
切削・機械加工



株式会社葵製作所 長岡市 ◎ 〇

株式会社青海製作所 新潟市南区 ◎ 〇 〇

株式会社浅田精機 小千谷市 ◎

荒木歯車工業株式会社 長岡市 〇 ◎ 〇

株式会社有本電器製作所 加茂市 ◎ 〇 〇 ○

株式会社飯塚鉄工所 柏崎市 ◎ 〇

ウエカツ工業株式会社 上越市 ◎ 〇

ウエノテックス株式会社 上越市 ◎ 〇 〇 〇

株式会社内野精工 長岡市 ◎

株式会社栄工舎 魚沼市 ◎

株式会社Ａ-ＴＲＡＤ 新潟市江南区 ◎ 〇

株式会社エステーリンク 燕市 ◎ 〇

エヌ・エス・エス株式会社 小千谷市 ◎ 〇 〇 〇

株式会社F・S・エンジニアリング 長岡市 ◎

株式会社大竹製作所 長岡市 ◎ 〇

株式会社オーヒラ 南魚沼市 ◎

株式会社カエリヤマ 三条市 ◎

株式会社小林製作所 長岡市 ◎

株式会社コマザワ精機 新潟市北区 ◎

佐渡精密株式会社 佐渡市 ◎

ＪＰＣ株式会社 長岡市 ◎ 〇

シンコー株式会社 魚沼市 ◎ 〇 〇

株式会社鈴民精密工業所 長岡市 ◎ 〇 〇 〇

有限会社須戸精工 長岡市 ◎ 〇 〇

株式会社関鉄工所 小千谷市 ◎

株式会社セライズ 上越市 ◎

ダイヤ精工株式会社 三条市 ◎ 〇 〇

有限会社高坂鉄工所 長岡市 ◎

有限会社田中鉄工所 新潟市西区 ◎

株式会社テック長沢 柏崎市 ◎ 〇 〇 〇

テラノ精工株式会社 長岡市 ◎
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株式会社長岡歯車製作所 長岡市 ◎

新潟合金株式会社 新潟市東区 ◎ 〇

柏都電機工業株式会社 刈羽村 ◎ 〇

株式会社長谷川工機 長岡市 ◎

有限会社藤巻製作所 柏崎市 ◎

丸慶精機工業株式会社 柏崎市 ◎

株式会社満日製作所 新潟市秋葉区 ◎ 〇 〇

三星工業株式会社 上越市 ◎

株式会社柳製作所 長岡市 ◎ 〇

株式会社ヤマテック 柏崎市 ◎

株式会社ユーワ 小千谷市 ◎

株式会社渡邊製作所 加茂市 ◎ 〇 〇 〇 〇
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厚物製缶板金加工、機械加工はお任せください 

 株式会社葵製作所 
〒940-0013 

新潟県長岡市原町１丁目２－２ 

資本金   20,000 千円 

従業員数      15 人 

TEL 0258-24-6519 

FAX 0258-24-4160 

URL    http://www.aoiss.jp/ 

E-mail   aoi@opal.ocn.ne.jp 

代表者 代表取締役 鈴木 稔 

担当者 同上 

【特徴】 

工作機械や産業機械の部材部品加工を行っており

ます。中厚物製缶を中心に切削機械加工が得意分野

です。各種専門の機械設備を有し、熟練の作業員が高

度な技術で、単品からロット品まで対応しています。製

缶溶接、機械加工、簡易塗装まで一貫生産で対応いた

します。 

 

 

 

 

【加工分野】 

・大型厚物の製缶溶接 

・工作機械や産業機械部材の切削機械加工 

・薄物精密板金やステンレス加工 

【製造品目】 

・工作機械 

・工作機械の部材、筺体フレーム 

・各種専用機の部材、架台、フレームカバー 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

CNC 門型５面加工機 1 X7000Y3100Z2000 開先加工機 1 W3000 

CNC 門型５面加工機 1 X6000Y2300Z1000 門型プレーナー 1 5000×2000 

CNC 門型５面加工機 1 X4000Y2400Z600 汎用旋盤 4 φ 510 L1500 

CNC 横中ぐりフライス 1 X2000Y1500Z1450 シャーリング機 2 W2515 

門型プラノミラー 1 X5000Y2000Z1000 半自動溶接機 15  

門型プラノミラー 1 X3000Y1000Z550 天井走行クレーン 1 10ｔ 

ラジアルボール盤 4 X2000Z500W850 天井走行クレーン 2 7.5ｔ 

m-meguro
テキストボックス
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卓越した精密切削加工技術と徹底した品質管理体制 

   株式会社 青海製作所 
〒950-1301 

新潟県新潟市南区下曲通字中江下 787 番地 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 025-371-1510 URL http://www.aomi-ss.jp/ 

120 人 FAX 025-371-1520 E-mail info@aomi-ss.jp 

代表者  代表取締役   青海 剛 

担当者  営業部      大泉 優樹 

【特徴】 

最新の複合 NC 旋盤や５軸制御マシニング、世界最高

水準の超高精度三次元座標測定機、真円度測定機、非

接触三次元表面性状測定機などを積極的に導入し、高難

度・高精度加工を徹底的に追求し絶対品質を目指してお

ります。試作メインで幅広い材質に実績があり、精度や製

品の仕上り、短納期対応には高い評価を頂いておりま

す。 

・ISO13485:2016 認証取得 

・ISO9001:2015／ISO14001:2015 認証取得 

・医療機器製造業許可(15BZ200020) 取得 

 

【加工分野】 

・微細・薄肉切削加工 

・難削材加工 

・多面複合 ・３次元加工 

・高精度切削加工 

【製造品目】 

医療関連部品／自動車関連部品／ 

光学機器関連部品／半導体関連部品／ 

各分野の試作開発部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

複合 NC 旋盤 
(５軸制御含む) 

100 φ630 以下 レーザ加工機 2  

５軸制御マシニングセンタ 13 
最大φ500 ㎜×高さ 325

㎜ 

CNC 三次元座標測定機
(世界最高水準の高精度 

  PRISMO 最上位機種) 
1 

カールツァイス 

PRISMO ULTRA 

高速立型マシニングセンタ 2 410 ㎜×330 ㎜×200 ㎜ CNC 三次元座標測定機 4 
カールツァイス 

PRISMO Navigator 他 

CNC 円筒・内面・ 
センタ穴研削盤 他 

6 
マッチング研削、 

4 軸砥石制御など 

CNC 真円度測定機 
(世界最高峰の精度を誇る) 

1 
テーラーホブソン 

タリロンド 595H 

CNC６軸工具研削盤 1 
最小径φ0.1 

材質問わず 

非接触三次元 
表面性状測定機 

1 
テーラーホブソタリサーフ

CCI MP-HS 

CNC 成形研削盤 2  
粗さ・輪郭形状 
統合測定機 

5 

東京精密 

SURFCOM 

NEX120DX-13 他 

ワイヤカット／放電加工機 4  
デジタルマイクロスコープ
画像処理測定機 他 

多数  

m-meguro
テキストボックス
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〒947-0101 

新潟県小千谷市片貝町 4481 番地４ 

資本金    36,250 千円 

従業員数       56 人

TEL 0258-84-2911 

FAX 0258-84-3855 

URL   http://asadaseiki.jp/ 

E-mail  asadasek@mynet.ne.jp 

代表者 代表取締役  浅田 正平 

担当者 専務 浅田 陽平 ／ 管理課・課長 田中 信之 ／ 管理課・主任 土田 和則 

【特徴】 

工作機械、半導体装置及び計測機器などの精密部品や

各種治具部品を一貫製作(切削・焼入・研削・表面処理)しま

す。(レーザーマーキングも承ります。) 

当社では特に研削加工に自信があり、これらの部品を幾

何公差±1um の高精度・高品質でご提供致します。 

また、多品種小ロット・単品・試作品などのご要望にお応

え致します。 

お客様より、組付けの良さから「調整が短時間で行え

る。」、「受け入れ検査を簡略化ができる。」など、お声を頂

戴しております。 

製作部品 一例 

 

【加工分野】 

・工作機械、半導体装置の精密部品の切削～研削加工 

・スピンドル、ベアリングケースなど、ご要望の現合に合 

わせた研削加工 

【製造品目】 

・スピンドル(主軸)／シャフト／ベアリングケース／フラン 

 ジ／スリーブ／テストバーなど精密機械部品 

・各種治具部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

NC 複合旋盤 6 ～φ400 NC 内面研削盤 12 ～φ200 

NC 旋盤 19 ～φ500 NC 内面研削盤(深孔) 1 ～φ200(深さ 600mm) 

ガンドリル 2 φ4～φ32 平面研削盤 5 □～φ800 

BTA 深孔加工機 1 φ20～φ100 NC ねじ研削盤 2 ～φ200 

複合マシニングセンタ(5 軸） 1 ～φ600 真円度測定機 3 ～φ420 

縦型マシニングセンタ 10 ～□2000 輪郭形状測定機 1 (0.8±0.02L)/μm 

横型マシニングセンタ 2 ～□400 表面粗計 3 0.2μm/120L 

ワイヤーカット 1 ～□400 ハイトゲージ 2 (1.2+L/1000)/μm 

CNC 縦型複合研削盤 2 ～φ800 CNC 三次元測定機 1 MPE=0.35+L/1000 

NC 円筒研削盤 17 ～φ300 三次元レーザーマーカ 1  

 

PRECISION HIGH TECHNOLOGY

m-meguro
テキストボックス
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歯車の修理・大型歯車 

荒木歯車工業株式会社 
〒940-0026 

        新潟県長岡市石内２丁目１番 13 号 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-32-1314 URL http://arakihaguruma.air-nifty.com/

４人 FAX 0258-33-2859 E-mail fwnp5313@mb.infoweb.ne.jp 

代表者  代表取締役社長 荒木 松雄 

担当者  代表取締役社長 荒木 松雄 

【特徴】 

単品・修理が得意  大型歯車が得意 

ブログ「歯車１１０番」 You tube「歯切加工」 

各種精密歯車の多品種少量生産で大型歯車を 

得意としております。 

図面を頂ければお見積、切削、歯切り、歯研 

熱処理、キー加工まで対応します。 

 

 

（製品写真） 

 

 

 

【加工分野】 

・外径Ф１０～Ф３５００（協力工場により） 

・Ｍ０．５～Ｍ２５（協力工場により） 

・材料～全加工まで（協力工場により） 

 

