
 
名簿 

団  体  会  員 
長野県支部 

団 体 名 営業内容 所 在 地 代表者名 

アスザック㈱ 
セメント二次製品，エクステリア鋳

物他の製造販売 

〒382-8508 

上高井郡高山村中山981 

026-245-1000 

代表取締役社長 

久保 正直 

マクセルイズミ㈱ 
精密機械部品，電気カミソリ他製造

販売 

〒399-8721 

松本市笹賀3039 

0263-58-4115 

代表取締役社長 

椙棟 直人 

エムケー精工㈱ 油圧関係機器他製造販売 

〒387-8603 

千曲市雨宮1825 

026-272-0601 

代表取締役社長 

丸山 将一 

オリオン機械㈱ 
酪農機械，冷熱機器，真空機器他製

造販売 

〒382-8502 

須坂市幸高246 

026-245-1230 

代表取締役社長 

太田 哲郎 

ＫОＡ㈱ 電気機械器具部品他製造販売 

〒396-8585 

伊那市荒井3672 

0265-78-6622 

代表取締役社長 

花形 忠男 

サクラ精機㈱ 医科・理科機器他製造販売 

〒387-0015 

千曲市鋳物師屋75-5 

026-272-2381 

代表取締役社長 

東 竜一郎 

山洋電気㈱上田事業所 電気機械器具製造販売 

〒386-8634 

上田市殿城5-4 

0268-71-8544 

所長 

田沢 則男 

新光電気工業㈱ 半導体パッケージ他製造販売 

〒381-2287 

長野市小島田町80 

026-283-1000 

代表取締役会長 

藤田 正美 

㈱鈴木 
精密プレス金型，プレス部品，省力

化自動機械製造販売 

〒382-8588 

須坂市小河原2150-1 

026-251-2600 

代表取締役社長 

鈴木 教義 

高山理化精機㈱ 科学機器，工業用機器他販売 

〒399-0033 

松本市笹賀5652-18 

0263-25-3111 

代表取締役社長 

松澤 一徳 

長野愛知電機㈱ 電気・電子関連機器他製造販売 

〒381-2282 

長野市川中島町原 1280 

026-292-0885 

代表取締役社長 

足立 司 

東洋計器㈱ 計器類全般製造販売 

〒390-1298 

松本市和田3967-10 

0263-48-1121 

代表取締役会長

土田 泰秀 

長野計器㈱ 計器類全般製造販売 

〒386-8501 

上田市秋和1150 

0268-25-3758 

代表取締役社長 

佐藤 正継 

 

  



(公財)長野県産業振興機構 
産学官技術交流促進事業，研究開発

推進助成・調査研究事業他 

〒380-0928 

長野市若里1-18-1 

(長野県工業技術総合セ

ンター) 

026-226-8101 

理事長 

山浦 愛幸 

夏目光学㈱ 光学機械器具の製造販売 

〒395-0808 

飯田市鼎上茶屋3461 

0265-22-2434 

代表取締役社長 

細江 国彦 

㈱日邦バルブ バルブ全般製造販売 

〒399-8750 

松本市笹賀3046 

0263-58-2705 

代表取締役社長 

重野 啓司 

日置電機㈱ 計測器の研究開発，製造販売 

〒386-1192 

上田市小泉 81 

0268-28-0555 

代表取締役社長 

岡澤 尊宏 

不二越機械工業㈱ 半導体，精密工作機械製造販売 

〒381-1233 

長野市松代町清野1650 

026-261-2000 

代表取締役社長 

市川 大造 

富士電機㈱ 

半導体事業本部 

松本工場 

電機機器製造販売 

〒390-0821 

松本市筑摩 4-18-1 

0263-25-7111 

松本工場長 

伊藤 直樹 

吉澤精機工業㈱ 

長野支店 
電気計器，測定器他製造販売 

〒381-0034 

長野市上高田991-1 

026-226-7890 

支店長 

竹花 菊男 

 

  



