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会社名 取り扱い品目

ア 旭電業株式会社 軸流ファン

アイム電機工業株式会社 水中ポンプ

アクアシステム株式会社 ウイングポンプ・手動ポンプ

株式会社アサヒ 各種送風機

朝日機工株式会社 各種送風機

アマノ株式会社 集塵機・掃除機・タイムレコーダー

アルファ・ラバル株式会社 熱交換器

株式会社アンレット ルーツブロワ

㈱アイエス工業所 ボールタップ・液面計

㈱朝日製作所 ボールタップ・液面計

淡路マテリア㈱ 溶接式鋼管継手

㈱赤萩フランジ ステンレス溶接フランジ・鉄板フランジ・鍛造フランジ

旭計器工業㈱ 計器類（圧力計・真空計・連成計　等）

ＩＭＶ（株） 振動試験装置・振動計測装置・振動監視装置

青木精密工業（株） ギヤモード・原則区・標準歯車

（株）赤松電機製作所 熱風発生機・小型熱風機

アソー（株） ボールバルブ・ホース継手・ステンレス製コック

アネスト岩田（株） コンプレッサ・バキュームポンプ・窒素ガス発生装置

(株)アイエイアイ 電動アクチュエータ・電動シリンダ

IHI運搬機械(株) 立体駐車場・機械式駐車場

(株)アイゼット 反射板などの省エネ照明器具

(株)ＩＢＳ チェックバルブ・リリーフバルブ

(株)朝霧機器 運搬車・作業台車

アプライドパワージャパン(株) 超高圧油圧機器（エナパック）

有光工業(株) 高圧洗浄機・部品洗浄機

(株)アルテコ エポキシ樹脂系・瞬間型接着剤

(株)アンレット ブロワ・真空ポンプ・エアブロー・ループ式ポンプ

(株)赤松電機製作所 オイルミスト、集塵機、脱臭集塵機

(株)アカシン テーブルリフト

アルバック機工(株) 真空ポンプ

アロン化成(株) 分別容器、気密キャビネット

旭サナック(株) 塗装機、溶剤回収機

㈱アーム産業 旋盤用チャック生爪

㈱アイゼン ピンｹﾞｰｼﾞ

アサダ㈱ 配管工具、環境製品

旭エンジニアリング㈱ 切削液添加剤

㈱アイチコーポレーション 高所作業台

アトラスコプコ㈱ オイルパルスレンチ

尼寺空圧工業㈱ コンプレッサー

アリガ産業㈱ 収納ケース

旭有機材工業 工業用樹脂、樹脂バルブ、ＰＶＣ製配管材料

ア行

取引先一覧
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

い イズミ送風機株式会社 軸流ファン
株式会社イワキ 定量ポンプ
株式会社岩谷電機製作所 カスケードポンプ
株式会社伊藤鐵工所 ルーツブロワ
㈱いけうち ノズル
㈱石崎製作所 チャッキバルブ
イノック㈱ ステンレス溶接式継手・フランジ・ねじ込継手
イーグル工業（株） メカニカルシール・カルレッツ
（株）井口機工製作所 ボールベア・ローラーユニット・ローラーターンテーブル
（株）ＩＨＩ回転機械 定量供給装置・オートグリスタ・流量監視計
伊藤鋳工（株） チルド車輪・トロッコ車輪・クレーン用車輪
ＩＤＥＣ（株）　旧社名 和泉電気（株） センサー・プログラマブルコントローラ・データキャリアシステム
（株）イノアックコーポレーション プレスゴム車輪・プレスログラン車輪・空気入車輪
（株）岩田製作所 セットカラー・センサブラケット・ファインシム・レベリングシステム
イーグル・クランプ(株) クランプ・ハッカー・運搬用機器
石川島運搬機械 パーキングシステム・運搬機械
イズテック(株) オーバーヘッドコンベア・搬送機器
伊東電機(株) コンベア駆動用モーターローラ
茨木精機(株) 自動包装機（ピロー・ストレッチ）
イハラサイエンス(株) 継手・バルブ・配管部材
(株)イマオコーポレーション 標準機械部品・治具・アルミ構造材
岩崎産業(株) ころがりジ軸受用アダプタ・ナット
イントラロックス エルエルシー モジュラー・プラスリックコンベア
(株)インフォム リニアロック
岩崎電気(株) 省エネ
(株)イシダ はかり
イーグルクランプ㈱ 鋼材用クランプ
育良精機㈱ 電動油圧工具
㈱イズミコーポレーション バイス
㈱伊藤製作所 工具研磨機
㈱イマダ 荷重測定器
㈱今田製作所 引張試験機
入江商工㈱ オイルクリーナー
岩下エンジニアリング㈱ 各種ディスペンサー

うウツエバルブ㈱ 鋳鋼弁・鍛鋼弁
植原樹脂工業（株） エンジニアリングプラスチックパーツ
(株)ウイセラ セラミックス（アルミナ・ジルコニア）
(株)上杉輸送機製作所 ワークテナー・ハンドトラック
(株)内村製作所 パッキングキャスター
宇部樹脂加工(株) コンベア用ローラなど樹脂製品
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

えエレポン化工機株式会社 定量ポンプ
（株）エイエスケイ HEPCOスライドシステム・ボールブッシュ・クリーンシャフト
エクセン（株） バイブレーター・振動モーター
エニダイン（株） ショックアブソーバ
ＳＭＣ（株） 産業用空気圧機器、制御機器
ＮＯＫ（株） オイルシール・パッキン・Oリング・アイアンラバーベルト
ＮＫＥ（株） エアチャック・スライドシリンダ・キットコンベア・ユニライン
ＮＴＮ（株） ベアリング・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ・ニードル・プランマ・パーツフィーダ
ＮＤＣ㈱ ドライスター
（株）荏原製作所 各種ポンプ類・風水力機器・環境機器
荏原冷熱システム株式会社 クーリングタワー
荏原テクノサーブ株式会社 各種送風機・各種ポンプ
（株）エフ・イー・シー 非接触伝達機構≪マグトラン≫
㈱エム・ティアール ロッドエンド・ロッドエンドボール
エレポン化工機（株） シールレスポンプ・定量ポンプ・水処理装置
(株)エー・アンド・デイ 計測システム・電子天秤・ロードセル
エー・エム・プロダクツ(株) 油・液体・液体危険物吸収剤
(株)エコシステム 荷崩れ防止用梱包バンド
(株)エスティック ねじ締め機（ナットランナ）
エステック(株) 粉体・粒体の二次元搬送コンベア
ＳＵＳ(株) アルミフレーム・FA機械装置
(株)エニイワイヤ 省配線システム機器
エヌアイシ・オートテック(株) 産業用アルミフレーム
エヌエスディ(株) アブソリュートエンコーダ
(株)エム・システム技研 信号変換機・リモートI/O
エレクター(株) スチールワイヤー棚・メッシュラック・ステンレスラック
エンヴァイロテック 圧縮減容器・環境機器
遠藤工業(株) バランサー・ケーブルリール・破砕機
江藤電機 ベアリングﾋｰﾀｰ
エスペック(株) 恒温室
エスティジェイ エコクリノックス、シマルーペ、シマサーム（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾋｰﾀｰ）
江崎機械工業(株) 三脚スタンド、内型クレーン
MHSコネクレーンズ(株) ホイスト
㈱エー・アンド・デイ 計測システム用試験機
㈱SDS 防振機器
㈱ｎｊｉ 精密ジグ機器
エフ・ピー・ツール㈱ 各種ハイス・超硬リーマ
㈱MSTコーポレーション M/C汎用ツーリング
㈱MCCコーポレーション 作業工具・ネジ切機
㈱エンジニア 弱電用作業工具
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

