正博

企業より
一言

土地 47,569㎡　建物 10,266㎡

企業より
一言

特注品・単品サービスにとどまらず，システムエンジ
ニアによる提案型企業です。また，商社機能を発揮
し，メーカーとのネットワークによる提案も実施してお
ります。

茨城県5カ所他　栃木県・福島県・宮城県

http://www.nakayama-co.jp/ system@nakayama-co.jp

ニダック(株) 高萩工場

https://www.najico.co.jp/ jin.motegi@najico.co.jp

中山商事（株）

事業内容
得意な技
術

・実験・試験装置の設計・製作，廃水・廃ガス処理装
置の設計・製作，試薬・工業薬品の販売，理化学機
器の販売

日立市相賀町17-9

中山　大助

海老原　敏行

事業内容
得意な技
術

・鉄道車輌，製鉄所，船舶用ユニバーサルジョイント
の製造と販売
・熱交換器の製造と販売
・鉄道部品の販売

高萩市赤浜松久保412

中村　弘樹

茂木　仁

企業より
一言

信頼される品質を築き，お客様とともに発展し，
社会に新しい価値を提供する強い企業グループを目
指します。

企業より
一言

tobitarika@nifty.com

（株）中村自工 技術研究所

tobitass@bz04.plala.or.jp

（有）飛田理化硝子製作所

事業内容
得意な技
術

・ガラス製品製造（理化学用・光通信・半導体・航
空宇宙・分析・医療用のガラス部品）
・ガラス加工（ガス加工，真空成型，内外研磨，微
細孔あけ，薄切り切断，平面研磨，平面ザグリ，ネ
サ処理，丸め加工）

日立市神立町1411-1

飛田　英夫

同上

事業内容
得意な技
術

・原子力関連部品製作
・金属の切削加工
・機械加工及び真空溶接

東茨城郡大洗町五反田436

飛田　恵司

同上

企業より
一言

土地 660㎡　建物 310㎡

（有）トビタ精機

－ 14 －
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TEL 029-292-1221 FAX 029-292-7324 代表者　写真

住所 311-3116

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 150名

創業 昭和26年6月 本社設立 昭和26年9月

所有敷地

URL e-mail

86

TEL 0297-27-1531 FAX 0297-27-1536 代表者　写真

住所 303-0043

代表者

研究会担当者

資本金 8,500万円 従業員 100名

創業 昭和36年3月 本社設立 昭和57年12月

所有敷地

URL e-mail

87

TEL 029-874-4351 FAX 029-874-4344 代表者　写真

住所 300-1234

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 10名

創業 平成5年5月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

88

TEL 029-292-2511 FAX 029-292-2502 代表者　写真

住所 311-3116

代表者

研究会担当者

資本金 4,000万円 従業員 90名

創業 昭和8年4月 本社設立 昭和28年7月

所有敷地

URL e-mail

89

TEL 050-1743-0310 FAX 050-3156-2692 代表者　写真

住所 300-0847

代表者

研究会担当者

資本金 8,000万円 従業員 165名

創業 平成2年 本社設立 平成2年8月27日

所有敷地

URL e-mail

90

TEL 0295-53-2188 FAX 0295-53-1228 代表者　写真

住所 319-2144

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 56名

創業 昭和45年4月 本社設立 昭和48年7月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・50種以上の金型を常備し，最適な加工条件を試験，分
析・観察できる専門施設「打抜き切断ラボ」を併設。
研究開発から量産まで，様々な分野のお客様に，打抜き
切断加工の課題解決を提供しております。
・卓上の打抜き機は国内外のメーカー/研究所に８０００台
以上納入しております。土地 7,200㎡　建物 2,840㎡

http://www.nogami-gk.co.jp/ support@nogami-gk.co.jp

https://jss1.jp jss_sales@jss1.jp

(株)野上技研 茨城工場

事業内容
得意な技
術

箔材の打抜き/切断加工ソリューションサービス
・材料の加工性試験及び，工法開発
・精密打抜き/切断加工における技術コンサルティング
・超精密打抜き治具、金型の開発・販売

常陸大宮市泉1136-3

野上　良太

同上

事業内容
得意な技
術

・スマートファクトリーによる工場の全体最適化提案
・自動化・省力化装置の設計・製造
・検査治具・治工具の設計・製造
・部品加工　社内で加工を行うとともに三次元測定機での
検査も可能です。