【製造品目】 

・プレス機械部品 

・工作機械部品 

・産業機械部品 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ホブ盤 7 ～φ２０００    

ギヤシパー 2 ～φ８００    

ウォーム盤 2 ～φ３００    

フライス盤 3     

ホブ刃溝研削盤 1     

かみ合い試験機 1     

キーシーター 1     

m-meguro
テキストボックス



ワンストップで生産可能！ 切削+板金+溶接+研磨＝匠の技

株式会社 有本電器製作所
〒959-1384

       新潟県加茂市寿町５番２５号

資本金

従業員数

10,000 千円 TEL 0256-52-1361 URL http://www.arimoto-d.jp

50 人 FAX 0256-52-1376 E-mail tarimoto@fsinet.ne.jp

代表者 代表取締役 有本 照一

担当者 代表取締役 有本 照一

【特徴】

当社は、材料手配から組立までを協力企業とネットワ

ークを組み、ワンストップでの生産が可能です。

お客様のご要望に応じた多品種少量ロットのご注文

に対して、高品質な製品を提供いたします。

お気軽にご相談ください。

（製品写真）

【加工分野】

・切削加工  ・ 研磨加工

・溶接加工 ・ レーザー加工

・プレス加工  ・ 放電加工：高精度加工

・板金加工   ・ 各種組立

・ケガキ加工  ・ 各種検査

【製造品目】

・産業機械部品   ・鉄道車両部品

・工作機械部品  ・ユニット部品

・新幹線車両部品 ・船舶用部品

・測定機器部品   ・燃料電池部品      など

主要設備・測定器（名称・台数・能力）

NC 旋盤 6 大日金属工業 他

最大加工径φ1000×1200
小型強力正面旋盤 2 津田・中山

最大加工径Φ1100X2000

大型旋盤（四爪使用） 1 池貝鉄工

最大加工径Φ500X2000
旋盤 1 昌運工作所

最大加工径Φ700X1000

普通旋盤 6 滝澤・豊和・山崎・難波 平面研削盤 3 NICOO・三条機械

ペンチレース 1 高橋機械 内径研磨機 1 岡本

ロータリ研削盤 1 市川製作所 立型マシニングセンター 3 オークマ 他

マシニングセンター 2 ブラザー TC-S2C-0（CNC

円ﾃｰﾌﾞﾙ仕様）
CNC 三次元測定機 1 ミツトヨ

CRYSTA-Apex S7106

フライス盤 5 新潟鉄工所

3UM・2UM・他
サーボプレス 他 20 アイダエンジニアリング
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豊富な機械バリエーションと加工技術により、様々な形状・被削材に対応 

株式会社飯塚鉄工所 
〒945-0812 

       新潟県柏崎市半田３丁目 15 番 16 号 

資本金 

従業員数 

25,000 千円 TEL 0257-23-5611 URL http://www.e-iizuka.co.jp 

112 人 FAX 0257-23-2813 E-mail info@e-iizuka.co.jp 

代表者  代表取締役 飯塚 肇 

担当者  総務部 中町 亜希 

【特徴】 
流体関連機器及び医療機器に関連する部品の製造、

一般産業用ポンプの製造（OEM 生産）、真空ポンプの開

発、製造、VA/VE 提案、切削加工全般を行っています。

材料調達（国内、海外）、加工、検査、梱包に至るまでの

一貫生産体制を有し、徹底した品質管理のもと、出荷して

います。多種多様な加工に対応出来る設備群、加工技術

を備えています。 

ＩＳＯ９００１認証取得（本社工場）、 

ＪＩＳ Ｑ ９１００認証取得（安田工場、軽井川工場） 

（製品写真） 

医療機器用部品  自社開発真空ポンプ用部品   ＬＮＧ用ポンプ部品

 

【加工分野】 

・精密機械加工部品の製造及び組立 

・ＶＡ/ＶＥ提案 

・資材調達から一貫生産 

【製造品目】 

・特殊ポンプ部品製作  ・化学プラント用バルブ 

・エネルギープラント用ポンプ部品 

・人工透析装置部品及び透析薬溶解装置機器部品 

・バイオ/食品向け特殊バルブ部品、アクチュエータ 

・自吸式汎用ポンプ OEM 生産（モノフレックスポンプ） 

・医療機器洗浄用電磁弁コア 

・真空ポンプ部品 

・半導体装置用バルブ 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

６軸制御 ＣＮＣ複合機  ４ ＮＣフライス盤  ３ ＴＩＧ溶接機  ３ 

５軸制御 ＣＮＣ複合機 １２ ＮＣボール盤   １ センタリングマシン  １ 

４軸制御 ＣＮＣ複合機  ４ ＣＮＣ汎用円筒研削盤  １ ダイナミックバランス機  １ 

３軸制御 ＣＮＣ複合機  ２ 汎用フライス盤  ３ フィールドバランサ  １ 

３軸制御 ＮＣ複合機  ４ 汎用旋盤  ８ 三次元測定器  ３ 

ＣＮＣ旋盤  ８ ワイヤーカット放電加工機  １ キーエンス 画像寸法測定機  １ 

ＮＣ旋盤  ４ 高性能パネルベンダー  １ 面粗度計  １ 

門型マシニングセンタ  ２ ﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰパンチ複合機  １ ３Ｄプリンタ  ３ 

横型マシンングセンタ  １ 縦型ブローチ盤  １ ３Ｄ CADCAM ＶＩＳＩ 20  ３ 

立型マシンングセンタ  ３ 丸棒切断機  ３ ３Ｄ CADCAM Solid Works 2013  ２ 

 

m-meguro
テキストボックス



14

試作から量産まで対応可能。お気軽にお問い合わせ下さい。 

 
〒943-0825 

        新潟県上越市東本町５丁目２－２ 

資本金 

従業員数 

30,000 千円 TEL 025-522-2448 URL http://www.uekatsu.co.jp 

200 人 FAX 025-522-5510 E-mail okada@uekatsu.co.jp 

代表者  代表取締役   小林 清作 

担当者  総務部 部長  岡田 照彦 

【特徴】 (３事業部から成り立ち、幅広い対応が可能） 

１． テープ事業部 

素材の特性を生かし、より軽く、より強く、耐熱耐

水などが求められる電気・建設・造船・医療・機械

等の分野で使用される資材を織り上げています。

２． 電子事業部 

HDD 用アルミ基板の製造を行っています。 

３． 精密加工事業部 

お客様の図面を基に材料手配・加工・組立までを

一貫して行っています。 

また、ヒートシンクは設計から生産まで一貫して

行っており、各種単品から量産品まで幅広い対

応でお客様のご要求にお応え致します。 

（製品写真） 

 

 

 
 

【加工分野】 

・細巾織物加工 

・切削加工 

・精密研磨加工 

【製造品目】 

・電気絶縁用ガラステープなどのテープ 

・ハードディスク用アルミ基板 

・精密加工部品、ヒートシンク Assy など 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

横型マシニング  3 □400mm ＮＣ旋盤 112  

立型マシニング 5 2060/940/820 グラインダー 26  

ロボドリル 41  シャトル織機 58  

縦型 NC 旋盤 2 Φ1000 ニードル織機 6  

CNC 自動旋盤 2 Φ20 ロータリー織機 10  

   バランシングマシーン 1 
300kg,φ1260 ㎜、
L1160 ㎜ 

細巾織物 

ＨＤＤ用アルミ基板 

ヒートシンク 

車両用リアクトル

フレーム 

m-meguro
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大型機械加工、精密機械加工 

 
〒949-3298 

        新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10 

資本金 

従業員数 

75,000 千円 TEL 025-536-2266 URL http://www.uenotex.co.jp 

115 人 FAX 025-536-9836 E-mail daihyo1@uenotex.co.jp 

代表者  代表取締役社長   上野 光陽 

担当者  営業技術部 特機営業部 部長  上野 三千男 

【特徴】 

国内最大級の大型機械加工設備、大型測定設備

を保有し、お客様のご要望にあった最適な加工、精

度保証が可能です。 

 

ＪＩＳ Ｑ ９００１ 認証取得 

ＪＩＳ Ｑ ９１００ 認証取得 

 

（製品写真） 

 

 

【加工分野】 

・製缶～機械加工～組立まで、一貫生産可能 

・小ロット加工 

・試作品加工 

・量産部品加工 

【製造品目】 

・航空宇宙産業機械部品 

・半導体装置部品 

・工作機械部品 

・船舶用部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

CNC 門型 5 面 5 軸加工機 1 東芝 W4100×H3500×L9000mm 

CNC 門型 5 面加工機 3 東芝 W3000×H2450×L6400mm 他 

立型 5 軸複合加工機 2 ﾏｻﾞｯｸ Φ2350×H1800mm 

横型 5 軸複合加工機 3 ｵｰｸﾏ Φ1050×L6215mm 他 

三次元測定機 2 ﾐﾂﾄﾖ W2000×H1500×L3000mm 他 （恒温室） 

レーザートラッカー 1 FARO ﾚｰｻﾞｰ 3 次元測定器 測定距離 40m 

ロボット自動溶接機 1 ﾗｲﾝﾜｰｸｽ 積載重量 15t 最大振回し 5m 

 

m-meguro
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手のひらサイズならどんな素材も形にします！

           株式会社 内野精工 
本社工場  〒186-0001  東京都国立市北３－27－９ 

長岡工場  〒940-2117  新潟県長岡市石動南町 50－５ 

資本金 

従業員数 

90,000 千円 TEL 0258-47-2081 URL http://www.uchinoseiko.co.jp/ 

80 人 FAX 0258-21-4506 E-mail info@uchinoseiko.co.jp 

代表者  代表取締役  内野 誠 

担当者  営業部  五十川 道彦 

【特徴】 

・一般的な切削加工業者では不可能なレベルの図面で 

も確実に削り出します。 

・SUS、チタン合金(6-4チタン)、マグネシウム、樹脂(ガラ 

ス入り含む)等、金属、非鉄金属問わず多様な素材の 

微細加工を得意とします。 

・φ1～φ90までの丸棒を複合旋盤で加工することにより

低コストを実現します。 

・複合旋盤、マシニング、ワイヤー放電加工機他、多様

な保有設備で形にします。NC機械等110台以上保有。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工分野】 

・加工～各種表面処理(協力会社含む)～組立までの 

ワンストップ体制を構築しています。 

・試作から量産までの加工が可能です。 

 (長岡工場は量産工場として 24 時間稼働) 

・各種 3D データからの CAD/CAM 加工が可能です。 

【製造品目】 

・医療用機器部品 

・光学機器部品 

・計測機器部品 

・半導体製造装置部品 その他 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

NC 旋盤・複合旋盤 80 φ1～φ90 レーザーマーカー 1  

マシニングセンター ＃30,＃40 6 ５軸加工 ブラスト機 2  

マシニングセンター ＃30 5 ｻｰｷｭﾗ、ﾊﾟﾚﾁｪﾝ 超音波洗浄機 3 (純水仕様含む) 