お 株式会社オーヤラックス 定量ポンプ
株式会社浅野製作所 ステンレスポンプ
株式会社大阪ジャッキ製作所 各種油圧ジャッキ
㈱大阪空気機械製作所 真空ポンプ
株式会社大阪ギャーポンプ製作所 ギャーポンプ
大西電機工業株式会社 ポータブルファン
オーエヌ工業㈱ ボールバルブ・ステンレスネジ込継手
大阪サニタリー金属工業協同組合 サニタリー継手・サニタリーバルブ
㈱大阪継手バルブ製作所 フートバルブ
大阪FST㈱ フィッティング類
大野ベロー工業㈱ べローズバルブ
㈱オーケーエム バタフライバルブ・ナイフゲートバルブ
小澤物産㈱ カプラー
㈱大阪継手バルブ 鋳鉄・ダクタイル製フランジ・鋳鉄フートバルブ
オークラ輸送機（株） 標準ローラコンベア・各種コンベア・パレタイザ
㈱岡村製作所 自動倉庫・ロータリーラック・ラインベルトソーター
小倉クラッチ（株） 電磁クラッチ・ブレーキ・トルクコントローラ
オイレス工業（株） ドライメット・ワッシャ・ブッシュ・ウェアプレート
㈱オーデン 工場用業務用空気清浄機・ゼオライト脱臭機
㈱オプトロム E-COOL（CCFL照明）
オムロン（株） センサー・コントローラ・マイクロスイッチ・FA周辺機器
オリエンタルチエン工業（株） ローラチェン・コンベアチェン・カップリング・トルクリミター
オリジン電気㈱ 各種小径ベアリング・トルクリミター・ワンウェンクラッチ
オーエッチ工業(株) キャスター・吊具・荷締機・ハンマー・物流機器
大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株)リサイクル設備・環境機器
(株)大阪タイユー 油圧式小型運搬車・ターンテーブル
(株)岡本工機 各種キャスター
小木曽工業(株) 台形ネジ・みがき棒鋼・メッキシャフト
オプテックス(株) 赤外線センサ（防犯・自動ドア）・ポータブル設置型非接触温度計
オプテックス・エフエー(株) 光電・変位・画像センサ・LED照明
オムニヨシダ(株) 自動倉庫・仕分けシステム・オムニリフター・檀積みカート
(株)オーデン オイルミスト、ヒュームコレクター、分煙機
(株)をくだ屋技研 キャッチパレットラック、リフター
(株)岡村製作所 各種ラック
(株)大阪タイユー リフター、マワール
オリオン機械(株) 真空ポンプ、ドライヤー、除湿機、ジェットﾋｰﾀｰ
小倉クラッチ(株) クラッチブレーキ、
大阪タイガース工販(株) フレキシブルホース
大阪自動電機(株) 各種スイッチ
大峰工業(株) 切粉処理、搬送装置
オーエスジー㈱ タップ・エンドミル・ドリル
大阪製罐㈱ 工具キャビネット
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

㈱大武・ルート工業 ネジ供給機
㈱オーツカ光学 照明・拡大鏡
大西測定㈱ 定盤
岡崎精工㈱ 超硬・ダイヤモンド工具
㈱オグラ 電動油圧工具
㈱小野測器 電気計測機器

か カナフレックスコーポレーション株式会社サクションホース・ダクトホース
樫山工業株式会社 真空ポンプ
勝川熱工株式会社 熱交換器
株式会社神谷ポンプ製作所 ギャーポンプ
川機械工業株式会社 チューブポンプ
株式会社川本製作所 各種ポンプ
金子産業㈱ ブリザーバルブ
㈱カトー 環境試験機・恒温機器
（株）河原 テーブルリフター
鹿島化学金属（株） プラスチックベアリング・プラスチックピロブロック
春日電機（株） 静電気測定機器・静電気除去装置
（株）カネミツ ブッシングシーブ・ISプーリ・JIS・標準Vプーリ・たわみ継手
(株)カシキ 旋回ベアリング
カネテック(株) マグネット応用工作機器
(株)鎌倉製作所 産業用換気扇・送風・採光システム
(株)神内電機製作所 クレーン・ホイスト
神威産業(株) 産業機器・建機用熱交換器
関西金網(株) コンベア・ふるい・フィルター用金網
(株)カスタム 温度計、電子計測器
カイジョー 超音波洗浄機
ガネシ商事(株) 油、液体の吸着機
河原 テーブルリフター
加茂精工(株) カム式インデックス、ボール減速機、クラッチブレーキ
金沢車輪(株)
片倉工業(株) オクルスキマー
㈱カイスイマレン ダストボックス
カクイ㈱ オイルキャッチャー
カトウ工機㈱ M/C汎用タッパー
亀倉精機㈱ 電動油圧工具
㈱カワシモ チェックメイト

きギャーエス工業㈱ ギャーポンプ
株式会社キョウセイ エロフィンパイプ・ヒーター
株式会社キョーワ テストポンプ・高圧洗浄機

カ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

株式会社亀嶋鐵工所 ギャーポンプ
共立機巧株式会社 定量ポンプ
協和化工株式会社 耐蝕送風機・耐蝕ポンプ
株式会社近畿製作所 スプレーガン
木村工機株式会社 各種ヒーター
北村ﾊﾞﾙﾌﾞ製造㈱ ボールバルブ
㈱金門製作所 水道メーター・流量計
㈱KITZ　（キッツ） バルブ類
㈱久世べローズ工業所 ステンレス溶接式継手（シームレス品）
協育歯車工業（株） 平歯車・ウォームギア・かさ歯車・B-BOX・HY-BOX
（株）協和製作所 モータープーリ・モータローラ・シュレッダー
紀州技研工業(株) 産業用インクジェットプリンター
(株)キトー ホイスト・チェーンブロック・搬送機器
岐阜産研工業(株) 各種キャスター
(株)キムラ 環境関連装置・プレス・ベンダー
キヤノン(株) ラベルプリンタ・エンコーダ・変位計
(株)九州ハセック 各種カップリング
協栄電機(株) スリップリングシステム
京町産業車輌(株) ハンドリフタ・投入リフト・荷役装置
(株)協和 オイルゲージ・油面計・液面計
(株)キラ・コーポレーション NC工作機械・ボール盤
(株)キョーワ 高圧洗浄機、テストポンプ
京町産業車輪(株) 各種リフター、運搬機器
協和工業株式会社 ユニバーサルジョイント（ポールジョイント）
岐阜プラスチック工業(株) プラスチックコンテナ、パレット
協和電機(株)
北川精機(株) テーブルリフタ
㈱キソパワーツール ホビー用品
㈱北川鉄工所 円テーブル・旋盤チャック
キング工業㈱ 金庫
㈱キングジム テープワープロ