土浦市卸町2-13-3

天野　眞也

古矢 左千緒

企業より
一言

・装置納品実績は1万台越。高品質な製造技術で年間200台以
上納品。
・プラントシミュレーション。現状の情報をもとに何をどう変えると
必要とする結果が得られるのかをシミュレーションすることが可
能です。
・700人規模のグループ会社「Team Cross FA」　国内外のニー
ズに応えられます。延床面積 5,740㎡

企業より
一言

手の平サイズから４ｍまでの大物板金加工を得意としておりま
す。　鉄、ステンレス、アルミを中心とした精密板金加工 (タレット
パンチプレス、レーザー、曲げ、接着、溶接) を表面処理から組
立まで一貫受注体制を可能としております。
試作品や小ロット品（1個から）の製作も承っておりますので､ 何
か板金加工でお困りの際は遠慮なくご相談してください｡土地 25,642㎡　建物 5,213㎡

http://www.nihongauge.co.jp/ info@nihongauge.co.jp

日本サポートシステム(株)

http://www.jepinc.co.jp/ info@jepinc.co.jp

日本ゲージ(株)

事業内容
得意な技
術

・エレベータ部品の製造
・理化学機器部品、プリンタ部品の製造
・半導体製造装置部品の製造
・その他精密板金加工
  (V溝加工､ ﾛｰﾙ曲げ、接着加工、ﾚｰｻﾞｰ溶接、ﾊﾞﾌ研磨等)

東茨城郡茨城町長岡3652

山野内　十一郎

山野内　大二郎

事業内容
得意な技
術

・機械器具設備工事業
・建築工事業（茨城県知事許可）
・溶融炉の製造
・各種熱源装置の重油をエマルジョン化に加工し燃費削
減

牛久市中央5-15-5

古渡　周作

同上

企業より
一言

・炉内部燃焼温度1800℃までの溶融炉を設計・
製作・設置まで致します。各焼却設備及び周辺
機器また集じん装置等の対策に応じます。

稲敷市柴崎「燃焼工学研究所」プラント施設

企業より
一言

・私たちの使命は，どんな石(単結晶材料)であっても
｢5超の技｣で息吹を与えることです｡それは｢超平坦｣
｢超平滑｣｢超無歪｣｢超清浄｣｢超薄化｣の技術です。

土地 14,185㎡　建物 3,939㎡

http://www.nihon-exceed.co.jp/ morisawa@nihon-exceed.co.jp

日本環境保全(株)

http://www.nittocorp.co.jp/ postmaster@nittocorp.co.jp

日本エクシード(株)

事業内容
得意な技
術

・あらゆる単結晶材料の超精密研磨および周辺技術常総市内守谷町4382-4

森澤　祐二

同上

事業内容
得意な技
術

・アルミダイカストの鋳造・加工・組立
・プリント基板実装
・FRP・プラスチック成形品の設計・製造
・各種金型・精密切削部品・小型燃料ポンプの製造

東茨城郡茨城町長岡3268

阿部　真也

阿部　太洋

企業より
一言

・各々の専用工場における一環生産システムに
より，試作品から量産品まで，幅広いご注文を
承っております。
・品質・コスト・納期の徹底追及でお客様に貢
献いたします。

日東電気(株)

－ 15 －

mailto:morisawa@nihon-exceed.co.jp
mailto:support@nogami-gk.co.jp
mailto:support@nogami-gk.co.jp
mailto:morisawa@nihon-exceed.co.jp
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TEL 0299-45-7155 FAX 0299-45-7157 代表者　写真

