
加入員事業所一覧（2022/11/11現在　579社　県別表示）
都道府県 事業所名 所在地
愛知県 （株）品川製作所 あま市

（有）西堀工業所 あま市
三鷹金属工業（株） あま市
（株）名醸社 あま市
(株)美和製作所 あま市
美和産業(株) あま市
進興金属工業（株） みよし市
(株)鰐部製作所 みよし市
（株）ナリタテック みよし市
岡田製罐工業（株） 愛西市
佐藤鉄工所 愛西市
鈴木製缶（株） 愛西市
(有)サンメカトロパーツ 愛西市
チヨダ工業（株） 愛知郡東郷町
(株)ヤマヂ精密 愛知郡東郷町
(株)松島 愛知郡東郷町
(株)山田工業所 愛知郡東郷町
アツタ起業（株） 愛知郡東郷町
（株）ニチアロイ 安城市
(株)浅賀井製作所 安城市
エィ・エス機工(株) 安城市
三研工業(株) 安城市
ユタカ工業（株） 安城市
（株）メタルヒート 安城市
（株）油伝商店 一宮市
奥井鉄工（株） 一宮市
神戸産業（株） 一宮市
（有）梶田機械工業 一宮市
（株）小早川製作所 一宮市
（株）豊田商会 一宮市
中村インダストリ（株） 一宮市
（有）ﾆｯｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 一宮市
（株）スギイマシナリィ 稲沢市
（株）荻本商店 稲沢市
（株）東名 稲沢市
（株）イズミ機械 岡崎市
宇野鉄工所 岡崎市
永宏電機工業（株） 岡崎市
岡崎金型工業（株） 岡崎市
（株）オチアイネクサス 岡崎市
（有）岡杉巧作所 岡崎市
（株）岡田鉄工所 岡崎市
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愛知県 （株）片岡機械製作所 岡崎市
（株）共立製機所 岡崎市
（株）クラタ産業 岡崎市
（株）小島鉄工所 岡崎市
サカエ工業（株） 岡崎市
（株）芝岡製作所 岡崎市
（株）銅辰製作所 岡崎市
（株）豊岡工業製作所 岡崎市
中野製作所(株) 岡崎市
日東製罐（株） 岡崎市
（株）橋本鉄工所 岡崎市
（株）原田製作所 岡崎市
富士ファイン（株） 岡崎市
（有）福田鉄工所 岡崎市
ＭＡＲＵＥＩ（株） 岡崎市
三河工業（株） 岡崎市
中野光精密（有） 岡崎市
豊岡ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 岡崎市
（株）アイザワ 岡崎市
（株）新美利一鉄工所 岡崎市
日東製罐販売（株） 岡崎市
葵巧研有限会社 岡崎市
(株)東海機械製作所 岡崎市
(株)豊岡販売 岡崎市
(株)豊岡オリジナル 岡崎市
東陽ＩＤＤセンター（株） 岡崎市
(株)ユーテック 岡崎市
丸栄ニューウェーブ(株) 岡崎市
(株)テックトヨオカ 岡崎市
(株)トヨオカグループ本社 岡崎市
（株）ＣＨＥｅＶＥ 岡崎市
（株）レーザーサクセス 岡崎市
ＭＡＲＵＥＩホールディングス（株） 岡崎市
（株）飯田製作所 海部郡蟹江町
（株）近藤機械製作所 海部郡蟹江町
(株)近藤熔接 海部郡蟹江町
ニッシンテクニス（株） 海部郡蟹江町
（株）トタニ合金 海部郡蟹江町
（株）コバテック 額田郡幸田町
（株）フタバ須美 額田郡幸田町
（株）アオイ 額田郡幸田町
（株）エアウィーヴ 額田郡幸田町
金星工業(株) 額田郡幸田町
（株）中村精機須美製作所 額田郡幸田町
（株）大須賀鉄工 蒲郡市
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愛知県 （株）近藤製作所 蒲郡市
（株）竹浜製作所 蒲郡市
（有）中部精機製作所 蒲郡市
（株）天伯 蒲郡市
中村精機（株） 蒲郡市
（株）豊昭鉄工所 蒲郡市
蒲郡鉄工会 蒲郡市