マシニングセンター ＃30,＃40 15 立：13 台/横 2 台 電解バリ取機 1  

ワイヤー放電加工機 5 ～φ600 真円度測定器 2  

平面研削盤 5  三次元測定器 2  

円筒研削盤 1  CNC 画像処理装置 6  

m-meguro
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豊富なアイテム数とマニアックな切削工具を提供します！ 

 株式会社 栄工舎 
〒946-0035 

        新潟県魚沼市十日町 494-８ 

資本金 10,000 千円 TEL 025-792-1139 URL http://www.eiko-sha.co.jp/ 

従業員数  82 人 FAX 025-792-6796 E-mail info@eiko-sha.co.jp 

代表者  代表取締役        安部川 洋司 

担当者  新潟工場 副工場長  熊田 実 

【企業の特徴】 

・標準品寸法アイテム 3 万点以上の豊富な品揃え 

・特注の対応も設計から応じます。 

・国内は基より海外への販路も拡大しています。 

（製品写真） 

① 超硬ソリッド球面カッター 

  
 

② タップリムーバー（破損タップ除去用） 

      
 

③ フラットザグリドリル 

      

 

④ 自動旋盤用リーマ 

     

 

⑤ カッターシリーズ 

  

  

   

   

      

【製品の特徴】 

①超硬ソリッド球面カッター 

最大 280°の切れ刃で複雑な加工や５軸加工も可

能ネジレ刃で切り屑の排出も良くシャープな切れ 

味。 

②タップリムーバー 

タップ加工中に破損したタップを除去する専用のド 

リル。ネジ山を傷めず簡単、スピーディーに処理。 

③フラットザグリドリル 

フラット底刃、下穴なしの一発加工。 

止り穴や傾斜面加工、ザグリ加工、裏バリを最小 

限。 

④自動旋盤用リーマ 

精密自動旋盤加工に合わせたショートタイプ。 

⑤カッターシリーズ 

様々なワーク・溝加工用の各種カッター 

【導入例、使用例】 

自動車、航空機、建機、工作機械、家電、金型等

の製造現場で国内外に幅広く使用されている。 

m-meguro
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精密切削加工・鏡面研削加工はおまかせ！ 

    株式会社 Ａ－ＴＲＡＤ 
        

〒950-0134 

        新潟県新潟市江南区曙町３丁目７番 12 号 

資本金 

従業員数 

2,500 千円 TEL 025-250-5765 URL http://www.a-trad.co.jp/ 

28 人 FAX 025-250-5123 E-mail info@a-trad.co.jp 

代表者   代表取締役  安藤 敏希 

担当者   工場長  弦巻 仁 ・  製造部リーダー 渡邊 初 

【特徴】 

高速マシニングセンタによる精密微細加工、超精

密研削盤による鏡面研削加工を得意とします。ナノメ

ートルレベルの加工精度と面粗さで、品質を保証しま

す。 

難削材、非鉄金属等、材質にこだわらない高精度

加工を行い、短納期にお応えします。 

（製品写真） 

       
鏡面切削加工品（Ra０．０２μｍ） 

      
薄物鏡面研削加工品 

(平坦度：0.002 ㎜) 

 
難削材硬脆材加工品（超硬・石英ガラス） 

【加工分野】 

・小径工具による微細加工 

・鏡面切削加工、研削加工 

・超硬、ガラス等難削材、硬脆材の加工 

・薄肉切削加工、薄物研削加工 

【製造品目】 

・精密金型部品の機械加工 

(燃料電池用金型部品) 

・自動車関係のレンズ型部品の加工 

・クリアランスランプ金型部品の加工 

・光学系、医療関係、食品関係の微小・微細加工 

主要設備・測定機（名称・台数・能力） 

立形マシニングセンタ 5 2000×1000 迄 型彫放電加工機 1 550×400 

治具ボーラ 3 900×500 平面研削盤 4 1500×860 迄 

横形マシニングセンタ 2 900×900 門形平面研削盤 1 2000×1000 迄 

高速マシニングセンタ 4 4・6・10 万回転 ユング成形研削盤 1 500×200 

ＮＣ横中繰りフライス盤 1 2000×1500 接触三次元測定機 1 1005×705 

ガンドリルマシン 2 1200×950 非接触三次元測定機 1 450×600 

ワイヤカット放電加工機 2 最大切断 450 形状・面粗さ測定機 2 150×150 

m-meguro
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製缶板金×機械加工はお任せ下さい！ 

 
〒959-0113 

        新潟県燕市笈ケ島 1365－１ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0256-97-4846 URL https://www.st-link.co.jp/ 

70 人 FAX 0256-98-4821 E-mail info@st-link.co.jp 

代表者  代表取締役  齋藤 孝二 

担当者  営業      小潟 剛 

【特徴】 

当社ではレーザー加工から製缶板金・機械加工

を主に様々な機械設備を駆使して高品質な製品

作りを行っており、受注から納品まで一貫した生産

体制でお客様のご要望にお応えします。 

高速レーザー加工機によるブランク加工やパイ

プレーザー加工機、マルチベンダー、多数の溶接

機、機械加工設備がございますので、レーザー加

工品１点から数物や大型の装置まで、当社では一

貫した生産体制が整っております。 

 

（製品写真） 

 

 

【加工分野】 

・各種製缶板金加工 

・各種機械加工 

・架台フレーム製作 

【製造品目】 

・半導体装置機械部品 

・食品機械部品 

・産業用自動機部品 

・各種試作品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

５面加工門型 

マシニングセンタ 
１ 2000×4000 

三次元レーザー 

加工機 
１ 2500×1600×550 

立型旋盤 １ φ530×770 精密レーザー加工機 １ 200W 700×500 

立形マシニングセンタ １ 1300×560 
ファイバーレーザー 

溶接ロボット 
１ 4kw 

ファイバーレーザー 

加工機 
２ 

3050×1525 

5kw×1、8kw×1 
溶接ロボットシステム １ 1900×800 
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高精度「スピンドル」の製造でものづくりをサポート 

〒947-0035 

        新潟県小千谷市大字桜町 2379 番地１ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-82-2255 URL http：//www.e-nss.com 

130 人 FAX 0258-82-5382 E-mail nss@e-nss.com 

代表者  代表取締役 中町 剛 

担当者  営業部 部長 上村 潤也 

【特徴】 

工作機械などの旋回加工の心臓部「スピンドル」の製造

により「ものづくり」をサポートいたします。素材・熱処理・加

工・仕上げ・検査などすべての工程において、超精密加工

へのこだわりを追及します。これらのこだわりによって、お

客様の高精度への要求に充分にお答えします。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

CNC 旋盤、ターニングセンター、マシニングセンター、

CNC 研削盤（円筒・平面・センター・内径・立型）を使用して

の各種切削、研削加工 

【製造品目】 

・工作機械・産業機械用スピンドルシャフト 

・各種スピンドルユニット 

・その他精密機械部品 

・試作品の製作 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ旋盤 30 650×3000 複合加工機 5 670×3060 

ターニングセンター 2 1000×500 ３次元測定機 5 1200×1000×700 

マシニングセンター 15 2200×850 真円度測定機 2 1000 ㎜ 

円筒研削盤 30 600×2500 非接触型外径・ 

長さ測定機 

1  

平面研削盤 10 1000×500 横型測長機 1 500 ㎜ 

センター研削盤 3 140×1000 三次元表面粗さ・

形状測定機 

1  

内径研削盤 20 350×2200 熱処理装置 6 サブゼロ他 
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越後長岡で今日もプラスチックを削っています 

  株式会社Ｆ･Ｓ･エンジニアリング 
〒940-0016 

        新潟県長岡市宝二丁目１番地 10 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-25-2292 URL http://www.fsec-nagaoka.jp 

24 人 FAX 0258-25-2294 E-mail fse.sup@fseng.co.jp 

代表者  代表取締役 竹内 洋介 

担当者  専務取締役 椛澤 浩明 ／ 営業部 リーダー 志賀 保 

【特徴】 

弊社は PVC、PP 等の汎用樹脂から、PPS、PEEK

等のスーパー・エンプラにいたるまで、様々なプラス

チックの切削加工を専門としています。 

食品関連をはじめ電気・電子、医療など幅広い分

野に対応し、多品種少量生産はもちろん中量生産ま

でを得意としております。 

ロットサイズ、納期等に関係なく、高い品質の切削加

工品を提供致します。 

＜加工見本 ： 高機能 超高分子量ポリエチレン＞

・抗菌性能および防カビ性能を併せもっています。 

・食品衛生法に適合しています。 

     

材料選定のご検討、お困り事がありましたら、材料 

メーカーと協力して、ご要望にお応えいたします。 

【加工分野】 

・汎用樹脂からスーパー・エンプラの切削加工 

・板、シート、丸棒、パイプなど様々な形状に対応 

・微細加工機による小径狭ピッチ穴加工も可能 

(最小径：0.1mm､0.6mm 以下は深さ 20D まで対応)

【製造品目】 

・食品関連向けの樹脂の切削加工部品 

・電気・電子体関連向けの樹脂の切削加工部品 

・半導体、医療関連向けの樹脂の切削加工部品 

・各種検査、試作用治具製作 (設計から組立まで)

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

微細加工機 1 200×200 汎用フライス盤 1 500×200 

小型切削加工機 2 500×300 汎用旋盤 1 φ120×L600 

小型切削加工機 1 200×250 測定顕微鏡 1 ミツトヨ 

複合 NC 旋盤 1 φ100×L500 寸法測定器 1 キーエンス 

NC 旋盤 2 φ100×L500 2D/3D CAD 3 iCAD SX 

CAD/CAM 2 Mastercam2019 2D/3D CAD 1 MYPAC 

      

材
料
提
供 

 

作
新
工
業
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様 
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複雑形状やステンレス・チタンなども得意、 
試作品・小ロットにも対応、金属加工ならお任せください。 

  株式会社大竹製作所 
〒940-0012 

       新潟県長岡市下々条３丁目 1462－１ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-24-8686 URL http://www.otake-mfg.com/ 

20 人 FAX 0258-24-8014 E-mail info@otake-mfg.com 

代表者  代表取締役   大竹 隆一 

担当者  専務取締役   大竹 利行 

【特徴】 

 溶接、切削、研削を一貫生産、ステンレスやチタン・ア

ルミなども得意とします。一人ひとりが各々段取から加

工まで行い責任をもって製品を仕上げ、試作加工等で

培われた高い技術力で「高品質・短納期・低コスト」とい

ったお客様のご要望にお応えします。 

（写真） 

 