住所 319-0206

代表者

研究会担当者

資本金 3,000万円 従業員 45名

創業 昭和10年1月 本社設立 昭和45年2月

所有敷地

URL e-mail

92

TEL 0297-63-1171 FAX 0297-63-1177 代表者　写真

住所 301-0901

代表者

研究会担当者

資本金 4,800万円 従業員 72名

創業 昭和22年1月 本社設立 昭和29年9月

所有敷地

URL e-mail

93

TEL 0294-52-8888 FAX 0294-52-8889 代表者　写真

住所 319-1221

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 491名

創業 昭和60年2月 本社設立 昭和60年2月

所有敷地

URL e-mail

94

TEL FAX 代表者　写真

住所 319-1108

代表者

研究会担当者

資本金 50万円 従業員 3名

創業 平成26年3月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

95

TEL 029-247-6411 FAX 029-247-6942 代表者　写真

住所 310-0836

代表者

研究会担当者

資本金 2,500万円 従業員 104名

創業 昭和18年12月 本社設立 昭和39年7月

所有敷地

URL e-mail

96

TEL 029-285-0601 FAX 029-285-0664 代表者　写真

住所 312-0003

代表者

研究会担当者

資本金 44,320万円 従業員 230名

創業 昭和24年5月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・ハイパフォーマンスバルブの専門メーカーと
して設計,開発,生産までを一貫して行っており,
世界中の最新テクノロジーの発展に貢献してお
ります。
・日本で唯一のラプチャーディスクメーカーと
して,各種プラントの安全を支えております。土地 22,893㎡　建物 7,188㎡

http://www.vtex.co.jp/ info@mail.vtex.co.jp

http://www.hiranuma.com/ info@hiranuma.com

(株)ブイテックス 東海工場

事業内容
得意な技
術

・半導体，FPD（液晶，有機ELパネル），薄膜
ソーラーパネルの製造装置用真空バルブの製造
販売
・ラプチャーディスク（破裂板）の製造販売

ひたちなか市足崎1263

島村　真二

山田　光治

事業内容
得意な技
術

・理化学分析機器（自動滴定装置，水分測定装
置，環境(水質)分析装置(水銀，TOC，CODな
ど)，および関連機器・応用機器）の設計，製造

水戸市元吉田町1739

（代表取締役）平沼　憲一

同上

企業より
一言

・1965年に国内初の滴加制御式自動滴定装置を開
発し、2017年には世界一の定量下限値を誇る「高感
度水分測定装置」の開発に成功。
・「滴定も水分もHIRANUMA」と世界で親しまれる企
業を目指すと同時に、ODM・OEM供給にも意欲的に
取組んでおります。土地 13,200㎡　建物 4,000㎡

企業より
一言

・カメラで撮影した映像を解析することにより工業製
品の検査の自動化、作業支援を行っております。
・小売店向けの来店客動作分析システムは100店舗
以上に導入しています。

ono@hstec.jp

平沼産業(株)

http://www.tounichi-g.co.jp/ kanri@tounichi-g.co.jp

(株)ヒューマンサポートテクノロジー

事業内容
得意な技
術

・画像認識システムの開発東海村村松北２－１－８トーカイプラザＤ号室

小野　浩二

同上

事業内容
得意な技
術

・ソフトウェア受託開発
・メタボ診断向け内臓脂肪計測ソフトウェアの開発・販売
・電子カルテを始めとする医療総合情報システムの開発・
販売

日立市大みか町4-8-20

代表取締役　鈴木　茂夫

同上

企業より
一言

・設備監視制御システム，ファームウェア・マイコ
ン応用システム，オープン系システム等の開発を
行っております。
・e-j電子カルテを始めとした医療システムの開発・
販売のほか，メタボ診断に用いる内臓脂肪計測ソフ
トは大学病院を始め約800ケ所に導入しています。土地 2,163㎡　建物 1,535㎡

企業より
一言

・東京都葛飾区で創業し，龍ヶ崎市に工場を建設，
現在は稲敷市で事実上の本社工場として操業してい
ます。熱交換器のことなら，なんでもご相談してくださ
い。

土地 10,931㎡　建物 4,884㎡

http://www.harass.co.jp/ harass@harass.co.jp

(株)東日本技術研究所

http://www.hskcoltd.co.jp/

(株)原製作所

事業内容
得意な技
術

・冷凍用ユニットクーラおよび熱交換器の製造稲敷市下根本7940-1

原　正憲

原　泰嗣

事業内容
得意な技
術

・複合カシメプレス加工
・精密順送プレス金型製作
・精密薄板バネ加工

笠間市安居3122

橋本　靖久

井上　茂

企業より
一言

土地 7,960㎡

橋本精密工業(株) 茨城工場

－ 16 －

mailto:harass@harass.co.jp
mailto:harass@harass.co.jp
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TEL 029-302-2288 FAX 029-302-2289 代表者　写真

