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会 員 情 報 集
しが新産業創造ネットワーク



は  じ  め  に

　「しが新産業創造ネットワーク」は、「モノづくり基盤技術」およ

び「環境」の分野における研究開発や新事業創出に意欲的な企

業、大学、研究機関など、220の会員により構成され、マッチング

フォーラムや研究会等の開催、情報発信、個別訪問など、活力あ

る高度ものづくり産業の創出を目指して、精力的な取り組みを

行っています。

　その取り組みの一環として、このたび「しが新産業創造ネット

ワーク」の会員企業の強みやコア技術などをとりまとめた「会員

情報集」を改訂しました。

　是非、ご一読いただき、ご興味がある技術などがあれば、お気

軽に滋賀県産業支援プラザまたは各企業へお問い合わせいた

だければ幸いです。

平成29年3月
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㈱アートプラン

㈱I.S.T

㈱アイゼン

㈱アオヤマエコシステム

安曇川電子工業㈱

㈱アヤハエンジニアリング

㈲石田鋳造所

㈱伊吹機械

㈱イマック

岩谷化学工業㈱

㈲ヴァンテック

㈲ウェジコ

㈲エコ＆エンジニアリング

㈱エコシスネットワーク

近江電子工業㈱

㈱近江物産

㈱オー・エス・ケー

㈱大木工藝

大久保精工㈱

大塚産業マテリアル㈱

Auto-IDフロンティア㈱

㈱オーミック

オプテックス㈱

㈲オプトセラミックス

㈱オリエントマイクロウエーブ

化研テック㈱

㈱金山精機製作所

CANALTEKS㈱

㈱カフィール

関西産業㈱

自動化･省力化機械装置、福祉機器（愛移乗くん）

各種機能性材料

ピンゲージ、ネジゲージ、ダイヤモンド工具

独自の排水処理システム

表面実装、フロー半田、ユニット組立、完成品組立

表面検査装置、マーキング装置

大型鋳物製品

プレス金型、産業機械

ED照明機器、FA機器、ヘルスケア製品

金属粉末製品

自動車向け省エネシステム、環境配慮型コーティング剤等

緩み止めナットシステム『ウェジコナット』

太陽電池素子の高速半田付け技術

ソフトウェア開発全般、視野障害者自立支援めがねの開発

電子制御装置や電装品組立・加工

高品位再生プラスチック材料

バイオマス再生利活用

炭素（カーボン）の物性を利用した各種製品

スピンドルユニット、機械部品の受注加工、測定用治工具

自動車シート用ウレタンパッド補強材･ヘッドレストカバー･シートカバー等

ITシステム開発、アプリ開発、Webアプリケーション構築、Webサイト制作

医療機器、航空･宇宙関連精密部品

センシング技術を活用した防犯センサ、自動ドアセンサ、FAセンサ

光学部品、光学機能部品、立体映像用光学部品

マイクロ波･ミリ波用各種部品

特殊形状銀粉使用の導電性接着剤、廃水レスのフラックス洗浄システム

注油器、精密部品加工、難削材加工、3Dプリンター造形品

ロボット制御プログラム開発（学術研究用、介護用等）

光学プラスチックレンズ･ミラー、精密機構部品、微細転写成型品

バイオマス資源の有効利活用、もみ殻利用機器
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キステム㈱

協和工業㈱

旭光電機㈱

旭光精工㈱　野洲工場

近畿精工㈱

草津電機㈱

呉羽テック㈱

郷インテックス㈱

甲賀高分子㈱

㈱光子発生技術研究所

㈱コーガアイソトープ

サイチ工業㈱

㈱サンエー

㈱山王

㈱写真化学

新江州㈱

神港精機㈱

スターエンジニアリング㈱

スマック㈱

㈱セルミック

第一セラモ㈱

ダイトロン㈱

大洋産業㈱

髙橋金属㈱

ツジコー㈱

辻プラスチック ㈱

㈱ティグ水口

東洋化学㈱

東レ・プレシジョン㈱

トキワ精機㈱

クラウドサービス、情報システムの開発、システムパッケージの開発等

上水道用バルブ、消火栓、空気弁、補修弁

各種センサー / コントローラー及び各種制御装置の開発・設計・製造

自動省力化機械、医療用機器などの精密機械

高精度･微細加工のプラスチック成形金型、セラミック成形金型

各種小型モーター、ポンプ

各種不織布製品（自動車用フィルター、湿布用支持体、クレバルカー等）

空調機器･給湯機器の銅管部品、他

プラスチック製品を主とする包装資材

マイクロトロン型電子加速器、卓上型放射光装置

ガンマ線照射受託サービス、微生物試験受託サービス

金銀糸、真空蒸着製品、各種コーティング製品の製造販売

農業用機械および器具部品

プラスチック射出成形（汎用からスーパーエンプラ、フッソ、エラストマー）

攪拌脱泡装置、3D造形機、精密側長機、粉体設備･分級機

建築養生材、プラスチックフィルムのスリッター加工、段ボール

真空機器、真空ポンプ、精密電気炉、光学機器

電気工事業、小水力発電機、透器ヘッド EV充電スタンド

パワーエレクトロニクス関連製品（ユニバーサルインバータドライバ等）

超長焦点レンズのデジタルマイクロスコープ、光触媒セラミックフィルター

粉末射出成型用コンパウンド（MIM、CIMどちらも可能）

産業用ワーヤーハーネス、ガラスハーメチックコネクタ

機械加工組立、プラント配管、水質浄化

金属塑性加工製品（冷間鍛造加工、鏡面プレス加工等）、環境製品

植物ストレス負荷型栽培、粉末加工食品、3波長ワイドバンドLED

太陽電池式照明・道路鋲・発光タイル、アルミフレーム・安全カバー

非鉄金属ティグ溶接、万能運搬作業台車

シリコーン粘着剤を用いた絆創膏･保護フィルム、ハイドコロイド絆創膏

精密製品・部品の受託加工

FA関連機械設備、FPDのモジュール実装設備、その他機械加工製品
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㈱トシプラ

長岡産業㈱

㈱ナカサク

夏原工業㈱

ニチユマシナリー㈱

日光精器㈱

日伸工業㈱

ニッタモールド㈱

能勢鋼材㈱

長谷金属㈱

ハヤミ工産㈱

㈱パルスパワー技術研究所

㈱ピーダブルビー

㈱ピコ

㈱日吉

㈱ヒラカワ　滋賀事業所

㈲ファイブ・ワン

㈱フレックスコンピュータシステム

フロンティアシステム㈱

兵神装備㈱

堀川化成㈱

水ラボラトリ

宮川化成工業㈱

㈱ミヤジマ

㈱八代製作所

山科精器㈱

㈱ユージ産業

洛東化成工業㈱

㈱麗光

ワボウ電子㈱

プラスチックブロー成形品（各種管継手、フロート、医療用ボトル等）

発泡シート加工、各種フィルムのスリット加工、静電気除去フィルム加工

各種産業機械、大型重量物の機械加工、新たな発想の生産機械

FA生産システム（視覚認識システムと産業用ロボットの活用）

高機能フィルム、粘着フィルム、不織布等用巻取機

小物家電製品、車載関連製品、医療機器

高精密プレス部品（金型製作⇒高精度板鍛造･深絞り⇒表面処理）

プラスチック射出成型品（一般用、自動車用、高度医療機器用等）

ステンレス、高合金の切断･加工、2.5次元ウォータージェット切断

各種金属加工業

各種産業用ロープ（スーパーコード）、AVファニチャー

高電圧パルス電源の開発・設計・製造、技術支援、共同研究

プリント基板の設計、製造、実装組立と販売・OEM/EMS対応等

画像検査用高画素カメラ及び検査機器のコンサルティング営業

各種分析測定、環境施設の維持管理、都市環境保全

蒸気ボイラ・温水ボイラ・廃熱ボイラ・省エネ機器

熱硬化性プラスチック製部品製造、圧縮成形、機械加工、ハンドモールド

企業向けソフトウェア開発、 ソフトウェア販売とサポート

各種計測制御システム、画像処理装置、特殊照明装置、FAシステム等

産業用ポンプ（ヘイシンモーノポンプ）及び周辺機器の製造・販売

使用済有機溶剤のリサイクル事業

3Dデザイン製品、環境エンジニアリング

高付加価値プラスチック製品･セラミックス製品（自動車関連、光通信等）

アップセット技術によるシャフト鍛造製品

精密板金･製缶加工製品　他

各種工作機械、オイル関連製品（注油器等）、熱交換器

金属加工業、スマートフォンケース･スタンド製品

酵素･微生物、繊維用薬剤

機能フィルム、産業フィルム、包材等

高密度プリント板実装（FC工法、POP工法、COB工法）
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事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

企業名 所在地

愛移乗くん自動ケガキ装置

【お問合せ先】
株式会社 アートプラン　FA技術部  菅森 浩史（自動化）  ・ 渡辺 正（福祉）
Tel： 0749-25-5600　/　E-mail： sugamori@artplan.ne.jp  ・  watanabe@artplan.ne.jp

株式会社 アートプラン

【所在地】 〒522-0223 滋賀県彦根市川瀬馬場町 750-7 
【代表者】 代表取締役  渡辺 正
【資本金】 1,100万円
【ＵＲＬ】 http://www.artplan.ne.jp/

【設　立】 1988（S43）年12月
【従業員】 10名
【受賞歴】 関西ものづくり新撰、滋賀県新商品パイオニア、

東京ビジネスサミット大賞　準賞

【中国自動化推進】
★中国は人手不足や賃金高騰で自動化が必須。弊社の技術で中国ものづくり製造業を応援します。

【福祉機器　開発】 
★もっと重度な方も・・・、もっと使い勝手の良い・・・、「愛移乗くんⅡ」の開発を行っています。
移乗機器と言えば「アートプラン」と言われるように努力いたします。

【強み】
・滋賀県立大学工学部や東北部工業技術センターとつながりがあります。（愛移乗く
んも共同研究開発から誕生しました）

【コア技術】 
・一品一様な装置を手掛けていることから、設計および製作技術力に幅があります。

【アピール製品】

【産業用　自動化・省力化機械装置　設計・製作】
★一品一様（オーダーメイド）の様々な装置を、設計から製作まで社内一貫生産 にて提供いたします。

【福祉機器　開発・製造・販売】
★世界初！ 日本発！ 自立支援型移乗介助ロボット「愛移乗くん」（あいじょうくん）
下半身に障害があっても、上体を動かす（おんぶの姿勢）ことができれば、介助の手を借りずとも自ら操作して、ベッ
ド→車椅子等への移乗動作が行なえます。
・近畿経済産業局 「関西ものづくり新撰2013」 選定商品
・滋賀県新商品パイオニア 認定商品

株式会社 アートプラン 滋賀県彦根市

「なくてはならない企業」と言っていただけるよう、努力しています
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事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

企業名 所在地

当社のアピール製品群

当社の製品は、多くの産業分野で使用されています。

【お問合せ先】
株式会社 I.S.T　秘書室・広報 部長  角田 恭彦
Tel： 077-543-2211　/　E-mail： kakuda@istcorp.jp

株式会社 I.S.T

【所在地】 〒520-2153 滋賀県大津市一里山5丁目13-13  
【代表者】 代表取締役社長  阪根 利子
【資本金】 8,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.istcorp.jp

【設　立】 1983（S58）年6月
【従業員】 600名
【受賞歴】 平成18年 明日の日本を支える元気なモノ作り中

小企業300社
平成22年 滋賀県主催「滋賀CSR経営大賞」受賞

【イメージング事業】
イメージング事業では、OA機器用トナー定着用チューブを主力製品として展開。同分野において弊社の世界シェア
は40％以上。中間転写ベルトも業界2位、その他、業界オンリーワン製品が多数あり、今後も圧倒的シェアの高さを
生かした事業展開を推進していきます。

【ポリイミド事業】
新規開発した透明ポリイミドフィルムは、透明フレキシブルプリント基板やディスプレイ基板、耐熱紫外線カットフィ
ルムなどとして事業化推進中。その他、航空機や建築用途などに使用可能なポリイミド発泡体や、リチウムイオン電
池用のバインダーとして開発した「DREAMBOND」も自動車業界や各種電池業界に対して提案しています。

【強み】 
従業員の約3分の1が研究開発や技術開発に従事しています。独自技術により、新しい高分子材料やそれらを用いた
機能性部品を開発しています。OA機器、航空機、建築、電気電子など幅広い分野で原料から完成品までの事業化を
行っています。ノウハウを守るために試作装置や生産設備を自社設計、開発しているのも強みです。

【コア技術】
耐熱300℃のアラミド繊維やシリコーンゴム上に4フッ化エチレン樹脂を327℃以上で焼き付け被膜成型する技術。
400℃の耐熱性と優れた機械的特性を持つ「ポリイミド樹脂」を継ぎ目のないチューブやベルト状に成型する技術。各
種ポリイミド（透明、接着、発泡など）の合成・改質技術。シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリイミド樹脂等の特殊素材の
成型、塗布、積層、接着等の技術など他社にない機能性材料を開発するための様々な技術を開発、所有しています。

【アピール製品】 
トナー定着用ポリイミドチューブ、
中間転写用ポリイミドベルト、
不燃高耐久縫製糸、
不燃壁装用クロス、
不燃クロス貼り吸音ボード、
吸音壁装システム、
各種ポリイミド樹脂など。

OA機器用重要部材（コピー機、レーザープリンター内部のポリイミド
製トナー定着ベルト、中間転写ベルト）、各種ポリイミド製品（ポリイミ
ドワニス「Pyre-M.L.」「SKYBOND」、Li- ion電池用バインダー
「DREAMBOND」、透明ポリイミドフィルム「TORMED」、ポリイミド発泡
体「SKYBONDフォーム」、RTMポリイミド樹脂）、不燃機能繊維製品群
（「ISTFLON（イストフロン）」不燃耐摩耗縫製糸、不燃内装クロス、不
燃吸音ボード、不燃吸音壁システム）など、分野を問わず、他社にない
各種機能性材料を開発、製造している研究開発型のメーカーです。

株式会社 I.S.T 滋賀県大津市

夢で終わらせない　それが I.S.T の技術
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ピンゲージ・セット ダイヤモンド圧子 セラミック･ネジゲージ

検査室 仕上室 単結晶ダイヤモンド工場

ピンゲージ工場

【お問合せ先】
株式会社 アイゼン　営業部 営業課  福井 誠  ・  青島 綾
Tel： 0748-45-5100　/　E-mail： pingauge@eisen.gr.jp

株式会社 アイゼン

【所在地】 〒529-1413 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町10-6  
【代表者】 代表取締役  廣田 亮介
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.eisen.gr.jp

【設　立】 1972（S47）年9月　　　　
【従業員】 95名
【認証等】 ISO9001

【ゲージ事業部】
日本のピンゲージのパイオニア企業として、地球規模のお客様ニーズにお応えすべく、更なる精進練磨と新しい商材
であるネジゲージを通して、新しいお客様の信頼を得られる活動を継続努力し世界のものづくりの現場を支えます。

【ダイヤモンド工具事業部】
ダイヤモンドの特性を使用した工法・工具を提供して、革新的ものづくりの扉を開くお手伝いをして発展に寄与し
ます。

【強み】
　お客様の短納期要求に即応できる一貫生産体制による高品質ものづくり

【コア技術】 
　高精度研磨・測定技術、ダイヤモンド工具製造技術

【アピール製品】
　ピンゲージ、ネジゲージ、ダイヤモンド工具、ダイヤモンド圧子

【ゲージ事業部】
ピンゲージ（鋼・超硬・セラミック）・ネジゲージ（鋼・超硬・セラミック）・硬さ
試験機用ダイヤモンド圧子、その他特殊ゲージの製造・販売

【ダイヤモンド工具事業部】
電着工具・メタルボンド工具・単結晶ダイヤ工具・多結晶ダイヤ工具・耐摩
耗工具の製造・販売

株式会社 アイゼン 滋賀県東近江市

「信頼」と「高品質」をめざして…一貫生産体制を確立！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

試験稼働中のROS
処理装置（浄化センター）

地下水ほう素処理施設 テラストによる重金属除去状況 余剰汚泥の脱水・粉体化状況

【お問合せ先】
株式会社 アオヤマエコシステム　取締役 水処理事業部長  青山 敦
Tel： 077-547-0802　/　E-mail： atushi-aoyama@aoyamaeco.co.jp

株式会社 アオヤマエコシステム

【所在地】 〒520-2124 滋賀県大津市瀬田神領町40-3  
【代表者】 代表取締役  青山 章  
【資本金】 4,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.aoyamaeco.co.jp     

【設　立】 1977（S52）年10月
【従業員】 16名
【受賞歴】 ・H19/3 滋賀CSR経営準大賞（知事表彰）

・H26/3 がんばる中小企業300社選定（経済産業大臣賞）
・H27/5 環境保全優良事業所 環境技術開発部門表彰

（滋賀県環境保全協会）

【国内】
琵琶湖水草問題を解決すべく活性酸素による粉末化およびそれを土壌微生物増加の有機資材として利用する事業
が、H27/6、滋賀県イノベーション創出補助金に採択されたことで本格稼動。水草だけでなく、含水率の高い野菜
屑、生ゴミ等の有機物処理および農業利用システムの展開を図る。

【国外】
中国・ASEAN共通の水問題（COD・アンモニア・色等）を解決する技術の開発・展開を進め、中国では、現在湖南中部
浄化センターで実証試験を進めている、余剰汚泥の減容化システムの展開を目指す。

【強み】
　コア技術は、全て弊社が開発した世界随一のものである。
 
【コア技術】
・水中投入だけで金属イオンを安定的・長期的に発生させる処理材「テラスト」
・空気中から活性酸素を生成する装置   

【アピール製品】
・ASAL排水処理プロセス ： 排水を処理材「テラスト」に通過・循環させるだけで、重金属類、ヒ素、フッ素、シリカ、水銀

等の処理が可能。
・ROS処理装置 ： 空気中から発生させた活性酸素により、余剰汚泥等有機物の分解、水分の蒸散を促進。

【水処理・余剰汚泥処理事業部】
弊社が開発した独自技術で、難分解性有機物、色、CODcr等処理が難しい排水処理の取組み。含水率80％の余剰
汚泥処理が世界的問題となっているが、特殊活性酸素発生装置により、容易に粉末化が可能に。この技術応用で水
草・アオコ、生ゴミ、畜産糞尿も短時間処理も可能。

【工場設備メンテナンス事業部】
40年近くに渡って蓄積された技術・ノウハウは、工場の配管・タンク等の設備機器の洗浄・保守で他社の追随を許し
ません。

【カーボンパワー事業部】
　廃パレット、梱包材を破砕・炭化し、脱臭・水処理としての工場リサイクル利用、農業利用の促進。

株式会社 アオヤマエコシステム 滋賀県大津市

水・食料・エネルギーの地産地消で分散・循環型社会構築を目指しています
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

部品マウンター
±0.05mmの位置精度でマウントします

綿密な設備調整

ユニット組立品用P検くん基板用P検くん

実装ラインB
クリーム半田印刷⇒半田の画像検査
⇒部品マウンター(2連結)⇒リフロー

LED不点灯
不良の防止

【お問合せ先】
安曇川電子工業株式会社　専務取締役  岸田 聖次　　（HPからのお問い合わせを歓迎します）
Tel： 0740-32-3333　/　E-mail： s-kishida@adogawa.co.jp