富山県支部 

団 体 名 営業内容  所 在 地 代表者名 

アイシン軽金属㈱ 
アルミ自動車部品，
アルミ押出形材の
製造販売 

〒934-8588 
射水市奈呉の江12-3 
0766-82-8800 

代表取締役社長 

中村 隆次 

ＳＭＫ㈱富山事業所 
スイッチ，キーボー
ド等製造販売 

〒939-2366 
富山市八尾町保内 1-1 
076-455-1212 

常務執行役員 

事業所長 

柳 茂哉 

川田工業㈱ 
橋梁鉄製構築物製
造・架設工事 

〒939-1521 
南砺市苗島4610 
0763-22-2101 

代表取締役社長 

川田 忠裕 

キタムラ機械㈱ 工作機械製造 
〒939-1192 
高岡市戸出町1870 
0766-63-1100 

代表取締役社長 

北村 彰浩 

 ㈱スギノマシン 
機械，装置，器工具
製造 

〒937-8511 
魚津市本江2410 
0765-24-5111 

代表取締役社長 

杉野 良暁 

太平洋製鋼㈱ 
圧延用ロール及び
鍛鋼品の製造販売 

〒930-0808 
富山市下新日曹町1-93 
076-432-4175 

代表取締役社長 

渡邉 譲 

武内プレス工業㈱ 総合容器製造 
〒930-0816 
富山市上赤江町1-10-1 
076-441-1856 

代表取締役社長 

武内 繁和 

立山科学㈱ 
電子部品及び電子
機器製造 

〒939-1305 
富山市下番 30 
076-483-4012 

代表取締役会長 

水口 昭一郎 

立山マシン㈱ 
ロボット及び FA 機
器設計・製作・販売 

〒930-1305 
富山市下番 30 
076-483-4123 

代表取締役社長 

宮野 兼美 

富士フイルム富山化学㈱ 
医薬品，工業薬品製
造販売 

〒930-8508 
富山市下奥井2-4-1 
076-431-8212 

理事  

富山第二工場長兼 

富山第一工場副工場長 

清都 太郎 

日本カーバイド工業㈱ 
各種化学製品，電子
材料系製品製造 

〒936-8555 
滑川市大島530 
076-471-2211 

執行役員 

魚津・早月工場長 

長谷川 幸伸 

アステラス製薬㈱ 医薬品製造 
〒930-0809 
富山市興人町2-178 
076-431-3801 

富山技術センター 

統括部 

才田 裕彦 

 

  



福井県支部 

団 体 名 営業内容 所 在 地 代表者名 

㈱伊藤電機 

家電・電設資材・電子

制御、通信機器等販

売、重電機器・メカト

ロ機器等販売、電気

設備工事、電気通信

工事、プラント計装

工事、消防・防災設備

工事、空調機械設備

工事 

〒910-0023 

福井市順化2-2-1 

0776-22-7800 

代表取締役社長 

伊藤 仁一郎 

倉茂電工㈱ 
電線・ケーブル・電機

部品製造販売 

〒915-0855 

越前市下平吹町10-9 

0778-22-1500 

取締役社長 

田中 利則 

酒井電機㈱ 
電気・通信工事・家電

製品・教育機器販売 

〒918-8001 

福井市つくも 1-2-17 

0776-31-5110 

代表取締役社長 

吉村 豊一 

信越化学工業㈱武生工場 
合成樹脂・科学品・電

子・材料製造 

〒915-8515 

越前市北府 2-1-5 

0778-21-8100 

工場長 

松本 福二 

轟産業㈱ 

工業計測機器、水処

理装置、省力化機器

販売 

〒918-8550 

福井市毛矢 3-2-4 

0776-36-5520 

代表取締役 

酒井 薫 

福井県機械工業協同組合   

〒910-0831 

福井市若栄町508 

0776-54-0465 

理事長 

岩下 春幸 

㈱福井村田製作所 電子部品製造 

〒915-8601 

越前市岡本町13-1 

0778-23-2111 

代表取締役社長 

野村 愼治 

ベルテクス㈱ 
コンクリート２次製

品製造販売 

〒918-8152 

福井市今市町66-20-2 

0776-38-6360 

代表取締会長 

田中 義人 

㈱ホクシン 
電子計測、理化学機

器、工業計器販売 

〒910-0011 

福井市経田1-104 

0776-21-0457 

代表取締役社長 

前野 光正 

高嶋技研（株） 
各種自動検査装置の

開発・製造 

〒919-0614 

あわら市伊井15-1-1 

0776-74-0880 

代表取締役社長 

松澤 郁夫 

 