くグラコ株式会社 エアーポンプ
株式会社くろがね工作所 各種オフィス用品
㈱クニジマ 製作品特殊寸法ニップル
クボタ計装㈱ 台はかり・トラックスケール・ホイストスケール
㈱グランツ アルミフレーム
グンゼ㈱ フッソ樹脂PFA製チューブ・FEP製熱収縮チューブ
倉敷化工(株) 産業用防振・防音材など
呉工業(株) 防錆・潤滑剤・グリース・クリーナー
クリヤマ㈱ 工具向け床マット
クレトイシ㈱ オフセット砥石



-　7　-

会社名 取り扱い品目

取引先一覧

け ケーエスエス（株） ミニチュアスタンダードボールネジ・モータ直結型ボールネジ
(株)ケイセブン 各種カップリング
ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) タイミングベルト・プーリ
ＫＹＢ(株) ガススプリング・各種油圧機器
(株)ケミカル山本 電解液、溶接焼取機
㈱ケツト化学研究所 各種測定器
ケルヒャージャパン㈱ 高圧洗浄機

こコロナ株式会社 バーナー
株式会社工進 油用ポンプ
弘進ゴム株式会社 ゴムホース・防振パッド
㈱コマヤ商会 くい込み式管継手
㈱菰下溶断 グラスライニング管継手
（株）コガネイ 空気圧駆動機器・制御機器・真空機器・調質機器
コスミック工業（株） モートルシリンダ・ボールジャッキ・ウォームジャッキ
コトヒラ工業（株） ヒューム吸煙装置
（株）小西製作所 ハンドル・クランプレバー・レバーハンドル・ボールプランジャー
小松電機産業（株） シートシャッター≪門番≫
コレック（株） 無人搬送車・バッテリー式運搬車・ハンドリフタ・ハンドパレット
コオリコーポレーション 業務用手洗い洗浄剤・非鉄金属処理剤及び防錆剤
宏栄スプリング工業(株) フレキシブルカップリング
虹技(株) デンスバー・送風機・トランスベクター
(株)工進 各種ポンプ
甲南電機(株) 電磁弁・バルブ・シリンダ
光宝興産(株) オイルポット窓・油面計
光洋電子工業(株) PLC・カウンタ・ロータリエンコーダ
コーンズドッドウェル(株) 包装機材・ドミノ産業用プリンタ
小原歯車工業(株) KHK標準歯車・各種歯車
金剛(株) 物流保管機器
(株)コンテック 計測制御・通信デバイス関連
(株)近藤製作所 ハンド＆チャック・LED照明
(株)コイデ 鋸盤
(株)コロナ 石油ストーブ、給湯器
鋼鈑工業(株) スチールバンド梱包機、物置
コーセル(株) 電源、スイッチ類
コダマ樹脂工業(株)
コマニー(株) パーティション、防音ブース
小堀鉄工(株) スライドユニット、ドリルユニット、バリ取機
㈱呉英製作所 ダイヤモンドヤスリ
高速電機㈱ 各種電動工具
コクヨオフィスシステム㈱ 事務用家具
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

㈱コスメック ワーククランプ
コスモキカイ㈱ 小型卓上旋盤

さ境川工業株式会社 プレートフィンヒーター
株式会社サカエ 作業台・スチール棚
佐竹化学機械工業株式会社 攪拌機
佐藤真空株式会社 真空ポンプ
株式会社桜川ポンプ製作所 水中ポンプ
株式会社三栄精機製作所 エアホイスト・ロータリーブロワ・エア撹拌機
三相電機(株) 小型ポンプ
三陽保安産業株式会社 集塵設備
㈱サワダ製作所 液面計
㈱三協製作所 コントロールバルブ
（株）酒井製作所 無段変速機・補正軸継手
（株）産機 クランプエレメント・パーツフィダー
三協オイルレス工業（株） オイレスブッシュ・球面滑り軸受・スライドプレート
（株）三共製作所 インデックスドライブ・円テーブル
サンキン（株） パレット・車止め・立体駐車場
サンクス（株） センサ・センサ周辺機器・省配線システム
三甲（株） 《サンコー》 パレット・プラスチックコンテナー
㈱三黄機械製作所 コンプレッサ・ブロワ
（株）三興製作所 軸穴完成スプロケット・標準スプロケット他
サン電子工業㈱ 大型LED照明・LED街路照明灯・LED防犯灯
サンユーテック（株） ユニバーサルジョイント
三立機器㈱ 工業用掃除機・洗える集塵機
三和ハイドロテック(株) 　マグネットポンプ・スラリーポンプ
(株)ササキコーポレーション 減容器
(株)サトー ラベラー、バーコードシステム
(株)佐野車輌製作所 バッテリー台車、ワゴン
サンライテック 作業台、ワゴン
三栄工業(株) コンプレッサードレン水処理
三協オイルレス工業(株) オイルレスメタル、ブッシュ
三洋電機(株) 小型モーター（サーボ）
㈲サカイマシンツール 小型卓上旋盤
㈱佐藤軽量器製作所 温度計・湿度計
㈱三協リール 自動巻取りエアーリール
サンドビック㈱ 超硬工具・作業工具
サンポット㈱ 石油暖房機器
㈱サンワ 自動溶接機
三和電気計器㈱ テスター

サ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

し株式会社シャープ工業所 各種送風機
株式会社新菱製作所 陸上ポンプ
株式会社昭栄 防爆型ドラムポンプ
昭和電機株式会社 電動送風機
株式会社新栄製作所 ウォーム減速機
株式会社島崎製作所 攪拌機
ジョージフィッシャー㈱ 塩ビバルブ
㈱昌立製作所 鍛鋼弁
㈱昭和バルブ製作所 鋳鉄弁
㈱渋谷製作所 高圧管継手・油圧用角フランジ
新光産業㈱ 省力万能クランプ継手・サニタリー継手
㈱JRC ベルトコンベアー用ローラー
ジェーピーネクスト㈱ バキュームコンベアー・Kest-Lock・OKTOMAT・Helios
シシクSISIKUアドクライス（株） キャスター・ステンレスキャスター・車輪関係
（株）Ｊ＆Ｓ 工場扇・ダクトファン・ブロアー・クリーナー
（株）潤工社 チューブ・継手関係
（株）昭和技研工業 スイベルジョイント・ロータリージョイント
昭和電機（株） 電動送風機・ファン・ブロワ・環境機器
㈱ショウワ（神鋼電機） 部品・コンテナ・食器洗い洗浄機
新明和工業（株） ヘリカルブロワ
シーシーエス(株) 検査用LED照明
(株)ＪＲＣ ローラ・アイドラ・コンベア部品
(株)ジェイテクト ベアリング・オイルシール
シグマー技研(株) 減速機・シュレッダ・ギヤードモーター
シグマ機器(株) 発泡スチロール溶融・減容機
シナノケンシ(株) 精密モータ・アクチュエータなど
芝浦エレテック(株) 真空ポンプ
(株)島津製作所 真空・送液・油圧・制御機器
シミズ精工(株) 樹脂ベアリング・樹脂インサート品
シムコジャパン(株) 静電気除去装置
(株)下西製作所 マグネット・磁石製品
シャープ(株) LED製品
シャープアメニティシステム 産業用太陽光発電システム
シャープマニファクチャリングシステム(株)画像センサ・PLC・超音波洗浄機
昌弘機工(株) 自動梱包機・結束機
昭和電機(株) 送風機・ミストコレクター・集塵機
(株)昌和発条製作所 標準ばね・各種コイルスプリング
ジョプラックス(株) プラスチック管継手・エアーダスター
神港精機(株) 各種真空ポンプ
新電元メカトロニクス(株) ロータリ・プッシュプルソレノイド
新東エコテック 集塵機・環境関連装置
新東エスビーテック ショットブラスト・バレル研磨機
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