安曇川電子工業株式会社

【所在地】 〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中2668
【代表者】 代表取締役  岸田 定道
【資本金】 4,200万円
【ＵＲＬ】 http://www.adogawa.co.jp

【設　立】 1968（S43）年11月
【従業員】 130名
【認証等】 ISO9001、KES
【受賞歴】 デミング賞  

【あったら便利創造業】
とことん付き合う便利業、あったら
助かる創造業です。お客様のして
欲しいに応える、こんなサービスが
あったら便利・いいのにを創造し、
つくり提供していきます。

【強み】
試作や小ロット１台～量産まで対応します。
永年の実績とノウハウで、お客様の問題を解決します。 

【コア技術】 
表面実装技術。
電気検査装置「Ｐ検くん」を作成。動作保証します。
自社作成の製造装置、検査装置により高品質を提供。    

【アピール製品】
LED実装 ： 静電気、吸湿、熱衝撃に弱いLEDに対して、

独自の管理と温度コントロールでの実績。

【表面実装】
マウンター４ライン保有  0603チップ、BGA対応

【フロー半田】
自動半田槽５ライン保有  
半田組成３種類に対応（Sn-Cu、3Ag、Pb-Sn）

【ユニット組立・完成品組立】
実装した基板を製品へ組み立てます。

安曇川電子工業株式会社 滋賀県高島市

プリント基板実装・フロー半田・組立・完成品まで一貫生産
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

超密着型インライン検査装置｢COMPACT｣ 高精度オフライン検査装置｢OMI-UL｣

【お問合せ先】
株式会社 アヤハエンジニアリング　営業部 課長代理  奥田 拓也
Tel： 0749-45-3150　/　E-mail： info.eng@ayaha.co.jp 

株式会社 アヤハエンジニアリング

【所在地】 〒527-0125 滋賀県東近江市小田苅町2003
【代表者】 代表取締役  野瀬 伸裕
【資本金】 3,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.ayaha.co.jp/eng/index.php

【設　立】 1979（S54）年8月   
【従業員】 48名
【認証等】 ISO9001、エコアクション21
【受賞歴】 第4回 映像情報AWARD 金賞（平成17年）

【「次」の最先端技術に取り組む】
　今後ますます向上していく顧客規格要求に対応すべく、常に最先端の「次」の技術に取り組んでまいります。

【先進的な検査装置の開発】
電極シートに対応した「eLINS」や検査機器の省スペース化に成功した「COMPACT」など、お客様の要望を実現した
商品を開発してまいりました。お客様と共に技術と感性の和を深め、お客様のニーズに応えた製品を開発してまいり
ます。

【強み】
　ラインセンサーカメラを専門に扱ってきたことによる、製造ライン向けに特化した技術力

【コア技術】 
　37年間で培った光学設計技術と画像処理技術と検査装置の提案力

【アピール製品】
　自社開発した検査装置類

【表面検査装置の製造・販売】
　製品表面の汚れ・キズ・異物などを検出し、お客様の製品の品質管理と生産性向上に役立てます。

【マーキング装置の製造・販売】
　欠陥位置の確認、欠陥の処理の際にお客様をお助けします。

【共同企画型製品】
　お客様の専門知識×当社の技術力で、「お客様の求めていた一台」を開発、実現します。

【保守サービス】
　導入していただいた製品を末永くご使用いただくために、メンテナンスや検出調整のサポートを行っています。

株式会社 アヤハエンジニアリング 滋賀県東近江市

ニーズに応えた検査装置で製造業の技術革新をサポート
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

大型コンプレッサー用のケーシング

CAE凝固シミュレーション

【お問合せ先】
有限会社 石田鋳造所　石田 裕子
Tel： 0749-28-1110　/　E-mail： iimono@silver.ocn.ne.jp

有限会社 石田鋳造所

【所在地】 〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町708
【代表者】 代表取締役  石田 均
【資本金】 2,000万円　
【ＵＲＬ】 http://www.tyuzou.co.jp

【設　立】 1962（S37）年2月
【従業員】 25名
【認証等】 日本海事協会認定工場

【常に挑戦】
・20tクレーンの設備を活かし、大型鋳物の短納期化を強化する。
・CAE凝固シミュレーションシステムの技術を用いて、耐震性鋳物への挑
戦および若手への鋳造方案技術の伝承を行う。 

【強み】
・当社は鋳鉄鋳物メーカで、鋳物製品の品質が認められた、日本海事協会の認定工場です。
※日本海事協会とは、国際的に高い権威を認められている船級協会で、検査を主たる業務としている第三者機関で
す。厳しい審査の承認を得て船舶の部品を製作しております。

【コア技術】 
・3tの溶解炉で6t以上の大物鋳物を、あわせ湯技術を活用し製造可能です。

【アピール製品】
・大型コンプレッサー用のケーシング
重量7,400kg　材質FCD-600-3（引張強さ600N/㎜2以上）
一般的なFCD450-10（引張強さ450N/㎜2以上）よりも、強度が高く、耐地上衝撃
に強い球状黒鉛鋳鉄です。

【事業内容】
客先支給図面を基に鋳造方案を設計し、木型製作から鋳造まで、一貫生産体制と品質管理を行い、より複雑な鋳
物、より高度な材質をわが国の代表企業へ安定供給しています。小物から大物まで、短納期の一品物に対応してお
ります。

【主な営業品目】 
・1個の重量が、100kg～8,000kgの鋳鉄鋳物。
・官公庁用、発電所用、高炉用、船舶用のポンプおよびタービンのケーシング、バルブ、エンジン部品、工作機械部品。
・主な材質：ダクタイル鋳鉄FCD400～600、普通鋳鉄FC200～350

【メッセージ】
1個からの少ロットに対応します。どんな高精度部品にもチャレンジしますので、ご相談ください。確かな品質の製品
を納期厳守で対応することをモットーにしております。特急品でも対応いたしますので、是非一度お試しください。

有限会社 石田鋳造所 滋賀県彦根市

豊かな経験を活かした確かな技術で大型鋳物製品を
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

溶接設備

プレス金型

大型トライ用プレス機

代表取締役  伊吹 宏

【お問合せ先】
株式会社 伊吹機械　営業部長  伊吹 宏一
Tel： 0749-78-0344　/　E-mail： info@ibuki-m.co.jp 

株式会社 伊吹機械

【所在地】 〒529-0317 滋賀県長浜市湖北町山脇1382  
【代表者】 代表取締役  伊吹 宏 
【資本金】 1,000万円 
【ＵＲＬ】 http://www.ibuki-m.co.jp

【設　立】 1977（S52）年    
【従業員】 17名
【認証等】 ISO9001

・金型の生産方式を革新し、大幅なコストダウンと納期短縮を目指します。
・海外展開を加速します。
・顧客との連携を密にし、共同開発を加速します。
・人財の育成と、さらに働きやすい職場づくりを目指します。

【強み】
・最新鋭の設備・ソフトと職人技を融合させ、高いレベルの品質・価格・納期を実現しています。
・3D CAD/CAE/CAM/CAT/NETによる一気通貫の金型づくりを実現しています。
・プレス成型シュミレーションと３次元ソリッド設計により、金型製作前に製品形状のご提案や金型構造の事前検討
が可能です。

・非接触３次元測定器により、検査治具レスでの製品評価が可能です。
・大型メカプレスにより、全長2500㎜までの金型が社内トライ可能です。顧客での実機ライントライは１～２回の短
時間で可能ですので、量産までの立ち上げが非常にスムーズです。

【コア技術・アピール製品】 
・プレス金型全般
・住宅屋根部材（1～10ｍの長尺物）の邸名生産式ランダムプレスライン
・溶接設備と治具（金型とセットでご発注いただく事により、トータルサポートさせ
ていただきます）。
・スチール家具/鏡板カム曲げ型（４方向同時成形により加工工数・精度の向上が
図れます）。                

【プレス金型】
・業　界 ： 自動車・住宅・スチール家具・農業機械
・種　類 ： 順送型・トランスファ型・ロボット型・単発型
・サイズ ： 100～800tプレス用
自動車向けを主体とし、様々なプレス金型を設計製作可能です。特に、300～600tクラ
スの順送型、500tクラスのトランスファ型、150～250tクラスのラインペーサー型は最も
得意とする分野です。使う人の立場を考えた、メンテナンスを考慮した設計が好評です。

【産業機械】
・業　界 ： 自動車・住宅・スチール家具・食品容器・農業機械
プレス金型を組み込んだ設備や溶接設備・冶具を中心に設計製作しています。特に、住
宅屋根部材（1～10ｍの長尺物）の邸名生産式ランダムプレス加工ラインは最も得意と
する分野です。

【機械加工】
大物３次元形状加工、５軸加工等を駆使した機械加工をしています。特に、大型プレス金型のパンチ・ダイ部品や、
ホットプレス金型用の部品加工は最も得意とする分野です。

株式会社 伊吹機械 滋賀県長浜市

プレス金型とその周辺技術は弊社におまかせください
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

本社外観

PoE対応制御ユニットステップエイド

代表取締役 社長  田中 守

システム例

【お問合せ先】
株式会社 イマック　ヘルスケア事業部 バイスマネージャー  藤本 計之 
Tel： 077-585-6767　/　E-mail： fujimoto@kkimac.jp

株式会社 イマック

【所在地】 〒524-0215 滋賀県守山市幸津川町1551 
【代表者】 代表取締役  田中 守
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.kkimac.jp

【設　立】 1993（H5）年5月  
【従業員】 119名
【認証等】 ISO9001、ISO14001、

医療機器 第1種製造販売業、製造業許可
【受賞歴】 関西ものづくり新撰2013、滋賀銀行 野の花大賞  

【社会貢献】
世の中で必要とされているが、まだ存在しないものは、多くあります。そのようなものを開
発して、社会に貢献できる会社にしていきたいと 考えています。

【三方よし】
　滋賀県の会社として「三方よし」の精神で永続する企業を目指しています。

【強み】
機械設計、電気設計、ソフト開発、組立て製造などもの
づくりにかかわるあらゆる技術者がそろった社内体制。

【コア技術】
事業として、機械・電気・電子・情報処理といった幅広い
分野の製品を、設計・開発から販売・メンテナンスまで
一貫システムで手がけている。具体的には、ＬＥＤ照明
機器事業、ＦＡ機器事業、ヘルスケア事業の3事業を中
心に、お客様の要望に合わせた新商品を開発している。

【アピール製品】

【LED照明機器】
　画像処理用LED照明・電源の設計・開発・製造・販売

【FA機器】
　省力化機器・パソコンソフトの設計・開発・製作

【ヘルスケア】
　医療機器の設計・開発・製作

株式会社 イマック 滋賀県守山市

高付加価値の製品提供を目指して

LED用PoE対応制御ユニット
【IPPA、IPSAシリーズ】
PoE(Power over Ethernet)に対応
しているため、PoE HUBにLANケー
ブルを接続すれば電力供給ができ
ます。定常光タイプ、ストロボタイプ
をラインナップし、最大4つのLED照
明を接続し点灯制御ができます。

歩行分析計
【ステップエイド】
リハビリテーション
の場における歩行
訓練にて、荷重に応
じた音とリアルタイ
ムな荷重表示によ
り、安全、適正荷重
訓練ができます。
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

イワタニプロセスの
概略図

高純度でミクロンオーダーの粉末へ

【お問合せ先】
岩谷化学工業株式会社　粉末事業部 営業グループ  塩澤 文規 
Tel： 0748-74-0321　/　E-mail： shiozawa@iwatani-chemi.co.jp 

岩谷化学工業株式会社

【所在地】 〒520-3242 滋賀県湖南市菩提寺327-14  
【代表者】 代表取締役社長  宿谷 利彦　 
【資本金】 3,500万
【ＵＲＬ】 http://www.iwatani-chemi.co.jp

【設　立】 1966（S41）年
【従業員】 50名
【認証等】 ISO9001、ISO14001 

【新商品の開発】
・水中火花放電法の技術を応用した新商品の開発 
・新しい技術を導入し、お客様のニーズに合わせた新商品の開発

【強み】
創業当時から高純度微粉末製品（アルミナ、マグネシア）の製造・販売を行っており、厳しい品質管理のもとで、安定
した高品質の製品を供給していますので、お客様より、高いご評価をいただいております。

【コア技術】 
『イワタニプロセス』 ： 水中火花放電法によってミクロンオーダーの微粉末を製造する技術
製造過程で不純物が混入しないので、高純度を維持したまま微粉末とすることが可能です。

【粉末事業部】
・高純度酸化アルミニウム、高純度酸化マグネシウムの製造
独自技術である水中火花放電法により、高純度でミクロンオー
ダーの酸化アルミニウムと酸化マグネシウムを製造し、様々な分野
に販売をしています。

岩谷化学工業株式会社 滋賀県湖南市

Only One の技術で必要とされているものをお届けします

【アピール製品】
・アルミナ顆粒品　　FGL、FGH
・高純度マグネシア　MJ-30
・高純度アルミナ　　RA-40、RG-40
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

左）小型排水処理装置　右）処理前後の廃水の写真

取締役　井之口 哲也

環境配慮型コーティング剤

ガソリン車向け省エネシステム

【お問合せ先】
有限会社 ヴァンテック　取締役  井之口 哲也（いのぐち  てつや）　
Tel： 077-553-1712　/　E-mail： t13korn@ritto.co.jp 

有限会社 ヴァンテック

【所在地】 〒520-3036 滋賀県栗東市十里244
【代表者】 代表取締役  井之口 二三雄
【資本金】 400万円
【ＵＲＬ】 http://www.ritto.co.jp/vantech/vantech.html

【設　立】 1994（H6）年2月  
【従業員】 47名

【技術の普及】
　触媒と電解技術による新たな製品開発

【海外展開】                
　安価で容易に設置が可能な小型排水処理装置を開発し周辺諸国の環境保持に貢献

【強み】　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　
　新製品開発のアイデア、フットワークの軽さ　

【コア技術】 
　触媒・電解技術を用いた製品づくり 

【アピール製品】                
・Vantech Eco Tuning（ガソリン自動車向け省エネシステム）
・WATER SHIELD 〝輝〟（環境配慮型コーティング剤）
・小型排水処理装置　※現在開発中

【自動車向け省エネシステム】
自動車の熱効率は､ディーゼル車で40%程度､ガソリン車にいたっては25%程度といわれております｡
当社ではこの熱効率の向上を主眼に､自社の基礎技術である触媒をコアとした省エネシステムの開発を行っており
ます｡

【環境配慮型コーティング剤】
人にも環境にも優しいコーティング剤を掲げ、天然の原料を厳選した結果、性能や機能性だけでなく環境性や安全
性にも優れた製品を開発しました。

【排水処理システム】
当社では触媒技術と電解技術をベースとした水質浄化システムを開発しております。従来製品のように消耗品の投
入を減らし、設計を簡便化しコスト削減を達成出来ます。

有限会社 ヴァンテック 滋賀県栗東市

環境技術で琵琶湖の自然を守り世界へと発信します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

緩み止めナットシステム『ウェジコナット』

凹型ナット

代表取締役  中上 輝夫

NEXCO西日本様向けNEWロックナット

偏芯凸型座金

【お問合せ先】
有限会社 ウェジコ　代表取締役  中上 輝夫 
Tel： 0748-31-3588　/　E-mail： n-tktry@viola.ocn.ne.jp 

有限会社 ウェジコ

【所在地】 〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町1568-1
【代表者】 代表取締役  中上 輝夫 
【資本金】 300万円 
【ＵＲＬ】 http://www.wedgeco.jp/

【設　立】 2002（H14）年12月   
【従業員】 5名
【受賞歴】 平成24年度 滋賀県発明協会会長賞

あらゆる産業に通用する『締結力が長期に渡り維持できる、そんな理想的なファスナー
（ボルト、ナット、座金）』を開発し、その結果としてより安全で、快適な公共空間や生活空
間の実現を目指しています。

【強み】
・県、龍谷大学との共同研究プロジェクトを通じて確固たる技術を確立、蓄積してきました。
・製品の最大需要先である高速道関連のNEXCO西日本様との共同開発により、確実な製品を市場に送り出すことに
成功しました。

【コア技術】
　緩み止めナットシステム

【アピール製品】
・ウェジコナット
締め付け時は特殊工具を使用せず、シングルナットなので作業性も抜群。各サイズともSUS、三価、ドブメッキ品と品
揃えしています。

【「緩み止めナットと座金」の研究開発と事業活動】
・「緩み止めナット」の研究開発を主要な事業として展開するユニークな企業です。
・NEXCO西日本様との共同開発により「NEWロックナット」を市場に送り出しました。
・独自に製造販売する「ウェジコナット」は特殊用途品として使用されています。
・緩み止めナットシステム関連の特許を国内外にて保有しています。

有限会社 ウェジコ 滋賀県近江八幡市

シングルナットで作業性抜群、緩みは許しません！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

太陽電池素子高速半田付けヘッドユニットの
技術開発用テスト装置

太陽電池素子半田付け装置
の半田付け溶着ヘッド部

【お問合せ先】
有限会社 エコ＆エンジニアリング　代表取締役  山口 文夫
Tel： 077-579-4121　/　E-mail： eco_eng105@nifty.com

有限会社 エコ＆エンジニアリング

【所在地】 〒520-0112 滋賀県大津市日吉台4丁目15-9
【代表者】 代表取締役  山口 文夫 
【資本金】 500万円 
【ＵＲＬ】 http://www.eco-eng.jp/

【設　立】 2004（H16）年1月4日      
【従業員】 3名

【高生産性の太陽電池パネル製造装置の技術開発に特化】
・既存太陽電池素子半田付け装置の半田付けユニットの更新によって生産性
を倍増する装置の上市。
・極薄素子、バックコンタクト素子等ユーザー個別対応の装置技術開発とコア
ユニットの上市。
・弊社が所有する固有技術と特許を、パートナーに全面的に移転する用意があ
ります。

【強み】
・高周波誘導加熱技術
・素子半田付け関連特許７件取得

【コア技術】
・移動型局部高周波誘導加熱半田付け技術
・上下同時加熱型高周波誘導加熱半田付け技術

【アピール製品】
・太陽電池素子高速半田付けヘッドユニット
　（素子２枚同時処理ヘッドユニット）

・太陽電池素子の高速半田付け用新技術の開発および半田付けユニット製作
・高周波誘導加熱方式半田付け技術の深耕・水平展開による太陽電池パネル製造装置の開発
　特に、ユーザー個別対応の装置技術開発とコアユニットの製作

有限会社 エコ＆エンジニアリング 滋賀県大津市

太陽電池パネルの大幅コストダウンを実現します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

バス到着通知システム｢ここロケーション｣ 自立支援めがね

代表取締役  松本 泰昭

【お問合せ先】
株式会社 エコシスネットワーク　代表取締役  松本 泰昭 
Tel： 077-598-5120　/　E-mail： info@ecosysnetwork.co.jp

株式会社 エコシスネットワーク

【所在地】 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原826-20  
【代表者】 代表取締役  松本 泰昭
【資本金】 300万円
【ＵＲＬ】 http://www.ecosysnetwork.co.jp