住所 310-0004

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 14名

創業 昭和48年4月 本社設立 昭和52年9月

所有敷地

URL e-mail

98

TEL 0280-92-0841 FAX 0280-92-0842 代表者　写真

住所 306-0212

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 30名

創業 昭和39年8月 本社設立 昭和45年1月

所有敷地

URL e-mail

99

TEL 0299-23-7411 FAX 0299-22-3200 代表者　写真

住所 315-0021

代表者

研究会担当者

資本金 4,800万円 従業員 82名

創業 昭和48年7月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

100

TEL 029-846-6671 FAX 029-846-6672 代表者　写真

住所 305-0047

代表者

研究会担当者

資本金 2,500万円 従業員 31名

創業 昭和58年3月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

101

TEL 0294-28-1181 FAX 0294-28-1182 代表者　写真

住所 319-1225

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 80名

創業 昭和25年4月 本社設立 昭和46年4月

所有敷地

URL e-mail

102

TEL 029-896-1115 FAX 029-896-1526 代表者　写真

住所 300-0122

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 50名

創業 昭和38年11月 本社設立 昭和46年12月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

世の中とてもスピードが早いです。
当社も特急対応をしていますので，ご相談ください。土地 7,341㎡　建物 1,876㎡

http://www.maejima-ic.co.jp/ fm-maejima@maejima-ic.co.jp

http://www.hottadenki.co.jp/ hotta1@hottadenki.co.jp

(株)前島工業所

事業内容
得意な技
術

・産業用大型製缶品（15t未）の製造及び，部品製造
・熱交換器・圧力容器・真空容器・ボイラー等の製造
・レーザー（SS22t，SUS6t），6t-6000mmプレス，溶接，塗
装まで全て対応可能です。
・各種（中型鈑金，製缶，配管）対応可，非量産品得意。
・小型・大型（五面加工機），図面を見ての高度な製缶得
意です。

かすみがうら市西成井2560-21

前島　文夫

前島　一至

事業内容
得意な技
術

・ものづくりを通して，お客様の発展と豊かな社会作
りに貢献できるように日々邁進して参ります。

日立市石名坂2-43-9

松本　秀敬

蔀　哲也

企業より
一言

・電動機，発電機のコイル関係を導体加工から組線
までワンストップで対応いたします。

土地 2,650㎡　建物 1,980㎡

企業より
一言

創業38年目の独立系ソフト開発会社です。難易度の
高い案件もお任せください。仕様があいまいでも対
応可能です。お客様のイメージをお聞きしてオーダー
メイドを行う，それが弊社の仕事です。

https://www.penguins.co.jp/ soumu@penguins.co.jp

(株)堀田電機製作所

http://www.bethel.co.jp/ bethel@bethel.co.jp

ペンギンシステム（株）

事業内容
得意な技
術

パソコン向けだけでなく，スマートフォンからスパコンまで
幅広いプラットフォームに対応可能です。データの処理・
解析・可視化，シミュレーション，WEB公開まで分野も問い
ません。工場向け工具管理・ライン制御，IoT，AI等の開発
実績もあり。

つくば市千現2-1-6
つくば研究支援センターCB10

仁衡　琢磨

同上

事業内容
得意な技
術

・小型歯車，医療用等の精密プラスチック成形品の
射出成形
・プラスチック射出成形用金型の設計，製造
・レーザーを応用した熱物性測定装置

石岡市荒金3-11

鈴木　英一

同上

企業より
一言

プラスチックを用いた商品開発は何でもご相談下さ
い。

企業より
一言

・小ロットから量産品まで可能です。
・亜鉛めっきの3価ユニクロ，クロメート，黒クロメー卜
処理には自信あり。

土地 2,000㎡　建物 1,200㎡

http://www.koganet.ne.jp/~yzw/ yzw@koganet.ne.jp

(株)ベテル

http://www.22tec.com/ info@22tec.com

双葉メッキエ業(株) 古河工場

事業内容
得意な技
術

・亜鉛めっき(吊るしめっき・バレルめっき)
・ニッケルめっき
・アルミ製品のアルマイト及び化成処理

古河市久能1412-3

矢澤　宏幸

矢澤　啓次

事業内容
得意な技
術

・総合商社
・工業用品・自動車用品の卜－タルサプライヤー

水戸市青柳町3815

小泉　不二夫

同上

企業より
一言

・一期一会
　ホームページもご覧下さい

土地 2,167㎡　建物 780㎡

(株)フジテック

－ 17 －

mailto:yzw@koganet.ne.jp
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mailto:bethel@bethel.co.jp
mailto:yzw@koganet.ne.jp
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TEL 029-282-2642 FAX 029-282-0168 代表者　写真