シンフォニアテクノロジー(株) クラッチ・ブレーキ・サーボ・振動機
CKD(株) エアーシリンダー、エアー用品、エアードライヤー
シグマ光機(株) 小型ステージ、光学用補器
シシド静電気(株) 静電機器
柴田科学(株) チラー、電子計測器、ミニポンプ
シャープマニファクチャリングシステム(株)超音波洗浄機
シンクス(株) 大型会先取器、木工加工機
信州工業(株) 廃油ストーブ、ボイラー
昭和精工販売(株) ポンチングマシン、穴あけ機
昭和電機(株) 送風機、集塵機、ミストコレクター
新東工業(株) ショットブラスト
シージーケー㈱ 小型卓上プレス
㈱シーティーケーWEST マーキングマシン
JFEアドバンテック㈱ 計量器・計測器
ジェフコム㈱ 電線用工具
静岡製機㈱ 冷風機

す 株式会社スイデン 工場扇・換気扇・軸流ファン・掃除機・スポットエアコン・熱風発生機
株式会社スイデンオカモトブロワー 各種送風機
株式会社洲本整備機製作所 高圧温水洗浄機
スパイラックス・サーコ㈱ スチームトラップ
㈱スリーエス ポジショナー
ストーブリ㈱ スカラロボット・多軸ロボット
スペーシア㈱ 組立パイプシステム
住友重機械工業（株） サイクロ減速機・ギヤモータ・サーボモータ用減速機
スガツネ工業(株) 産業機器用機構部品
鈴木製機(株) ポーリフト・アクトレーター
ストラパック(株) 梱包機・製封函機・自動結束機
(株)スリーエッチ バルト綴金具・搬送・荷役
(株)末廣車輪製作所 カツヤマキカイ㈱を経由
スイコー(株) タンク
杉国工業(株) ローリフト、ウォーキーリフト
スギコ産業(株) ステンレス機器
スワロー電機(株) 電源、変圧器
スワロン(株) シート間仕切
住友スリーエム(株) 封緘（フウカン）製函機（セイカンキ）
駿河精機(株) 小型ステージ
㈱スーパーツール 作業工具
スエカゲツール㈱ 超硬ホルソー
スズキ㈱ 超音波カッター
鈴木油脂工業㈱ 工業用洗剤
スナップオン・ツールズ㈱ 工具・整備用機器
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

住友電工ハードメタル㈱ 超硬工具・ネジシール

せ セイコー化工機株式会社 耐蝕送風機・排ガス処理装置・クーリングタワー・耐蝕ポンプ
ゼンシン株式会社 シェル＆チューブ熱交換器・ワンダーチューブ
（株）セイサ カップリング・減速機
(株)セイキ製作所 マシンキー
積水化学工業(株) 包装用テープ・製函機・封緘機
積水樹脂(株) 梱包資機材・ストレッチフィルム
積水テクノ成型(株) オリタタミコンテナ
(株)セディック 各種コンベア・移載装置・ロボット
(株)ゼオテック 油水分離機（仕入窓口→ネクストワン）
ゼオンノース㈱ フランジオープナー

そソルベイソレクシス(株) フォンブリンPFPE潤滑剤
象印チェンブロック(株) チェンブロック、レールクレンシステム、吊具、ナイロンスリング

た大晃機械工業株式会社 ギャーポンプ・ルーツブロワ
大同機械製造株式会社 内転歯車ポンプ
ダイナフロー株式会社 ダイヤフラムポンプ
武田エンジニアリング株式会社 ロータリージョイント
株式会社タニヤマ 各種送風機
大東工業株式会社 ギャーポンプ
株式会社竹綱製作所 熱風発生機
株式会社竹内製作所 攪拌機
株式会社高木鐵工所 電動送風機
株式会社田島鉄工所 軸流ファン
大同工機㈱ ストレーナ
大東計器㈱ 計器類
（株）ダイアディックシステムズ メカシリンダ（電動シリンダ）
（株）大三商会　(ＹＯ歯車) 標準歯車
ＴＡＣＯ（株） 空気圧機器・調質機器
（株）大日ハンソー バケット・スクリュープロサイド
（株）ＴＡＩＹＯ エアシリンダ・バルブ・調質機器・油圧シリンダ・バランサ
大洋金属㈱ キャリア・リターンローラ
（株）大和螺子 アジャスターボルト
（株）タシコ（ＣＣＶＩジャパン（株））ウレタンベアリングローラ
タナグ㈱ エアバランサー・レールシステム
タイガースポリマー(株) ホース・ゴムシート・精密成形品
(株)ダイケン 工場設備用吊部品
大同精密工業(株) カップリング・マイクロカップリング
大同メタル工業(株) ドライベアリング・集中潤滑装置

タ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

大洋液化ガス(株) ZERUST機化成防錆フィルム
(株)太陽機械製作所 タイミングカム
タイヨーインタナショナル(株) 高圧流体制御機器・水圧機器
タイヨーテクノ(株) ディスペンサー
高木産業(株) 射出成形用取出し口ロボット
高橋金属(株) イオン水洗浄装置・クーラントシステム
(株)タクミナ 定量ポンプ・流体制御機器
竹中オプトニック(株) レーザ機器及び周辺機器
竹中電子工業(株) 光電子センサー・センサーシステム
(株)タナカ 粉砕機・破砕機
多摩川精機(株) サーボモータ・ロータリーエンコーダ
(株)DAITO 焼却炉
(株)ダイキ 爪付ジャッキ、運搬ローラー
(株)ダイフク ラック、パレテーナ、自動倉庫
(株)タック技研工業 スピンドルモーター、ドリルタップユニット
(株)太洋 パイプベンダー
(株)田邊空気機械製作所 部品洗浄機
ダイヤディックシステムズ 電動シリンダー、サーボモーター
ダイキン工業(株) 油圧機器・エアコン・空気清浄機・セラムヒート
ダイキン空調 エアコン、スポットクーラー、空気清浄機
ダイヘン溶接メカトロシステム(株) 溶接機
ダイライト 各種タンク
タケダ機械(株) ポンチングマシン、
タニコー(株) ステンレス容器
大東精機(株) 鋸盤、Ｈ鋼穴あけ機
大有(株) 各種リフター
㈱第一計器製作所 圧力計
大同興業㈱ ベッセイクランプ・メタル切断器
㈱タイホーコーザイ 潤滑剤スプレー
太洋電機産業㈱ ハンダこて
㈱タクト 研磨ゴムジスク
㈱武田機械 マシンバイス
タコマン㈱ 荷役器具
田中インポートグループ㈱ セミドライカットシステム
㈱田中技研 脱由機・遠心分離機
田中製作所 安全具・溶接面
田村総業㈱ スリングベルト