【設　立】 2010（H22）年4月1日      
【従業員】 3名

【ソフトウェア受託開発】
・時代の流れにあわせて適切な技術に対応していきます。
・より多くのご期待にそえるよう、社内の開発人員を５年以内に５倍にします。

【WEBソリューション提案開発】
・マニアックなサービスを提供していきます。

【強み】
　ソフトウェアについて分野を問わずに受託開発してきたため、幅広い技術に対応できます。

【コア技術】 
　ソフトウェア開発全般

【アピール製品】  
・幼稚園の保護者向けバス到着通知システム「ここロケーション」
・災害箇所通知システム　  
・視野障害者自立支援めがねの開発
　金城大学との産学連携事業です。
JSTの平成23年度戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）に
採択されました。

【ソフトウェア受託開発】
お客様のソフトウェア開発のお仕事を持ち帰りで対応いたします。マイコン、スマートフォン、パソコン、WEBのソフト
ウェア開発に小回りを効かせて対応いたします。

【WEBソリューション提案開発】
　スマートフォンとWEBを連動させたシステムを提案開発いたします。

株式会社 エコシスネットワーク 滋賀県野洲市

お客様と共に最適な商品を開発します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

本社工場DIPライン

東莞近江電子
有限公司

基地局設備
冷却システム

志賀工場マシン実装ライン

【お問合せ先】
近江電子工業株式会社　営業課  山根  ・  製造課  西川　　　　　　　　【HPからのお問合せを歓迎致します。】
Tel： 077-572-0162　/　E-mail： y.yamane@ohmi-ele.com  ・  m.nishikawa@ohmi-ele.com

近江電子工業株式会社

【所在地】 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田6丁目30-1 
【代表者】 代表取締役社長  細川 清司
【資本金】 4,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.ohmi-ele.com

【設　立】 1962（S37）年7月   
【従業員】 100名（日本）、350名（中国）
【認証等】 ISO9001、ISO14001

50年以上のモノづくり技
術・ノウハウを活かし、開
発・生産・販売に亘りイ
コール・パートナーとして、
ご提案できる企業を目指
します。

【強み】
・部品調達から製品組立までの一貫体制
・多品種少量でもJIT及びコスト削減に対応　　
・設計段階からの参画でコスト削減貢献
・ライセンスにより中国 国内販売が可能

【コア技術】 
・海外（中国）生産・検査設備の独自開発で垂直立上げ
が可能。

・携帯電話会社向け基地局設備冷却システムの開発で、
消費電力・CO2削減を実現、環境対応に大きく貢献。

多品種少量の生産及び、試作・開発に注力し
た国内生産と、中国工場での高品質・低コスト
の量産製品の製造で、お客様の製品に対する
より高い競争力に貢献できるよう、万全の体制
を備えています。
電気機器の基板実装・組立ての各工程にて、
品質・スピード・コストの全てにおいて、お客様
が満足頂けるトータルコスト（一気通貫）で
サービスをご提供することで、時間、人材、資
金をより効率的に運用して頂けることも考慮
し、ご提案させて頂きます。

近江電子工業株式会社 滋賀県大津市

開発から部品調達・モノづくりまでの一貫体制、グローバルな生産対応
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

リサイクルフロー

バージン材同等の成型材料

【お問合せ先】
株式会社 近江物産　営業部 本部長  矢田 正幸
Tel： 077-553-6193　/　E-mail： Info@ohmi-bussan.co.jp 

株式会社 近江物産

【所在地】 〒520-3046 滋賀県栗東市大橋7丁目4-51 
【代表者】 代表取締役  芝原 茂樹
【資本金】 4,000万円　
【ＵＲＬ】 http://www.ohmi-bussan.co.jp/

【設　立】 1977（S52）年
【従業員】 47名
【認証等】 ISO14001 
【受賞歴】 2014年 がんばる中小企業・小規模事業者300社

2015年 滋賀県CSR経営対象受賞

・自動車向けの高付加価値分野へのチャレンジ
・近江グレードのブランド化

【強み】
使用済みプラスチックからバージン材同等のプ
ラスチック成型材料のリサイクル開発技術・品
質管理・製造技術を活かして、ユーザー様のさ
まざまなニーズに対応、プラスチックリサイクル
を通して、持続可能な循環型社会つくりに貢献。

【コア技術】 
使用済みプラスチックを当社独自のコンパウン
ド技術により、バージン材同等のプラスチック成
型材料を作り出す。

【アピール製品】
・品質安定と高生産性
回収材料の分別・使用済み材の高度洗浄・粉砕などの材料均質化技術、
改質材や顔料などの配合、ならびに品質安定と高生産性材料の供給体制
を整えております。
・ニーズにあった製品開発
製品の使用条件によりプラスチックの色や物性・含有物質などユーザー要
求に応えるため、製品開発技術・材料評価技術を備える技術部門の強化
を図っております。
・環境問題や資源保護の観点から循環型社会づくりに貢献
資源を有効活用するため、使用済みプラスチックからバージン材同等の材
料開発をしております。また、リサイクルプラスチック材料を安心して使用
いただくため、回収システムを構築し、大口需要にも安定供給が可能です。   

・当社は1977年にプラスチックリサイクルに特化した近江物産を設立し、リサイクル業、産業廃棄物処理の認識から、
ものづくりメーカーを意識して積極的に技術開発をおこなう材料メーカーとして取り組んでおります。
・当社の強みは再生プラスチック材料の品質の高さであり、一般的に「再生プラスチック＝2級品」というイメージを払
拭するため、評価試験機械や材料分析装置などの機械導入し、材料に含まれる物質の詳細を特定、需要に合わせた
材料同士のブレンドをおこないそのブレンド技術力にさらなる磨きをかけております。

・近年では経済産業省の「先端事業投資促進事業費補助金事業」の認定を受け、高品位PP再生材料の製造をする専
用ラインを新設。新設機は、高剛性、高強度が要求されるタルク充填系PPコンパウンドにも対応できる8種の原材料
混合、計量、供給装置を備えた2軸混練押出・造粒設備で自動車関連ビジネスの基盤強化を進めています。

株式会社 近江物産 滋賀県栗東市

高品位再生プラスチック材料ならお任せを!
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

【お問合せ先】
株式会社 オー・エス・ケー　代表取締役  髙田 士朗
Tel： 077 -569-4770　/　Fax： 077-569-4780　/　e-mail： osk7@ezweb.ne.jp

株式会社 オー･エス･ケー

【所在地】 〒525-0052 滋賀県草津市西矢倉2丁目4-10  
【代表者】 代表取締役  髙田 士朗
【資本金】 1,000万円
【設　立】 1990（H2）年9月

【従業員】 5名
【認証等】 コンポスト生産管理者等
【受賞歴】 （一社）日本有機資源協会功労者表彰

湖南甲賀環境協会功労者表彰

琵琶湖で大量に繁茂するコカナダモなどの『水草』を肥料に再生し、旧草津川跡地に完成する農園で活用すると共に、
『水草』を『ふりかけ粉』に再生、草津まちなか商店街において『料理教室』を立ち上げ、循環型社会の構築と六次産業
化・地域の活性化を図り、「滋賀ブランド」として全国に発信します。

【強み】
平成13年以来、農水省・環境省を主務官庁とする（一社）
日本有機資源協会の会員として、中央の行政・産業界・大
学との幅広いつながりを活かした情報交換が強み。

【コア技術】 
　コンポスト生産管理者他、環境関連の資格を多数有す。

【アピール】
　バイオマス再生利活用のための事業化・技術指導。

滋賀県下、とりわけ琵琶湖南湖において、環境の変化により、年間5,000トンにもおよび異常繁茂する『水草』を始め、
「地域資源」として位置づけされる未利用バイオマスを再生し、継続性・安定性のある事業を創出します。

株式会社 オー・エス・ケー 滋賀県草津市

バイオマスの再生利活用に向けて研究開発し、事業化をお手伝いします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

歯ぐき専用ツール（京都府立医科大学と日本・中国で共願特許取得） ハイブリッド高機能炭素製造工場

代表取締役  大木 武彦

本社

【お問合せ先】
株式会社 大木工藝　営業企画部 部長  宮島 広和 
Tel： 077-549-1309　/　E-mail： miyajima@ohki-techno.com 

株式会社 大木工藝

【所在地】 〒520-2114 滋賀県大津市中野3丁目4-13  
【代表者】 代表取締役  大木 武彦  
【資本金】 6,000万円  
【ＵＲＬ】 http://ohki-techno.com/

【設　立】 1970（S45）年　　【従業員】 18名  
【受賞歴】 滋賀エコ・エコノミープロジェクト「しが低炭素リーダー賞」

京都市オスカー認定
第二種医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録
平成28年度経産省・特許庁後援 日本弁理士会より
「知的財産活用・戦略部門奨励賞」

・炭素を基軸にニッチ戦略を基本として、医・食・住・環・エネルギー・美容の各市場においてNo.1
商品を持ち、大手と競争せず、商品コンセプトの一貫性、時代に合った商品開発をしていきます。

・自分が欲しいと思う「直感」「感覚」を大事に、「技術」ありきでなく「アイデア」ありきを念頭に経営
も含めた「デザイン」力を理念と行動指針とし、100～200年永続企業を目指しています。

【強み】
　大学との連携 ： 龍谷大学・滋賀医科大学・

京都府立医科大学・京都工芸繊維大学・
関西大学・東京電機大学・立命館大学　他
各分野と共同研究実施中

【コア技術】 
　炭素（カーボン）の物性を利用した製品の研究・開発   

【アピール製品】

【研究開発型製造業の事業】
《医》  滋賀医科大学・京都府立医科大学・京都工芸繊維大学・立命館大学と医療機器の共同研究開発
《食》  大手食品メーカーとのタイアップで調理機器製品を完成し納入中（ガス代約44％削減）
《住》  カーボンウェーブ®節電シート（節電効果27％、不燃で安全性をPR、販売開始）
《環》  香川県さぬき市工場、PET・フェノール樹脂廃材キャパシタ用活性炭製造機
《美》  炭の遠赤外線効果による美容機器の開発・製造、販売開始
《エネルギー》  滋賀県産業支援プラザ・工業技術総合センター・京都工芸繊維大学・龍谷大学と共同研究による

カーボンナノファイバー（キャパシタ）を開発　　

株式会社 大木工藝 滋賀県大津市

知産創造・自然から学び、自然に還す



―  19  ―

企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

各種工作機械スピンドルユニット平成28年度砥粒加工学会「技術賞」受賞

代表取締役  大久保 元博

【お問合せ先】
大久保精工株式会社　代表取締役  大久保 元博
Tel： 077-564-6011　/　E-mail： ohkuboseiko@zeus.eonet.ne.jp

大久保精工株式会社

【所在地】 〒525-0055 滋賀県草津市野路町683-2
【代表者】 代表取締役  大久保 元博
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.eonet.ne.jp/~ohkuboseiko/

【設　立】 1965（S40）年
【従業員】 7名
【受賞歴】 「2010 KANSAIモノ作り元気企業100社」  

「関西ものづくり新撰 2013」
「平成28年度 砥粒加工学会 技術賞」

当社は1965年の設立以来、工作機械で最も重要な構成部品であるスピンドルユニット
（回転主軸）を設計・製作・販売しています。
「しが新産業創造ネットワーク」参画の皆様と情報交換し、新たな価値を創造できるよう努
めます。

【強み および コア技術】
・設計ノウハウ ： 長年の経験から生み出される設計力
・加工技術 ： 自社製スピンドル搭載の専用機を駆使した高精度な加工技術
・ダイナミックバランス均衡化技術 ： 振動工学を駆使した動的回転バランスを高度に均衡化させる技術
・組立技術 ： スピンドルユニット全体を調和させる精緻な組立技術
・ブレない経営 ： 品質世界一を目指す志と、身の丈に合った経営の実践
・ネットワーク力 ： 産官学の連携による技術力の向上

【アピール製品】                
    

・スピンドルユニットの設計・製作・販売

・スピンドルユニットのメンテナンス

・精密機械部品の設計・製作・販売

・測定用治工具の設計・製作・販売

・ODM （Original Design Manufacturing）

・OEM （Original Equipment Manufacturing）

滋賀県草津市

‘ブレない回転軸’ 最高品質を追求する方へ
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役社長　大塚 敬一郎

ウレタンパッド補強材 事務椅子カバー 深絞り成形品 複合材均一成形品

【お問合せ先】
大塚産業マテリアル株式会社　開発室 係長  八若 淳也
Tel： 0749-62-3251　/　E-mail： ju-yawaka@otks.co.jp

大塚産業マテリアル株式会社

【所在地】 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町1
【代表者】 代表取締役社長  大塚 敬一郎
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://ohtsukasangyo.com/material

【設　立】 1987（S62）年4月
【従業員】 132名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【新事業の推進】
当社は、自動車関連事業での売上高が９割を占めています。国内における少子高齢化や
若年層の車離れ、輸出車両の現地生産化等により、国内生産台数は今後も更に減少する
ことが予想されます。
このような状況の中、既存事業を守りつつ、新規事業、新製品開発にも注力し、異分野へ
の進出を目指していきます。

【強み】
自動車シート用ウレタンパッドの補強材については、自動車メーカーを問わず、国内生産台数の約６割のシェアを
持ち、不織布の取り扱いに関して、国内トップレベルの実績があります。また、ゼロエミッションの活動を積極的に
行っており、自社から排出される産業廃棄物をゼロにし、循環型社会の実現に向け取り組んでいます。今では形を変
え、自動車や住宅の一部にも製品として採用していただいています。

【コア技術】
接着から裁断、縫製までの一貫生産に対応し、短納期、低コストを実現しております。お客様のニーズにあった製品
を企画から設計、生産まで行ないます。

【アピール製品】

主に自動車の内装品および資材部品の製造・販売を行っています。具体的な取扱製品については下記の通りとなり、
特に最近では当社独自の成形技術を生かした新製品の開発にも積極的に取り組んでいます。

【自動車シート用ウレタンパッドの補強材】 不織布を用いたウレタンパットの補強および異音防止材
【自動車用ヘッドレストカバー】 自動車用ヘッドレストやアームレストのカバー
【シートカバー】 自動車用シートのカバーや電車、新幹線の座席シートのカバー
【ラミネート】 自動車用のシート生地をはじめ、建材や衣料品、雑貨関係の生地の接着ラミ
【リビング関係】 事務椅子やパーテーションなどのカバー

大塚産業マテリアル株式会社 滋賀県長浜市

創業300年に及ぶ繊維加工のトータルプロデューサー
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ライフサポートシステムの概要

展示会への出展

代表取締役 杉江 尋幸

【お問合せ先】
Auto-IDフロンティア株式会社　営業部  笹本 徹
Tel： 077-551-2020　/　E-mail： info@id-frontier.jp 

Auto-IDフロンティア株式会社

【所在地】 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭字西浦2035  
【代表者】 代表取締役  杉江 尋幸
【資本金】 500万円
【ＵＲＬ】 http://www.id-frontier.jp/

【設　立】  2005（H17）年6月    
【従業員】  21名

『新市場の創造と挑戦』
・異なる市場を新技術で融合させ、新たなるサービス（商品）を創造することで、新しいサー
ビス市場を生み出す。
・高い付加価値サービス（商品）を創造し・挑戦することで、世に（人に）貢献することを使命
と考え、次世代に贈る有益な｢もの創り｣を目指すと共に、未来を築く同朋の物心ともに充
実した喜びを享受する姿こそが｢我が社｣が目指すものである。

【強み】
システム開発やアプリ開発など、幅広くシステム開発を行い
ます。
お客様のご要望を元に、最適なシステムをご提案させていた
だくと共に、世の中に貢献できる「もの創り」を目指しています！

【ライフサポートシステム】
「ライフサポートシステム」と
は、近年増加する高齢者の生
活に対し、より安心で快適な
生活をサポートするためのシ
ステムです。
ご家庭の様々な家電から情報
を収集する事で、日常生活に
溶け込みながら高齢者の独り
暮らしや、ご家族の目の届か
ない時間帯でも常に見守りサ
ポートを行い、非常時にはす
ぐに周囲に異常を知らせます。

【システム開発】
　業務システムの開発や、制御系システムの開発等、幅広く対応可能です。

【iPhone / Android アプリ開発】
　一般のお客様用から企業様用まで、幅広く対応いたします。

【WEB アプリケーション構築】
　WEB上での在庫管理、販売管理、顧客管理システム等を構築します。

【WEB サイト制作】
　EC-CUBE、WordPress等を導入し、WEBサイト制作します。

Auto-IDフロンティア株式会社 滋賀県守山市

システム開発からアプリ開発まで！ 幅広くお任せください！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

【お問合せ先】
株式会社 オーミック　取締役  北田 良三 
Tel： 077-552-2035　/　E-mail： kitada@omic-corp.co.jp 

株式会社 オーミック

【所在地】 〒520-3042 滋賀県栗東市辻600-1
【代表者】 取締役社長  佐藤 徹
【資本金】 6,250万円
【ＵＲＬ】 http://www.omic-corp.co.jp/

【設　立】 1972（S47）年2月
【従業員】 85名
【認証等】 ISO13485、医療機器修理業

第1種医療機器製造販売業、同賃貸販売業
【受賞歴】 グッドデザイン賞中小企業長官賞（2007）

【医療機器】
　医療機器製造販売メーカーとして国産化を推進 

【精密部品加工】
　医療機器製造のなかで、更に進化させた加工技術を宇宙、航空機分野などに展開

【強み】
～製品開発力と一貫した生産体制～
医療現場の細かなニーズに的確に応えて、新たに年
間200を超える製品を市場に投入する企画開発力と多
品種・少量注文に対応できる、自社内での開発～製
造・販売までの一貫体制を保有。

【コア技術】 
　難切削材の切削加工技術

【アピール製品】
［ 代表品 ］
　大腿骨骨折治療材料および専用手術器械（医家向け）
〈使用材料：チタン合金・ステンレススチール・カーボ
ンコンポジット・ポリアセタール〉

【医療機器製造販売 ・ 製造】
長年培った難切削材加工技術を
ベースに、自社にて企画・設計・評
価～承認取得・製造まで一貫して
行っている。また、ＯＥＭ生産も請
け負う。

【宇宙関連等精密部品加工】
特殊金属加工、複合加工技術およ
び試験・評価の経験をベースに、チ
タン合金、ニッケル、ニッケル合金、
コバルトクロム合金、カーボンコン
ポジット材等の難切削材の加工請
負い 。

滋賀県栗東市

精度の高い『思いを形に… と満足』をお届けします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

海外向け野外用侵入検知センサ

代表取締役社長　上村 透

自動ドア用センサ

【お問合せ先】
オプテックス株式会社　戦略本部 開発センター  中村 明彦
Tel： 077-579-8000　/　E-mail： a-nakamura@optex.co.jp

オプテックス株式会社（東証一部 オプテックスグループ株式会社）

【所在地】 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
【代表者】 代表取締役社長  上村 透
【資本金】 3億5,000万円
【ＵＲＬ】 http://www. optex.co.jp/

【設　立】 1979年5月   
【従業員】 284人
【認証等】 ISO9001、ISO14001 
【受賞歴】 経済産業省によるグローバルニッチトップ企業100選