 

【加工分野】 

・切削加工；（旋削、転削、3D 加工や複雑形状にも対

応） 

・研削加工；（外径研磨、平面研磨、※内面研磨は協 

力工場で対応） 

・溶接加工；（ステンレス、チタン、アルミ他） 

・放電加工；（ワイヤ放電加工） 

【製造品目】 

・ガスタービン部品・トンネル掘削機部品 

・自動車試作部品・各種チタン製品・工作機械部品 

・ポンプバルブ部品・内燃機関部品・ 

・各種産業機械部品・その他 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

三次元測定機 1 600×600mm NC 旋盤フラットタイプ 1 φ770mm 

輪郭形状測定器 1 ハイコラム仕様 NC 旋盤フラットタイプ 2 φ610×2080mm 

複合加工機 2 φ760×1042mm NC 旋盤ドラムタイプ 1 φ510×1010mm 

横型マシニングセンター 3 1,000×800mm NC 円筒研削盤 1 φ320×500mm 

門型マシニングセンター 1 X 軸 2000 A 軸付 円筒研削盤 1 φ400×2200mm 

立型マシニングセンター 1 X 軸 1500 A 軸付 平面研削盤 1 605×275mm 

横中ぐり盤 1 X 軸 2500mm ワイヤ放電加工機 1 500×350×300mm 

SUS 薄肉機械部品

NC 研磨機による加工

溶接-機械一貫生産 

チタン製ポンプ部品 

チタン製医療機器 
複合加工機による加工

丸棒から削り出し

m-meguro
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部品調達から、精密金属加工、塗装、組立まで一貫生産サービス提供 

株式会社オーヒラ 
〒949-7135 

        新潟県南魚沼市新堀新田６２９－９６１ 

資本金 

従業員数 

42,500 千円 TEL 025-775-3891 URL http://ohira.co.jp 

27 人 FAX 025-775-3890 E-mail kohira@beige.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役社長 大平 隆広 

担当者  営業 取締役部長 池田 明 

【特徴】 

医療機器製造販売業である弊社は、医療品質を

ベースとした設計開発、部品加工、塗装、組立サー

ビスまでをワンストップサービスとして提供していま

す。 

地球環境を考慮した材料の使用、医療機器品質

システムをベースとした人づくり、モノづくりを通じて、

より良いサービスを提供できる会社です。 

（製品写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工分野】 

・光学・精密機器の金属・樹脂切削加工 

・鋳物加工から塗装、組立まで 

・光学・精密機器関連（ステージ類）の加工・部品 

組立 

・医療・美容関連の製品組立サービス 

【製造品目】 

・医療機器：眼科向け顕微鏡、白内障手術用顕微鏡

・受託製造品 

超音波メス、レーザー治療器、光学ステージなど 

顧客仕様のモノづくり 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

マシニングセンター 5 M140X1、MV40 他 塗装ブース 3 VB-25C、VB-15C 

タッピングセンター 2 TC-31A、TC-229N 熱風乾燥機 2 CUG-444B 

ターニングセンター 2 TSL-154Y 
AC 自動絶縁耐圧試

験器 
１ 日置 3174 

NC 旋盤 4 DuraTurn2050 他 漏れ電流試験機 １ 日置 3156 

普通旋盤 4 N17-K2、2R1 ディジタルハイテスタ 2 日置 3238 

   三次元計測機 1 キーエンス XM 

 

眼科向け顕微鏡 

m-meguro
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農機・特殊車両に強い！カエリヤマの仕事力 

株式会社カエリヤマ 
〒955-0162 

        新潟県三条市福岡 292 番地 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0256-46-2011 URL https://www.sanjo-kogyokai.or.jp/ 
member/kikaikako/kaeriyama

15 人 FAX 0256-46-4016 E-mail kaeriyama@jupiter.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役         帰山 肇 (かえりやま はじめ) 

担当者  取締役/加工技術担当  帰山 泰政 (かえりやま やすまさ) 

【特徴】 

①多種・少量の削りに特化！ 

高精度複合切削を自動化する技術力 

治具レス加工で試作・開発を応援 

スムーズな量産立ち上げ 

②ワンストップオーダーで組立ラインへ直納！ 

削ったあとの熱処理、溶接、メッキ、塗装、など 

付帯加工を取りまとめます。 

③棒鋼材はもちろん、異型材も調達します！ 

 プレス品、レーザー品、鋳物（含ロスト、ダイカス

ト）、鍛造等。面倒な型打合せから承ります 

 
① 多品種・少量の切削加工 

 

 ② 加工をとりまとめてラインに直送できます。 

 
③ プレス品や鋳物も自社調達して削ります。 

【加工分野】 

・切削加工（動力部品、素形材部品） 

・複数工程とりまとめ 

【製造品目】 

・農機、特殊車両部品 

・産業機械部品 

ギヤ、スプロケット、プーリー、油圧部品が得意です。

得意とする数量：年間 5 個～月産 1,000 個 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

全自動バンドソー 1 φ20-200、Ｌ6000 内筒研磨 1  

ＮＣ旋盤 11 6”-12”ローダ付あり 汎用旋盤 3  

複合旋盤(タレット型) 5 6”-8”全機ローダ付 単能旋盤(単能機) 2  

複合旋盤(同時 5 軸) 3 8“、全機ローダ付 センタリング機 1  

マシニングセンター 2 800×410、＃40 ボール盤 19  

横型フライス盤 1  多軸ボール盤 2  

ブローチ盤 3  タッピング盤 2  

m-meguro
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歯車、カム、内径キー加工ならおまかせ下さい！ 

株式会社 小林製作所 
〒940-0021 

        新潟県長岡市城岡 1 丁目６番 12 号 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-35-2830 URL  

18 人 FAX 0258-34-6884 E-mail  

代表者  代表取締役  小林 久二 

担当者  代表取締役  小林 久二 

【特徴】 

各種歯車の設計製作及び歯車応用装置の製作、

板カム及び円筒カムの製作をはじめ、各種機械部品

の特殊切削加工を行っています。 

 

 

 

 

 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・歯車の設計製作 

・内径キー、内径スプライン加工 

・板カム、円筒カムの製作 

・マシニングセンターによる精密機械加工 

【製造品目】 

・内径キー溝加工及び、内径スプライン加工の単

工程も行います。 

・現品持ち込みの修繕加工も請け負います。 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ホブ盤、スプラインホブﾞ盤 13 KL450NC 他 ラック盤 3 2000L，1500L 

スロッター 6 ストローク 510mm 平面研削盤 1  

ブローチ盤 2 ７．５ｔ，５ｔ 円筒研削盤 1  

歯車形削盤 10 ７Ａ，GS2 マシニングセンター 3 牧野 V56C,V33 

傘歯車形削盤 3 BGS-10 他 キーシーター 3 K-50 

ベベル盤 5 NBG-1 他 ベベル噛合試験機 1  

ウオームネジ切盤 3 TM 他 歯車噛合試験機 1  

m-meguro
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１０００分の１のミクロンの世界に挑戦します 

株式会社コマザワ精機 
〒950-3134 

        新潟県新潟市北区新崎 373－４ 

資本金 

従業員数 

48,000 千円 TEL 025-259-3148 URL http://www.komazawa-seiki.co.jp 

74 人 FAX 025-259-3053 E-mail komazawa-1h@komazawa-seiki.co.jp

代表者  代表取締役社長 大原 琢哉 

担当者  業務部 五十嵐 直樹 

【特徴】 

精密小物切削加工を手掛け、多品種少量生産へ

の対応を図るとともに、管理面ではＰＣＳ、ＴＱＣに力

を入れ、品質、納期、コスト面での対応力強化を図る

べく体制を整えています。 

（製品写真） 

 

 

 

【加工分野】 

・自動車及びバイク用計器部品の精密切削 

・空圧機器部品の精密切削 

・自動車部品の精密切削 

 

【製造品目】 

・スピードメータ用部品 

・空圧機器用部品 

・自動車部品 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ自動旋盤 88 Φ1～80 センタレス研削盤 13  

多軸自動旋盤 13 Φ10 遠心バレル研磨機 1  

カム式自動旋盤 28 Φ10    

転造盤 21     

マシニングセンター 7     

ＮＣ旋盤 1     
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昨日より今日、今日より明日を目指そう 

     佐渡精密株式会社 
本社工場 〒952-1435 新潟県佐渡市沢根 23-１   TEL 0259-52-6115 FAX 0259-52-6247 

新潟工場 〒950-1237 新潟市南区北田中 497-９  TEL 025-201-6728 FAX 025-201-8407 

戦略的複合共同工場内（NSCA） 

資本金 

従業員数 

11,000 千円   URL http://www.sadoseimitsu.co.jp 

100 名 E-mail info@sadoseimitsu.co.jp 

代表者  代表取締役社長  末武 和典 

担当者  営業部 顧問 石見 洋介 

【特徴】 

NC 自動旋盤、NC 旋盤、マシニングセンターを多

数有し、２４時間加工で、コスト低減、生産力を高め

ている。材質についても、チタン、コバールをはじめ、

多種の難削材を加工しております。 

また、品質管理については、JIS Q 9100 の品質管

理システムをもち、航空機部品まで加工可能な体制

を整えております。 

 

【加工分野】 

・機械加工 

・難削材の機械加工 

【製造品目】 

・医療機器関連 

・内視鏡部品 

・インプラント部品 

・医療分析機器部品 

・航空、防衛関連部品 

・半導体製造装置関連部品 

・産業機器関連 

 ・スライドボールベアリング その他多種の部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

マシニングセンター 28 ５軸加工 １７ ワイヤーカット 1  

CNC 複合旋盤 5 φ３００まで 工具研削盤 3 CNC １台  

NC 旋盤 4  CAD/CAM 6 Hyper MILL 等 

NC 自動旋盤 59 φ２～φ５１ ３次元測定機 3 CNC 2 台 

カム式自動盤 9 φ４～φ１０ 画像寸法測定機 1  

センターレスグラインダー 3  表面粗さ計 2  

医療機器部品（SUS303） 

内径溝加工の例 

人体用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(64 ﾁﾀﾝ) 

m-meguro
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各種産業機械の設計・部品加工・組立の受託 

ＪＰＣ株式会社 
〒940-2105 

        新潟県長岡市緑町３丁目 194 番地１ 

資本金 30,000 千円 TEL 0258-89-7577 URL ｈｔｔｐ：//www.ｊｐｃ.co.jp 

従業員数  49 人 FAX 0258-89-7578 E-mail m-yoshihara@jpc.co.jp 

代表者  代表取締役 吉原 誠 

担当者  長岡工場 工場長 高橋 一吉 0258-89-7078 

機械加工 工場長 吉原 範宴 0258-94-4606 

【企業の特徴】 

お客様のオーダーメイドで、各種専用機械を設

計から部品加工・組立、据え付けまでを一貫生産

する工場です。こまわりが効いたサービスを実施

しており、スピードと信用を大切にしております。 

今後も「感謝」を大切にお客様のユーズにお答

えします。 

（製品写真） 

 