住所 319-1111

代表者

研究会担当者

資本金 従業員

創業 本社設立

所有敷地

URL e-mail

104

TEL 0294-52-2074 FAX 0294-52-2057 代表者　写真

住所 316-0025

代表者

研究会担当者

資本金 1,200万円 従業員 123名

創業 昭和28年4月 本社設立 昭和28年4月

所有敷地

URL e-mail

105

TEL 029-833-5050 FAX 029-897-2626 代表者　写真

住所 300-0213

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 30名

創業 昭和38年8月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

106

TEL 029-872-3211 FAX 029-872-3212 代表者　写真

住所 300-1233

代表者

研究会担当者

資本金 1,500万円 従業員 20名

創業 昭和31年9月 本社設立 昭和43年4月

所有敷地

URL e-mail

107

TEL 0299-83-0511 FAX 0299-83-1351 代表者　写真

住所 314-0012

代表者

研究会担当者

資本金 2,000万円 従業員 34名

創業 昭和34年11月 本社設立 昭和42年3月

所有敷地

URL e-mail

108

TEL 029-251-5111 FAX 029-251-5114 代表者　写真

住所 311-4143

代表者

研究会担当者

資本金 4,650万円 従業員 82名

創業 昭和15年10月 本社設立 昭和15年10月

所有敷地

URL e-mail

企業より
一言

・カタログ製品以外に、規格にない形状および寸法
に加工する、特注品の製作を承ります。

土地 12,000㎡　建物 3,000㎡

http://www.mitotool.com/ info@mitotool.com

http://www.mepco.co.jp/ info@mepco.co.jp

水戸工機(株)

事業内容
得意な技
術

・標準工具・特殊工具の製造（作業工具を材料から鍛造，
機械加工，熱処理，仕上げまで一貫生産）
・排水処理施設の設計，施工，管理（施行実績1,000カ所
以上）
・植栽の維持管理

水戸市大塚町1845

成田　浩明

坂本　聡

事業内容
得意な技
術

・電気亜鉛めっき，化学研磨，建材金具製造
大型の亜鉛めっきが得意

鹿嶋市平井2279-11

溝口　貴輝

同上

企業より
一言

・長～いもの，重～いもの，やりにく～いもの，単品
のメッキ加工，少量多品種のメッキ加工，亜鉛メッキ
専門です。

土地 10,000㎡建物 3,000㎡

企業より
一言

★多彩な技術でニーズを形に★
・喜ばれる「ものづくり」をモットーとして，生産ライン
の省力化，自動化を設計から据え付けまで受注製作
しています。

土地 1,650㎡　建物 890㎡

http://mizukosi.com/ ushiku@mizukosi.com

溝口鍍金(株)

http://www.marukiya-ss.com/ marukiya@axel.ocn.ne.jp

(株)水越製作所 牛久工場

事業内容
得意な技
術

★各種機械器具の製造会社★
・製造ライン搬送機各種洗浄機
・各種産業機械省力化機械製作etc

牛久市栄町5-15-2

代表取締役社長　水越　正夫

同上

事業内容
得意な技
術

・建設機械部品のメーカーです。
・各種マニフォールド・ブロック等の油圧部品の加工
はじめ，機械加工，溶接，表面処理等，幅広く取り
扱っております。

かすみがうら市牛渡5936-5

佐藤　進

同上

企業より
一言

多種多様な建設機械部品作りの経験を活かし，日本
国内のニーズにあった物（分野）を開拓していきたい
と思っています。

土地 11,590㎡　建物 1,449㎡

企業より
一言

20,067㎡

http://www.marui-ad.co.jp/ inoue@marui-ad.co.jp

(株)丸木屋製作所

マルイアドバンス(株)

事業内容
得意な技
術

・自動車・建設機械の精密切削・研削加工
・自動車エンジン用「焼結合金」部品の切削・研磨加
工を得意としております。

日立市森山町5-8-18

井上　敬一

同上

事業内容
得意な技
術

・金型那珂郡東海村豊白1-2-5

松山　徳秦

同上

企業より
一言

(有)松山金型技研
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TEL 029-292-0811 FAX 029-240-7008 代表者　写真