今までのセンサ機器の提供に加え、センサデータを利用したソリューション提案型の
ビジネスモデルに注力をしていきます。

【強み】
センシング技術 ： 世の中で汎用化されているセンサを人・モノ・車・水質検知などに応用。

屋外の過酷な環境下でも安定した性能を発揮する信頼性の高いセンシング技術を保有しています。
マーケティング ： 競争のないニッチ市場の創造で、新たな価値を生み出しています。
現場力　　　  ： 世界80カ国での事業展開を通して、各国の文化や自然環境などに対応したセンサを提供しています。
アイデア　　　： 常識にとらわれない柔軟な視点と豊かな発想力で、製品開発、マーケット開拓、ビジネスモデルを

開拓して います。

【コア技術】 
センシング技術（ PIR ・ AIR ・ マイクロウェーブ ・ 加速度 ・ レーザー ・ ファイバー ・ 画像 ・ 新要素技術）

【アピール製品】

【防犯センサ】
屋外用侵入検知センサで世界トップクラスのシェアを保有、高い品質と抱負なラインアップで、さまざまな侵入形態
に対応。用途や現場に合わせたセンサシステムで人々の安全を守っています。

【自動ドアセンサ】
世界初、遠赤外線式の自動ドアセンサを開発。世界の安全基準をクリアするとともに、利用者や設置場所の特性に
合わせたドアの開閉により、快適なエントランス環境を提供しています。

オプテックス株式会社 滋賀県大津市

世界に展開するセンシング技術のリーディングカンパニー
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

高速光シャッタの応答特性高速光シャッタ Type C
（25×25㎜）

高速光シャッタ Type V
　（40×40μm 100ch）

２次元画像偏光解析装置

【お問合せ先】
有限会社 オプトセラミックス　代表取締役  大西 康司
Tel： 077-543-7825　/　E-mail： onishi@optceramics.name 

有限会社 オプトセラミックス

【所在地】 〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5
龍谷大学内REC-208 
本社：〒601-8213 京都市南区久世中久世町5丁目35

【代表者】 代表取締役  大西 康司

【資本金】 3,000万円
【設　立】 2004（H16）年5月
【従業員】 8名

【圧電セラミックス】
　航空・宇宙産業への展開をめざし、新たなデバイス開発に取り組みます。

【立体映像用デバイス】
　立体映像用という新たな分野に挑戦し、アミューズメントや電子広告産業などに新境地を開きます。

【強み】
長年の光デバイス開発で培われた経験を基に、最適な製造プロセス
をご提案、ご提供いたします。

【コア技術】 
精密切断・精密研磨技術（セラミック材料、金属材料、磁性材料他）
光デバイス組立技術

【アピール製品】

【光学部品の製造】
　航空・宇宙関連事業で注目されている高純度Be材による光学窓や反射鏡など

【光機能部品の開発】
　PLZT、PMN-PT等、電気光学材料を用いた高速光シャッタなど

【立体映像用光学部品の開発】
　立体表示デバイスや空間映像機器など

有限会社 オプトセラミックス 滋賀県大津市

精密研磨技術で未来のデバイスに挑戦します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

各種コネクタ類 コンポーネント部品 複合ユニット各種アンテナ類フェライト部品

2D/3D対応CADツール

【お問合せ先】
株式会社 オリエントマイクロウェーブ　関西営業部 大阪営業所 所長  河村 英明
Tel： 06-6423-9349　/　E-mail： kawamura-hide@orient-microwave.co.jp

株式会社 オリエントマイクロウェーブ

【所在地】 〒527-0135 滋賀県東近江市横溝町2275
【代表者】 代表取締役社長  加藤 一茂
【資本金】 4,600万円
【ＵＲＬ】 http://www.orient-microwave.com

【設　立】 1983（S58）年2月12日
【従業員】 95名
【認証等】 ISO9001、ISO14001（本社のみ）
【受賞歴】 ㈱東芝小向工場殿 VA活動感謝状授与、

創意工夫功労者 文部科学大臣賞 表彰

【Challenge 】
・常に新しい技術に挑戦し、様々なマイクロ波関連の素材から部品、システムまでの製品展開を目指す。
・マイクロ波のプロフェッショナル集団となり、高性能、高品質製品を提供し、お客様に信頼される会社となる。

【強み】
・開発・設計から評価・製造まで一貫した国内対応

【コア技術】 
・マイクロ波・ミリ波に特化した開発・設計
・フェライト製品は素材から一貫した開発・設計・製造    

【特殊設備】 
・複数の高周波用電磁界解析ソフト
・2D/3D対応のCADツール
・高周波（～67GHzまで）測定可能な計測機器を多数所有
・国内でも稀な3m/10m電波暗室を所有
・多種多様な耐環境試験設備

・マイクロ波・ミリ波は、現代の生活を支える携帯電話や衛星放送等の無線通信、気象レーダに代表する計測、電子レ
ンジの様な加熱等、様々な用途に使用されている。
・我社ではマイクロ波・ミリ波用のコネクタからケーブル製品、フェライト部品、アンテナ、コンポーネント部品に加え、
それらを組合せた複合ユニットまで多種多様な高周波製品の開発・設計・製造を行っている。

株式会社 オリエントマイクロウェーブ 滋賀県東近江市

コネクタから複合ユニットまで高周波部品専門の総合メーカー
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

左が毬栗状銀粉（粒径3μm）、右が大型鱗片状銀粉（粒径20μm）

コンパクトな低VOC1液洗浄機
マイクロクリーナーECO 
（MC2HD-2PE）

【お問合せ先】
化研テック株式会社　開発支援部  神保 拓郎 
Tel： 072-894-2590　/　E-mail： jinbou@kaken-tech.co.jp

化研テック株式会社

【所在地】 本社：〒576-0036 大阪府交野市森北1丁目23-2
材料開発研究所：〒527-0065 滋賀県東近江市下二俣901
滋賀工場/技術開発研究所：〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町
　　　　　　　　　　　　大字北脇日野第二工業団地3-1-3

【代表者】 代表取締役社長  堀 薫夫
【資本金】 5,000万円
【ＵＲＬ】 http://www. kaken-tech.co.jp 
【設　立】 1966（S61）年7月   
【従業員】 83名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

当社はフラックス洗浄システムや、導電性接着剤、塗装剥離剤、帯電防止剤など、比較的ニッチな分野ではありますが、
業界トップクラスの技術力を磨き、市場実績を積み重ねてきました。
これからは国内だけではなく、世界に向けて化研テックの技術を発信して、より多くのお客様の「困った！」を解決できる
よう、グローバルな展開を目指して参ります。

【強み】
化研テックは、フラックス洗浄剤の開発から洗浄装置
の製造、導入後のアフターサービスまでを一貫して提
供する、フラックス洗浄のトータルメーカーです。また、
独自の銀粉製造技術で、他社にない特殊形状銀粉を
配合した導電性接着剤を製造、販売しております。

【コア技術】 
・フラックス洗浄剤開発技術
・洗浄プロセス開発技術／蒸留再生技術
・銀粉製造技術/ペースト設計技術
【アピール製品】
・フラックス洗浄システム「マイクロクリーナー」
・特殊銀粉を用いた低銀・低コスト導電性接着剤
　「TKペースト」

化研テックは技術開発型の化学品メーカーです
【特殊形状銀粉を使用した導電性接着剤「TKペースト」】 
電子部品製造用の導電性接着剤のフィラーとして使用する銀粉を、様々な形状で製造する技術を独自に開発。毬栗
形状や大型鱗片状などの特殊形状銀粉を用いて低銀化に成功し、銀含有量の少ない低コストの導電性接着剤「TK
ペースト」を販売しております。

【フラックス洗浄システム】
プリント配線板や電子部品のはんだフラックス残渣を精密洗浄する洗浄剤と洗浄装置を自社開発しています。廃水
を出さず、高品質・安全・低コストなフラックス洗浄システム「マイクロクリーナー」は、ニッチな分野ながら国内トップ
シェアの実績があります。無洗浄はんだや高融点はんだのフラックス洗浄など、お客様のニーズを先取りした研究開
発を行っております。

【その他の商品群】 
はんだパレットの焼付いたフラックス汚れを洗浄する「パレットクリーナー」、印刷現場の静電気対策用帯電防止剤
の「カケンスタット」シリーズ、自動車塗装現場の治具やスノコの塗膜対策用プレコート剤、「ポリセラガード」シリー
ズなど、現場の方に喜ばれる化学品を開発しております。

化研テック株式会社
洗浄・接着・剥離技術でお客様の「困った」を解消します

本　　　  社：大阪府交野市
工場・研究所：滋賀県蒲生郡
　　　　　　滋賀県東近江市
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

水素ステーション向け超高圧注油器加工サンプル／微細加工鏡面仕上げ

24時間一定温度（±1℃）に管理された工場

代表取締役社長  金山 隆

【お問合せ先】
株式会社 金山精機製作所　営業部 部長  西川 茂晴
Tel： 077-532-0071　/　E-mail： nishikawa@kanayamajapan.com

株式会社 金山精機製作所

【所在地】 本社：〒607-8322 京都府京都市山科区川田清水焼団地町4-9
滋賀工場：〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘10-18

【代表者】 代表取締役社長  金山 隆
【資本金】 1,000万円

【ＵＲＬ】 http://www.kanayamajapan.com/ 
【設　立】 1973（S48）年7月
【従業員】 68名
【認証等】 ISO9001、JISQ9100  
【受賞歴】 平成20年度京都中小企業技術大賞

【航空機事業の拡大】
現在航空機部品の加工を手掛けていますが、組立を含む一貫生産に取り組んでまい
ります。

【自社商品の拡大】
現在自社商品は注油器だけですが、さまざま商品の開発に取り組んでおり、自社商品
の比率を高めてまいります。

当社の強みは以下の三つです。
・航空宇宙規格JISQ9100、ISO9100の品質管理体制を保有しています。
・工場内24時間一定温度の環境で高品質なモノづくりができます。
・加工プロセス技術の開発・提案を行い、加工・検査装置を社内開発で
きます。
設計・製造販売しています注油器は、船舶用の大型エンジンをはじめと
する潤滑油供給に利用されており、また高圧の給油機器としても様々な
機械の自動化に利用されています。
さらに昨年には水素
ステーション向け吐
出圧100MPa対応注
油器を開発
しました。
また高精細3Dプリン
ターを用いて、形状
確認の為の試作品
や、組立治具等の造
形も承っております。

当社は、1950年に窯業技術を活かしたセラミック加工をはじめ、金属加工など工業製品の製造に参入し、創業いたし
ました。
現在では技術分野を多彩な領域へと展開し、発電所や新幹線などの大電流を制御するパワーデバイスのキーパーツ、
航空機主翼フラップの油圧パーツなど、特殊部品の製造を手がけています。
また、船舶用の大型ディーゼルエンジン・コンプレッサ向け注油器メーカーとしての実績も有り、ナノレベル鏡面加工
や、超精密加工の独自技術でも取引先より高い評価を得ています。

株式会社 金山精機製作所 滋賀県大津市

24時間一定温度の環境で精密加工に取り組む
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

アーム型ロボット解析 3Dカメラ処理 SLAM

代表取締役 才田 崇王

走行ロボット

【お問合せ先】
CANALTEKS株式会社　代表取締役  才田 崇王
Tel： 077-548-7016　/　E-mail： saida@canalteks.biz

CANALTEKS株式会社

【所在地】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5-14-1-406　 
【代表者】 代表取締役  才田 崇王
【資本金】 300万円
【ＵＲＬ】 http://www.canalteks.biz

【設　立】 2011（H23）年12月   
【従業員】 1名
   

【製品研究・開発】
「ロボットと人が協業・共存できる社会をこの目で見たい」をモチベーションに、
介護・医療・工業・農業・研究開発等をロボット技術で盛り上げていきます。

【強み】
・電気・機械・安全性に亘るロボット・システム全体を俯瞰した制御ソフトウェアを提供いたします。
・介護用ロボット、研究開発用ロボットのソフトウェア製作などが得意です。

【コア技術】 
・ROS + Linux ベースのオープン・ソース・ソフトウェアによるロボット制御系を主に扱っています。
・走行制御、SLAM（自己位置推定＆地図作成）、簡易インタープリタ、Web UI、アーム制御、歩行ロボット制御、信号処
理、TCP/IP通信、各種ドライバ作成、画像処理などが可能です。

・制御則、計算アルゴリズムの導出など、大学研究レベル・海外文献に基づく実装などが可能です。

【ソフトウェア開発】
・皆様のご要望に合わせたロボットシステムの提案と、制御ソフトウェアの開発を行います。
・一品モノの研究開発ロボット向けに、0ベースからでも制御ソフトウェアを構築いたします。

【中小企業様向け】                
・ロボットの開発企画、コンサルなど、企画段階からでも皆様のアイディアをロボット技術で形にするお手伝いを致し
ております。

CANALTEKS株式会社 滋賀県大津市

ロボット技術で新しい可能性を開きます
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

オートストッカーでの無人化成形

製品群

代表取締役　川上忠嗣

【お問合せ先】
株式会社 カフィール　成形グループ グループ長  西河 和孝 
Tel： 0749-78-0270　/　E-mail： nishikawa@kafeal.com

株式会社 カフィール

【所在地】 本社：〒529-0341 滋賀県長浜市湖北町速水225-1
　TEL：0749-78-0270　FAX：0749-78-2374
第二工場：〒529-0341 滋賀県長浜市湖北町速水1070
　TEL＆FAX：0749-50-2008
京都オフィス：〒600-8813 京都市下京区中堂寺栗田町93
　京都リサーチパーク4号館3階
　TEL：075-874-2942　FAX：075-874-2943

【代表者】 代表取締役  川上 忠嗣
【資本金】 2,500万円

【ＵＲＬ】 http://www.kafeal.com/
【設　立】 1973（昭和48）年6月
【従業員】 26名
【認証等】 ISO9001

ISO14001
平成19年度サポイン採択
平成23年度サポイン採択

【受賞歴】 KANSAIものづくり元気企業2008
2009年元気なモノづくり企業300社

弊社は「プラスチックレンズに夢を託して」をビジョンに経営をしております。
光学プラスチックレンズ分野は、近年デジタル機器の高性能化の影響もあり、従来に増して
その複雑化と高精度化が求められています。
即ち、ナノメーター精度のプラスチックレンズ成形が求められており、そのナノメーター精度
での転写技術によるマスプロを行うことで、顧客のニーズに応え、市場により高機能な、そし
て安心・安全な光学プラスチックレンズを提供し続けて行けるよう努めて参ります。

【強み・コア技術】
・光学プラスチックレンズを安定生産方式で供給
環境整備をモットーに、温度湿度一定管理のクリーンルー
ムの中で、光学プラスチックレンズと精密エンジニアリング
プラスチック部品に特化し、オートストッカー等の無人化対
応システム導入による24時間30日のフル稼働体制をとって
おります。また、全社挙げての「ＴＰＭ活動」に取り組んでお
り、技能検定合格者の成形作業者による成形条件管理、金
型管理を徹底し、品質の安定に努めています。

・光学プラスチックレンズを安定生産方式で供給
当社は光産業の先端分野において必要とされるプラスック
レンズの製造技術が強みであり、それに伴う光学設計およ
び金型設計からの対応が可能です。

【アピール製品】
・撮影系・ファインダー系レンズ・プリズム
・センサー系レンズ・プリズム
・照明系レンズ・レンズアレイ

【射出成形】
・光学プラスチックレンズ、ミラー
・精密機構部品
・微細転写成形品

【上記に伴う光学設計・金型設計および製作】

株式会社 カフィール 滋賀県長浜市

クリーンルーム工場内での無人化成形による光学プラスチックレンズ製造
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

バイオ炭（籾殻くん炭）

バイオマス資源の籾殻を固形化し、燃料としてハウスの暖房に使用していただいています。

毎年大量に発生する籾殻 籾殻圧縮成形機 籾殻固形燃料 籾殻暖房機

【お問合せ先】
関西産業株式会社　技術部 部長  木下 徹  ・  開発営業部  猪熊 雅仁
Tel： 0749-25-1111　/　E-mail： kinoshita@kansai-sangyo.co.jp  ・  inokuma@kansai-sangyo.co.jp

関西産業株式会社

【所在地】 〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町1666
【代表者】 代表取締役  児島 裕明
【資本金】 5,000万円 
【ＵＲＬ】 http://www.kansai-sangyo.co.jp

【設　立】 1941（S16）年12月26日
【従業員】 17名   
【受賞歴】 2000年 社団法人発明協会 近畿通商産業局長賞　

2004年 文部科学大臣賞 受賞
2008年 社団法人発明協会 奨励功労賞

《バイオマス業界のリーディングカンパニー》
創業100周年に向け、炭化装置を始めとした環境プラントを通じ、各地域にて循環
型社会の構築を実現し、バイオマス業界におけるリーディングカンパニーを目指し
ます。
また、農業分野においても貢献を果すべく、装置導入のみならず、国内外における
土作りからのサポートを行い、バイオ炭（籾殻くん炭）の普及に注力して参ります。

《あらゆる形でのバイオマスエネルギーの創造》
バイオマス分野において、全農が指定する唯一の籾殻利用機器メーカーとして技術のみならず炭の物流や利用方
法に関する情報収集を行い、全農・農協の協力のもと装置の能力設定などを手がけてきました。
現在は、バイオマスの炭化に加え、籾殻の固形燃料を使用した環境に優しいバイオマス利用型暖房装置の推進をし
ております。暖房機はバッチ式構造で、お使いの重油暖房機に対して補助的に使用することでハウス内の温度ムラ
を減少させ、植物が安定的に成長できる環境を作り出します。

《炭化技術で農業に貢献・付加価値創造》
当社を支える根幹の技術は『バイオマスの炭化』です。今から50年以上前に、農業界で処理に困っていた『籾殻』に
着目し、炭化した籾殻を土壌改良資材として、普及を開始しました。以降、竹、下水汚泥、木質チップ、食品残渣等、あ
らゆるバイオマスの炭化に取り組み、多くのプラント導入実績を築いております。
“大地から取れたものは大地へ還す”という理念のもと、農業分野への炭の利用を推進することで環境への負荷を低
減し、農産物の付加価値向上に努めると同時に、地域循環型社会の実現を目指しております。
また、炭化に限らず、様々なバイオマスエネルギーの創造も行っております。東南アジア各国では、NEDO事業やJICA
事業により、木質系ガス化発電プラントやメタンガス発電プラントなどの発電装置や、炭化熱の利用装置の導入など
を行っております。
当社では、バイオマス資源の活用技術に関して、長年の技術的ノウハウを数多く蓄積しております。国内外において、
お客様のご要望に合わせたバイオマスエネルギーをあらゆる形で創造していくとともに、バイオマスの推進・発展の
一助となるべく研究・開発、炭の普及を努めてまいります。

関西産業株式会社 滋賀県彦根市

籾殻、竹などのバイオマス資源を有効利活用します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

データセンター

代表取締役社長  井門 一美

【お問合せ先】
キステム株式会社　経営管理室
Tel： 077-523-0200　/　E-mail： info@kistem.co.jp

キステム株式会社

【所在地】 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目4-12
【代表者】 代表取締役社長  井門 一美 
【資本金】 5,000万円  
【ＵＲＬ】 http://www.kistem.co.jp/

【設　立】 1969（S44）年9月4日
【従業員】 238名
【認証等】 ISO9001、ISO27001、Pマーク
【特　許】 日本 3201751号、米国 6542785号

【新技術製品の創出】
今求められる社会ニーズを当社システム開発技術により形ある製品に仕上げ、パッ
ケージシステムや　クラウドサービスで提供していくことを目標としている。
また、新技術や新製品、新サービスは、他の企業や大学等の研究機関との連携開発を
求めており、是非連絡をいただきたい。