  



新潟県支部 

団 体 名 営業内容 所 在 地 代表者名 

㈱アヅマテクノス 

真空機器、光学精

密測定機器、計測

機器、制御機器、理

化学分析機器の販

売・修理・校正 

〒950-0912 

新潟市中央区南笹口 1-9-10 

025-247-8386 

代表取締役 

関 博司 

㈱オーエム製作所 

長岡工場 
工作機械製造販売 

〒940-0014 

長岡市北園町2-1 

0258-24-1550 

工場長 

水田 博 

信越化学工業㈱ 

直江津工場 
化学工業製品製造 

〒942-8601 

上越市頸城区西福島28-1 

025-545-2000 

工場長 

柴野 由紀夫 

東北電力ネットワー

ク㈱新潟支社 
電気事業 

〒951-8068 

新潟市中央区上大川前通五番町84 

025-321-5400 

支社長 

松坂 英次 

ナミックス㈱ 

電子部品・半導体

用 導電絶縁材料

開発・製造 

〒950-3131 

新潟市北区濁川3993 

025-258-5577 

代表取締役社長 

小田嶋 壽信 

日本精機㈱ 
車両用計器類、民

生機器等製造販売 

〒940-8580 

長岡市東蔵王 2-2-34 

0258-24-3311 

代表取締役社長 

社長執行役員 

佐藤 浩一 

㈱福田組 総合建設業 

〒951-866１ 

新潟市中央区一番堀通町3-10 

025-266-9111 

代表取締役会長 

福田 勝之 

福田道路㈱ 
総合建設業（舗装

工事他） 

〒951-8503 

新潟市中央区川岸町1-53-1 

025-231-1211 

代表取締役社長 

海野 正美 

北陸ガス㈱ 
都市ガス供給、販

売 

〒950-8748 

新潟市中央区東大通 1-2-23 

025-245-2211 

代表取締役社長 

敦井 一友 

㈱本間組 総合建設業 

〒951-8650 

新潟市中央区西湊町通三ノ町3300-3 

025-229-2511 

代表取締役社長 

本間 達郎 

菱機工業㈱新潟支店 

空気調和設備工

事、給排水衛生設

備工事、冷凍冷蔵

設備工事、防災設

備工事他 

〒950-8740 

新潟市中央区笹口 3-7-15 

025-245-0222 

取締役支店長 

南 芳夫 

 

  



石川県支部 

団 体 名 営業内容 所 在 地 代表者名 

アルスコンサルタンツ  

株式会社 

総合建設コンサルタント業 

企画・設計：交通、都市、景観、土

木構築物、上下水道、環境、廃棄物

処理、生物環境 

調査・解析：土質・地質、コンクリ

ート診断、生物、騒音振動、水文水

質、土壌汚染、崖地対策、宅地地盤

測量 

〒921-8805 

野々市市稲荷 2-277 

(技術センター) 