 

 

 

【製品の特徴】 

お客様の製造ラインの設備開発や治工具の製

作。最近では食品機械（野菜洗浄機）試作してお

ります。あらゆる分野に対応できるよう技術力の

向上に努力しております。又は旋盤、マシニング

センターともに量産を軸にしているため主軸を２

機乗せたもの、ガントリーローダーのついたもの、

４連バイスを置いて試作品から量産品を手掛け

ております。X 軸が 1600 ミリ稼働する大型のマシ

ニングもあり単品ものにも対応可能。 

材質も鉄、アルミ、SUS、鋳物まで対応可能。 

 

【導入例、使用例】 

各種製造ラインの設備 

工作機械の組立、検査、出荷 

・工作機械部品加工 

・水準器部品加工 

・航空宇宙部品または冶具加工 

・協力工場による一貫生産 

m-meguro
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精密機械加工（切る・削る・磨く・溝入れ）はお任せ下さい！ 

      シンコー株式会社 
【本社工場】 〒949-7402 新潟県魚沼市田戸 61-１ 

【見附工場】 〒954-0086 新潟県見附市福島町 430 

資本金 

従業員数 

45,150 千円 TEL 025-794-4041 URL http://www.sinko-co.jp 

151 人 FAX 025-794-4675 E-mail sinkoho@sinko-co.jp 

代表者  代表取締役社長 古川原 栄一 

担当者  営業部 次長 佐野 勝行 

【特徴】 

1.材料の開発・製造。（当社オリジナル品） 

  単結晶サファイア・単結晶フェライトの材料育成、磁気ヘッ 

ド、ドレス材、他 

2.各種材料の「切る」「削る」「磨く」「溝入れ」加工。 

 （1/1，000mm、1/10,000mm 単位での機械加工） 

3.金属微細管の切断は当社独自の工法でバリレス加工を実 

現しております。 

※ISO9001/14001 取得しております。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

1.材料開発・製造 

2.光通信機器関連（スマホ、光送信・受信機器、他） 

3.医療機器関連（CT、エコー、血液検査装置、義歯、他） 

4.車載関連（センサー、熱電モジュール、他） 

5.事務機器関連（プリンター、他） 

6.電子部品（センサー、磁気ヘッド、ヒートシンク、コンタクトプローブ、他） 

【製造品目】 

1.材料開発・製造（単結晶サファイア、単結晶フェライト、磁気ヘッ 

ド、ドレス材他） 

2.光通信機器部品（セラミックス、サファイアレンズ、ガラスレンズ、

CuW、ペルチェ素子、磁性材他） 

3.医療機器部品（セラミックス、サファイア、圧電素子、         

レジンブロック、SUS 他） 

4.車載部品（ガラス、セラミックス、ペルチェ素子、SUS、磁性材他）

5.事務機器部品（圧電素子、他） 

6.電子部品（セラミックス、圧電素子、ペルチェ素子、ニッケル、    

レアメタル、フェライト他） 

7.その他（マルチワイヤーソー用ローラーの張替・修正） 

※少量試作～量産までお客様のニーズに対応致します。 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

マルチワイヤーソー 42  スパッタ装置 5  

ダイシングソー 87  顕微鏡 121  

スライサー 32  表面粗さ計 3  

研削盤 33  画像測定機 9  

ラップ機 52  Ｘ線結晶方位測定器 2  

電気炉・育成炉 32  ウエハ表面解析装置 1  

※その他、弊社ホームページによります。 
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社内一貫生産による精密部品加工！ 

〒959-0161 

        新潟県長岡市寺泊竹森 1411 

資本金 

従業員数 

95,000 千円 TEL 0256-98-2500 URL http://www.suzutami.com/ 

120 人 FAX 0256-98-2148 E-mail service@suzutami.com 

代表者  代表取締役社長  永 山 雅 彦 

担当者  営業管理部 副部長 清水 修 

【特徴】 

当社は社員の５０％が国家技能士の取得者

で構成されており、そのうち、黄綬褒章の授章

者１名、現代の名工１名、高度熟練技能者２

名、ものづくりマイスター１７名を輩出するなど、

少ロット・難加工に対応できる技術力をもって国

際競争力の向上に努めております。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・熱間鍛造 

・熱処理 

真空焼入,ガス浸炭焼入,無酸化焼きなまし, 

ソルト焼入,高周波焼入、黒染め、バレル 

・機械加工・研削 

・試作品製造 

【製造品目】 

・工業用ミシン部品（刃物など） 

・各種産業向け刃物 

・船外機コンロット部品 

・食品用サニタリーバルブ 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

エアースタンプハンマー 2 1ｔ、0.5ｔ ５面加工機 １  

真空焼入炉 2  ワイヤー放電加工機 7  

ガス浸炭炉 2  複合旋盤 1  

無酸化なまし炉 1  ＮＣ旋盤 12  

高周波焼入れ炉 1  研削盤 65  

立形マシニングセンター 33  フライス盤 60  

横形マシニングセンター 18  三次元測定機 1  

鍛造加工からプレス、機械加工、熱処理、研削加工 

ユニット化まで社内一貫生産でトレーサビリティを保

証します。 
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精密機器の加工から組立まで 

     有限会社須戸精工 
〒940-0014 

        新潟県長岡市北園町２－72 

資本金 

従業員数 

5,000 千円 TEL 0258-24-2388 URL  

10 人 FAX 0258-24-2387 E-mail sudosk@seagreen.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役  須戸 圭介 

担当者  代表取締役  須戸 圭介 

【特徴】 

精密測定器の製造を得意とし、部品加工から組立

完成品まで一貫して行います。 

 また、医療機器、ＯＡ機器、工作機械、油圧機器等

の部品加工から表面処理・完成品まで一貫した生産

を行っています。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・切削加工 

・精密機器・測定機の加工から組立・調整 

・工作機械・光学機器の加工から組立 

【製造品目】 

・ダイヤルデプスゲージ 

・医療用測定機 

・三次元測定機、光学機器、油圧機器 

・工作機械部品 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

横型マシニングセンター 2  ＣＡＤ／ＣＡＭ 2  

立形マシニングセンター 6  ボール盤 7  

ＣＮＣ旋盤 3  タッピング盤 2  

平面研削盤 3  立・横バンドソー 2  

汎用旋盤 1  カッター研削盤 1  

立形フライス盤 3  ドリル研削盤 1  

ワイヤーカット放電加工機 1  三次元測定機 1  
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精密金属部品加工はお任せください！ 

    
〒947-0027 

        新潟県小千谷市平成２－４－18 

資本金 

従業員数 

TEL 0258-82-7535 URL http:// www.facebook.com/sekitetu 

16 人 FAX 0258-82-0378 E-mail sekitetu-kazumasa@plala.to 

代表者  代表取締役 関 和正 

担当者  代表取締役 関 和正 

【特徴】 

精密金属部品加工、特に丸物加工を得意としてお

ります。 

ＮＣ旋盤を多く所有しており、量産品としては加工

外径最大φ240、全長最大 500 ㎜まで対応可能。ま

た、横型複合加工機を一台所有しておりますので上

記サイズ以上の加工物も一部対応可能です。小ロッ

トから量産加工まで、図面を頂ければ材料調達から

熱処理、仕上工程まで関係会社にて全て完結致しま

す。 

工程集約のお手伝いさせていただきます！ 

 

NC 複合旋盤 

 
NC 旋盤多数保有 

 

【加工分野】 

・金属切削加工 

・ライン化生産も対応 

【製造品目】 

・ディーゼルエンジン燃料噴射装置部品 

・マシンツール構成部品 

・直動運動機器構成部品 

・その他産業機器構成部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ複合旋盤 

ｵｰｸﾏ MULTUS B300Ⅱ 

・ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ、ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ付 

1 
8 ｲﾝﾁ 

対向主軸 

心間 900 ㎜ 

NC 旋盤 

ｵｰｸﾏ LB3000EXⅡ（M） 
1 

8 インチ 

心間 500 ㎜ 

ＮＣ旋盤 18 ～8 ｲﾝﾁ ポリゴンカット 2 ～38 角 

横型マシニングセンター 1 □400×2 ﾊﾟﾚｯﾄ 汎用旋盤 3  

立型マシニングセンター 4 BT40 バンドソー 1 ～φ250 

NC 円筒研削盤 1 BT30 生産管理システム  TECHS-BK 

 

10,000 千円 

株式会社 関鉄工所 

横型ＭＣ 

立型ＭＣ 

加工対応可能

m-meguro
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“金型なしで1個から承ります” ｾﾗﾐｯｸで、試してみませんか

 
〒943-0225 

        新潟県上越市三和区野 1261－５ 

資本金 

従業員数 

50,000 千円 TEL 025-529-2003 URL http://ceramic.co.jp 

57 人 FAX 025-529-2006 E-mail y-takahashi@ceramic.co.jp 

代表者  代表取締役  本山 敏文 

担当者  営業技術部  課長  髙橋 結 

【特徴】 

■創業以来、日本でのモノづくりにこだわり、安心 

できる製品をお客様に提供しております。 

■長年携わる照明業界でのパイプを生かして、近 

年急成長している LED 照明の波にのり、LED 用

高ワット照明にはセラミックが重要部材として注 

目されている COB 専用のソケットを開発し、メイ

ドイン上越に登録されています。 

（製品写真） 

セラミック製ＣＯＢソケット 

詳細は https://cob.ne.jp 

 

 

 

【加工分野】 

・切削、研削加工 

・グリーン加工 

・成型・焼成・電子部品組立 

【製造品目】 

・半導体用ランプ部品 ・医療関係ランプ部品 

・ＬＥＤ照明関連部品 ・耐摩耗部品 

・絶縁部品 ・金属/樹脂の金型及び部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

焼成トンネル炉 1  バレル研磨機 2  

焼成単炉 17  ﾆｭｰﾏﾌﾞﾗｽﾀ― 1  

自動成型機 9  恒温恒湿槽 1  

グラファイト加工機 3  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 1  

ロボドリル 1  三次元測定機 1  

平面研磨機 4  耐電圧測定器 8  

円筒研削盤 1  絶縁抵抗計 2  

 

m-meguro
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伸びる・縮む・折畳む＋ロック機構はおまかせ！ 