【強み】
　滋賀県内初の情報処理サービス企業として設立し、ITにまつわる総合力を有している。

【コア技術】 
　当社のコアは知的野生人を目指した人材であり、常に技術の最先端に挑戦し続けている。

【アピール製品】
　ものづくりの分野において
　１）世界最先端の光学系超精密加工 CAD/CAMシステム「OPT－1」

光学系加工に要求されるナノ単位で加工できる（近似値を用いない）超精密加工システムでありレンズ、反射板
等の加工に利用され、国内の多くの光学機器メーカーや最近では自動車産業にも利用されてきている。世界最
大の天体望遠鏡スバルのレンズも当システムにより加工された。

　２）IOTのデータ処理技術（ビックデータ等）
各種機器や製造ラインに取り付けられたセンサー情報を取り込み、データの解析・分析等の処理技術を駆使し
予測やみえる化を行う。

当社は、世の中に役立つ、Key Information 
System の提供を行う企業です。ITを通じ次
の事業展開を行っております。
１）自社保有のセキュリティ・耐震等安全性
を確保したデータセンターを通じクラウ
ドサービス（SaaS IaaS）の提供

２）公共・産業分野の情報システムの開発
３）ハード・ソフトウエア等のインテグレー
ション・サービス

４）各種自社製品システムパッケージの開
発・販売

キステム株式会社 滋賀県大津市

企業・製品をITによりサポートいたします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役社長  清水 重信

当社の各種弁

カムレバーロック式急速空気弁
A165（フランジ一体型）

カムレバーロック式急速空気弁
A260（ボールコック付き）

【お問合せ先】
協和工業株式会社　代表取締役社長  清水 重信
Tel： 0749-45-0561　/　E-mail： shigenobu@kyowakk.com

協和工業株式会社

【所在地】 〒527-0125 滋賀県東近江市小田苅町1790
【代表者】 代表取締役社長  清水 重信
【資本金】 8,500万円
【ＵＲＬ】 http://www.kyowakk.com

【設　立】 1961（S36）年7月
【従業員】 24名
【認証等】 ISO9001
【受賞歴】 元気なモノ作り中小企業300社（H21年）

KANSAIモノ作り元気企業100社（H21年）
関西ものづくり 新選（H24年）

【海外展開の推進】
　特許戦略を使い、当社の商品を海外向けに今後展開していきたい 。

【強み】
　マーケッティング力、開発設計力

【コア技術】
　特許を含めた開発力

【アピール製品】
　カムレバーロック式急速空気弁

【バルブ事業部】
上水道用バルブ、消火栓、空気弁、補修弁の開発･製造･販売
※日本国内の上水道事業体へ国内水道規格に準ずる商品で困っておられる商品のマーケティングを実施し、開発
製造し販売しております。

協和工業株式会社 滋賀県東近江市

上水道用インフラ設備への貢献をめざす
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

業務用ビールの泡吹きを防止するHappyEnd君独立72検知エリアを有するMIraiSearch

【お問合せ先】
旭光電機株式会社　営業部
Tel： 078-341-1837　/　E-mail： info@kyokko.co.jp

旭光電機株式会社

【所在地】 〒650-0022 神戸市中央区元町通5-7-20
【代表者】 代表取締役  畠田 真一
【資本金】 8,500万円
【ＵＲＬ】 http://www.kyokko.co.jp/index.html

【設　立】 1947年6月   
【従業員】 178名
【認証等】 ISO9001:2008 
【受賞歴】 2008年経産省全国版元気なモノづくり企業300社認定

【IoT】
あらゆるモノがつながる社会への貢献 
センサー技術、ネットワーク技術、ソフトウェア開発によるワンストップ受注の実現

【強み】
弊社はアナログ技術、信号処理技術、ネットワーク技術、ソフトウェア技術をコアに、高品質が求められる産業用機器
や短納期が求められる各研究向け試作品などの各種電子機器の開発設計および製造をしております。工場では表
面実装ラインを２本設置し、１台の試作から量産まで生産対応可能です。

【コア技術】 
アナログ技術、信号処理技術、ネットワーク技術、ソフトウェア技術

【アピール製品】

【建築用装置】
ビルフロント自動ドア・プラットホームドア用コントローラ／センサ

【鉄道用装置】
自動ドア用コントローラ／センサ、ブレーキ受量器コントローラ

【舶用装置】
舶用リモコン用コントローラ、電子ガバナ

【福祉関連機器】
義足組込コントローラ／設定器、アシストホイール（車椅子）

旭光電機株式会社 兵庫県神戸市

2008年全国版 元気なモノ作り中小企業300社に選定されました
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

A3上向きカラースキャナー無線綴製本機

生産ラインの組立

マイクロフィルムスキャナー

【お問合せ先】
旭光精工株式会社 野洲工場　常務取締役工場長  市田 雅志  ・  副工場長（技術担当）  秋山 真二　
Tel： 077-587-5011　/　E-mail： m-ichida@kyokko-seiko.co.jp  ・  s-akiyama@kyokko-seiko.co.jp

旭光精工株式会社 野洲工場

【所在地】 〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原1736  
【代表者】 代表取締役社長  瀬川 晋弘  
【資本金】 6,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.kyokko-seiko.co.jp

【設　立】 1944（S19）年7月1日  
【従業員】 156名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【ロボット】
　小型の簡易ロボット（ニッチで擦り合わせ設計・作り込み生産的な標準機器）を製作します。

【地球環境改善事業】
付加価値を取れる『良い設計』に特化し、エネルギー関係改善が見込める製品企画をします。先端的生産技術『良い
設計の良いモノづくりの流れ』で顧客満足を目指します。

【強み】
・設計、部品加工（部品調達）、製作まで一貫生産できるので、短納期対応が可能です。
・高い現場力があり制約条件の中で設計する『摺合せ設計』、『作り込み生産』の製品に対応できます。

【コア技術】
・搬送（紙・フィルム・極小部品パーツ等）･駆動技術
　アライメント技術（マークを自動認識）、ハンドリング技術（高速・高精度位置決め）
・制御･情報処理技術
　データー制御、各種モーター活用、ネットワーク、画像認識、センサー活用　等　

【アピール製品】
　弊社独自開発品　

【自動省力化機械・医療機器などの精密機器製造】
・旭光精工 野洲工場では生産設備の開発や生産ラインの最適化を製造受
託しています。

・モノづくりのプロセスをトータルで包括したサービスを提供できます。効率
的（高速・高精度化）な量産ライン構築を提案できます。

旭光精工株式会社　野洲工場 滋賀県野洲市

お客様のニーズに応じて自動化生産技術を提案します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

材質：超硬（HRA90） / 加工精度：±5μm

マイクロニードル 金型微細流路 金型

材質：SKD11（HRC60） / 加工精度：±10μm

代表取締役  畑澤 康弘

【お問合せ先】
近畿精工株式会社　技術部 設計グループ  宮村 郁
Tel： 0749-63-5301　/　E-mail： mail@kinki-seiko.net 

近畿精工株式会社

【所在地】 〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
【代表者】 代表取締役  畑澤 康弘
【資本金】 2,900万円
【ＵＲＬ】 http://www.kinki-seiko.net

【設　立】 1973（S48）年3月 
【従業員】 29名
【認証等】 ISO9001

【高精度加工】
　理想の金型づくりに妥協はしません、最高のものづくりにこだわり続けます。

【微細加工】
　「できない」を「できる」に変えるため、難易度の高い加工に挑戦していきます。

【強み】
　高精度金型加工で培った、多彩な金属加工技術

【コア技術】 
　ミクロン精度の微細切削加工技術、微細放電加工技術、それを保証する検査体制

【アピール製品】
　医療機器向け等に、様々な形状の微細加工を行っており、バリのないスムースな表面状態に仕上げる事ができます。

【プラスチック成形金型  設計/製造】
ガラスフィラー入りのPPS、PEEK、PA、PFなどを成形
する焼き入れ金型の設計製造

【セラミック成形金型  設計/製造】
耐摩耗性に優れる超硬合金製の金型によりセラミッ
クを射出成形できます。

近畿精工株式会社 滋賀県長浜市

高精度・微細加工のことはお任せ下さい
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

DC用 DBBモータ

AC用 高効率IE4対応汎用タイプ

DCキャンドポンプ 各種ポンプ

本社工場

AC用 UEモータ 

代表取締役社長  北村 嘉英

【お問合せ先】
草津電機株式会社　本社営業部 
Tel： 077-563-5118　/　E-mail： sales@kusatsu.co.jp

草津電機株式会社

【所在地】 〒525-8501 滋賀県草津市東草津2丁目3-38
【代表者】 代表取締役社長  北村 嘉英
【資本金】 9,800万円 
【ＵＲＬ】 http://www.kusatsu.jp

【設　立】 1948（S23）年3月 
【従業員】 143名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【全世界のニーズに応える製品を提供します】
世界の多くのお客様が求められる製品を、スピーディにお届けするため、草津電
機グループの国内外のネットワークを有効に活用し、ご要望にお応えします。

【強み】
お客様のご要望に合わせて独自の製品づくりに取り組んできたことから、家電機器、空調機器、住宅機器、産業機器
などのあらゆる分野に使用されています。特に、省エネに対応する新製品の開発に注力しています。

【アピール製品】
　モータの省エネ基準に合致する高効率モータ

【モータ、ポンプの製造】
私たち草津電機は、1948年の創業以来、小型モータとポンプづくりを通して、人々の暮らしと幅広い産業を支え続け
てきました。
国内だけでなく、中国、東南アジアにも製造子会社を持ち、グローバルに事業を展開しています。

草津電機株式会社 滋賀県草津市

お客様のニーズにお応えするモータ、ポンプを提供します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

自動車用フィルター ハップベース（湿布用支持体）

本社工場

クレバルカー

【お問合せ先】
呉羽テック株式会社　開発部 部長  松宮 英明  ・  課長  竹村 康
Tel： 077-553-7180　/　E-mail： h-matumiya@kurehatech.co.jp  ・  y-takemura@kurehatech.co.jp

呉羽テック株式会社

【所在地】 本社：〒525-3012 滋賀県栗東市岡255
【代表者】 取締役社長  斉藤 正和
【資本金】 4億円
【ＵＲＬ】 http://www.kurehatech.co.jp/

【設　立】 1960（S35）年4月   
【従業員】 220名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【更なるグローバル展開】
　現在の４極体制（国内、北米、タイ、台湾）に加え、技術支援を実施中のインドへ、更なる展開を進める。

【東洋紡㈱とのコラボレーション強化】 
　親会社東洋紡㈱の各事業部とのコラボ強化により、国内商品群の維持・拡大を目指す。

【強み】
　お客様のご要望をお聞きし、短納期でご提供する、完全オーダーメイドの商品となります。 

【コア技術】
　独自の製法・技術で、自動車用各種高機能フィルターをグローバル展開しています。

【アピール製品】
呉羽テックが生み出す最先端技術・高品質の不織布製品は、暮らしの中のあらゆるシーンで活躍し、フィルター用途
を主軸として多様な製品を有しています。
その他医療用として、特殊フィルムを独自の加工技術でラミネートしたキズテープや、各種湿布剤の支持体として採
用され、自在に伸縮する優れた特性を生かし、冷却シートやコスメ用フェイスマスクなどにも使われています。
またクレバルカー®は、ポリエステルエラストマー繊維が三次元状に複雑に絡み合った構造体であり、圧縮回復性・
通気性に優れ、クッション性を要求される用途で使用されています。    

・呉羽テックの不織布は、環境を守る役割を果たすなど
あらゆる分野でその優れた機能を発揮しています。
・わたしたちの課題は、いかに短時間で高品質のものを
製品化し、ご提供できるかということであり、結果に対
するお客様の満足度が信用へとつながっています。
・呉羽テックは、研究開発に重点をおき、独自の技術と開
発力で新しい時代を創造しています。

滋賀県栗東市

当社製品は暮らしの中のあらゆるシーンで活躍しています
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役社長  鳥羽 茂之

ディストリビュータ加工機 NCベンダー バルジ加工機 ろう付け自動機端末加工機

ディストリビュータ（分流器）U字管（分流器）Ｔ字管（分流器）

【お問合せ先】
郷インテックス株式会社　営業グループ 企画・開発チーム リーダー  森永 崇生
Tel： 077-562-4505　/　E-mail： U0375@goh.co.jp

郷インテックス株式会社

【所在地】 〒525-0072 滋賀県草津市笠山5丁目3-19 
【代表者】 代表取締役社長  鳥羽 茂之 
【資本金】 3億1,000万円 
【ＵＲＬ】 http://gohintex.jp

【設　立】 2000（H12）年4月1日　　　
【従業員】 90名
【認証等】 ISO14001、ISO9001

・顧客と協同して、基礎設計から環境・省エネに役立つ冷凍サイクル部品の設計・開発
をすすめます。
・「分流器」の充実を図り、拡販をしていき、また他業種への挑戦をしていきます。

【強み】
当社は、空調機器・給湯機器の配管部品の開発、製造を行っております。マレーシアや中国に現地工場を所有し、国
内だけでなく海外にも拠点を置き、業務展開しております。

【コア技術】
　主に銅管の「端末加工」・「曲げ加工」・「バルジ加工」・「組立（ろう付け）」を中心に製造しています。
　○ 主要設備

１．空調機器、給湯機器の銅管部品の製造
端末加工品、分流器、塑性加工品、ロウ接加工品

２．空調機器ヒーター・ブチルゴム・木工加工品・各種継手の販売

郷インテックス株式会社 滋賀県草津市

冷凍サイクル関係でお困りな事があればご相談ください

【アピール製品】
「バルジ加工」・「鍛造加工」・「端末加工」などを用いて、冷凍サイクルにおける冷媒の分流を（安定）・（分配比率調
整）を可能とさせる《分流器》を製造、販売しております。
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

軽量高剛性ボックス①

CO2排出抑制ポリ袋

高機能プラスチック袋②高機能プラスチック袋①

【取扱商品の一例】

軽量高剛性ボックス②

代表取締役社長  石田 秀幸

【お問合せ先】
甲賀高分子株式会社　本社営業部 常務取締役 部長  神谷 清司  ・  営業管理課 課長  松尾 善宏　　　
Tel： 0748-77-2456  /  E-mail： seishi_kamiya@koga-polymer.co.jp  ・  yoshihiro_matsuo@koga-polymer.co.jp

甲賀高分子株式会社

【所在地】 本社･工場 〒520-3188 滋賀県湖南市石部北1丁目4-26 
【代表者】 代表取締役社長  石田 秀幸
【資本金】 2,400万円
【ＵＲＬ】 http://www.koga-polymer.co.jp/

【設　立】 1972（S47）年　　【従業員】 94名
【認証等】 ISO9001:2008（本社・全事業所）

ISO14001:2004（本社）
【受賞歴】 法務大臣表彰「社会を明るくする運動」

日本創生のための将来世代応援知事同盟表彰
「最優秀将来世代応援企業賞」(2016年)

【代表者よりのメッセージ】 … 高分子素材の新たな可能性を追い求めて …
これまでは新しいアイデア、柔軟な発想、繰り返し行われる試みによって、時代のニーズ
や変化を先取りし、豊富な商品群を生み出してまいりました。いわば市場が製品を創
る時代でした。しかし､これからは製品が市場を創る時代へと変化していくのです。
今、素材の可能性には新たなニーズや期待が寄せられています。甲賀高分子では8つ
の分野の次にくるもの、次代を創るサプライズをめざして、高分子素材の新たな可能
性を追い求めていきます。

【強み】
　高分子素材を開発し続けて44年、主力製品は８分野にわたります。

【コア技術】／8分野
①プラスチックフィルム … ラミネート、ポリエチレン、クリーンフィルム
②機能テープ … 両面、表面保護、クラフト、0PP、布テープ
③物流資材、機器 … PPバンド、プラスチックコンテナ、パレット
④高機能発泡品 … 緩衝材、断熱材、防音材、防振材
⑤工業用部材 … プラスチック部材、接着剤、精密・医療成型品
⑥設備・機械 … 省力・自動化システム、包装機、梱包機、印字機
⑦環境対応 … 廃プラリサイクルシステム、減容機、バイオマスプラスチック
⑧開発商品 … CSエプロン、塩ビ代替CSシート、プラスチックコア

【経営理念】　甲賀高分子株式会社は、パイオニア精神で研究開発型企業として、新しい高分子素材の展開ならびに
包装システムを開発し、全産業界の繁栄に貢献すると共に、全社員のより豊かさの実現をめざす。

昭和47年に滋賀県初のプラスチック製品を主とする専門包装資材の会社として設立し、周辺地域の産業、物流の一翼
として展開しました。地域に根ざし、地域の活性化へ寄与していきたいとこだわり続け、滋賀県発で関西、東京へ営業所
を開設し、現在は関東圏へ展開を進めています。

甲賀高分子株式会社 滋賀県湖南市

高分子素材のハード＆ソフトメーカー
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

マイクロトロン型電子加速器
MIC6 、6MeVマイクロトロン
電子エネルギー：6MeV

みらくる型卓上型放射光装置
みらくるCV4

電子エネルギー：4MeV

マイクロトロン型電子加速器
MIC1 、1MeVマイクロトロン
電子エネルギー：1MeV

マイクロトロン型電子加速器
MIC20 、20MeVマイクロトロン
電子エネルギー：20MeV

【お問合せ先】
株式会社 光子発生技術研究所　研究･開発グループ リーダー  長谷川 大祐
Tel： 077-566-6362　/　E-mail： daisuke@photon-production.co.jp

株式会社 光子発生技術研究所

【所在地】 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目3-46
滋賀県立テクノファクトリー7号棟

【代表者】 代表取締役  山田 廣成
【資本金】 5,000万円

【ＵＲＬ】 http://www.photon-production.co.jp/index.htm
【設　立】 1997（H9）年10月28日
【従業員】 6名
【受賞歴】 科学分野における文部科学大臣賞

【1MeVマイクロトロンCT装置（MIC1-CT）の将来展開】
3Dプリンター技術で金属製品を丸ごと作る時代になります。鉄12㎝を透視でき、200μm以下という解像度でX線
CTができるMIC1-CTが製品検査の標準になる時代が訪れます。対応できるのは光子研だけです。

【広域X線吸収微細構造解析（EXAFS）で新しい触媒の開発を加速】
　大型放射光装置を使わなくてもX線吸収微細構造や深部の残留応力測定ができるのは光子研だけです。

【強み】
高エネルギーX線により、他では見ることのできない重量物のX線イメージやCT画像を高解像度で撮影することがで
きます。また、高輝度のX線を利用した様々な分析を行うことが可能です。
小型のマイクロトロン型電子加速器は、それ単体でも利用可能で、またそのまま電子を取り出すことで滅菌・殺菌装
置としても利用可能です。
みらくるは放射光として利用すると高輝度なテラヘルツ光を取り出すことができ、水を代表とする極性溶媒のネット
ワーク構造情報などが得られます。みらくるはテラヘルツ分光が可能な民間で唯一の装置です。

【コア技術】
　マイクロトロン型電子加速器、卓上型放射光

【アピール製品】

【光子研】
・みらくる型卓上放射光装置の製造・販売、各種エネルギー電子加速器マイクロトロンの製造・販売
・電子ビーム滅菌・殺菌装置の製造・販売、橋梁検査装置の製造・販売
・卓上放射光用ビームラインの開発・製造・販売

