
中小企業技術展出展者リスト

No 企業名 郵便番号 住所 出品物

1 (株)アイデン 920-0219 金沢市かたつ３ IWS（I-DEN　Wiring　Solution）　次世代制御盤工法
2 石川技研工業（株） 924-0854 白山市出合島町１２７２－１ ICSパイプと各種のステンレスパイプ
3 石川県鉄工団地(協) 924-0011 白山市横江町１７２６－４６ 金属加工部品・装置・製品
4 石川県プラスチック成型加工工業(協) 920-8203 金沢市鞍月２－３ プラスチック製品
5 石川県プレス工業(協) 920-8203 金沢市鞍月２－３ プレス加工部品等
6 (株)イシメックス 924-0051 白山市福留町３１３ 基板
7 (株)和泉工業 925-0167 羽咋郡志賀町字町大坂８５ 食品用ポンプユニット
8 岩本工業(株) 924-0014 白山市五歩市町４４６ 三次元5軸レーザー加工機ベッド、マシンバイス、トルクセイバー
9 岡田研磨(株) 929-0345 河北郡津幡町太田ア７ クッションベアリング、ピン、ブッシュ　等

10 オカダ合金(株) 929-1121 かほく市宇気い６ アルミ合金　鋳物
11 (株)オノモリ 923-1237 能美市上清水町タ３０－１ パネル、ディスプレイ展示
12 オリエンタルチエン工業(株) 924-0016 白山市宮永市町４８５ 金属射出成形部品
13 加賀発条(株) 922-0241 加賀市加茂町９８９－１ 各種スプリング　ワイヤー加工品
14 金沢精密機器(協) 920-0059 金沢市示野町ニ８０（松本機械工業　内） 工作機械用部品
15 絹川工業(株) 924-0051 白山市福留町３７８－１ 除水装置
16 (株)経田鉄工 920-0377 金沢市打木町東１４４１－１ theCFRP－Copter
17 京町産業車輌（株） 920-0848 金沢市京町１０－３０ ひっぱるぞう　メビウスホイール（台車）
18 (株)共和工業所 923-8620 小松市工業団地１－５７ 建設機械用特殊ボルト、産業機械用特殊ボルト、特殊構造建築用ボルト

19 共和電機工業(株) 921-8025 金沢市増泉４－８－１６ 制御板、電子制御基板、各種搬送装置
20 (株)久世ベローズ工業所 929-0343 河北郡津幡町单中条リ７４－１ 金属ベローズ・ダイアフラム、シームレスステンレス鋼クリーンチューブ・パイプ、シームレス・ウェルデッドステンレス鋼管継手製造設備

21 (株)小林製作所 924-0855 白山市水島町４２９－１７ コマ撮り記録システム「sopak-c」　生産管理システム「sopak-k」
22 (有)小松鋳型製作所 923-0976 小松市矢田新町へ３９－１ 模型レスで製作した耐熱性鋳型と鋳造モデル
23 (株)サンエー精機 929-1173 かほく市遠塚ロ２７ シャフト類、スピンドル、フランジ、モーターシャフト
24 (株)シグ・ワークショップ 924-0004 白山市旭丘３－４ dog wheel-cart （犬用車いす）
25 ステンレス(株) 920-0377 金沢市打木町東１３２５ ステンレス製品、モニュメント、デザインパネル
26 (株)セーカン 921-8002 金沢市玉鉾１－５１ スチール製パレット
27 (株)ダイセー 921-8025 金沢市増泉５－５－２２ 太陽光発電システム「おっかけSUN」、オンリーゆ24時間温泉システム、医王岩盤マット、発酵黒にんにく