076-248-4004 

取締役副社長 

麻田 正弘 

株式会社石川製作所 

繊維機械（合繊機械、紡績機械、織

布機械） 、産業機械（段ボール製函

印刷機械、産業資材用関連機器）、

システム機器（半導体関連機器、医

療機器）、防衛機器  

〒924-0051 

白山市福留町200 

（本社工場） 

076-277-1411 

取締役 

森近 慶一 

アイナックス稲本 

株式会社 
業務用クリーニング機械製造 

〒924-0052 

白山市源兵島町948 

076-277-2211 

代表取締役社長 

執行役員 

米田 剛 

かがつう株式会社 
精密電子部品製造、照明器具製造、

情報通信機器製造 

〒929-0345 

河北郡津幡町太田に

140 

076-289-3131 

代表取締役社長 

野崎 信春 

金沢商工会議所   

〒920-8639 

金沢市尾山町9-13 

076-263-1151 

専務理事 

普赤 清幸 

北川ヒューテック 

株式会社 

道路建設工事、土木工事、建築工事、

法面保護工事、上下水道工事、スポ

ーツ施設工事、造園工事、アスファ

ルト合材販売、産業廃棄物処理業、

損害保険代理業 

〒921-8584 

金沢市神田1-13-1 

076-243-2211 

代表取締役社長 

北川 隆明 

株式会社久世ベローズ

工業所 

金属ベローズ、ステンレス鋼管、鋼

管継手製造販売 

〒929-0343 

河北郡津幡町南中条リ

74-1 

076-289-4740 

取締役相談役 

久世 靖 

澁谷工業株式会社 

ボトリングシステム、製函包装シス

テム、物流搬送システム、医薬設備

システム、レーザー加工システム、

ウォータージェット加工システム、

水素ガス切断加工システム、半導体

製造システム、洗浄設備システム、

環境設備システム、農業設備システ

ム、食品加工システム、医療機器の

製作並びに販売 

〒920-8681 

金沢市大豆田本町甲 58 

076-262-1201 

取締役副社長 

中 俊明 

高松機械工業 

株式会社 

工作機械（CNC旋盤）の製造・販売

保守サービス、周辺装置の製造・販

売保守サービス、コレット チャッ

ク・部品等の製造販売、IT 関連製造

装置の製造、自動車部品加工 

〒924-8558 

白山市旭ヶ丘 1-8 

076-274-1414 

代表取締役会長 

髙松 喜与志 



団 体 名 営業内容 所 在 地 代表者名 

中村留精密工業株式会社 

複合精密ＣＮＣ旋盤、ＡＴＣ型複合

化工機、タレット型複合加工機、立

型マシニングセンタ、FA周辺装置、 
液晶ディスプレー加工機、光学機械

製造、販売、医療機器部品製造 

〒920-2195 

白山市熱野町ロ-15 

076-273-1111 

代表取締役会長 

中村 健一 

ニッコー株式会社 

陶磁器製食器、インテリア製品の製

造販売、セラミックス製電子部品及

び電子材料の製造販売、住宅設備機

器･環境設備機器の製造販売及び維

持管理、陶磁器製デザインタイルの

製造販売、小型風力発電システムの

製造販売 

〒924-8686 

白山市相木町383 

076-276-2121 

代表取締役社長 

三谷 明子 

株式会社日本海コン

サルタント 

計画研究、地域開発、一般土木、農

業土木、上下水道・ガス、造園・建

築、環境・建設環境、測量、地質調

査、情報システム、施工管理 

〒921-8042 

金沢市泉本町2-126 

076-243-8258 

代表取締役社長 

黒木 康生 

北菱電興株式会社 

電気・電子機器ならびに関連システ

ム等の販売、各種制御機器、コンピ

ュータ関連及び周辺機器、CATV 関

連機器等の開発・製造、環境システ

ムの企画・設計・販売、ビル管理シ

ステム、昇降設備システム、 給排水
設備システム等の構築、空調・管工

事、電気設備工事・電気通信工事の

設計・施工 

〒920-0362 

金沢市古府 3-12 

076-269-8500 

代表取締役社長 

小倉 一郎 

松村物産株式会社 
エネルギー事業、カーライフサポー

ト事業、建設事業、産業設備事業 

〒920-8538 

金沢市広岡 2-1-27 

076-221-6121 

取締役社長 

松村 俊一 

名工建設株式会社 

北陸支店 

土木工事、建築工事、軌道工事及び

その設備工事の施工、監理並びに企

画、設計、測量、コンサルティング

の請負 

〒920-0031 

金沢市広岡 1-5-23 

076-262-5500 

執行役員支店長 

谷 達郎 

菱機工業株式会社 

空気調和設備の設計･施工、給排水

衛生設備の設計･施工、冷凍と低温・

中温設備の設計施工、防災設備の設

計･施工、リニューアルの調査・計画

提案・施工、PFI 事業・ESCO 事業、

自社開発“RICS”システムの適用と

開発 

〒921-8526 

金沢市御影町 10-7 

076-241-1141 

代表取締役社長 

北川 雅一朗 

 

 

 
 