【みらくるセンター】
・X線非破壊分析・CT・残留応力測定・吸収微細構造・小角散乱など各種X線分析を用いた受託分析事業
・遠赤外線分光、テラヘルツ分析などの受託分析業務、新しい分析法の提案・コンサル、放射線計測事業

株式会社 光子発生技術研究所 滋賀県草津市

X線を用いた新しいX線検査や分析技術を提案いたします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

利用されている医療機器

高分子改質への応用

照射装置

【お問合せ先】
株式会社 コーガアイソトープ　営業部  成末 泰岳
Tel： 0748-88-3125　/　E-mail： contact@koga-isotope.co.jp

株式会社 コーガアイソトープ

【所在地】 〒520-3404 滋賀県甲賀市甲賀町神保53-6　 
【代表者】 代表取締役社長  久保 亮
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.koga-isotope.co.jp

【設　立】 1981（S56）年10月   
【従業員】 68名
【認証等】 ISO9001、ISO13485、ISO11137、ISO14001 
【受賞歴】 放射線安全功労者表彰

【照射による高分子材料の改質】
照射により様々な高分子材料がいろいろな変化を起こす場合があります。
強度・硬度・耐熱性などの変化を利用することで、高分子材料の用途が広が
ります。今後様々な実験を行い、照射活用例の提案を行っていきます。

【強み】
多種多様な小ロット製品向きの１号機、大ロット製品向きの２号機、低線量向きの３号機の併用により、あらゆる
ニーズに短納期で対応いたします。また、当社は品質を最優先し、ISO9001、ISO13485、ISO11137の認証を取得し
ています。万全の品質管理体制により、管理の厳しい医薬品にも対応可能です。

【コア技術・アピール製品】
ガンマ線照射技術

【ガンマ線照射受託サービス】
ガンマ線滅菌は、私達の身の回りの様々な製品に利用されています。医療機器、容器・包装材料、検査器具、衛生材
料、化粧品原料など多種多様です。さらに近年、医薬品の滅菌にも利用が拡大しています。また、高分子材料がガン
マ線から受ける影響を利用し、改質（加工）目的でもガンマ線照射が利用されています。放射線加工のメリットを活
かし、様々な分野の工業製品に利用されています。

【微生物試験受託サービス】 
滅菌においては、製品に付着している微生物の情報が重要になります。弊社では、菌数測定、無菌性の試験、微生物
の同定等が受託可能です。

株式会社 コーガアイソトープ 滋賀県甲賀市

ガンマ線照射で豊かで安全な社会に貢献します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

最新型 蒸着機

グリッター包装材料 Al蒸着フィルム 一般雑貨、加飾フィルムAg蒸着フィルム使用例

代表取締役社長 山本 彰

金銀糸

国内最大3チャンバー連続蒸着機

【お問合せ先】
サイチ工業株式会社　営業本部（営業） Tel： 077-561-9811  ・  製造本部技術課 Tel： 077-553-5701（直）
当社ホームページ http://saichi-kk.co.jp/ でもお問い合わせ頂けます。

サイチ工業株式会社

【所在地】 〒520-2113 滋賀県大津市平野3丁目1-11
【代表者】 代表取締役社長  山本 彰
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://saichi-kk.co.jp/

【設　立】 平成16年3月（創業：明治40年）
【従業員】 188名
【認証等】 ISO9001

【業界のパイオニアとして、時代を先取りする最新技術でお客様の満足を目指します】
100年前も、今も、そして100年先もサイチ工業の原点は変わりません。2017年新工場増設
とともに、最新のウェットコーティングマシン/ラミネーターを導入し、真空蒸着とウェットコー
ティングの技術力を融合した新たな事業展開を行います。

【強み】
真空蒸着とウェットコーティング技術の融合により、高機能製品をご提供致します。当社はフィ
ルム加工に必要な、蒸着、コーティング、スリッティングなど多種多様のニーズに対応可能な設
備と技術力で、自社製品開発、試作加工、受託加工まで小ロットから迅速に対応致します。また
クリーンルームでのコロナ処理やフィルム幅2m以上の原反のスリット加工もお受け致します。

【コア技術】 
ロールtoロール方式で銀蒸着フィルム製品を製造しているのは国内数社。その中でも当社
の銀蒸着製品は、最新の銀蒸着専用機にて製造しております。当社独自の蒸着技術＋ウェッ
トコーティング技術で製造された銀蒸着フイルムは、高反射性、導電性を生かした分野への
発展が期待できます。

【アピール製品】

サイチ工業は2008年に100周年を迎えた100年企業です。私たちはこの1世紀に伝統技術である金銀糸製造から新た
な可能性を見出し、蒸着技術のパイオニアとして食品包装分野から工業用、電子機器部品まで幅広く活躍の場を広げ
てきました。生産能力向上とコスト削減を実現し、多くのメーカーから受注をいただいています。
【包装材料】
アルミ蒸着フィルム（PET,CPP,Ny）は優れた水蒸気・ガスバリア性、芳香性、遮光性、耐ボイル性で内容物の品質を守ります

【一般雑貨】
転写フィルムや、加飾フィルム、ラベル、酒類キャップシール等

【金銀糸・装飾品】
華麗に和装・洋装を彩る最高級金銀糸、煌びやかに高級感を演出するスパンコール、グリッターなど様々なバリエー
ションの対応が可能

【工業用材料】
離型コートフィルム（シリコンコート、非シリコンコート）、帯電防止コートフィルムなどの機能性コーティングフィルム
や、高反射・高耐久性をもつ銀蒸着フィルムをはじめ、電子機器分野でも幅広くご使用頂いております

サイチ工業株式会社 滋賀県草津市、栗東市

今も、100年先も サイチ工業だから「できる」。
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

薬剤散布機「KT20A-120P2」 　除草剤塗布器「パクパクPK89」植え穴あけ器「ホーラー」

【お問合せ先】
株式会社 サンエー　営業部  梁瀬 俊之（やなせ としゆき） 
Tel： 077-569-0333　/　E-mail： t-yanase@san-eh.co.jp 

株式会社 サンエー

【所在地】 〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3  
【代表者】 代表取締役  大塚 洋次郎
【資本金】 2,300万円
【ＵＲＬ】 http://www.san-eh.co.jp/

【設　立】 1969（S44）年10月
【従業員】 10名

【国際競争力強化の一助となる農業機器の開発】
　農産物の品質向上・低コスト化に直結する農業機器の開発を目指します。

【昨今の異常気象や災害に対応した機器の開発】
　農産物への被害抑止機材、被害時の速やかな復旧機材などの開発を行ないます。

【強み】
少数精鋭で運営しておりますので、農業用器具に関わる特注や改造といったご要望にも速やかに対応することがで
き、そのようなお話の中からヒントを得て、実際の農作業に即した製品づくりを行なっております。

【コア技術】 
・比較的簡素な畑作園芸用品の製造  
・栽培ステージに合わせた大豆、麦、直播水稲などの除草剤、殺虫・殺菌剤散布機器シリーズの製造

【アピール製品】

・農業用機械および器具部品の製造・販売

・農業用資材の製造・販売

・農産物の生産および販売

※創業以来のスローガン ： 農機具の未来を開く！

株式会社 サンエー 滋賀県草津市

独自のアイデアで農作業の省力・効率化を目指します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

エラストマーと金属の接合の様子

【お問合せ先】
株式会社 山王　営業部  野田 優
Tel： 080-4764-5654　/　E-mail： y.noda@siga-sanno.com

株式会社 山王

【所在地】 〒525-0041 滋賀県草津市青地町282-4 
【代表者】 代表取締役社長  濱田 信介
【資本金】 1,700万円
【ＵＲＬ】 http://www.shiga-sanno.com/

【設　立】 1989（H1）年9月
【従業員】 71名
【認証等】 ISO9001
【受賞歴】 中小企業IT経営力大賞2009

現在の日本の製造業に何を求めるかを考えたときに、『品質』と『コスト』が大きな割合を占めるのではないでしょうか？
弊社では、不可能を可能に変える発想力で、常に新しいことにチャレンジし続ける取り組みを行っております。例えば小
Lotのインサート成形に対して、汎用性のある自動化が成功すれば、お客様にとって『安定した品質』であり、『納得のい
くコスト』となり、私たちは『信頼』を得ることができるのです。そして共存共栄できる企業を常に目指しています。

・『耐食性金属をフッ素樹脂化した新商品の開発・生産』／中小企業経営革新支援法　H19.3月

・『エラストマーと金属の複合成形体の開発』／創造的事業活動の促進（創造法）　H15.2月

・『射出成形用樹脂型の研究開発』／創造的事業活動の促進（創造法）　H15.2月

・『ゴム製品の樹脂化と販路開拓』／中小企業経営革新支援法　H15.3月

・自動車のポールジョイント等へ使用されるエラストマーと金属の複合成型体の開発と事業化
　（財）滋賀県産業支援プラザ『めきき・しが』においてAランク評価　H15.12月

・工業用プラスチック・製品・製造・販売

・エラストマー成形加工

・フッ素樹脂成形

・エンプラ精密成形

・成形用金型の販売

・組み立て部品の製造・販売

株式会社 山王 滋賀県草津市

お客様の信頼に応え、発展し続ける企業を目指します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

【お問合せ先】
株式会社 写真化学　プロダクトカンパニー営業部
Tel： 077‒566-1208　/　E-mail： kakuhunter@kakuhunter.com

株式会社 写真化学

【所在地】 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2-10
【代表者】 代表取締役社長兼会長  石田 敬輔
【資本金】 4億9,800万円
【ＵＲＬ】 http://www.shashin-kagaku.co.jp/

【設　立】 1934（S9）年（創業明治初年）
【従業員】 112名
【認証等】 ISO9001

お客様の技術未来をかたちに　～ to shape the future of your... ～

　　「混ぜる」を極める！　～撹拌脱泡のエキスパート～

　　　　プロセス革命をリードするのは…　3Dプリンターと精密検査計測技術で未来を創造する

【撹拌脱泡】
自転と公転。遠心力を組み合わせ、撹拌と脱泡を同時処理。優れた分散性能で、顧客の課題を解決。

【高精細光造形】
幅広くお客様のニーズに対応する話題の国産ハイエンド３Dプリンター。
信頼の国産機でモデル造形から研究開発用途まで、超微細造形から国産最大出力サイズを達成。

【精密測長】
画像解析ソフトにより非接触で測長。経常や表面確認が可能。国産の強みを生かし、機械精度を基にした長寸法測
長の精度を保証。次世代対応を可能とする画像処理技術による測長機。

【粉体】
篩機（ふるいき）では、分級不可能な微細領域で高精度な分級を実現。
粒子の均一化が生み出す高性能・高品質製品の開発・製造に貢献。

株式会社 写真化学 滋賀県草津市

分ける / 混ぜる / 造る / 測る  をトータルでサポート
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

マトリクスボード

代表取締役社長  森 和之

【お問合せ先】
新江州株式会社　長浜事業部  加藤 亮  
Tel： 0749-72-8020　/　E-mail： a_kato@shingoshu.co.jp

新江州株式会社

【所在地】 〒526-0111 滋賀県長浜市川道町759-3
【代表者】 代表取締役社長  森 和之 
【資本金】 2億900万円 
【ＵＲＬ】 http://www.shingoshu.co.jp/

【設　立】 1948（S23）年10月8日（創業1947（S22）年9月23日）
【従業員】 新江州：194名、新江州グループ：237名
【認証等】 ISO9001：コンバーティングカンパニー、品質保証部

ISO14001：本社サイト、2002年2月審査登録
【受賞歴】 2011年第1回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞

2015年6月 「子育て応援企業賞」受賞、等

【地域とのつながりをより大切に】
・地域企業への利便性を追求して、地域NO.1を目指します。そして良質な雇用を提供して
地域に貢献します。

・今までも、そして、これからも新江州の原点として「過去には感謝、現在には信頼、未来に
は希望」を基本として、「地域社会と人を大切に」します。
・常に新しい価値の創造と豊かな未来社会に貢献する企業を目指します。

【強み】
永年のお客様のご要望を具現化してきたノウハウと、培ったカスタマイズに応
える技術力

【コア技術】
・建築養生材の製造、ホットメルト接着剤を使用するスプレーラミネート技術
・プラスチックフィルムのスリッター加工
・段ボール、プラスチックダンボールの設計・製造

【アピール製品】　http://www.co-biwa.jp/product/ 
マトリクスボード
　押しピン、テープ、マグネット等が不要な画期的な掲示板（特許登録済）
　・あらゆるサイズの掲示物に対応します
　・異物混入の許されない食品・医療・介護の現場に最適な掲示板です
　・指で押して挟むだけで簡単にまっすぐ揃えて貼れます
　・クリップモジュールは透明で丈夫なポチスチレン製で、下が透けて見えます
　・サイズは900×900、900×1,350、900×1,800（単位㎜）　
　・板面カラ―６色/ブラック、ホワイト、グレー、ブルー、グリーン、ピンク

【エコマテリアルカンパニー】
　包装・梱包・保管・物流を中心にお客さまの問題解決をめざすロジスティクス・ソリューション

【コンバーティングカンパニー】
　建築養生材、壁面の透湿防水シートを中心に建築現場で不可欠な製品の開発、製造販売

【ルミエルドインテリア】
　商業施設やビルのガラス面をオリジナルで多彩な空間に変えるフィルム印刷（遮熱・飛散防止の防災機能）

【プランセル】
　民間・行政の記念冊子、カタログ、ポスター作成からロゴ開発などの提案・制作・販売

【土木資材】
　東日本大震災の復興事業で評価の高い「テクトン」、セシウム吸収材、防草シート等の販売

新江州株式会社 滋賀県長浜市

人を大切に、地域を大切に、お客様第一主義で原点回帰



―  47  ―

企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

プラズマCVD装置 巻き取り式スパッタ装置 ポーラリメータ

ドライポンプ

代表取締役社長  眞下 忠

【お問合せ先】
神港精機株式会社　装置事業部 真空装置技術部 開発統括  寺山 暢之
Tel： 077-583-1234　/　E-mail： n-terayama@shinko-seiki.com

神港精機株式会社

【所在地】 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町30
【代表者】 代表取締役社長  眞下 忠
【資本金】 3億7,500万円
【ＵＲＬ】 http://www.shinko-seiki.com

【設　立】 1949（S24）年1月
【従業員】 191名
【認証等】 ISO9001、ISO14001
【受賞歴】 日本ものづくり大賞、中小企業優秀新技術新製品賞、

近畿地方発明賞

【装置事業部】
DLCなどの新素材による省エネ分野や太陽電池などの環境分野への拡販、医療
に代表される新分野への高付加価値製品の投入と浸透。

【規格品事業部】
真空ポンプ新製品投入とドライポンプの用途拡大，光学機器の医療分野への採
用拡大、および海外での販売活動の強化や部品調達を進めていく。

【強み】
・真空技術とプラズマ技術を融合させて、多用な製品づくりにチャレンジしています。
・各種ある真空ポンプの特徴を生かし、様々な用途に対する提案ができます。

【コア技術】 
・真空、熱処理、プラズマ生成技術の三位一体で最適なプロセスを提供します。
・独自開発の面シールスクリューロータを用いたドライポンプは、高い耐久性とメンテナ
ンス性を備えています。

【アピール製品】 
・優れたDLC膜（ダイヤモンドライクカーボン膜）や医療用親水膜を生み出すPIG型プラ
ズマCVD装置
・ハードプロセス対応ドライポンプ、ガラス製品の歪を計測するポーラリメータ

真空機器、真空ポンプ、精密電気炉および光学機器の製造･販売

【装置事業部の製品】
・薄膜形成装置 ： 蒸着装置、スパッタリング装置、イオンプレーティング装置、
　　　　　　　　プラズマCVD装置
・プラズマ処理装置 ： エッチング装置、アッシング装置、プラズマリフロー装置
・精密熱処理装置 ： 真空半田付け装置

【規格品事業部の製品】
・真空ポンプ ： 油回転真空ポンプ、水封式真空ポンプ、メカニカルブースタ、ドライポンプ
・光学機器 ： 精密投影機、ポーラリメータ（偏光計）

神港精機株式会社 滋賀県守山市

環境に優しくお客様に喜ばれる「ものづくり」によって社会に貢献します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

小水力発電機（スピーンフロー）《旭化成㈱守山支社殿にて実証実験》 透器ヘッドEV充電スタンド《守山市役所殿 駐車場》

横浜スマートコミュニティー

自律分散型エネルギーシステム《野洲文化小劇場殿》

エネルギーモニタ

スマート
分電盤

蓄電池

スマート・エネルギー・
システム

【お問合せ先】
スターエンジニアリング株式会社　みらい事業部  髙橋 憲久 ・ 小椋 明登
  Tel： 077-514-4177　/　E-mail： info@star-eng.co.jp

スターエンジニアリング株式会社

【所在地】 〒524-0043 滋賀県守山市二町町198-1  
【代表者】 代表取締役  和田 英幸
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.star-eng.co.jp

【設　立】 1988（S63）年12月     
【従業員】 34名　
【受賞歴】 しが低炭素リーダー賞（2012年）

しがぎん野の花賞（2013年）
めききしがAランク（2014年）  

【自律分散型エネルギーシステムの社会実装】
自律分散型エネルギーシステムを組み入れた実証モデルづくりを目指し、
滋賀県主催の「しがスマートエネルギー推進会議」に参画し、将来は地元
滋賀を中心に実証モデルを創り上げ、更なる普及を目指します。

【強み】
　顧客の要望に合わせることができる高いカスタマイズ能力。

【コア技術】 
元々は設計からスタートしている電気工事業者であることから、顧客ニー
ズに合った各種機器や配線を最適化し、そこに情報ネットワークを組み
入れ、オリジナルなエネルギー管理システムを構築するなどして顧客が
要求するエネルギー利用の形を実現します。  

【アピール製品】

・本業の『電気工事業』を強みに、エネルギーを「創る」・「蓄える」・「賢く使う」
を標榜した「みらい事業」を立ち上げ、「スマートファクトリー事業」を中心とし
た事業を展開しています。
・また、コンソーシアム活動により、信楽焼の「透器ヘッドEV充電スタンド」、落
差のない農業用水路等に設置・充電可能な「小水力発電機スピーンフロー」
を開発し、大手メーカー開発の発電と蓄電のエネルギー移動を双方向で
シームレスに制御する「エネルギー創蓄システム制御ユニット」とのコラボを
実現し、『自律分散型エネルギーシステム』の社会実装を目指します。

・みらい事業（スマートファクトリー事業）分野に進出するため、「福岡スマート
ハウスコンソーシアム」や「横浜スマートコミュニティー」に参画し、そこで得た「技術・情報・人脈」を活かしながら事
業を推進し、自社で足りない技術はコンソーシアムメンバーが補完しています。

スターエンジニアリング株式会社 滋賀県守山市

環境・ひと・みらい を考える総合エンジニアリング
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ユニバーサルインバータドライバ
（関西ものづくり新撰2015選定品）