28 高木鉄工(株) 921-8844 野々市市堀内５－２３８ タイミングプーリ
29 (株)高林製作所 920-3134 金沢市金市町ニ２５ 油圧機器部品（建設機械用、産業機械用）、航空機部品
30 谷田合金(株) 920-0209 金沢市東蚊爪町ラ28-2 半導体製造装置向けＷ／Ｊ内蔵砂型鋳物真空チャンバー
31 東亜電機工業(株) 923-8520 小松市国分台５－３ ピコ水力発電機、ハイブリッド発電装置、各種制御コントローラー
32 東和(株) 929-0121 能美市吉原釜屋町ワ４８－８ 大型部品の設計～組立までの一貫加工の紹介
33 (株)中川鉄工所 924-0007 白山市倉部町２０２４ 大物長尺旋盤加工の紹介
34 (株)永島製作所 925-0003 羽咋市寺家町タ１－９ ステンレス等塑性加工技術案内、特許技術「UGFロックシステム」
35 (株)ナカシマ鉄工所 923-1101 能美市粟生町オ４８－１ 油圧シリンダー部品、建設機械部品、産業機械部品
36 (株)二水 924-0011 白山市横江町１７２６－１６ ギア・スプロケット・タイミングプーリ
37 (株)林鍛造所 929-1121 かほく市宇気い５ 熱間・冷間鍛造品
38 深田熱処理工業(株) 923-0342 小松市矢田野町５５－２２９－１ 企業紹介
39 富士精機(株) 920-0378 金沢市いなほ１－１１ ブッシュ、カラー、スペーサ、シャフト
40 北陸ケーティシーツール(株) 925-0018 羽咋市柳田町７０－１５０－１ 精密鋳造品（ロストワックス製法）
41 北陸有機工業(株) 921-8051 金沢市黒田１－１４２ プラスチック精密切削加工部品
42 (株)北菱 923-0034 小松市長田町イ１８ 製品、事業紹介パネル
43 (株)ホリカワ工業 923-0964 小松市今江町９－２１６－２ プレスブレーキ金型
44 (株)マツカワキカイ 924-0018 白山市宮永新町383番地 600幅定尺切断機、1.5t手動アンコイラー
45 (株)マルサン精密 929-1704 鹿島郡中能登町末坂タ部１６０ 金型精密絞り加工
46 (株)村谷機械製作所 920-0209 金沢市東蚊爪町１－３２ レーザークラッディング装置
47 (株)室戸鉄工所 923-8603 小松市串町工業団地１－３ ハンドバケット
48 (株)メタルエンジニア 924-0066 白山市上小川町８００－１１ 積層金型、カバー、ブラケット
49 (株)本螺子製作所 923-1103 能美市秋常町甲１２ 小物機械加工部品
50 (株)森山鉄工 922-0002 加賀市大聖寺下福田８－１０４ ＭＴカートＷ（ウィング）
51 (株)ヤスヨシ 924-0051 白山市福留町２５６－１ 食品機械部品、工作機械部品、電子機械部品、建設関連部品、工作機械用ワイパー、ステンレス雑貨

52 (協)ユー・エス・ジー 920-8203 金沢市鞍月２－３ 機械加工部品
53 (株)ラピュタインターナショナル 921-8013 金沢市新神田３－８－１０ 停電時用バッテリで点灯するＬＥＤ蛍光灯・1KW相当高輝度LED工場用無電極ランプ

54
(財)石川県産業創出支援機構
いしかわ炭素繊維クラスター

920-8203 金沢市鞍月２－２０ 熱可塑性炭素繊維複合材料

55 東京プロセスサービス(株)　北陸センター 923-0061 小松市国府台５－１８ スクリーンマスク・フォトマスク・手刷り印刷機ZT320・卓上型スキージ研磨機　SS250

56 吉田司(株) 929-1126 かほく市内日角ハ７２ tu'casaサポーター　「ツカレナイン」　「アッタカーサ」
57 米沢電気工事(株) 921-8588 金沢市進和町３２ 再生可能エネルギーを使用したハイブリッド
58 ライオンパワー(株) 923-0972 小松市月津町ツ５番地 いれかえくん、とまつくん
59 (有)アライウエビング 929-1214 かほく市内高松マ３０－２ 次世代ファスナー「ツインナー」
60 (株)ＯＨＡＲＡ 920-0024 金沢市西念２－１９－３６ 竹粉ＷＰＣウッドデッキ
61 (株)グラスヒュッテ・オダ 920-0376 金沢市福増町北２０４－２０ 金箔表札、ガラス表札、ステンレス表札
62 小松製瓦(株) 923-0061 小松市国府台２９－１ 洋風瓦フレア太陽光支援瓦
63 櫻井産業(株) 929-1215 かほく市高松ク６－２
64 山越(株) 929-1215 かほく市高松丙１－５ 高機能レースカーテン　エアガード
65 三伸樹脂工業(株) 925-0054 羽咋市千里浜町ソ７ 蒔絵王冠、ＰＥＴボトル、樹脂キャップ
66 (株)麝香重機建設 929-1177 かほく市白尾タ１６－１１ コケ緑化製品（額縁壁掛タイプ）
67 ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 921-8031 金沢市野町５－１８－１８ ショーケース型栽培機
68 永江建具製作所 929-2121 七尾市田鶴浜ル部６ 木製積み木くみっこ　他社木製積み木
69 馬場化学工業(株) 920-0209 金沢市東蚊爪町１－２３－６ 珪藻土吸水マット「POROUS」（ポーラス）

70 石川県環境部
石川県リサイクル認定製品取得企業連絡協議会

920-
8580

金沢市鞍月１－１ 石川県エコ・リサイクル認定商品

71 石川県企画振興部 企画課 エネルギー対策室 920-8580 金沢市鞍月１－１ 再生可能エネルギー関連設備
72 (独)中小企業基盤整備機構北陸本部 920-0021 金沢市広岡３－１－１　金沢パークビル１０階 専門家による無料経営相談
73 石川県工業試験場 金沢市鞍月２－１
74 石川県立大学 921-8836 石川郡野々市町末松１－３０８ 事業紹介
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