ダイヤ精工株式会社 
〒959-1145 

        新潟県三条市福島新田丙 1620 番地１ 

資本金 

従業員数 

48,000 千円 TEL 0256-45-3141 URL http://www.diaseiko.com 

86 人 FAX 0256-45-3147 E-mail dia-eigyo@diaseiko.com 

代表者  代表取締役社長  井上 慶子 

担当者  営業部  横田 政明 

【特徴】 

伸縮機能を持つ製品を得意とする他、ロック機構

を付け安全性を高める事も出来ます。ＭＣやＮＣ、ギ

アシェーパー等を駆使した切削加工も得意としてい

ます。特許、実用新案、意匠登録は約１００件。 

大きな作業台から小さな部品まで製作可能。構想

段階から出荷まで一貫して社内で行えます。 

ものづくりの盛んな燕三条地域に協力先多数。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・小型複雑形状部品の切削加工 

・タレパン、ベンダー、プレスによる板金加工 

・試作品加工 

【製造品目】 

・建築用作業台及び建築部材 

・産業機械部品 

・大型可動用本棚 

・換気口 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

立型マシニングセンター 4 □300 ブローチ盤 2 5～7.5ｔ 

バーフィーダＮＣ 2 φ8～φ35 放電加工機 1  

ＮＣ旋盤 6 φ40～φ200 ワイヤー加工機 1  

ギアシェーパー 1 ～φ100 バレル研磨機 3 600ℓまで 

タレットパンチングプレス 2  ベンダー 5  

ナックルプレス 2 400ｔ ロールベンダー 2 幅 800 ㎜まで 

パワープレス 1 150ｔ 半自動溶接機 3  
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精密機械部品の旋盤、ＭＣ、フライス加工 

有限会社 高坂鉄工所 
〒940-0021 

        新潟県長岡市城岡３丁目９番 56 号 

資本金 

従業員数 

3,000 千円 TEL 0258-24-0604 URL http://takasaka-ironworks.com/ 

９人 FAX 0258-94-4068 E-mail r.tak-70@aq.wakwak.com 

代表者  代表取締役 高坂 隆一 

担当者  代表取締役 高坂 隆一 

【特徴】 

昭和４４年創業以来、鋳物加工をメインに行い、培

ってきた切削技術を駆使して、お客様のニーズに敏

速に対応致します。 

ＮＣ旋盤、マシニングセンターを設備し、中型部品

の多品種小ロット生産を中心に対応しています。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・旋盤加工（φ30～800 程度） 

・マシニング、フライス加工 

※加工素材 

S45C、FC/FCD、SCM、Ｓ45Ｃ、SUS 等 

【製造品目】 

・工作機械部品 

・圧延部品 

・産業機械部品 

・バルブ関係部品 

・真空ポンプ部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

横中グリ盤 1  横型マシニングセンター 3  

縦型マシニングセンター 2  半自動・ティグ溶接機 3  

万能フライス盤 1  複合旋盤 1  

ラジアルボール盤 1     

ボール盤 1     

CNC 旋盤 6     

汎用旋盤 1     

m-meguro
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小径複雑精密部品の切削・研削加工 

有限会社 田中鉄工所 
〒950-2151 

        新潟県新潟市西区内野西２丁目 30 番１号 

資本金 

従業員数 

5,000 千円 TEL 025-262-2244 URL http://www.tanaka-seimitsu.com/ 

14 人 FAX 025-262-1129 E-mail info@tanaka-seimitsu.com 

代表者  代表取締役社長  田中 重憲 

担当者  取締役製造 兼 営業部長 田中 利隆 

【特徴】 

幅広い業種の小径部品の加工に特化している

為、多種材質において試作から量産まで対応が可能

です。特に、難削材（ニッケル基合金類、チタン、ＳＵ

Ｓ６３０、ＳＵＳ３１０Ｓ、純モリブデン等）、超難削材

（純タングステン）についても試作のみだけでなく、量

産まで対応可能なことが一番の特徴でございます。 

また、少人数ながらも検査員４人体制で品質保証に

は万全を尽くしております。 

（製品写真） 

ＷＷ（タングステン）電極部品 ：切削 

 
↓先端拡大写真（先端径φ０．１以下） 

 
Ｍｏ（モリブデン）部品 ：切削 

※外径Ｓ０．６ミニチュアネジ 

 

【加工分野】 

・外径φ3.0～φ32．0 までの多種材質小径複雑精

密部品の切削・研削加工。 

・希少金属（Ｍｏ，Ｗ，Ｔａ）の試作、量産の切削工。

・切削精度±５μm、研削精度±1.5μm を保証。 

【製造品目】 

・医療用機器部品、工作機械部品、検査機器部品

・油圧機器部品、航空・宇宙用機器部品 

・レアメタル部品、工業用ミシン部品 

・半導体装置部品、量産プレス前の試作薄肉部品

・大学研究用部品、 他多数 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ複合旋盤 20 外径φ３～φ３２ 真円度・円筒形状測定機 2 東京精密 

円筒研削盤 2 外径φ３～φ２０ 投影機 2 ミツトヨ 

転造盤（３・５・６ｔ） 3 ニッセー、ツガミ 表面粗さ測定機 1 東京精密 

バレル機（磁気バレル） 2 プライオリティー 比較測長器 1 第一測範 

洗浄機（超音波３層式） 1 カイジョー 恒温室 1 
湿度５０％±１５％ 

室温２０度±２度 
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試作加工と量産加工の融合 

〒945-0114 

        新潟県柏崎市藤井 1358－４ 

資本金 

従業員数 

20,000 千円 TEL 0257-24-1125 URL http://www.tec-naga.com/ 

173 人 FAX 0257-24-1128 E-mail nagasawa@tec-naga.com 

代表者  代表取締役 長澤 智信 

担当者  営業部 部長 近藤 智司 

【特徴】 

・鋳造品や鍛造品の量産切削加工 

・クランプ治具を 100％内製 

・試作から量産まで一貫対応可能 

・多関節ロボットを利用した省人化ライン 

・空調完備工場での高精度加工 

・切削、研削、大物、複合など幅広い対応 

・部品加工から組立調整まで対応 

・IATF16949 取得予定（2019 年 12 月） 

（製品写真） 

   
  
  

【加工分野】 

・素形材部品の中ロット量産切削加工 

・複合切削・研削加工 

・大物機械加工 

・機械組立、機体配線 

【製造品目】 

・自動車部品（車載部品） 

・油圧部品、建機部品、農機部品 

・射出成型機部品、工作機械部品 

・生産設備、治具、工具 

機 械 機 種 台数 仕  様 機 械 機 種 台数 仕  様 

CNC旋盤・複合旋盤 ４９ オークマMULTUS250Ⅱ等 普通旋盤 ９ 豊和産業 10尺・６尺等 

CNC立旋盤 １ オーエム製作所Neo-10 NCフライス盤 等 ２０ 山崎技研 YZ-352R等 

５軸制御立型MC ２ オークマ MU-5000V 等 ワイヤ放電加工機 ２ ソデック AQ-537L等 

立型MC ４７ オークマGENOS M560-V等円筒・内面研削盤 ４ ジェイテクト等 

横型MC ８ 牧野a51□400／120nx□1000 五面加工機 １ 三菱MVS25／20 

CNC立型複合研削盤 ２ 太陽工機IGV-3NT NC横中ぐり盤 １ 倉敷KBT11WD 

平面・成形研削盤等 １０ 岡 本 製 作 所 PSG64CA-iQ

等

CNC三次元測定機 ４ ﾐﾂﾄﾖ CristaC776 等 

 

m-meguro
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迅速な見積りはおまかせ！  

テラノ精工株式会社 
〒940-2311 

       新潟県長岡市三島新保 420 番地 

資本金 10,000 千円

従業員数    42 人 

TEL 0258－89－7339 

FAX 0258－89－8448 

URL http://www.terrano-seiko.co.jp/ 

E-mail  info@terrano-seiko.co.jp 

代表者 代表取締役 渡辺 豊 

担当者 専務取締役 菊池 信宏 

【特徴】 

 複合加工部品、長尺部品の加工を得意としていま

す。特にアルミ材、ステンレス材の加工には自信があ

ります。 

社内にて加工から組立まで行いますので、それぞ

れにおいて、より高品質、低コストになるための情報

をお客様にフィードバックさせていただきます。 

見積りは群を抜いたスピードでお応えします。 

 

【加工分野】 

・複雑形状部品および長尺部品の切削加工 

・□物～○物部品まで社内にて加工します 

・機械装置の組立 

【製造品目】 

・航空機部品      ・光学機器関連部品 

・食品機械関連部品 ・産業機械装置部品 

・医療機器関連部品 ・半導体装置関連部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

複合加工機 NT4200 1 10inch タッピングセンター 2  

複合加工機 NTX2000｜１５００SZ 1 ８inch ＣＮＣ旋盤 3  

5 軸加工マシニングセンターVARIAXIS 1  ＮＣフライス盤 2  

立型マシニングセンター 8  端面加工機 2  

横型マシニングセンターNH4000DCG 2 2 パレ、6 パレ マイクロハイト 1 TESA M600  

ＮＶＸ７０００ （大型用） 1 1540×760 石定盤 2 1200×2400 

ＶＴＣ－２０００Ｌ（長尺用） 2 3048×510 天井クレーン 5 15ｔ、4.8ｔ、2ｔ 

m-meguro
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確実に歯車を極め続ける。 

株式会社長岡歯車製作所 
〒940-1146 

        新潟県長岡市下条町 777 

資本金 

従業員数 

45,000 千円 TEL 0258-23-3333 URL http://www.nagaha.co.jp 

49 人 FAX 0258-23-3335 E-mail gear@nagaha.co.jp 

代表者  代表取締役  加納 孝樹 

担当者  　　　　　代表取締役  加納 孝樹 

【特徴】 

歯車の一貫生産メーカとして、「量より質」「易より

難」をモットーに高精度研削歯車、高機能歯車の研

究開発・製作に努めております。オーダーメイド歯車

の多品種小ロット生産を得意にしており、年々高まる

歯車の高精度化に対応する為、欧州製歯車研削盤

を積極的に導入しています。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・工作機械業界 

・産業機械業界 

・印刷機械業界 

・航空機業界 

・その他 修理ギヤ 等々 

【製造品目】 

・高精度研削歯車 

   円筒歯車、スパイラルべべルギヤ 

・高機能歯車 

   非円形歯車、円錐歯車  等々 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

円筒歯車創成研削盤 10 ～φ600 歯車面取り機 2 CNC１台 

円筒歯車成形研削盤 2 ～φ800 歯車測定機 5  

ホブ盤 14 ～φ1500 歯車かみあい試験機 8  

スパイラルべべル研削盤 2  G30 三次元測定機 2  

スパイラルべべル歯切盤 3  旋盤、MC、キー 等々   

ストレートべべル歯切盤 5     

歯車形削盤 5     

 