富士機工オートテック東海（株） 蒲郡市
(株)近藤鐵工所 蒲郡市
（株）豊昭ホールディングス 蒲郡市
飯島精密工業（株） 蒲郡市
池田工業（株） 刈谷市
（株）オジマ 刈谷市
（株）小垣江鉄工所 刈谷市
（株）サーテックカリヤ 刈谷市
加藤精工（株） 刈谷市
刈谷機械工業協同組合 刈谷市
（株）小林鉄工所 刈谷市
（株）コーリツ 刈谷市
（株）三光製作所 刈谷市
（株）精伸工業 刈谷市
竹内精器（株） 刈谷市
（株）東陽 刈谷市
日進精機（株） 刈谷市
（株）マインツ 刈谷市
（株）三浦工業所 刈谷市
（株）山形製作所 刈谷市
山崎工業（株） 刈谷市
（資）大幸製作所 刈谷市
(株)旭工業所 刈谷市
(株)テクノアサヒ 刈谷市
太田商事(株) 刈谷市
（株）タケダ 刈谷市
（株）テルミック 刈谷市
中部鉄工（有） 刈谷市
日高工業（株） 刈谷市
（株）タケダ 刈谷市
眞和興業（株） 江南市
ＫＴＸ（株） 江南市
大曽根機械（株） 春日井市
若葉工業（株） 春日井市
（株）桜田機械製作所 春日井市
(株)コンテック 春日井市
(株)コンテックフォーユー 春日井市
大日工業(株) 春日井市
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愛知県 旭産業(株) 春日井市
（株）加藤機械製作所 小牧市
（株）協栄製作所 小牧市
コサカ精工（株） 小牧市
（株）中村 小牧市
（株）メタルテック 小牧市
(株)富士精機 小牧市
(株)富士精機販売 小牧市
(株)大京化学 小牧市
丸菱工業（株） 小牧市
(株)三洋電機製作所 小牧市
鍛治島工業（株） 常滑市
共栄金属（株） 常滑市
（株）ＧＯＴＯ 常滑市
（有）ｂ－Ｃｏｍ 常滑市
（有）榊原工業所 常滑市
（有）中村鉄工所 常滑市
二村板金工業（有） 常滑市
（株）マキノ 常滑市
（資）山立工料店 常滑市
（有）ヤマヤ 常滑市
（資）山本鉄工所 常滑市
（株）牧野商事 常滑市
イクセ工業(株) 常滑市
（株）相原製作所 新城市
（株）アンスコ 瀬戸市
（資）柳田鉄工所 瀬戸市
小笠原鉄工（株） 清須市
（株）加藤製作所 清須市
新川精機（株） 清須市
大和精工（株） 清須市
（株）中京工作所 清須市
（株）和田製作所 清須市
和田助人（株） 清須市
（有）愛晃 西尾市
朝日精密工業（株） 西尾市
稲垣工業（株） 西尾市
（株）イナモク 西尾市
（株）稲垣金型製作所 西尾市
（株）石川製作所 西尾市
犬塚鉄工（株） 西尾市
岩瀬鉄工（株） 西尾市
（株）稲垣製作所 西尾市
（株）石川鉄工所 西尾市
石橋鉄工（株） 西尾市
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愛知県 エムエス工業（株） 西尾市
大河内鉄工（株） 西尾市
（株）小川製作所 西尾市
河合テック（株） 西尾市
鍛治賢工業（株） 西尾市
ギヤーエス工業（株） 西尾市
後藤鉄工（株） 西尾市
阪部工業（株） 西尾市
坂部鉄工（株） 西尾市
（株）大成製作所 西尾市
（有）外山製作所 西尾市
永田鉄工（株） 西尾市
中根鉄工（株） 西尾市
（株）中村鉄工所 西尾市
（有）中根製作所 西尾市
（株）西尾工機製作所 西尾市
古居製作所 西尾市
メイティックス（株） 西尾市
（株）松田製作所 西尾市
（株）松江鉄工所 西尾市
吉田鉄工（株） 西尾市
（株）キンテック 西尾市
渡辺精工（株） 西尾市
（株）イナガキ精工 西尾市
（株）アイジツ 西尾市
セントラルキヤン（株） 西尾市
(株)光南 西尾市
朝日理化(株) 西尾市
（資）三和製作所 大府市
（株）首藤鉄工所 大府市
千代田工業（株） 大府市