モータ試験装置（関西ものづくり新撰2016選定品）

代表取締役社長  河原定夫

【お問合せ先】
スマック株式会社　開発センター  大橋 秀紀 
Tel： 077-526-8815　/　E-mail： ohashi.h@smach.jp

スマック株式会社

【所在地】 〒520-0812 滋賀県大津市木下町18-8
浜大津アネックスビル

【代表者】 代表取締役社長  河原 定夫
【資本金】 9,500万円

【ＵＲＬ】 http://www.smach.jp/
【設　立】 2003（H15）年4月
【従業員】 30名
【認証等】 めきき・しが Aランク認証
【受賞歴】 第27回中小企業優秀新技術・新製品賞優秀賞受賞

関西ものづくり新撰2015、2016、2017選定

【スマックのこころざし】
パワーエレクトロニクス技術を通じて、地球環境にやさしく、人が暮らしやすい社会の実
現に貢献します。

【製品開発】
モータの省エネ駆動技術開発を推進すると共に、ベンチャー企業の機動性を活かして、
お客様のニーズに合わせた製品開発、技術開発サービスを提供します。

【強み】
　パワーエレクトロニクス機器開発に関する高い技術力と豊富な経験

【コア技術】
　インバータ技術、コンバータ技術、モータ制御技術、パワエレシステム制御技術

【アピール製品】

【開発サービス事業】
モータ＆インバータ、電源マネジメントを中心としたパワーエレクトロニクス技術で、お客様のニーズに合わせた製
品開発支援サービスを提供しています。

【量産事業】
　高い設計品質力を有しており、パワーエレクトロニクス機器の開発および量産を生産ロットを問わず提供しています。

【開発ツール事業】
あらゆるモータを駆動することができるユニバーサルインバータドライバ（関西ものづくり新撰2015選定品）は、
①幅広いインバータのラインアップ、②オートチューニングなどの高い機能、③GUIによる使い易い制御ソフトウエ
ア、などによりお客様に大変ご満足頂いております。また、各種モータの様々なパラメータを容易に測定できるモータ
試験装置（関西ものづくり新撰2016選定品）も提供しています。

スマック株式会社 滋賀県大津市

パワエレに関することなら何でもご相談ください
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

焦点距離最大500㎜を実現した超長作動焦点レンズ実務型マイクロスコープ

光触媒セラミックフィルター搭載の
ウルトラ･エア･クリーナー「健」

代表取締役  森下 季一

【お問合せ先】
株式会社 セルミック　代表取締役  森下 季一
  Tel： 077-516-4755　/　E-mail： info@selmic.co.jp 

株式会社 セルミック

【所在地】 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目1-1 エルティくさつ4階  
【代表者】 代表取締役  森下 季一 
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.selmic.co.jp/

【設　立】 2010（H22）年4月   
【従業員】 6名
【受賞歴】 関西アーバンDCPビジネスプラン

コンテスト受賞など

【社会への貢献を目指して】
更なるオリジナル商品の研究開発、技術優先型企業を目標に社会の発展に努めてい
きます。

【展示会】
　積極的に展示会等へ出展し、更なるマッチングを目指します。

【強み】
必要機能だけを搭載した実務型マイクロスコープ。華美な機能を省くことにより、従来機種の1/3～1/4の低価格を
実現。

【コア技術】 
遠くの対象物を観察可能な超長作動焦点レンズをはじめ、1～3800倍までの幅広いレンズをご用意。専用機を必要
としないため、お手持ちのパソコンからお手軽にコントロールが可能。   

【アピール製品】

【主な事業】
・画像処理ソフト開発・販売　　　　　　・ハイスピードカメラ開発・販売
・画像処理用レンズ仕入・販売　　　　　・空気清浄機開発・販売 
・デジタルマイクロスコープ開発・販売

【環境事業部】
新開発「光触媒セラミックフィルター」により、従来取りきれなかった細菌・
臭い・有害物質を殺菌・分解し、お部屋の空気を徹底的に綺麗にします。
規模、大きさ、臭いの種類、有機溶剤の成分など、様々なニーズに対応いた
します。

株式会社 セルミック 滋賀県草津市

お客様のニーズに最適な製品をご提案いたします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

MIMで作製したデザイン置物

PIM用コンパウンド

セラミックス

SUS

【お問合せ先】
第一セラモ株式会社　営業部　 
Tel： 0748-48-5377　/　E-mail： ceramo2@dks-web.co.jp

第一セラモ株式会社

【所在地】 〒529-1403 滋賀県東近江市五個荘日吉町432
【代表者】 代表取締役  浦岡 秀隆
【資本金】 5,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.dai-ichi-ceramo.co.jp/

【設　立】 1988（S63）年10月
【従業員】 16名
【認証等】 ISO9001

新たな分野の開発
【精密混練】 
　樹脂とフィラーの精密混練を行い、 新たな材料を提供します。

【PIM技術の応用】
　PIM技術を応用し、射出成形にこだわらない材料開発を行います。

【強み】
・化学品メーカーである親会社（第一工業製薬㈱）の知見と長年の技術
蓄積により、粉末射出成形に適したバインダーの選定を行います。

・30ccと60ccのラボ試験機や各サイズ（0.5～35ℓ）の加圧ニーダー（混
練機）を保有し、ラボテストから量産対応まで可能です。

・成形～焼成までの試験設備もあり、お客様の材料開発に最後まで協力
できる体制をとっています。

【コア技術】
・粉末射出成形用コンパウンドの開発　　
・熱可塑性樹脂と粉末の混練

【アピール製品】
・MIM用コンパウンド ： SUS316L、SUS630 など
・CIM用コンパウンド ： アルミナ、ジルコニア（光通信用、構造体用）など

【粉末射出成形（PIM)用ペレットの提供】
小型、複雑形状の金属やセラミックス部品を作製する方法のひとつである
粉末射出成形（PIM）用の数少ないコンパウンド専門メーカーです。
材料としては、ステンレス粉末などの金属粉末射出成形（MIM）用コンパウ
ンド、および、ジルコニアやアルミナなどのセラミックス粉末射出成形（CIM）
用コンパウンドがあり、当社はMIM・CIMどちらにも対応しております。

第一セラモ株式会社 滋賀県東近江市

樹脂と粉末を混練したコンパウンドを提供します

Ceramo
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

超低ノイズ スイッチング電源ハーメチックコネクタ産業用ワイヤーハーネス

D&Pカンパニー 滋賀 栗東工場
・事業企画部
・電装工場
・コンポ―ネント事業部

【お問合せ先】
ワイヤーハーネス　  ： 電装工場 営業課　　　　　　　   Tel： 077-553-8506  
ハーメチックコネクタ： コンポーネント事業部 営業技術課  Tel： 077-554-0780　  HPからのお問合せを歓迎します。

ダイトロン株式会社

【所在地】 D&Pカンパニー 事業企画部：
〒520-3044 滋賀県栗東市伊勢落字野神689-1
本社：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6-11

【代表者】 代表取締役社長  前 績行

【資本金】 2,200,708,560円
【ＵＲＬ】 http://www.daitron.co.jp
【設　立】 1952（S27）年6月24日
【従業員】 850名
【認証等】 ISO9001、ISO14001、UL 他

【メーカーの技術と商社のノウハウの融合により新たな価値を生み出す「製販融合」を推し進める】
メーカー機能と商社機能の連携をさらに強化し、①オリジナル製品の強化・拡大、②海外ビジネスの強化・拡大、
③新規市場・顧客の開拓、④既存市場・顧客の深耕と横展開を目指していきます。

【D&Pカンパニー　電装工場】 
産業用ワイヤーハーネスの設計・製造・販売

【D&Pカンパニー　コンポーネント事業部】
ガラスハーメチックコネクタ、耐水圧コネクタ、水中機器、
気密端子、端子板等の設計・開発・製造・販売

ダイトロン株式会社 滋賀県栗東市

「製販融合路線」で多様なニーズに応える

【強み】
お客様の多種多様なご要望にお応えし、構想検討から設計・開発・製造、各種計測器を使用し、検証後製品をお届
け致します。

【コア技術、アピール製品】
・産業用ワイヤーハーネス     ：

・ガラスハーメチックコネクタ：

半田・圧着・圧接・モールド・融着加工。社内技能認定制度により、作業者の能力向上
を図り、高度な技術を要する高密度コネクタにも対応。また、多種他メーカー対応の設
備（アプリケーター、手工具、半自動・全自動圧着機本体）を揃えています。
ガラスハーメチックシール技術を基に、高真空・高圧力容器用として使用可能な、気密
性に優れたガラスハーメチックコネクタ、電流導入端子、気密端子、フィードスルーを
提供します。
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役　小田柿 喜暢

食用油プラント 配管製造現場 クリーンルーム組立

3次元CAD設計

当社製造現場

【お問合せ先】
大洋産業株式会社　代表取締役  小田柿 喜暢
Tel： 0749-22-6213　/　E-mail： taiyo@taiyosangyo.co.jp 

大洋産業株式会社

【所在地】 〒522-0033 滋賀県彦根市芹川町528  
【代表者】 代表取締役  小田柿 喜暢
【資本金】 2,500万円
【ＵＲＬ】 http://www.taiyosangyo.co.jp/

【設　立】 1951（S26）年2月    
【従業員】 43名
【許可等】 建設業許可番号：国土交通大臣許可 一般（24）第1204号

許可業種：管工事業 鋼構造物工事業

【従来の事業のステップアップ】
弊社の3つの事業「プラント配管分野・機械加工組立分野・水浄化分野」のノウハウと
各事業の相乗効果により、「ものづくり」の地域リーダーを目指すと共に、更なる事業の
発展と拡大を目指します。

【ローカルとグローバル】
日本法人とベトナム法人で手を結び、日本国内やASEANでの事業の展開を図っていき
ます。

【強み】
設計から加工、組立調整、現地工事までお客様に密着したトータルエンジニア
リングをご提供します。

【コア技術】
・水処理設備では3次元CAD設計を標準化しています。
・金属部品加工、機器組立は１品からでも小回りの利く対応ができます。
・現場配管工事や周辺設備の改造、メンテナンス等幅広く対応できます。    
    

【機械加工組立分野】〈装置・設備製造事業・機械組立〉
　お客様にて設計された設備・装置の部品手配、部品加工、組立

【プラント配管分野】〈管工事事業（プラント配管）〉 
　プラント配管（設計、管理、施工、構造物製作据付、管工事、保温工事、電気工事）
　顧客場内の保全作業・工事（設計、管理、施工、構造物製作据付、管工事、保温工事）

【水浄化分野】〈環境事業（主に水処理）〉
　水処理装置、水道設備、排水設備、その他水処理（設計、製造、現場据付）

【海外でのお手伝い】〈ベトナム現地法人〉
日本国内と同様の事業の他に、ベトナム語通訳・翻訳業務をはじめ現地委託先調査（企業紹介）、現地視察コーディ
ネートも行っています。

大洋産業株式会社 滋賀県彦根市

お客様の「こうしたい」を実現します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

冷間板鍛造加工技術 超鏡面加工技術

電解イオン水脱脂洗浄機

金型内ねじ転造品

【お問合せ先】
髙橋金属株式会社　執行役員 技術開発部 部長  西村 清司
Tel： 0749-72-4820　/　E-mail： k-nisimura@takahasi-k.co.jp

髙橋金属株式会社

【所在地】 〒526-0105 滋賀県長浜市細江町864-4 
【代表者】 代表取締役社長  髙橋 康之
【資本金】 9,832万円
【ＵＲＬ】 http://www.takahasi-k.co.jp

【設　立】 1958（S33）年10月
【従業員】 240名
【認証等】 ISO9001、ISO14001 
【受賞歴】 地方発明表彰、中小企業庁長官奨励賞、

MF技術大賞、第5回ものづくり日本大賞

【事業展開】
・開発型経営による技術立社化めざし、ニッチトップ企業を目指す。
・「安定力」「創造力」「適応力」「成長力」「突破力」の５つの経営スタンスで基盤構築を目指す。
・100年続く企業への第二創業化を図る。

【強み】
・金属塑性加工をベースとして、3分野でのコア技術を保有。
　（要素技術・商品開発：特許出願28件）
　①精密プレス加工　②精密板金加工　③パイピング加工
・完成品組立てまでの一貫生産が可能。（評価含む）

【高度コア技術】 
①一貫プレス板鍛造加工技術　②鏡面プレス加工技術   
③一貫金型内ねじ転造加工技術　④洗浄技術 

【アピール製品】

【鈑金事業部】
・農業機械、産業機械の筐体部品から機能部品をレーザ加工機、ベンディングマシン、溶接システムを活用し、精密板
金加工により、一貫生産を行う。
・産業用ディーゼルエンジン用燃料、潤滑油、冷却水用のパイピング加工の製造を行う。

【プレス事業部】
・自動車分野、電化製品、OA機器分野の精密金型設計・製作を行うと共に、冷間プレス加工機を活用し、精密プレス
加工を行う。

【環境商品事業部】
・環境分野でのオリジナル商品(工業用脱脂洗浄機）である電解イオン水脱脂洗浄機の設計・製造、設置・メンテまで
を行う。また、OEM生産では防音型発電機、食膳配車、ソーラーパネル等の完成品組立てを行う。

髙橋金属株式会社 滋賀県長浜市

金属塑性加工技術の提案でお客様のニーズにお応えします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ストレス前

3波長型ワイドバンドLED

ストレス後

垂直統合型事業モデル

植物ストレス負荷型栽培装置

pHの酸性化
（溶存酸素低減）

➡

【お問合せ先】
ツジコー株式会社　常務取締役  松本 康宏 
Tel： 077-588-6121　/　E-mail： ymatsumoto@tsujiko.com 

ツジコー株式会社

【所在地】 〒528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇1750-1
【代表者】 代表取締役  辻 昭久
【資本金】 2,400万円
【ＵＲＬ】 http://www.tsujiko.com

【設　立】 1965（S40）年5月  
【従業員】 111名
【認証等】 ISO9001（照明事業所）、KES　
【受賞歴】 関西ものづくり新撰2014

【垂直統合型事業】
弊社の推進する垂直統合型事業モデルを通じ、「次世
代の農業から健康と美容を科学します」をコンセプト
とし、新たな事業展開や、可能性を追求して参ります。

【植物ストレス負荷型栽培技術】
植物の生育を早める好適環境と機能性成分を増加生成させるスト
レス環境を人工的に作り出す環境制御アルゴリズムをデータベー
ス化し、早く育てる好適環境と植物の本来もつ栄養を高めるストレ
ス環境の制御アルゴリズムをもつ完全閉鎖型の植物栽培技術を開
発しました。アイスプラントのピニトール（インスリン抵抗性を緩和し、血糖値調整に効
果がある成分）に注目し、pHの酸性化、溶存酸素の低減により、ピニトールを６倍程度
増加することが可能となりました（特許登録済み）。本技術はアイスプラントに限らず、他
の機能性植物への展開が可能です（現在、プルピエ（α-リノレン酸を含有）、ローズマ
リー（カルノシン酸を含有）等の機能性植物に展開中）。

【植物本来の栄養成分が維持可能な粉末技術】
加工食品として流通させるためには、乾燥化が必要です。一般的にビタミンなど熱に弱
い物質は乾燥工程で消失するため乾燥手段が課題となります。このため、低温乾燥に
よる、植物に本来含まれる栄養成分（ポリフェノール、ビタミンなど）を維持する乾燥加
工技術と、非加熱殺菌技術を確立しました。これにより、機能性食品・サプリメント・化粧
品素材としての流通を可能としました。

【植物育成に最適な光源】
自社の照明製造技術に基づき植物育成用照明として省エネ型「3波長型ワイドバンド
LED」を開発し、様々な植物に最適な光源を提供しております。

【照明事業所】
　家庭用および業務用照明器具の製造・販売、電子部品の組立・加工・試験・検査

【野洲事業所】
　健康食品原料の生産および開発

ツジコー株式会社 滋賀県甲賀市

植物ストレス負荷型栽培技術にて機能性成分を高めます

【メカトロ事業所】
　メカトロ設計および組立
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

成形事業部 自発光道路鋲

【お問合せ先】
辻プラスチック株式会社　各事業部
Tel： 0748-48-2206　/　E-mail： k.tsuji@tsuji-g.com  

辻プラスチック株式会社

【所在地】 〒529-1423 滋賀県東近江市五箇荘奥町160 
【代表者】 辻 清嗣　
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.tsuji-pla.co.jp

【設　立】 1988（S63）年10月   
【従業員】 35名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【技術力とコスト力】
グローバルで戦える高い技術力と新興国に対抗できるコスト力の両方を追求していく

【海外進出】                
道路をより安全にするために、当該製品、道路鋲を始め、太陽光を利活用した製品を通して、新興国を中心に、安心
安全な社会づくりの事業を展開していく

【強み】
 ものづくりにおいて、３つの事業部シナジーにより、試作品から量産品まで、様々な製品に対応しております。

【コア技術】 
・成形事業部／流動化解析を利活用した、プラスチック成形品の高品質、 高性能の実現
・フレーム事業部／各種安全カバー、防音対策のカスタムオーダーに対応
・ソーラー事業部／太陽電池を利活用した製品開発力

【成形事業部】
小型から大型まで充実した成形機を保有しており、様々な製品を一括にて低コストで対応します。

【フレーム事業部】 
 産業機械用、安全カバーを製造しております。3D設計により、お客様に分かりやすく、短納期を実現。

【ソーラー事業部】                
 電気二重層コンデンサーと太陽電池を組み合わせた、製品を開発、製造、販売を行っています。

辻プラスチック株式会社 滋賀県東近江市

ものづくり（試作から量産）まで、一貫してサポートします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

万能運搬作業台車『worgon』

工場外観

溶接作業

Tig溶接

代表取締役  中前 直也

【お問合せ先】
株式会社 ティグ水口　代表取締役  中前 直也
Tel： 0748-63-1957　/　E-mail： tig-mi@ex.bw.dream.jp

株式会社 ティグ水口

【所在地】 〒528-0064 滋賀県甲賀市水口町伴中山2677
【代表者】 代用取締役  中前 直也
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://tig-minakuchi.com

【設　立】 1985（S60）年8月10日   
【従業員】 20名
【受賞歴】 「滋賀でいちばん大切にしたい会社」

（2010年滋賀県中小企業家同友会）

【アナログ技術の追求と人間力の向上】
人口の減少や製造業のロボット化、海外へのシフトチェンジが進む現状ではあります
が、国内でアナログ技術が必要な場面がなくなることはないと考え、その出番のために
アナログ技術を磨きつつ、人間力の向上にも努めます。

【自社製品】
『worgon』をベースに作業現場で活躍できる運搬台車の販売を展開し、自社の可能性
を広げるとともに、世の中の「あったらいいな」の希望に応えられる製品を創造します。

【強み】
自社技術はもちろん、幅広いネットワークをもち、お客様の要望に対し最善の応対、
提案が出来るよう日ごろから意識して取り組んでいます。

【コア技術】
創業より30年を迎え、これまでの経験から得た多くのノウハウと十数名の溶接資格
を保有する社員の技術でお客様に安心と満足を提供します。　

【アピール製品】
初の自社製品の開発に取り組み、万能運搬作業台車『worgon』という製品を完成さ
せました。今後、卸売りという形で取引先を中心に展開をしていきます。
※特許第6037352号を取得

【非鉄金属Ｔig溶接加工】
・主に6社の協力会社として、非鉄金属（アルミ・ステンレス）の溶接・加工を
行っています。

・アルミ製品では、アルミ製作業台やイベント関係（トラスやコンサートス
テージなど）の特注一品モノの製作や、量産モノでは仮設工業会の認定
製品の製作に携わっています。