住所 311-3115

代表者

研究会担当者

資本金 5,000万円 従業員 109名

創業 昭和35年12月 本社設立 昭和39年10月

所有敷地

URL e-mail

110

TEL 0296-32-5411 FAX 0296-32-5413 代表者　写真

住所 307-0016

代表者

研究会担当者

資本金 15,100万円 従業員 196名

創業 昭和24年2月 本社設立 昭和27年4月

所有敷地

URL e-mail ホームページよりアクセス下さい。

111

TEL 0294-52-1211 FAX 0294-52-1213 代表者　写真

住所 319-1225

代表者

研究会担当者

資本金 1,200万円 従業員 48名

創業 昭和36年1月 本社設立 昭和36年1月

所有敷地

URL e-mail

112

TEL 0280-92-8517 FAX 0280-92-8520 代表者　写真

住所 306-0215

代表者

研究会担当者

資本金 2,300万円 従業員

創業 昭和40年4月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

113

TEL 029-282-3911 FAX 029-282-1771 代表者　写真

住所 319-1112

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 23名

創業 昭和9年12月 本社設立 昭和44年11月

所有敷地

URL e-mail

114

TEL 0297-42-2004 FAX 0297-42-6977 代表者　写真

住所 300-2706

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 12名

創業 文化2年（1805年） 本社設立 昭和28年12月

所有敷地

URL e-mailhttp://www.hitorimusume.co.jp/ info@hitorimusume.co.jp

(株)山中酒造店

事業内容
得意な技
術

・酒造業常総市新石下187

代表取締役　山中　直次郎

専務取締役　山中　直昭

企業より
一言

同上

企業より
一言

・天井走行クレーン10tが設置されているので，小物
から大型製品まで製作可能である。

土地 4,225㎡　建物 1,340㎡

yamatoh@mito.ne.jp

http://www.miyamotoss.co.jp/

山藤鉄工(株)

事業内容
得意な技
術

・重電機用鋼構造溶接物及び各種塔槽類の製作
・その他製缶品一般の設計･製作

那珂郡東海村村松3115-7

山形　洋司

(株)宮本製作所

事業内容
得意な技
術

・自動車エンジン部品（バルブシートからカムシャフト
まで）の試作加工（切削・研削・アッセンブリ）
・マグネシウム加工

古河市水海2393

宮本　隆

同上

企業より
一言

宮本　洋治

同上

企業より
一言

土地 4,270㎡　建物 2,290㎡

http://saikenma.com/company/

企業より
一言

・東京は港区西新橋に本社があり，今年で創業70年
になります。創業以来，自動車・産業車両用ブレーキ
部品を国内はもとより，海外のお客様にも供給してま
いりました。

土地 29,570㎡　建物 7,490㎡

http://www.miyaco-brake.co.jp/

(株)宮本製作所

事業内容
得意な技
術

・自動車用燒結金属，アルミダイカスト部品等の量産精密機械加工
・自動車用油圧機器の精密機械加工，組立及び完成品の特性検査
・自動車用鋼管部品の曲げ・バルジ加工等の塑性加工

日立市石名坂町2-43-15

http://www.danrey.co.jp/ iwase@danrey.co.jp

ミヤコ自動車工業(株) 結城事業所

事業内容
得意な技
術

・自動車・産業車両用ブレーキ部品の研究開発・製
造および販売。建設機械・車両用のブレーキでは，
ユニークなブレーキを開発・設計・製造・販売しており
ます。

結城市新堤仲通り6-9

坂森　正信

田中　隆一

事業内容
得意な技
術

・冷暖房空調設備機器，送風機，換気扇及び制御機
器の設計，製造，保守管理

東茨城郡茨城町前田1680

笠原　薫

岩瀬　潔

企業より
一言

・空調機器や換気扇の他に新たにヒーポン空調器，
デシカント空調への事業拡大を図っています。

土地 50,000㎡　建物 13,860㎡

水戸暖冷工業(株)

－ 19 －
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TEL 0297-58-1211 FAX 0297-58-1215 代表者　写真