（株）名張製作所 大府市
日本高圧電気（株） 大府市
光工業（株） 大府市
（株）扶桑製作所 大府市
（株）名張ホールディングス 大府市
（株）ワークアップアサクラ 大府市
（有） ビーテック 大府市
協和工業(株) 大府市
信正鋼材(株) 大府市
（株）半谷製作所 大府市
(株)名張エンジニアリング 大府市
（株）東海理機 大府市
（株）富士プレス 大府市
（株）村金 丹羽郡大口町
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愛知県 （株）ハヤカワマシナリー 丹羽郡扶桑町
中野工業（株） 知多郡阿久比町
（資）都築精機工業所 知多郡東浦町
内海鍛造（株） 知多郡美浜町
（株）コデラダイナックス 知多郡武豊町
（株）竹内鐵工所 知多郡武豊町
中部高周波工業（株） 知多郡武豊町
（株）山下工作所 知多郡武豊町
八幡工業（有） 知多市
（有）大澤製作所 知多市
（株）アンドソー 津島市
（株）葵精工 津島市
（株）大川製作所 津島市
（有）三和鉄工所 津島市
（株）鈴信鉄工所 津島市
（株）巴工業所 津島市
（株）マウンテック 津島市
（株）葵サービステクノ 津島市
（株）山大鉄工所 田原市
渡辺機開工業（株） 田原市
愛巧ヘラ押工業（株） 東海市
（株）蟹江製作所 東海市
（株）鈴木鉄工所 東海市
荒川工業（株） 日進市
日進省力機工業（株） 日進市
（株）オザワ 半田市
（有）鈴木製作所 半田市
大栄技研工業（株） 半田市
竹内ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 半田市
土平鋳工（株） 半田市
長坂産業（株） 半田市
（有）湊工機 半田市
マテック(株) 半田市
加藤謙鉄工（株） 碧南市
古久根鉄工（株） 碧南市
（株）榊原製作所 碧南市
（株）正和鉄工所 碧南市
外山精機工業（株） 碧南市
長崎ジャッキ（株） 碧南市
（株）平岩鉄工所 碧南市
（有）山本鉄工所 碧南市
（株）五十鈴製作所 碧南市
寿産業（株） 碧南市
成田工業（株） 碧南市
アダチ鋼材（株） 豊橋市
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愛知県 （有）クニイチ 豊橋市
佐藤精工（株） 豊橋市
新東工業（有） 豊橋市
（有）杉浦機械製作所 豊橋市
杉浦工業（株） 豊橋市
（株）第一林製作所 豊橋市
タサキ溶材商事（株） 豊橋市
貴城精工（株） 豊橋市
高津精工（株） 豊橋市
豊英（株） 豊橋市
（有）寺部鉄工所 豊橋市
豊橋鍍金工業（株） 豊橋市
（有）長井鋳造所 豊橋市
（株）ハヤシ鋳造所 豊橋市
（株）福井製作所 豊橋市
（株）フタキ 豊橋市
（株）美加和製作所 豊橋市
(株)不二プレシジョン 豊橋市
イケダ興業（有） 豊橋市
豊国工業（株） 豊橋市
豊国エンジニアリング（株） 豊橋市
（株）豊田鉄工 豊橋市
(株)扶桑マシンツールズ 豊橋市
（有）岩瀬鋳造所 豊川市
（株）加藤製作所 豊川市
（株）加納製作所 豊川市
（株）瀬川鉄工所 豊川市
中部工業（株） 豊川市
（有）豊川歯車製作所 豊川市
永田鉄工（株） 豊川市
（株）中村精機音羽製作所 豊川市
日本トレクス(株) 豊川市
中日精工(株) 豊川市
(株)共栄社 豊川市
(株)トヨテック 豊川市
(株)ジュコー 豊川市
(株)オミクロン 豊川市
(株)嶋田鉄工所 豊川市
新日工業（株） 豊川市
協和工業（株） 豊川市
（株）丸上製作所 豊川市
（株）アラキ製作所 豊田市
（株）アイサク 豊田市
浅井鉄工（株） 豊田市
イマノ自動車（株） 豊田市