ちチヨダエンジニアリング㈱ チューブ・継手
チコーエアーテック(株) 小型・クリーンルーム用集塵機
中越合金鋳工(株) ブロンズ・連続鋳造丸棒
(株)中央製作所 スポット減容器



-　13　-

会社名 取り扱い品目

取引先一覧

中央精機(株) ステージ
(有)ﾁﾞｭﾌﾞﾘﾝ・ｼﾞｬﾊﾞﾝ・ﾘﾐﾃｯﾄ 回転ユニオン

つ (株)鶴見製作所 真空ポンプ・水中ポンプ
㈱ツツイ ステンレス溶接式継手
㈱ツツイ ステンレス溶接式フランジ
（株）ツバキエマソン ギヤモートル・ウォーム減速機・無段変速機・締結機器
（株）ツバキ・ナカシマ ボールネジ・ボールウェイ
（株）椿本スプロケット 標準スプロケット・チェンカップリング
（株）椿本チエイン ローラチェン・アタッチ付チェーン・ハイピッチチェーン他
ツバキ山久チエイン（株） プラスチックチェーン・コンベア装置・精機製品・スチールチェン
司化成工業(株) 包装機・梱包機・エア緩衝材製造機
ツカサ電工(株) 小型DCギヤードモータ
椿本スプロケット 各種動力伝動用スプロケット
(株)椿本バルクシステム ワンタッチ窓・粉流体搬送コンベア
椿本メイフラン(株) 金属屑搬送・クーラント処理装置
津田駒工業㈱ マシンバイス・NC円テーブル

てテラル㈱ 各種送風機・各種ポンプ
テクノフレックス・トーラ㈱ フレキホース
㈱テイエルブイ スチームトラップ
ティーエフシー㈱ バイレストルネードフィダー
ＴＣＭ（株） 自動倉庫・無人搬送システム
ＴＨＫ（株） LMガイド・ボールブッシュ・免震システム
（株）寺内製作所 ローラーコンベア・ホイルコンベア・駆動コンベア
（株）デンソーウェーブ 産業用ロボット
テイサ産業(株) 錨鎖・鉄鎖・荷役運搬用設備機器
ティックコーポレーション(株) マルチチャンネルジェット・エアーノズル
ＴＤＫラムダ(株) スイッチング電源・UPSなど
(株)ディムコ スチールベルトコンベア
テーピ熱学(株) 遠赤外線ヒーター
(株)デジタル タッチパネル・パネルコンピューター
(株)寺田ポンプ製作所 陸上・水中・エンジンポンプ
DIC(株) プラスチックパレット
(株)テラモト マット、清掃用品
(株)寺岡精工 ハカリ
DICプラスチック(株) プラスチックコンテナ、ヘルメット
天昇電気工業(株) 導電性コンテナ類
デンヨー興産(株) エンジン発電機、溶接機
㈱テストー 計測器各種

と株式会社トーケミ 定量ポンプ
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

東海興業精機株式会社 攪拌機
東浜工業株式会社 ロータリーブロワ
株式会社東洋電機工業所 水中ポンプ
株式会社酉島製作所 各種ポンプ
トーゼン産業㈱ ゴム継手
東洋バルヴ㈱ バルブ全般
東北パイプターン工業㈱ 溶接式鋼管継手
東亜フテックス㈱ 可とう管　フレキシブルチューブ
トーフレ㈱ 可とう管　フレキシブルチューブ
東京変速機（株） 変・減速機
（株）東芝 デジタル・家電・パソコン
東芝産業機器システム（株） モーター・ギヤードモータ・コンプレッサー・インバータ
特殊ベアリング製造㈱ プレスベアリング・特殊ベアリング
ＴＯＨＯ（株） ブランマブロック
東洋ゴム工業（株） アブフレックスカップリング・防振ゴム
トーヨーカネツソリューションズ㈱ コンベア・バランサ　他
豊興工業（株） 油圧ポンプ・油圧ユニット・油圧機器
東洋機器興業㈱ 一般圧力計・特殊圧力計・グリセリン入圧力計・流量計
東洋測器㈱ ロードセル
（株）ＴＲＩＮＣ 静電気除去装置
東栄電機(株) サーボモータ・アンプ
東海ゴム工業(株) 高圧ホース・産業用防振ゴム
(株)東海精技 割筒カップリング
東京精密発條(株) スパイラルコンベア・スクリューカバー
(株)東京センサ テープスイッチ・マットスイッチ
(株)東京発条製作所 強力バネ・丸線コイルバネ
東芝テック(株) バーコードシステム・ラベルプリンタ
東拓工業(株) フレキシブルホース
東邦機械工業(株) パワーユニット・直角方向転換機
トックベアリング(株) 樹脂ベアリング・ロータリーダンパー
巴バルブ(株) バタフライバルブ
(株)東北車輪製造所 鋳物車輪、アングル台車
東プレ(株) エアードライヤー
東京理化器械(株) 真空ポンプ
東正車輪(株) 車輪、リフター
東静電機(株) 真空包装機
㈱東京精密 測定機器・三次元測定機
㈱東日製作所 トルクレンチ・トルク測定器
東洋リビング㈱ 防湿保温庫
トーヨーコーケン㈱ バラマン
十川産業㈱ ウレタンホース
トスマック㈱ マーキングマシンシステム
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