住所 300-2347

代表者

研究会担当者

資本金 8,000万円 従業員 21名

創業 昭和39年1月 本社設立 昭和43年10月

所有敷地

URL e-mail

116

TEL 029-247-2661 FAX 029-247-1464 代表者　写真

住所 310-0845

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 17名

創業 大正9年2月 本社設立 昭和43年5月

所有敷地

URL e-mail

117

TEL 029-297-1005 FAX 0.29-297-1008 代表者　写真

住所 311-1114

代表者

研究会担当者

資本金 1,500万円 従業員 66名

創業 大正12年4月 本社設立 昭和34年4月

所有敷地

URL e-mail

118

TEL 0299-57-0111 FAX 0299-57-0711 代表者　写真

住所 311-3506

代表者

研究会担当者

資本金 6,000万円 従業員 130名

創業 本社設立 昭和44年4月

所有敷地

URL e-mail

119

TEL 029-877-5502 FAX 029-865-3175 代表者　写真

住所 300-2611

代表者

研究会担当者

資本金 10,000万円 従業員 191名

創業 本社設立 昭和39年7月

所有敷地

URL e-mail

120

TEL 029-257-2345 FAX 029-257-2348 代表者　写真

住所 311-4164

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 70名

創業 本社設立 平成4年11月

所有敷地

URL e-mailhttp://www.longlife.co.jp/

(株)ロングライフ

事業内容
得意な技
術

・福祉用具販売･レンタル･住宅改修水戸市谷津町細田1-8

田中　博文

同上

企業より
一言

・全国の販売店などにも商品を卸しております。

佐藤　嘉智

企業より
一言

http://www.lube.co.jp/

http://yoshidaseiko.co.jp/

リューベ(株) つくば工場

事業内容
得意な技
術

・各種産業機械・プラント用集中潤滑装置及び関連
機器の製造
・各種繊維機械用潤滑装置及びこれに付随する制
御装置の製造

つくば市大久保15-1

堀越　栄治郎

吉田精工(株)

事業内容
得意な技
術

・歯科医療用の設備機器全般及び歯科技工用具全
般の製造販売

行方市八木蒔660

山中　通三

同上

企業より
一言

同上

企業より
一言

土地 4,198㎡　建物 3,274㎡

http://ysd-k.co.jp/

土地 2,145㎡　建物 1,207㎡

http://yokoyama-mekki.com/ yokoyama-mk@mbd.nifty.com

(株)ヨシダ

事業内容
得意な技
術

・原子力施設用各種装置，容器等の設計製作据付
・ＡＴＭ機等ＯＡ機器精密部品の製作
・各種発電所用治具，部品等の製作

水戸市塩崎町2363

吉田　陽子

(株)横山鍍金

事業内容
得意な技
術

・銅，ニッケル，クロームメッキ，亜鉛メッキ（三価クロメー
ト，六価クロメート），黒ニッケルメッキ，Pdフリー無電解
ニッケル，SUS電解研磨，バフ研磨，ブラスト処理，金銀
メッキ，硬質クローム，梨地クローム，アルミ化成処理他

水戸市吉沢町827-1

横山　秀樹

同上

企業より
一言

・精密加工品から雑貨まで　品質重視，納期厳守

北泉　正男

企業より
一言

マグネシウムの技術を生かします。

土地 5,010㎡　建物 3,640㎡

http://www.yamanoiseiki.co.jp/

山野井精機(株)

事業内容
得意な技
術

・金属プレス加工
・金型製作・加工
・軽金属加工（主にマグネシウム）
・自動/半自動組立加工

つくばみらい市豊体1670-3

山野井　周一

－ 20 －
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TEL 029-298-3247 FAX 029-295-1218 代表者　写真

住所 311-0117

代表者

研究会担当者

資本金 1,000万円 従業員 30名

創業 平成元年9月 本社設立

所有敷地

URL e-mail

鷺沼　良

企業より
一言

・自社ブランドの丁合機・製本機を設計・加
工・組立まで全て自社工場で行っております。
そのためメンテナンス部品の発注・発送までが
スピーディに行えるほか，お客様のニーズに
合った機械を提供出来ます。土地 2,000㎡　建物 1,650㎡

https://www.watanabe-tsusho.co.jp/ info@watanabe-tsusho.co.jp

渡辺通商(株)

事業内容
得意な技
術

・製本用丁合機，カレンダー製本機，紙製リング製本
機，封かん機，封入機などの製造・販売元です。

那珂市豊喰新地141

渡辺　裕之

－ 21 －