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愛知県 （株）市川鉄工所 豊田市
（株）池田工作所 豊田市
市川プレス工業（株） 豊田市
（株）小野建設 豊田市
奥田工業（株） 豊田市
（株）岡田工業 豊田市
金谷工業（株） 豊田市
刈鈑工業（株） 豊田市
（株）北川製作所 豊田市
鬼頭工業（株） 豊田市
（株）協栄ホーニング 豊田市
近藤工業（株） 豊田市
佐藤工業（株） 豊田市
佐野工業（株） 豊田市
清水工業（株） 豊田市
新和精工（株） 豊田市
（株）白川電機製作所 豊田市
（株）鈴木金属製作所 豊田市
鈴木工業（株） 豊田市
第一電機測器（株） 豊田市
（株）たいへい 豊田市
東海鉄工（株） 豊田市
東豊工業（株） 豊田市
東洋工業（株） 豊田市
豊田精工（株） 豊田市
豊田プレス工業（株） 豊田市
東陽精機（株） 豊田市
豊田市鉄工団地（協組） 豊田市
ティーティーケー（株） 豊田市
（協組）豊田市鉄工会 豊田市
（資）ニッポンボデー 豊田市
（株）丹羽鉄工所 豊田市
エス・ティ・エス（株） 豊田市
松美工業（株） 豊田市
丸和金属工業（株） 豊田市
（株）三豊 豊田市
（株）三ツ矢鉄工所 豊田市
明和工業（株） 豊田市
（株）八木製作所 豊田市
矢作産業（株） 豊田市
（株）ヤマコー 豊田市
横山興業（株） 豊田市
菱栄工機（株） 豊田市
東陽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 豊田市
服部ダイカスト工業（株） 豊田市
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愛知県 岡矢産業（株） 豊田市
豊栄技研工業（株） 豊田市
東豊物産（株） 豊田市
(有)エヌエスティ 豊田市
西垣工業(株) 豊田市
(株)ヤマイチ 豊田市
(有)エスビーメタル 豊田市
加茂精工(株) 豊田市
豊大工業(株) 豊田市
（有）オーテック 豊田市
ケイエスケイコーポレーション（有） 豊田市
(株)鬼頭精器製作所 豊田市
(株)タイメイ 豊田市
エムエムファクトリー(株) 豊田市
コムコグループ(株) 豊田市
コムコ(株) 豊田市
第一設備工業(株) 豊田市
（株）メイワ 豊田市
丸栄豊田(株) 豊田市
ヤハギ貿易(株) 豊田市
リョーエイ（株） 豊田市
(株)ミヅホ製作所 豊明市
（有）野田工業製作所 北名古屋市
（株）フジキカイ 北名古屋市
（株）ヤハタホールディングス 北名古屋市
(株)ヤハタロジコム 北名古屋市
(株)三技 北名古屋市
(株)八幡ねじ 北名古屋市
（株）森創 北名古屋市
（株）愛知工業所 名古屋市港区
（株）川原鉄工所 名古屋市港区
小西商事（株） 名古屋市港区
杉江精機（株） 名古屋市港区
タケウチテクノ（株） 名古屋市港区
田中勝鉄工（有） 名古屋市港区
司精鋼（株） 名古屋市港区
東邦金属熱錬工業（株） 名古屋市港区
（株）日本機械製作所 名古屋市港区
服部工業（株） 名古屋市港区
ビユーテー（株） 名古屋市港区
不二精工（株） 名古屋市港区
マルキ工業（株） 名古屋市港区
カービュウティシャン（株） 名古屋市港区
(株)創円 名古屋市港区
竹内商事(株) 名古屋市港区
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愛知県 （株）高津製作所 名古屋市港区
（株）東邦大信 名古屋市港区
（有）木村製作所 名古屋市守山区
（株）芝テクノ 名古屋市守山区
（株）大東工作所 名古屋市守山区
(株)プレッシオ 名古屋市守山区
（株）東陽機械製作所 名古屋市守山区
(株)フタバ 名古屋市守山区