←↑ HÖFLER（ドイツ）円筒歯車成形研削盤

Rapid 800L：最大加工径 φ800 

Helix 400 ：最大加工径 φ400 

←↑ KLINGELNBERG（ドイツ） 

スパイラルべべル研削盤：G30 

歯車測定機：P40 

m-meguro
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切削・研削・溶接・組立の道を歩んで７５年 

ＮＧＫ 新潟合金株式会社 
〒950-0813 

       新潟県新潟市東区大形本町４丁目３番 31 号 

資本金    50,000 千円 

従業員数       10 人

TEL 025-273-3940 

FAX 025-275-8446 

URL    http://niigatagoukin.com/ 

E-mail   hidetoshi@chorus.ocn.ne.jp 

代表者   代表取締役  坂井 秀敏 

担当者   代表取締役  坂井 秀敏 

【特徴】 

 昭和２３年の創業時より、各種石工具（超硬）や工

作機械、自動車部品の製造など切削、研削、溶接の

道をひたすら歩んでまいりました。 

 現在は、ボーリングマシン部品の製造や各種専用

機、自動機、省力化機器の製作を行っています。 

 

（製品写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工分野】 

・工作機械、産業機械の部品加工 

・工作機械、産業機械の OEM による溶接・組立 

・加工素材 

   鉄、鋼、SUS、鋳物、真鍮、エンプラ など 

【製造品目】 

・工作機械、工作機械部品 

・産業機械、産業機械部品 

   ボーリングマシン、ペットボトル製造機械、 

   タイヤ内カーボン量測定機部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

CNC 旋盤 1 
大日金属 
DL65×150 平面研削盤 1 500×1000 

NC 旋盤 1 
森精機 
NLX2500 形削盤 2 540 

汎用旋盤 8 
４尺、６尺、８尺 
2500 ラジアルボール盤 2 RM-1500,RE2-1450A 

マシニングセンター 4 
VQC20/50B,VM-７ 
MCV-410,H-630 バレル研磨機 4 100ℓ,200ℓ,225ℓ,300ℓ 

NC フライス盤 2 らくらくミル２V 鋸盤、型切 4 φ300 自動、SE-360 

汎用フライス盤 5 
2UM,3UM,6UM, 
MH-2,MH-4P 溶接、シャーリング 7 

自動切断機、折曲、 
スポット 

NC 中ぐり盤 1 
スピンドル径φ110 
BTQ-200Q その他 15 

自動面取機、スロッター 
エアープレス、ボール盤 

ロータリー研削盤 2 500 三次元測定機 - 外注対応 

セラミックス・ダイヤの 

穴加工等に使用する 

超音波加工機 

ボーリングマシン 

m-meguro
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複合・複色アルミ加工・処理のワンストップ化 

柏都電機工業株式会社 
〒945-0303 

        新潟県刈羽郡刈羽村大字滝谷字春日田 494 番地 

資本金 

従業員数 

25,000 千円 TEL 0257-45-2686 URL http://hakt.co.jp/ 

62 人 FAX 0257-45-2790 E-mail hakuto@beige.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役社長 小林 茂 

担当者  工場営業 部長  小山 正敏 

【特徴】 

創業以来一貫して高精度・高品位な製品供給を行

って参りました。アルミ加工+アルマイト処理の一貫

生産や複合加工・多色処理品を筆頭に様々な加飾

外観が得られております。精度と外観の両立並びに

色による表現力の追究は得意とさせて頂いておりま

す。ぜひ、満足度向上のお手伝いをさせて頂ければ

幸いです。 

 

（製品写真） 

 
 

【加工分野】 

・切削加工（旋盤・ＭＣ・複合加工） 

・アルマイト処理 

・複合加工+複色アルマイト 

 

【製造品目】 

・音響関連部品    ・光学部品 

・車両及び関連資材 ・電機機器関係部品 

・屋内/外装飾部品  ・医療機器資材 

・半導体関連資材  ・外観製品 

 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

マシニングセンター 16 （５軸含む） 三次元測定機 1  

CNC 複合加工機 9  ３Ｄ非接触形状測定機 1  

CNC NC 旋盤 50  真円度測定機 1  

アルマイト設備 4 軟質・硬質・梨地 表面粗さ測定機 1  
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旋盤加工を軸に機械加工をトータルでサポートします 

  
〒940-0006 

        新潟県長岡市東高見１－２－15 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-24-3633 URL http://www.hasegawakoki.jp/ 

20 人 FAX 0258-24-8044 E-mail info@hasegawakoki.jp 

代表者  代表取締役 長谷川 浩 

担当者  代表取締役 長谷川 浩 

【特徴】 

旋盤加工の技術を軸として、機械加工をトータ

ルでサポートします。 

 ・主軸、スリーブ、軸受等複合 NC 旋盤を使用し

た軸形状の中量産品 

・ガンドリルマシンを使用した深穴加工 

 ・試作品の製作から中量産品の加工 

を得意としています。  

旋盤加工Ｓ４５Ｃ外径 200ｍｍ肉厚 1ｍｍ真円度１２μm

 

旋盤加工 SCM４３５真鍮肉盛後仕上げ加工 

【加工分野】 

・産業用機械部品加工（動力伝達部品等） 

・長尺品（軸物） 

・油穴やエアー用の通り穴の加工はガンドリル

マシンで対応します。 

・地場企業のネットワークによる一貫生産 

【製造品目】 

・産業用機械部品 

・食品用機械部品 

・各種試作品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ複合旋盤 4 φ420×1000 ガンドリルマシン 1 φ4～φ31 

ＮＣ旋盤 11 φ610×3100 三次元測定器 1 700×700 

横型マシニングセンター 2 □630（2 パレット） 表面粗さ測定器 1 ミツトヨ 

縦型マシニングセンター 3 500×2000 精密高さ測定器 2 0～715 

円筒研削盤 1 φ320×1000    

内筒研削盤 1 φ200×1000    

平面研削盤 1 800×400    
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研削・研磨ファクトリー 

有限会社 藤巻製作所 
〒945-0044 

        新潟県柏崎市扇町４－33 

資本金 

従業員数 

3,000 千円 TEL 0257-23-8649 URL http://www.fujimaki-ss.com/ 

20 人 FAX 0257-24-5727 E-mail fujimaki-ss@ec7.technowave.ne.jp 

代表者  代表取締役社長  藤巻 健 

担当者  代表取締役社長  一級技能士  藤巻 健 

【特徴】 

機械加工から研削工程までの一貫加工でコスト低

減に貢献します。特に工作機械用部品に対応してお

り、単品から量産（５０００個）まで幅広く対応していま

す。 

 １級・２級技能士は１２名在籍しておりますので、技

術面でも安心です。 

 

（製品写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工分野】 

・NC 旋盤、マシニングセンター、研削による一貫加

工体制 

・φ30～φ200 程度の丸物ワーク ロット 50～5000 

・20×100×100 角物ワーク ロット 50～1000 

・材質 S45C、SCM、A5056、SUS316、SKD など 

【製造品目】 

・工作機械用部品 

・半導体製造装置用部品 

・医療機器部品 

・建設機械用部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＮＣ旋盤（複合） 10 8 インチ相当 立型複合研削盤 1 Φ250×150 

NC 旋盤 5 10 インチ相当 三次元測定機 1 M443 

NC 旋盤 1 12 インチ相当 真円度測定機 1 RONDCOM44DX 

マシニングセンター 10 BT40 BT50 表面粗さ計 1 ミツトヨ 

小型タッピングセンター 5 BT30    

平面研削盤 3 600×500    

NC 円筒研削盤 7 芯間 900    
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研削専門工場！ 内面・円筒研削なら 

   丸慶精機⼯業株式会社 
〒945-0027 

        新潟県柏崎市北斗町７－６ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0257-22-4109 URL http://www.marukeiseiki.co.jp 

15 人 FAX 0257-22-4108 E-mail m.rseiki@topaz.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役  渡邉 慶喜 

担当者  取締役     渡邉 透 

【特徴】 

研削・研磨はおまかせ！県内でも数少ない研削

専門工場です。 

【加工範囲】 
内径：～600mm 深さ：～300mm 
外径：～500mm 長さ：～2,500mm 

【取扱材料】 

ステンレス、チタン、鉄、アルミ、超硬、ＳＫＨ、

ＳＫＤ、セラミクス、石英ガラス 等 

（製品写真） 

 

 
 

【加工分野】 

・内外径、平面、端面の研削加工 

・円筒研削:表面粗さ 0.8S、真円度・円筒度 1μm

・加工品のメッキや溶射等の仕上げ加工 

(全加工含む) 

【製造品目】 

・研削盤用砥石軸及びフランジ 

・工作機械部品の製作及び研削 

・産業機械部品の製作及び研削 

・専用治工具類製作・研削 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ＣＮＣ大型円筒研削盤 1 GE6P-250Ⅱ CNC立型内面研削盤 1 IGV-1N 

ＣＮＣ立形複合研削盤 1 NVG-8T CNC 内面研削盤 1 GP-44N 

ＣＮＣ円筒研削盤 1 GE-4P 内面研削盤 1 GIS-200SH 

円筒研削盤 2 GOP-32*150 内面研削盤(マイコン) 2 IGM-2M 

万能研削盤 3 GU28-100 CNC 平面研削盤 1 PSG84DXNC 

ＣＮＣ円筒研削盤 1 GL4P-100SⅡ 平面研削盤 4 PSG-63DX 他 

ロータリー研削盤 1 SPG-600 センター孔研削盤 1 GC12-130 
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大物旋盤加工お任せ下さい！！ 

 
〒956-0802 新潟県新潟市秋葉区七日町 1061 番地５ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0250-22-2578 URL http://www.mannichi.com 

16 人 FAX 0250-22-2558 E-mail hideru@mannichi.com 

代表者  代表取締役  浅間 旭照 

担当者  代表取締役  浅間 旭照 

【特徴】 
 NC 旋盤、マシニングセンター、研削盤等を設備し、
多品種少量生産を中心にお客様のニーズにお応え
します。 

また研削盤を設備する事により、高精度加工はも
ちろんの事、熱処理後の仕上げ加工やメッキ前加工
等も対応可能ですので、発注伝票１枚で完成品とし
てお客様にお納めする事が可能です。 

お困り事がございましたら、ぜひご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工分野】 
・ NC 旋盤 