な内外ゴム㈱ ゴム継手
中村鉄工㈱ ステンレス溶接フランジ
㈱ナゴヤ ステンレスねじ込フランジ
㈱ナゴヤ ねじ込式可鍛鋳鉄管継手
㈱ナゴヤ スミコート継手
㈱ナゴヤ 水道用管端防食継手・パイプニップル・鉄ソケット
㈱ナゴヤ 製作品特殊寸法ニップル
南国フレキ工業㈱ 可とう管　フレキシブルチューブ
㈱ナカキン ロータリーポンプ・充填機
鍋屋バイテック㈱ マシンエレメンツ・ミニチュアカップリング
㈱南海精工所 ステンレスボールベアリング
ナイガイ(株) 汎用自動梱包機・自動製封函機
(株)永瀬工場 両つば車輪・クレーン用ロープ車輪
長堀工業(株) 配管・流体継手・クイックカップリング
(株)中村自工 ユニバーサルジョイント・熱交換機
(株)浪花製作所 産業用運搬車輪
ナブテスコ(株) 精密減速機
(株)ナベヤ 精密治具、精密マシンバイス
(株)ナベル 各種ジャバラ
南海工業(株) マシンキー
(株)南海精工所 ステンレスベアリング
(株)ナガワ プレハブハウス
(株)ナンシン プレス車輪
ナストーア(株) 溶接機、スポット溶接
㈱永井ゲージ製作所 ゲージ
㈱ナカオ はしご・作業台
仲精機㈱ ハンドプレス・エアーチャック
永塚工業㈱ 研磨布紙
（資）中根製作所 卓上ボール盤
長野計器㈱ 圧力計
㈱中村製作所 トルクレンチ

に 株式会社ニクニ カスケードポンプ
株式会社ニッチ チェンブロック
西垣ポンプ製造株式会社 ステンレスポンプ
西村電機株式会社 電動送風機
二幸送風機株式会社 各種送風機
日発ジャブスコ株式会社 ケミカルポンプ
日機装エイコー株式会社 モノフレックスポンプ
株式会社日本サーモエナー 各種ボイラー

ナ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

株式会社日本ジョイント ロータリージョイント
日鉄住金機工㈱ ステンレス溶接式継手・鋼管
日本クロイド工業 エリクロイドギア型・ロータリー型ポンプ
日本ターボ送風機 大型送風機
日本ヒーター株式会社 電気ヒーター
日本ピラー工業株式会社 各種パッキン
日本ブッシュ株式会社 真空ポンプ
株式会社浪華クリーナー製作所 自動油濾過器
㈱ニイクラ　 ノズル
日本計器㈱ 液面計
日本ボールバルブ㈱ ボールバルブ
日本ヴィクトリック㈱ 伸縮可とう継手
日本バルカー工業㈱ パッキン・シール材
日工（株） モジュラーベルトコンベア
日機電装㈱ リニア＆円盤サーボ・ACサーボモータ
ニチアス（株） フッ素製チューブ・フッ素製継手・各種パッキン
（株）ニッチ チェーンブロック・レバーホイスト・ジブクレーン
日本電産サーボ（株） ブラシ（付）DCモータ・ステッピングモータ・軸流ファン＆ブロア
日本特殊ベアリング（株） ボールライドテーブル・ボールスプライン
日本トムソン（株） リニアウェイ・リニアローラーウェイ・メカトロ・ボールブッシュ
（株）日本ピスコ チューブ・継手・真空機器
日本ホイスト（株） ホイスト・反転機
日本レグリ（株） 継手
（株）ニューマシン カップリング・流体継手
ニューマチック工業㈱ エアーシャフト・エキスパンダー
ニチレイマグネット(株) マグネットシート
(株)日近 Oリング、シールパッキン
(株)ニッサンキコー 各種自動包装機
日伸精機(株) 自動部品洗浄機、精密部品洗浄機
日新電機(株) 受変電設備、制御システム
(株)ニッセイ 歯車、ギアモータ
ニッタ(株) 搬送用ベルト、油空圧ホース・継手
日東工業(株) 盤用キャビネット、盤用熱交換器
日東電工(株) 包装用テープ、包装機器
日本ギア工業(株) ジャッキ・バルブアクチュエータ
日本エアーテック(株) クリーンエアーシステム機器
日本オイルポンプ(株) トロコイドポンプ、オーブマークモータ
日本スピンドル製造(株) クリーンルームシステム、浄化装置
日本精器(株) 空気圧機器、電磁弁、エアドライヤ
日本精工(株) ベアリング、ボールねじ、直動機器
日本セック(株) LED表示器、電光掲示板
日本電産シンポ(株) 減・変速機、フォースゲージ、回転計
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

日本電産トーソク(株) 精密ボールねじ、画像処理、測定機器
日本ピローブロック(株) 軸受けユニット
日本ベアリング(株) スライドブッシュ・ガイド、シャフト
(株)日本ミニチュアカップリング オルダムカップリング
(株)ニューエラー 空気圧機器、電源装置
ニューピグコーポレーション 油・液体・液体危険物吸収剤
ニルフィスクアドバンス(株) 真空掃除機、高圧洗浄機
(株)ニッケーコー ジャバラハウス、テント倉庫
(株)ニッチュー ショットブラスト
日本スプンドル製造(株) クーリングタワー、クリーンルーム
日本通酸(株) バランサー
日本ドライブイット(株) スタッド溶接
日工(株) ベルトコンベア、ミキサー
日伸精機(株) 洗浄機
日成ビルド工業(株) プレハブハウス
日東精工(株) パーツフィダー
日本エアーテック(株) クリーンルーム、クリーンブース
日本オイルポンプ(株) 油圧ポンプ
日本セック(株) 管理モニター
日本ドナルドソン(株) 集塵機、ヒュームコレクター
日本ヒーター(株) ヒーター、電熱機
日本ホイスト(株) ホイスト
日本精機(株) 各種エアー機器、ジェットクーラー
日本包装機械(株) 梱包機
日本無機(株) エアフィルター、フィルターユニット
(株)NIVAC クリーナー、集塵機
新潟精機㈱ 各種測定工具
㈱西田製作所 電動油圧工具
㈱日研工作所 ツーリング・CNC円テーブル
日鋼商事㈱ 各種加工機
日新被服㈱ 作業服
日東工器㈱ エアーツール・カプラ・アトラ
ニッポー㈱ タイムレコーダー
日本オートマチックマシン㈱ 卓上プレス
日本計測システム㈱ バネ試験機・トルク試験機
㈱ニホンゲンマ はんだ
日本ジービーシー㈱ ラミネーター・シュレッダー
日本スプリュー㈱ スプリュー
日本製紙クレシア㈱ 産業用紙ウエス
日本精密機械工作㈱ マイクログラインダー
㈱日本テクノエンジニアリング 金網肉盛溶接機
日本電産シバウラ㈱ 各種電動工具
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