（株）日乃出製作所 名古屋市昭和区
（株）吉野製作所 名古屋市昭和区
（有）近藤鉄工所 名古屋市瑞穂区
（資）鈴木鉄工所 名古屋市瑞穂区
中部精工（株） 名古屋市瑞穂区
（株）柘植製作所 名古屋市瑞穂区
東洋チンローラー（株） 名古屋市瑞穂区
（株）ＮＹ 名古屋市瑞穂区
ミズホギヤ株式会社 名古屋市瑞穂区
（資）村松鉄工所 名古屋市瑞穂区
(株)興和工業所 名古屋市瑞穂区
エイベックス(株) 名古屋市瑞穂区
ワイクリード(株) 名古屋市瑞穂区
富士精工(株) 名古屋市瑞穂区
三研工業(株)名古屋工場 名古屋市瑞穂区
（株）榎本ハガネ 名古屋市西区
児玉興業（株） 名古屋市西区
（株）柴田製作所 名古屋市西区
（株）戸田製作所 名古屋市西区
（株）日鐵商会 名古屋市西区
（株）長谷川鉄工所 名古屋市西区
（株）マイクロリンク 名古屋市西区
（株）榎村鉄工所 名古屋市千種区
大幸工業（株） 名古屋市千種区
井上電設（株） 名古屋市中区
（株）真興製作所 名古屋市中区
（株）ベルテクノ 名古屋市中区
（株）田中工作所 名古屋市中区
矢島技研（株） 名古屋市中区
シンクレイヤ(株) 名古屋市中区
ケーブルシステム建設(株) 名古屋市中区
(株)ＢＴホールディング 名古屋市中区
エムジーホールディングス(株) 名古屋市中区
荒川鉄工（株） 名古屋市中川区
愛知ドビー（株） 名古屋市中川区
（有）飯田鉄工所 名古屋市中川区
（株）遠藤製作所 名古屋市中川区
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愛知県 （株）北沢製作所 名古屋市中川区
（株）サカエポンプ製作所 名古屋市中川区
住田鉄工（株） 名古屋市中川区
（株）ヤマト 名古屋市中川区
デルタ工業（株） 名古屋市中川区
東邦工業（株） 名古屋市中川区
中野ハガネ（株） 名古屋市中川区
（有）中山鉄工所 名古屋市中川区
（株）中川機械製作所 名古屋市中川区
（株）服部鉄工所 名古屋市中川区
（株）フジチュウ 名古屋市中川区
（株）三宅川鉄工所 名古屋市中川区
（株）森鉄工所 名古屋市中川区
（株）山田製作所 名古屋市中川区
輪栄自動車（株） 名古屋市中川区
（有）渡辺鉄工所 名古屋市中川区
名古屋中川鉄工協同組合 名古屋市中川区
（株）村上製作所 名古屋市中川区
（有）テイ・エムシステム 名古屋市中川区
津田工業（株） 名古屋市中川区
浅井工業（株） 名古屋市中川区
愛鉄連健康保険組合 名古屋市中村区
近藤金属工業（株） 名古屋市中村区
（株）酒井製作所 名古屋市中村区
（株）島内製作所 名古屋市中村区
ナゴヤ西部機械（協組） 名古屋市中村区
（資）名上鈑金工業所 名古屋市中村区
（一社）愛知県鉄工連合会 名古屋市中村区
（株）フジパックシステム 名古屋市中村区
アイ企業年金基金 名古屋市中村区
(株)フジマシンフィット 名古屋市中村区
（株）春日井製作所 名古屋市天白区
御崎コンベヤー（株） 名古屋市天白区
（株）サクラ 名古屋市天白区
（株）竹田鉄工場 名古屋市東区
（株）ＬＵＦＴホールディングス 名古屋市東区
岡田工業（株） 名古屋市南区
笠寺工業（株） 名古屋市南区
（有）北井鉄工所 名古屋市南区
久米工業（株） 名古屋市南区
黒田精工（株） 名古屋市南区
（株）国光社 名古屋市南区
サカエ工業（株） 名古屋市南区
三和工業（株） 名古屋市南区
新郊パイプ工業（株） 名古屋市南区
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愛知県 高広工業（株） 名古屋市南区
（株）永井鉄工所 名古屋市南区
名古屋ﾒﾀﾘｺﾝ工業（株） 名古屋市南区
