
加入事業所一覧                    平成３０年１２月１日現在 

名 称 所 在 地 

株式会社荒井製作所 東京都中央区 

株式会社一徳商会 東京都港区 

株式会社石川工場 東京都江東区 

株式会社乾商店 東京都品川区 

株式会社今井製作所 東京都町田市 

株式会社石井商会 東京都大田区 

磯上歯車工業株式会社 東京都大田区 

石井工機株式会社 東京都港区 

一直機械工業株式会社 東京都墨田区 

株式会社宇都宮製作所 東京都品川区 

遠藤機械工業株式会社 東京都墨田区 

株式会社栄工舎 東京都大田区 

株式会社尾崎歯切工場 東京都江戸川区 

株式会社大久保製作所 東京都世田谷区 

大野ロール株式会社 茨城県常陸大宮市 

株式会社大西歯車製作所 東京都台東区 

勝山精機株式会社 東京都中央区 

有限会社関東シャフト 東京都葛飾区 

有限会社関東精機製作所 東京都荒川区 

関東理化工業株式会社 東京都大田区 

北井産業株式会社 東京都北区 

株式会社共和製作所 東京都葛飾区 

共立機械株式会社 東京都江東区 

株式会社黒田機械店 東京都墨田区 

株式会社ゴーショー 東京都豊島区 

株式会社五光社 東京都羽村市 

株式会社古賀製作所 東京都江戸川区 

小宮山油圧工業株式会社 東京都足立区 

三和産工株式会社 東京都中央区 

株式会社サカイ 東京都港区 

株式会社三信 東京都品川区 

株式会社斎藤ツヰストドリル製作所 東京都大田区 



三精工事サービス株式会社 大阪府豊中市 

株式会社阪上製作所 東京都墨田区 

株式会社酒井製作所 東京都大田区 

三興商事株式会社 東京都品川区 

新栄商工株式会社 東京都港区 

ジャパンマシナリー株式会社 東京都中央区 

有限会社白石工業所 東京都目黒区 

東京鈴木工機株式会社 東京都足立区 

関谷機工株式会社 東京都墨田区 

髙津伝動精機株式会社 東京都大田区 

高山商事株式会社 東京都港区 

シュンク・ジャパン株式会社 東京都品川区 

株式会社高田商会 東京都千代田区 

高千穂産機株式会社 東京都港区 

民伝動機株式会社 東京都大田区 

高千穂精機株式会社 東京都八王子市 

株式会社高清 東京都品川区 

株式会社第一ギヤー製作所 東京都墨田区 

株式会社シーケービー 東京都渋谷区 

中和機械株式会社 東京都千代田区 

寺沢機械工業株式会社 東京都北区 

東京機器健康保険組合 東京都台東区 

同信産業株式会社 東京都大田区 

東洋機工株式会社 東京都品川区 

株式会社東京ハードフェイシング 東京都大田区 

東京自動機株式会社 東京都荒川区 

株式会社東京精機工作所 東京都大田区 

徳光工具株式会社 東京都品川区 

東京都機械工具商業協同組合 東京都港区 

日本クリンゲルンベルグ株式会社 神奈川県横浜市港北区 

日進精機株式会社 東京都大田区 

株式会社ジェイエムティ 東京都大田区 

株式会社日章機械 東京都大田区 

日興産業株式会社 東京都千代田区 



株式会社野村商事 東京都多摩市 

株式会社能率機械製作所 千葉県浦安市 

有限会社播谷歯車製作所 東京都大田区 

株式会社白雷商会 東京都板橋区 

株式会社林精密工具製作所 東京都八王子市 

株式会社長谷川製作所 東京都港区 

藤田機工株式会社 東京都新宿区 

双葉機工株式会社 東京都大田区 

株式会社藤田勝商店 千葉県千葉市美浜区 

福田交易株式会社 東京都中央区 

福山精機株式会社 東京都世田谷区 

藤田商事株式会社 東京都墨田区 

有限会社芙蓉鋼球商会 東京都港区 

株式会社増田製作所 埼玉県春日部市 

株式会社前田製作所 神奈川県川崎市川崎区 

株式会社都精機 東京都三鷹市 

三池機器株式会社 東京都新宿区 