φ150～φ910 長さ 2000 ㎜程度の中～大物加工
を得意としています。 

・マシニングセンター 
６面パレット ATC180 本装備により多品種少量生
産に適しています。 

・ 研削盤 
外径、内径、平面研削盤による高精度加工が可
能です。 

【製造品目】 

・マシニングセンター スピンドルヘッド構成部品 

・JR 車両部品、各種産業機械部品 

・大型ディーゼルエンジン部品、重電設備部品 

・半導体製造装置部品、都市ガス用バルブ部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

NC 複合旋盤 24 インチ 1 
最大加工径 φ910 
L=2000 ㎜ 

立型マシニングセンター 1 
BT50 
1100×650×600 ㎜ 

NC 複合旋盤 10 インチ 1 
最大加工径 φ300 
L=1100 ㎜ 

立型マシニングセンター 1 
BT50 
1000×510×460 ㎜ 

NC 複合旋盤  8 インチ 3 
最大加工径 φ250 
L=1100 ㎜ 

立型マシニングセンター 1 
BT40 
1050×510×510 ㎜ 

NC 旋盤     21 インチ 1 
最大加工径φ550 
L=1500 ㎜ 

円筒研削盤 1 
最大加工径 φ300 
L=1500 ㎜ 

NC 旋盤    15 インチ 2 
最大加工径φ450 
L=1500 ㎜ 

内面研削盤 1 
最大加工径 φ200 
 （内径） 

NC 旋盤    12 インチ 1 
最大加工径φ320 
L=1500 ㎜ 

平面研削盤 1 600×500×500 ㎜ 

横型マシニングセンター 2 
BT50 ATC180 本 
500 ㎜□パレット 

3DCAD/CAM 1 Speedy mill Next 
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専用機スピンドルの設計製作 

 
〒949-3211 

        新潟県上越市柿崎区法音寺 345 

資本金 32,000 千円 TEL 025-536-2258 URL https://www.mitsuboshi-k.co.jp/ 

従業員数  170 人 FAX 025-535-2130 E-mail t.ishida@mitsuboshi-k.co.jp 

代表者  代表取締役社長 有間　健太郎 

担当者  スピンドル事業部 技術課 石田 敬明 

【企業の特徴】 

 スピンドル事業部の歴史は工作機械メーカー様

のキーパーツ加工に始まり、後にベアリングメー

カー様のスピンドル組立を手掛けるようになりま

した。 

現在では工作機械メーカー様のスピンドルシャ

フト等の精密部品加工・スピンドルユニット組立、

および各種専用機向けのスピンドルユニットの設

計・製作・修理を行っています。 

（製品写真） 

 

 

 

 

 

 

 
 

【製品の特徴】 

フルオーダーメイド『みつぼしスピンドル』 

 《仕様》 

① 静的精度：1μm 

② 動的精度：0.2mm/s 

③ スピンドル軸のバランス：50mg 以下 

④ 最高回転数：40,000rpm(オイル潤滑) 

⑤ テーパー形状：HSK、BT(二面拘束含) 

⑥ ビルトインタイプ、別駆動タイプ対応 

 

 経験豊かな職人による、バラつきの少ないスピ

ンドルユニットが売りです。お客様のニーズを反

映した、設計製作に取り組んでいます。 

【導入例、使用例】 

・専用機用みつぼしスピンドル 

(10,000rpm 静的精度 2μm)  

 

 その他、汎用工作機械向けに多数の実績があ

ります。 
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単品製作から装置一貫製作まで ご要望にお答え致します 

 
〒940-0897 

        新潟県長岡市新組町字筒場 2395－１ 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0258-24-0460 URL http://yanagi-ss.jp 

11 人 FAX 0258-24-5267 E-mail info@yanagi-ss.jp 

代表者  代表取締役 柳澤 正敏 

担当者  専務取締役 柳澤 大樹 

【特徴】 

当社では、製菓機械や半導体関連装置、ダイカス

トマシンなどをメーカー様や商社様より業種を問わず

御依頼頂き、材料手配から、部品加工、組立までの

一貫製作を行っております。 

コスト削減、納期厳守に務め、長い経験と技術を

生かし、高品質な製品づくりを行っております。 

装置全般からユニット組みなど、組立のみや部品一

点からの製作も、是非ご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 NC ボーリングによる 900X1820 のフレーム加工 

                   

                

 

                   

 

 

       2000 の長尺パイプ加工 

 

 

 

 

マシニングによる鋳物加工 

【加工分野】 

・中ぐり、縦型マシニング、NC 旋盤による、機械 

加工部品製作 

・簡易的な製缶部品の製作 

【製造品目】 

・製菓機械及び半導体関連装置、その他各種 

装置製作 

・装置組立、ユニット組み 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

立型マシニングセンター 1 VM5Ⅱ型 ラジアルボール盤 1  

立型マシニングセンター 1 VM7Ⅲ ボール盤 7  

立型マシニングセンター 1 MCX630 バンドソー 1  

CNC 横中ｸﾞﾘﾌﾗｲｽ盤Φ110 1 KBT-11 ホイストクレーン 4  

汎用旋盤 1 YAN-550 フライス盤 1  

CNC 汎用旋盤 1 TAC510X1500 型    

精密汎用旋盤 1 DL75 型    

m-meguro
テキストボックス



48

大径製品を旋削～ミル加工。載せ換え 0 でコスト低減 

      株式会社 ヤマテック 
〒945-0032 

        新潟県柏崎市田塚３－２－12 

資本金 

従業員数 

10,000 千円 TEL 0257-22-2606 URL http://ytech-inc.com 

29 人 FAX 0257-22-2607 E-mail yamatech@ytech-inc.com 

代表者  代表取締役 山田 勝久 

担当者  代表取締役 山田 勝久 

【特徴】 

①大型ターニングセンター(Φ2,500)により旋削から 

ミル加工までを、同一段取り加工することにより 

コスト削減を提案します。 

②大径インデックス(Ф1,200)搭載の横型マシニン 

グセンターで 4.5 軸加工します。 

③その他、素材の調達から旋盤・縦型・横型マシ 

ニングセンター加工、表面処理等、完成品まで 

対応します。 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・大型旋盤加工 

・三次元形状・4.5 軸マシニングセンター加工 

・単品から中ロットの加工 

・被削材 SC,FC,FCD,SUS,AL,BC など 

・製缶品や異形素材の加工 

【製造品目】 

重発電所設備、印刷機部品、船舶用部品、 

食品製造設備部品、各種産業設備部品、 

バルブ関係部品、半導体関係部品 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

ターニングセンター 2 Φ2,500×2,000 横型マシニングセンター 2 
□630 6P、 

Ф500 インデックス 

大型 NC 旋盤 4 Φ1,000×3,000 横型マシニングセンター 6 □400、500 

NC 旋盤 7 Φ600×2,000 横中ぐりフライス 1 Ф110 

複合 NC 旋盤 2 Φ600×1,500 汎用旋盤 5 Φ600×3,000 

縦型マシニングセンター 1 2,000×650×650 三次元測定器 1 Ф3600 アーム式 

縦型マシニングセンター 1 1,000×510×510 CAD/CAM 2 三次元 

横型マシニングセンター 1 
□800 
 Ф1200 インデックス

面粗度測定器 1  
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アルミ精密部品加工ならお任せ下さい！ 

株式会社ユーワ 
〒947-0003 

        新潟県小千谷市大字ひ生丙 1624-２ 

資本金 

従業員数 

36,000 千円 TEL 0258-83-3581 URL http://yuuwa.sakura.ne.jp 

23 人 FAX 0258-83-3202 E-mail coyuwa@triton.ocn.ne.jp 

代表者  代表取締役 山﨑 直樹 

担当者  代表取締役 山﨑 直樹 

【特徴】 

非鉄金属、特にアルミニウムの精密部品加工を得

意分野としてきました。多様化する御客様のニーズ

に蓄積した経験とノウハウで応え、満足していただけ

る製品を御届けいたします。 

小ロット品や単品試作品にも迅速に対応いたしま

す。 

 

 

（製品写真） 

 

【加工分野】 

・非鉄金属小型精密部品の切削/MC 加工 

・材料調質・表面処理の請負 

・試作品加工・組立 

・製品組立作業の請負 

【製造品目】 

・光学機器精密部品（鏡体、外装部品など） 

・自動機関連部品 

・各種試作品 

・各種治具 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 

タレット型 NC 旋盤 24 φ15～150    

くし歯型 NC 旋盤 25 φ15～60    

縦型 MC ８ BT30    

縦型 MC 1 BT40    

三次元測定器 1     

真円度測定器 1     

面粗度測定器 1     
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精密切削加工・装置組立・自社製品開発の 3 事業を展開 

〒959-1327 

        新潟県加茂市千刈１丁目１番 12 号 

資本金 

従業員数 

40,000 千円 TEL 0256-52-0897 URL http://www.watanabe-lab.co.jp 

125 人 FAX 0256-52-0794 E-mail 弊社ホームページのフォームからお問合せ下さい

代表者  代表取締役  渡邊 正絋 

担当者  　　　 代表取締役  渡邊 正絋 

【特徴】 

創業時から積み重ねてきた精密加工技術で、鉄・非

鉄問わず、数ミリの極小部品から 1 メートル超の大型部

品加工まで手掛けます。組立品では精密部品加工で培

った技術と経験を生かし、各種油圧機器や超高電圧遮

断機のユニット組立を行っています。外部認証は、

JISQ9100 と ISO14001 の認証を保有しています。 

 自社開発製品として、トレーサビリティ管理に特化した

デジタルトルクレンチの開発・製造を行っています。 

※）販売先：株式会社アドレック

http://www.adrec-jp.com 

（製品写真） 

 

 

 

 

【加工分野】 

・各種汎用機、NC 機による精密切削及び研磨加工 
・ユニット品の組立 
・板金や各種特殊工程（協力工場） 

【製造品目】 

・超高電圧遮断機 

・各種油圧機器 （建機/輸送機器/免震・制振ダンパー） 

・蒸気タービン用タービンブレード 

・トルクレンチ 

主要設備・測定器（名称・台数・能力） 
５軸制御 
立型マシニングセンター 

1  放電加工機 1  

五面加工機 1  各種研削盤 6 ロータリー、平面、 
円筒、センタレス 

マシニングセンター 29 立型・横型 三次元測定機 2  

NC 旋盤 15  表面粗さ計 3  

NC 自動旋盤 15  超音波厚さ計 1  

ガンドリルマシン 1  硬さ試験機 2  

ワイヤーカット放電加工機 2  その他工作機械 76  

①電圧遮断器（加工・組立） 

②タービンブレード ③油圧機器 

④デジタルトルクレンチ（自社製品） 
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