（株）南部製作所 名古屋市南区
（株）ナゴヤギア 名古屋市南区
（株）日興 名古屋市南区
（株）平松製作所 名古屋市南区
不二精密工業（株） 名古屋市南区
名東歯車（株） 名古屋市南区
（株）明治機械製作所 名古屋市南区
（株）名濃 名古屋市南区
（株）名南精密製作所 名古屋市南区
（株）山下製作所 名古屋市南区
（株）ジャテックス 名古屋市南区
三共鋼業(株) 名古屋市南区
豊中工業(株) 名古屋市南区
サンコナミ(有) 名古屋市南区
玉野化成(株) 名古屋市南区
（株）三宅精機 名古屋市南区
ワシノ機器(株) 名古屋市南区
(有)三幸 名古屋市南区
久米産業（株） 名古屋市南区
テクノホライゾン（株） 名古屋市南区
井上自動車工業（株） 名古屋市南区
（株）ファインシステム 名古屋市南区
（株）荒川製作所 名古屋市熱田区
（株）テイサク 名古屋市熱田区
トモヱ工業（株） 名古屋市熱田区
（株）ヒヨシ 名古屋市熱田区
和乃工業(株) 名古屋市熱田区
(株)ハラタ 名古屋市熱田区
アサダ（株） 名古屋市北区
木下精密工業（株） 名古屋市北区
ムツミ工業（株） 名古屋市北区
（株）森製作所 名古屋市北区
名古屋東部鉄工（協組） 名古屋市北区
(株)ノースランド 名古屋市北区
日本ぱちんこ部品(株) 名古屋市名東区
中部コスモシステム(株) 名古屋市名東区
加藤金型（有） 名古屋市緑区
柏工業（株） 名古屋市緑区
（有）加藤鉄工所 名古屋市緑区
久野金属工業（株） 名古屋市緑区
（株）清水鐵工所 名古屋市緑区
鈴豊精鋼（株） 名古屋市緑区
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愛知県 鈴秀工業（株） 名古屋市緑区
三徳製機（株） 名古屋市緑区
（有）山口鈑金工業 名古屋市緑区
浜田工機（株） 名古屋市緑区
東海精密ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 名古屋市緑区
(株)アルナコーポレーション 名古屋市緑区
(株)ユーシンテクノ 名古屋市緑区
佐久間特殊鋼(株) 名古屋市緑区
（株）ＳＧホールディングス 名古屋市緑区
（株）アルマックス 名古屋市緑区
（株）竹入製作所 弥富市
（株）ハアーモニー 弥富市
（株）エムエムアイ 弥富市
盟和精工（株） 弥富市
東洋ハアーモニー商事(株) 弥富市
（株）エアロ 弥富市
（株）エアロスマート 弥富市

三重県 (株)メタルクリエイト 桑名市
桑名エンヂニアリングプラスチック（株） 桑名市
マツミ工機（株） 三重郡菰野町
（株）スギヤマ 三重県桑名郡木曽岬町
（株）イワヰ 三重県津市
アサダ第一精工(株) 松阪市
（株）ＴＯＹＯ三重 津市

岐阜県 各務原航空機器（株） 各務原市
東海理研(株) 関市
理研エンジニアリング（株） 関市
（株）ベルキッチン 瑞浪市
名北工業（株） 美濃加茂市

静岡県 アポロ精工（株） 静岡県御殿場市
長野県 （株）アイテクノ矢嶋 長野市
栃木県 トヨナカ栃木(株) 栃木県

（株）日本海メディカル 栃木県大田原市
千葉県 （株）市川ソフトラボラトリー 千葉県千葉市美浜区

（株）アド・サイエンス 千葉県船橋市
東京都 （株）エルモケイグランデ 東京都千代田区

ＳＫＯＳ(株) 東京都中央区
大阪府 タツミ化成(株) 四條畷市

(株)植田鉄工所 大阪市西淀川区
岡山県 (株)メタルテック岡山事業所 岡山市東区
愛媛県 アインド（株） 愛媛県西条市
大分県 (株)トヨテック大分 大分県杵築市
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