日本ニューマチック工業㈱ エアーツール
仁礼工業㈱ 小型結束機

の (株)ノルトロックジャパン 緩み止めワッシャ

は パーカーエンジニアリング株式会社 塗装ブース
パナソニック電工リビング近畿株式会社 住宅設備機器
株式会社阪神フレキ製作所 シームレスチューブ
株式会社花塚製作所 ロータリーポンプ
株式会社八光 パイプヒーター
ハバジット日本(株) 樹脂ベルト・コンベアベルト
（株）バーテック セグメント連結ブラシ・Hpシステムブラシ・ヘリカルブラシ
バンノー精機（株） カミアイクラッチ・エアクラッチ・エアブレーキ
(株)ハーモニック・ドライブ・システムズ遊星減速機、アクチュエータ
ハイデンハイン(株) ロータリエンコーダ、磁気式センサ
(株)長谷川鉄工所 減・変速機
(株)ハタヤリミテッド コード・リール、チェーンカッター
(株)パトライト 表示灯、信号灯、回転灯、LED照明
パナソニック(株) ACサーボ・小形ギヤードモータ
パナソニック電工(株) 画像処理機器、PLC、リレー
(株)バルビス 高性能防鎮潤滑剤
ハンマーキャスター(株) 各種キャスター
(株)ハーモニックドライブシステムス ロータリアクチュエーター、光学スキャナ
(株)ハタリー精密 形綱用開先取り機
(株)橋本クロス 制御盤フィルター、油吸着機
(株)パーカーコーポレーション 熱風機
ハイテック精工(株) コンベア、マシンコンベア、ロータリーストッカー
バンドーエラストマー(株) ゴムマット
バンドー化学(株) コンベア用ベルト
花岡車輌(株) 運搬車、ダンディ台車
阪和化工機(株) 撹拌機
白洋産業(株) ヨド物置
パナソニック溶接システム(株) 溶接機
パスカル㈱ 油圧クランプ
長谷川工業㈱ アルミはしご・作業台
濱田プレス工芸㈱ 工具キャビネット

ひ ビーエフ工業㈱ バタフライバルブ・ダンパー
㈱日阪製作所 ボールバルブ・熱交換機
日立バルブ㈱ バルブ全般
東田空気圧縮機製作所 ルーツブロワ

ハ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

ピアブ・ジャパン（株） サクションカップ・バキュームポンプ
ヒロタカ精機（株） ニューマチックパワーシリンダ・スイングクランプ
(株)日立産機システム モータ、ギヤモータ、コンプレッサー、クレーン
平田機工(株) 産業用ロボット
兵神装備(株) 定量ポンプ、サニタリーポンプ
(株)ビグモント 多軸ダッチメント
日置電機㈱ 電気計測器
㈱ピカコーポレイション アルミはしご・作業台
日立ツール㈱ 超硬工具・エンドミル
㈱ビック・ツール ドリル研磨機

ふ フジ機械株式会社 水中攪拌機
株式会社富士製作所 ウインチ・ホイスト・プーラー
富士電機株式会社 インバーター・同期システム・モートル・計測機器
伏虎金属工業株式会社 ベーンポンプ
古河産機システムズ株式会社 スラリーポンプ
フジキン㈱ ニードルバルブ
フシマン㈱ 減圧弁・安全弁
古川工業㈱ 鋳鉄弁
㈱フジトク 高圧管継手・油圧用角フランジ
㈱フジトク くい込み式管継手
フェスト㈱ 空気圧機器
㈱ブイテック フェンデパーエアーバイブレーター
フォルボ・ジークリング・ジャパン（株）樹脂ベルト・コンベアベルト
不二ラテックス（株） ソフトアブソーバ・ロータリーダンパー
不二輸送機工業㈱ パレタイジングロボット・搬送システム
(株)ファインシンター 焼結ベント、油圧機器製品
ファインマシーンカタオカ(株) 産業用洗浄機、乾燥機
(株)不二越 ベアリング、油圧機器、産業用ロボット
(株)富士コンプレッサー製作所 各種エアコンプレッサー
(株)富士製作所 樹脂ローラ、プレスベアリング
(株)冨士精密 緩め止めナット
(株)フジタ マグネット、マグネット応用機器
富士電機機器制御(株) 制御機器、安全機器
富士古河E&C(株) 建設設備の設計・施工、空調機器
双葉電子工業(株) 金型用プレート(プレシジョンプレート)
(株)フリーベアコーポレーション ボールトランスファー、免震関連機器
(株)ブリヂストン 空気圧ホルダー、ホース、防振ゴム
文化シヤッター(株) 各種シャッター
(株)フクハラ ドレン処理器
(株二葉製作所 チェンブロック、チェンレバー
(株)不二精機製造所 破砕機
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

(株)富士製作所 プーラー、ウィンチ
(株)フジテック ネジ締め機
フコク(株) バキュームリフト、小型開先取機
富士電機システムズ(株) モーター、インバーター
(株)ブル・アンド・ベア 防音ペダル
フルタ電機(株) 送風機、ルーフファン、エアブロー
富士機械商事(株) 高所作業台
扶桑金属工業(株) 棚
藤井電工㈱ 各種安全帯
富士インパルス㈱ ビニール溶接機
不二空機㈱ エアツール・エアﾓｰﾀｰ
㈱藤田製作所 ドリル研磨機・精密測定
フジ矢㈱ 作業工具
二村機器㈱ ローリングセンター
フナソー㈱ 金属切断用鉄工帯鋸
古河電気工業 ワイヤ放電加工用電極線
㈱フルプラ ジェットオイラー

へ ベルポニー株式会社 ウォーム減速機
平和バルブ工業㈱ Y型タンクバルブ
㈱ベン 減圧弁・安全弁
㈱ベンカン・ジャパン ステンレス溶接式継手（シームレス品）
平和テクニカ㈱ 精密切断機
ベクトリックス㈱ 無線測定器
㈱ベッセル ドライバー・エアドライバー・静電除去装置

ほ 北越工業株式会社 エアコンプレッサー
本多機工株式会社 ステンレスポンプ
本田技研工業株式会社 各種発電機
㈱北斗 インラインヒーター
ホソカワミクロン（株） 濾過式集塵機・小型集塵機・ミストコレクタ
ボッシュ・レックスロス（株） アルミフレームモジュール
（株）堀内機械 油圧シリンダ
本多電子（株） 超音波洗浄機・超音波センサ・超音波霧化消臭装置
(株)ホーセイ スライド機構製品、小型工作機
ホクショー(株) 垂直搬送機、仕分け搬送機
北陽電機(株) 光データ伝送装置、センサ、カウンタ
(株)ホーライ 破砕、粉砕機
(株)本宏製作所 イージーコンテナ華荷カゴ
北越工業(株) コンプレッサー
ボッシュ㈱ 電動工具
ホーザン㈱ クリーンブース
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

豊和工業㈱ ロッドレスシリンダー・チャック

ま株式会社マグ グラスウール
㈱マサダ製作所 油圧ジャッキ
株式会社ミツヤ送風機製作所 各種送風機
株式会社丸山製作所 ベースレスポンプ
株式会社松田ポンプ製作所 ケミカルポンプ
㈱牧村製作所 鋳鋼弁・鍛鋼弁
（株）マイティ カップリング・ユニバーサルジョイント・クラッチ・トルクリミター
㈱マキテック 駆動ローラ・ベルトコンベア・グラビティコンベア
(株)マキタ 電動工具
(株)マキノ 粉砕機、ろ過機、乾燥機
(株)マコメ研究所 磁気センサ・スケール・スイッチ
マックスプル工業(株) 電動・手動ウィンチ
(株)丸八ポンプ製作所 ステンレス製渦巻ポンプ、各種ポンプ
マルヤス機械(株) コンベア・搬送機器
(株)マキシンコー 減速機、ストッカー
マイト工業(株) バッテリー、溶接機、計測器
マルヤマエクセル(株) 自動消火装置・高圧洗浄機
増田精機(株) 各種フィルター
㈱マイゾックス 測定機
前田金属工業㈱ 作業工具
㈱前田シェルサービス ドライフィルター
㈱マグネスケール スケール
マックス㈱ テープワープロ
㈱松田精機 ベーダーマシン
㈱マルディ スパナ・搭載工具セット
萬世興業㈱ ワイヤ放電加工用電極線