三國機械工業株式会社 東京都墨田区 

株式会社モリコー 東京都目黒区 

オックスジャッキ株式会社 東京都中央区 

山源機械工具株式会社 東京都目黒区 

矢田企画株式会社 東京都大田区 

山勝工業株式会社 東京都中央区 

レイボルド株式会社 東京都中央区 

碌々産業株式会社 東京都港区 

株式会社上島熱処理工業所 東京都大田区 

株式会社三和商会 東京都中央区 

清水金属株式会社 神奈川県横浜市中区 

株式会社日本Ｓ．Ｔ．ジョンソン商会 東京都千代田区 

ウッドワード・ジャパン株式会社 千葉県千葉市美浜区 

多摩川スカイプレシジョン株式会社 千葉県木更津市 

島村工業株式会社 東京都江東区 

株式会社白倉製作所 東京都品川区 

南進機工株式会社 東京都港区 



株式会社大和研材商会 東京都墨田区 

伊藤機電株式会社 東京都中央区 

上越商事株式会社 東京都大田区 

マサモト株式会社 東京都港区 

総合すまいる企業年金基金 東京都千代田区 

株式会社理工社 千葉県佐倉市 

日本ノッズル精機株式会社 埼玉県久喜市 

有限会社和田商店 東京都目黒区 

株式会社内野製作所 東京都八王子市 

株式会社島村歯車製作所 東京都墨田区 

好光機械株式会社 東京都港区 

入野商事株式会社 東京都港区 

紀伊元機械株式会社 東京都江戸川区 

青恒工販株式会社 東京都墨田区 

株式会社三興商会 東京都目黒区 

水越計器株式会社 東京都三鷹市 

東信機工株式会社 東京都中央区 

有限会社宮沢商店 東京都大田区 

亀井機材株式会社 埼玉県八潮市 

一般社団法人日本フルードパワー工業会 東京都港区 

株式会社大東製作所 東京都葛飾区 

尼寺空圧工業株式会社 東京都大田区 

ステラ株式会社 東京都品川区 

橋本商工株式会社 東京都大田区 

エリコンメテコジャパン株式会社 東京都練馬区 

ジャパンコントロールス株式会社 東京都港区 

株式会社三友精機 東京都新宿区 

株式会社メック 東京都墨田区 

丸家工業株式会社 東京都世田谷区 

日本工作機械販売協会 東京都港区 

旭エシコ株式会社 東京都台東区 

株式会社三機商会 東京都大田区 

テックトレーディング株式会社 東京都荒川区 

メッツォジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区 



第一スルザー株式会社 東京都千代田区 

コスモス商事株式会社 東京都千代田区 

株式会社ジェイケーシー 東京都千代田区 

グラマー株式会社 東京都町田市 

ニッパウエンジニアリング株式会社 東京都千代田区 

ブルックハルトジャパン株式会社 東京都中央区 

株式会社ミタックス 東京都武蔵村山市 

キャメロンジャパン株式会社 東京都中央区 

エヌ・ジェイ・シー・エンジニアリング株式会社 東京都千代田区 

内野ホールディングス株式会社 東京都八王子市 

エレサービス株式会社 三重県多気郡明和町 

高菱電機株式会社 高知県高知市 

矢田工具株式会社 東京都品川区 

千歳自動車工業株式会社 神奈川県横浜市南区 

株式会社住本科学研究所 神奈川県横須賀市 

大和ビルディング株式会社 神奈川県横浜市南区 

有限会社竹村製作所 神奈川県横浜市南区 

有限会社田中精作所 福岡県北九州市戸畑区 

西日本設計工業株式会社 福岡県北九州市小倉北区 

サン巧商事株式会社 東京都中央区 

株式会社近清堂 東京都千代田区 

康陽産業株式会社 神奈川県横浜市神奈川区 

菊地歯車株式会社 栃木県足利市 

株式会社山沢材木店 千葉県柏市 

株式会社金子工業所 東京都新宿区 

株式会社糸信 大阪府大阪市中央区 

秋田県木材産業協同組合連合会 秋田県秋田市 

株式会社相模原木材センター 神奈川県相模原市南区 

 