み 三浦工業(株) 各種ボイラー・高粘度液輸送ポンプ
㈱ミヤワキ スチームトラップ
三菱電機（株） ギヤード・モーター・クラッチ・ブレーキ・インバータ・シーケンサ
三ツ星ベルト（株） タイミングベルト・プーリ・Vベルト・ウェッジ・樹脂ベルト・カップリング
南口精工㈱ 軸受用アダプタ・取外しスリーブ・ナットワッシャ
㈱妙徳 コンバム・バキュームパッド
三木プーリ(株) 無断変速機、電磁クラッチ、カップリング
三井精機工業(株) スクリューコンプレッサ
(株)三尾製作所 油圧シリンダー、各種油圧機器
三菱樹脂(株) プラスチッツクコンテナ・パレット
(株)緑測器 ポテンショメータ、変位センサ
ミネベア(株) ベアリング、ファンモータ、ロードセル

マ行
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会社名 取り扱い品目

取引先一覧

ミヤケAB(株) エアバランサ、ハンドクレーン
三宅工業(株) パレットハンガー、コイルハンガー
(株)三好キカイ ユニバーサルジョイント
(株)三好パイジョン パイジョン、3次元ブラケット
未来工業(株) 電気設備資材、管材
(株)三鷹工業所 加工液、クーラント処理装置
ミカド機器販売(株) エアープレス、ヒータープレス
ミヅシマ工業(株) マット、スノコ、ベンチ
ミヤチテクノス(株) YAGレーザー、レーザーマーカー
三笠建設機械(株) バイブレーター
三宅工業(株) パレットハンガー
三木ネツレン㈱ クランプ
㈱ミツトヨ スモールツール・各種測定機
三菱マテリアルツールズ㈱ エンドミル・ドリル
㈱美濃工業 位置決め加工機
ミヤツ工業㈱ 焼却炉

む 株式会社武藤電機 ターボブロワ
村部フランジ㈱ 鉄板フランジ・鍛造フランジ
（株）ムラコシ 集塵機・ブロワ・ミストコレクター・廃缶プレス機
武蔵オイルシール工業(株) オイルシール、Oリング
村田精工(株) パーツフィダー
㈱ムトーエンジニアリング デジカラー
㈱ムラキ 超硬バー
ムラテックKDS㈱ メジャー
室本鉄工㈱ エアニッパー

め 名東化工機株式会社 定量ポンプ
明興金属工業㈱ アングル棚・中重量ラック・スチール事務機
(株)メイキコウ シザーリフト、コンベヤ
(株)明光商会 シュレッダー
(株)メックインターナショナル 油水分離装置、浮上油回収装置
(株)メトロール 高精度タッチセンサ
(株)メレック ステッピングモータ・関連コントローラ
(株)明治機械製作所 コンプレッサー、スプレーガン、エアダスター
㈱メカニクス ミニ旋盤・フライス

もモリ工業㈱ ステンレス鋼管
(株)モリテックス LED照明、CCDマイクロスコープ
森本精密シャフト(株) シャフト、ボールネジ、台形ねじ
(株)もちひこ テントハウス、ジャバラハウス
㈱モトユキ チップソー
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㈱盛光 金型鈑金用工具

や 株式会社ヤガミ バンドヒーター
安永エアポンプ株式会社 ロータリーブロワ
㈱山本鉄工所 鉄板フランジ・鍛造フランジ
山金工業（株） ワークテーブル・ワゴン＆キャビネット・ラック
(株)安川電機 インバータ、サーボモータ
山川エンジニアリング(株) パレットストレッチ包装機
山崎産業(株) 清掃機器、環境保全用機器
(株)ヤマサン 窯化シャフト
(株)山武 センサ、スイッチ、計装用制御機器
大和製衡(株) 各種はかり
(株)山本製作所 発泡スチロール、減容器
ヤマトインダストリー(株) コンビテーナー、スルーテーナー
ヤマハ発動機(株) ロボット
大和製衝(株) ハカリ
矢崎化工(株) プラスチックパイプシステム
ヤエス軽工業㈱ テープディスペンサー
柳瀬㈱ 研削研磨工具
㈱ヤマダコーポレーション グリスガン・ダイヤフラムポンプ
山田電機㈱ 電気炉
山田マシンツール㈱ 刻印機器
やまびこ産業機械㈱ エンジン発電機・ウェルダー

ゆ ユニオンツール（株） 直線クロスドローラーガイド・ローラーテーブル
ユニバーサル工業（株） プラスチックベルト・ワーヤーベルト
(株)ユーエイキャスター 各種キャスター
友信(株) 一般産業用ディスクブレーキ
(株)ユタニ エアーナットランナー
油研工業(株) 減容プレス
㈱ユーエイキャスター 各種キャスター
ユーゲル化学工業㈱ 手洗いせっけん
ユキワ精工㈱ ドリルチャック・ツーリング

よ株式会社横田製作所 耐蝕スラリーポンプ
㈱ヨシタケ 減圧弁・安全弁
㈱吉年 ステンレスねじ込継手・水道用管端防食継手等
（株）ヨドノ ゴム車輪・ウレタン車輪・空気入車輪・トピックフィルター・台車
㈱LED　BANK 大型LED照明・LED投光器・LEDダウンライト
淀川ヒューテック(株) 淀川ヒューテック
横河サーテック 小型ACモータ

ヤ行
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淀川電機製作所 送風機・集塵機

ら(株)ライオン事務器 事務所用備品、棚
(株)ラインワークス 大型ポミッショナー
(株)ラクソー コンターマシン

り流体工業㈱ 流量計
理研機器(株) 超高圧油圧機器
リンテック(株) ラベリングマシン、包装用テープ
リス(株) プラスチックコンテナ、分別容器
リオン㈱ 各種計測器
㈱理研計測器製作所 各種計測器
リョービ販売㈱ 各種電動工具
㈱リングスター 工具箱

れ レクサス㈱ スピンドル
㈱レヂトン 切断砥石

ろロック(株) 封函機、製函機
(株)ロジカル パレットラック
㈱ロブテックス 作業工具・ダイヤモンド工具

わ ワシノ機器㈱ サイトグラス・ストレーナー
(株)ワールドケミカル ケミカルポンプ、浮上油回収装置
YHT ねじ、ボルト、ナット
(株)ワイエム油圧 油圧ユニット
(株)ワコーパレット 台車、ネスティングボックス
(株)ワンウィル バキュームリフト
ワイエス工機(株) コンターマシン
ワタベ産業(株) リフト、ラックリフター
ＹＭＺ 卓上シーラー

ををくだ屋技研 リフター、小型油圧運搬機器

ワ行

ラ行