・ステンレス製品では、メーカーのスタンダード品の溶接を行っています。

【販売代理店】
・㈱ピカコーポレイション製品の販売代理店

【自社製品の卸売り】
・自社製品である万能運搬作業台車『worgon』の卸販売

株式会社 ティグ水口 滋賀県甲賀市

『Ｔig溶接』に特化し、ノウハウと技術力で最善を尽くします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ハイドロコロイド絆創膏「キズクイック」

手荒れ保護フィルム「フットバンN」

本社･工場外観

代表取締役社長　 岡  幸一

東洋化学㈱のマスコットキャラクター
はる　かばたん

【お問合せ先】
東洋化学株式会社　技術部 次長  矢野 昌彦 
Tel： 077-559-2102　/　E-mail： yano@toyokagaku.com 

東洋化学株式会社

【所在地】 〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008
【代表者】 代表取締役社長  岡 幸一
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.toyokagaku.com/

【設　立】 1974（S49）年
【従業員】 74名
【認証等】 ISO13485、ISO9001、医療機器製造販売業許可等
【受賞歴】 関西ものづくり新撰2015（経済産業省近畿経済産

業局）、事業可能性評価「めきき・しが」Aランク 等

【自社ブランド製品の展開】
これまで当社は、OEM製品やドラッグストアのストアブランド（SB）製品を中心に事業を展
開してきました。しかし、これからは新たな価値を付加した絆創膏を開発し、自社ブランド
製品としても販売をしてまいります。お客様の健康と快適な暮らしに貢献する東洋化学ブ
ランドの製品にご期待ください！             
  　

【強み】
ISO13485、9001および医薬品GMPに準拠した組織・製
造環境で救急絆創膏を製造するとともに、素材から製造
技術までを自社開発し、付加価値の高い製品をお客様
にお届けいたします。

【コア技術】
シリコーン粘着剤を用いた密着性の高い絆創膏や自社
開発のハイドロコロイド型絆創膏などの独自の技術と
製品で、お客様のご期待にお応えいたします。

【アピール製品】
手荒れでお困りの美理容師の皆様にお使いいただくた
めに、お湯を使ってもはがれにくいシリコーン粘着剤の
「保護フィルム」を開発いたしました。
また、自社開発した家庭用創傷パッド「キズクイック」の
認証を取得し、販売開始いたしました。

【救急絆創膏の製造に特化】
昭和34年に外用硬膏剤の製造メーカー「岡薬品工業」として創業。
昭和40年代に、国外から救急絆創膏が入ってきたため、伸長分野と見込ん
で製造を開始しました。
以来、配置薬や銀行の粗品として販売をしてきましたが、近年は、大手製薬
メーカーのOEMや大手ドラッグストア向けなどに救急絆創膏の事業を展開
しています。
現在は、お客様のお声を大切にし、ニーズにマッチした製品開発、販売に注
力しています。その取り組みとして、2015年5月より美理容師の方たちの手
荒れを保護する絆創膏を開発し、自社ブランドにて販売を開始しました。

東洋化学株式会社 滋賀県蒲生郡
日野町

貼付型製品で皆さまの健康と快適な暮らしに貢献します！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

　微細孔（φ0.5μm） 微細金型（深さ14μm、ピッチ20μm） 金属3Dプリンタ造形物

【加工例】

企業理念
わたしたちは精密微細技術を通じて
社会に貢献してまいります。

【お問合せ先】
東レ・プレシジョン株式会社　技術開発部  池内 秀樹
Tel： 077-545-8816　/　E-mail： Hideki_Ikeuchi@tpc.toray

東レ・プレシジョン株式会社

【所在地】 〒520-2141 滋賀県大津市大江一丁目1-40　 
【代表者】 代表取締役社長  古川 徹
【資本金】 2億円
【ＵＲＬ】 http://www. tpc-jp.co.jp  

【設　立】 1955（S30）年2月
【従業員】 150名
【認証等】 ISO9001、ISO14001
【受賞歴】 関西ものづくり新撰2015

保有技術を更に深化・拡大させるとともに、新たな精密微細加工技術を
開発して、新事業の創出、新規お客様の獲得をめざします。

【超精密・微細加工技術の柱】
⒈ 超精密微細孔加工技術
ドリル、放電、精密プレス、
レーザ、FIB等、仕様にあわ
せ、ベストな加工法を選
択・提案します。

⒉ 超精密研削加工技術
メーター級の大きさのもの
をサブミクロンの面粗さで
加工します。最長3.5m。

⒊ 微細溝加工技術
液晶導光板用微細金型のように、数十μmの凹凸を加工し
ます。

⒋ 金属3Dプリンタ
従来の機械加工では不可能な形状を造形します。
更に、精密微細加工との組合せで、お客様に新たな価値を
ご提供します。

⒌ トレフィーダ （ 浮上搬送パーツフィーダ）
チップ部品などの小型部品を振動させることなく、低ダメー
ジ搬送するパーツフィーダをご提案します。

当社は、東レ（株）の合成繊維用口金を製造するために設立された、東レグループで唯一の、超精密微細加工を得意と
する受託加工メーカーです。先端加工技術をベースに独自の微細加工技術を構築し、様々な産業分野に広く活かされ
ています。
最近は、加工技術・精度の極限を更に追求し、各種ノズル、FPD用スリットダイ、半導体製造装置用精密部品などを中
心に、高精度・高品位な製品を送り出すことで急速に事業を拡大し、日本の製造業を支えています。

東レ・プレシジョン株式会社 滋賀県大津市

精密加工でお客様の課題解決をサポートします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

写真2/FPCマニュアル圧着装置写真1/電子部品移載装置 写真3/FPC自動圧着装置

代表取締役社長　北川 吉治

【お問合せ先】
トキワ精機株式会社　技術営業部  鮫島  ・  重田
Tel： 077-588-3035　/　E-mail： info@tokiwa-web.jp 

トキワ精機株式会社

【所在地】 〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1219
【代表者】 代表取締役社長  北川 吉治
【資本金】 6,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.tokiwa-web.jp

【設　立】 1959（S34）年6月 
【従業員】 52名

【既存のお客様へのサービスの継続】
　特に1業種1社のお客様への貢献を継続し、Win-Winの関係を継続。

【先端産業】
蓄積したノウハウを生かし、最先端産業、最先進技術の製品を生産する付加価値の高い
生産設備の開発のサポートを担う。

【強み】
１）機密保持契約のもと、1業種１社のお取引を原則としており、多業種にわたる深い専門知識を保有。
２）卓越した自動化技術、省力化技術を生かし、お客様のご要望、問題に対して解決策をご提案可能。

【コア技術】 
１）第10世代の大型ガラス基板から、微小な電子部品まで、げんこつロボット、スカラーロボットを手足に高速画像

処理を眼に、蓄積されたノウハウを頭脳にして最先端の部品供給装置をご提供（写真1）
２）液晶パネルなどの各種モジュールのファインピッチ実装などの要素技術（写真2.3）

【事業の三本柱】
１）FA関連機械設備の設計・製作
２）液晶パネル、タッチパネルなどのFPDのモジュール実装関連設備
３）大型五面加工機、マシニングセンタなどを用いた精密、高精度の機械加工

【主要製品】
液晶/PDP用ガラス製造装置、LEDランプ製造装置、ソーラーパネル検査装置、車載用部品組立装置、車載用部品検
査装置、液晶パネル偏光板貼付装置、FPC圧着装置、COG実装機、ACF貼付装置など

【主要取引先】（50音順敬称略） 
アンデン株式会社、株式会社井高、NECライティング株式会社、株式会社カネカ、京セラディスプレイ株式会社、グン
ゼ株式会社、コクヨS&T株式会社、株式会社進和、ダイハツ工業株式会社、株式会社デンソー、ニプロ株式会社、日
本写真印刷株式会社、日本電気硝子株式会社、パナソニック株式会社、など

トキワ精機株式会社 滋賀県野洲市

お客様の課題解決に向けた最善の設備をご提供致します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役　利川 暉

【お問合せ先】
株式会社 トシプラ　専務取締役  利川 智子
Tel： 0748-27-1424　/　E-mail： tomoko@toshipla.com

株式会社 トシプラ

【所在地】 〒527-0224 滋賀県東近江市市原野町794　 
【代表者】 代表取締役  利川 暉
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www. toshipla.com

【設　立】 平成元年10月
【従業員】 10名
【受賞歴】 滋賀県CSR経営大賞「奨励賞」

・OEMによる生産活動の強化 
・オリジナル製品の国内・海外展開
・人材を人財に育成し、さらに働きやすい職場づくり

【強み】
・開発・設計、金型加工、量産までを一貫して自社内で対応します。
・２次元図面を３次元図面に展開→最短一日で行えるため、お客様の開発スピードを早めます。
・多数の特許、意匠を取得しており、技術力に定評があります。

【アピール製品】                
液体運搬容器 “TANK-U” 持ち手を３つにしたことで、さまざまな持ち方を提案できます。
これまでのブロー成形とは違う、新たな成形法を確立したことで可能になったデザインです。

トシプラは、創業以来、数あるプラスチック加工技術の中の、ブロー成形を取り扱って
います。
わたしたちは、提案型の事業形態に重点を置き、特に、各種管継手の分野では現場
が必要とするであろう製品を素早く察知し、開発・製品化し、メーカーに提案させてい
ただいております。開発・設計、金型加工から製品化まで一貫して自社で行っている
ため、製品化までのスピードは非常に早く、メーカーからも信頼を得ています。わたし
たちの開発品は、市場で10年以上モデルチェンジなく使われるようなものがほとんど
です。長く人に愛用してもらうことができる製品＝ロングライフ商品の開発に努めて
います。

株式会社 トシプラ 滋賀県東近江市

現場目線のものづくりによる製品を提供します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

発泡シートの後加工工程 プラマキシンⓇ

代表取締役社長  前田 芳一

【お問合せ先】
長岡産業株式会社　営業部 常務取締役  長岡 利典
Tel： 077-534-9985　/　E-mail： info@nagaoka-sangyou.jp 

長岡産業株式会社

【所在地】 〒520-0832 滋賀県大津市粟津町2-61  
【代表者】 代表取締役社長  前田 芳一
【資本金】 4,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.nagaoka-sangyou.jp

【設　立】 1954（S29）年7月
【従業員】 130名
【認証等】 ISO9001、ISO14001
【受賞歴】 滋賀CSR大賞、めきき滋賀Ａランク採択、

KANSAIモノづくり元気企業100社など

【加工技術のブラッシュアップ】
　プラスチックに関する加工技術を磨き、ニッチトップな企業を目指します。

【ニーズに応える製品開発】
　ユーザーの隠れたニーズに応えるような製品を開発していきます。

【強み】
・発泡シートに関する一連の加工をR2Rのまま1ストップで対応できる。
・原反メーカーとの強いつながり。（一体となって加工に取り組んでいる）
・特許に裏付けられた製品開発。

【コア技術】 
・発泡シートの各種加工

【アピール製品】 
・段差痕対策クッション巻芯「プラマキシン®」
フィルムの巻き始めに発生する段差痕を解消するクッション巻芯。
特許取得済み。

・発泡シートの
　後加工工程

【発泡シートの加工・販売】
断熱材や緩衝材として使用される発泡シートをR2Rのまま後加工、販売を行っています。
加工例 ： スライス、スリット、融着、コロナ放電処理、単板カットなど

【フィルムスリット】
　クリーンルームにて、各種フィルムのスリットを行っています。小ロット対応可能。

【プラスチック板の加工・販売】
　プラスチックのブロックやシートの加工、販売を行っています。

【静電気除去フィルムの加工・販売】
　自社開発の透明な静電気除去フィルム。表面抵抗値102～108Ω/□の間で任意に設定できます。

長岡産業株式会社 滋賀県大津市

プラスチックの加工技術で社会に貢献します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

樹脂シート裁断装置 アイラッシュメーカー スクリーンプリンター

【お問合せ先】
株式会社 ナカサク　常務取締役 技術開発セクター長  亀田 長久 
Tel： 0748-75-1175　/　E-mail： n-032@nakasaku.net

株式会社 ナカサク

【所在地】 〒520-3211 滋賀県湖南市高松町1  
【代表者】 代表取締役社長  中作 佳正
【資本金】 6,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.nakasaku.jp

【設　立】 1926（T15）年4月
【従業員】 103名

【新規開発】
　フィルム裁断技術、過熱蒸気技術を産業機械の分野で展開していきます。

【お客様との更なるコミュニケーション】
お客様にとって常に身近な企業であり続けるために、お客様の潜在的な
ニーズを掴み、より有効的なシーズを発信し続けられる企業でありたいと思
います。

【強み】
　様々な業界の生産設備を製作してきた経験をもとに、各業界特有の固定概念を打ち破る設備を提案できます。

【コア技術】
　経験豊富な技術者による常識にとらわれない設計ができます。

【アピール製品】

【エンジニアリング事業】
硝子関連設備、製鉄関連設備を中心に機械設計、電気設計、機械製作、電気工事、制御、据付まで機電一体で各種
産業機械を生産しています。

【大型機械加工事業】
　県下最大級の80t天井クレーンを有し、大型重量物の機械加工を行っています。

【新規開発事業】
　新たな発想の生産機械を製作し発信しています。

【その他の事業】
　OEMものづくり事業、レトロフィット事業

株式会社 ナカサク 滋賀県湖南市

？×！＝∞ 常識にとらわれないものづくり企業 
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

小型パーツ梱包装置 自動化生産システム例

工場外観

省力化、自動化装置の設計・製作で、品質向上やコスト削減を実現します。

【お問合せ先】
夏原工業株式会社　FTS事業本部 技術部 部長  中村 勝 
Tel： 0749-26-3201　/　E-mail： m.nakamura@natsuhara.co.jp

夏原工業株式会社

【所在地】 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2688-1
【代表者】 代表取締役  夏原 克研
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.natsuhara.co.jp/

【設　立】 1970（S45）年9月
【従業員】 360名
【認証等】 IS014001

【異分野への参画】
現状は工場設備への製品提供がメインとなっていますが、異分野への
参入を目指しています。まずは弊社内にもあります、環境測定・分析・調
査などの分析装置などの製作を企画中です。

【県内外企業とのネットワーク構築】 
多様な業種の企業様とのネットワーク構築により、従来自社では行えな
かった分野・業種への参入を目指します。

【強み】
・それぞれのお客様のニーズにお応えするための、多様な技術と提案力
・お客様の設備環境に合わせた製作方法と高い生産能力（クリーンルーム完備）

【コア技術】 
・視覚認識システム

【アピール製品】
・コア技術である視覚認識シス
テムと産業用ロボットを組み
合わせた検査装置

・設計→製作→納品→現地調
整まで、一貫した装置生産シ
ステムで高品質な製品提供
・小型パーツの梱包装置
（平成28年度ロボット導入実
証事業活用）

【FTS事業本部】
当社では、製造ラインにおける自動化・省力化装置の設計・製作により、各メーカー様のコスト削減や人件費の抑
制、さらには生産能力の向上、生産技術の開発に貢献しています。
特に近年は、さまざまな製品トラブルによって一般
ユーザーの品質に対するニーズが厳格化しており、
これに対応するために生産ラインでの品質検査の
精度アップが求められています。
夏原工業では、カメラを使った視覚認識システムを
従来のメカトロニクスに組み合わせることによって、
品質や寸法の検査精度を高めると同時に、自動化・
省力化も実現しています。 

夏原工業株式会社 滋賀県彦根市

設備の自動化・省力化で品質向上・コスト削減を実現します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

2軸ロータリー巻取機

ロールマテハンの概要

【お問合せ先】
ニチユマシナリー株式会社　管理部 部長  西村 康孝
Tel： 0748-46-6880　/　E-mail： nmc-nisi@nmf.co.jp

ニチユマシナリー株式会社

【所在地】 〒521-1334 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇8-1  
【代表者】 代表取締役社長  重野 由行
【資本金】 4,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.nmf.co.jp/~nmc-info

【設　立】 1999（H11）年2月（※注）
【従業員】 35名
【認証等】 ISO14001

※注) 日本輸送機㈱（現ニチユ三菱フォークリフト㈱）より分社

【ロール取扱い総合メーカー】
巻取機に留まらず、巻取以降のロールマテハン、巻取以
前のロール装置などを手がけるロール取扱い総合メー
カーを目指します。

【海外への進出】
日本国内だけでなく、海外にも例を見ない2軸ロータリー
巻取機で各国の最先端企業に販売展開を行います。

【強み】
1957年、内作の直流モーターを用い、繊維用制御装置を製作、ニチユの巻取はスタートしました。その後50年を超
える年月により、数々の巻取装置を製作、経験と実績を数多く残しました。

【コア技術】 
　電気制御より始まり、機械製作まで機電一体の技術により装置製作を行います。 

【アピール製品】 
・2軸ロータリー巻取機
2軸の巻取アームが各々
単独で旋回する機構を
設け、巻取軸反転時の
ロスを最小限にし生産
効率の向上を図ります。
高機能フィルム、粘着
フィルム、不織布など各
対象基材に見合う機種
を用意しています。ニチ
ユがご提供するノーロ
ス巻取機です。   

【巻取機の設計・製作】
　お客様のニーズにあった巻取機の設計・製作を行います。

【アフターサービス】
　納入した装置の部品供給・アフターサービスを行います。

【ロール取扱い装置】
　巻取後のロール商品の包装・搬送・保管など各種装置をご提供します。

ニチユマシナリー株式会社 滋賀県近江八幡市

ロール製品の品質向上・生産性向上に寄与します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ハナオート(nicoja)
鼻用洗浄器

（一般医療機器）

くるくる体温計(nicoja)
手回し充電方式体温計
（一般医療機器）

栄養剤注入器
クラス Ⅰ

（一般医療機器）

のどミスト(nicoja)
超音波式吸入器
(一般医療機器）

代表取締役社長  中山 享一良

【お問合せ先】
日光精器株式会社　担当：営業課 課長  西居 徳幸
Tel： 0748-37-7581　/　E-mail： nikko-info@nikko-seiki.co.jp 

日光精器株式会社

【所在地】 〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬渕町2660  
【代表者】 代表取締役社長  中山 享一良
【資本金】 8,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.nikko-seiki.co.jp/

【設　立】 1965（S40）年7月
【従業員】 200名
【認証等】 ISO9001、ISO14001、ISO13485（医療機器）、

医療機器製造販売業（第2種）認可、
特定計量機製造業認可

【受賞歴】 淡海ユニバーサルデザイン賞

【自社ブランド商品「nicoja」の展開】
当社オリジナルブランド「nicoja」商品の開発販売の展開をしていきたいと考えておりま
す。（超音波式吸入器-のどミスト、鼻用洗浄器-ハナオート、電子体温計等）

【医科用医療機器分野の開発製造請負の推進】
第2種製造販売業、ISO13485取得等を背景に医療機器メーカーからの開発製造請負を
積極的に進めていきたいと考えます。

【代表者からのメッセージ】
当社は、プラスチックの持つ夢を、豊かな暮らしを支える家電製品に託して、ご家庭にお
届けすることを至上の喜びとして出発し、現在は企画から商品化まで、お客様の要望に応える[モノづくり創造業]を
推進しております。また、私たちは企業活動において、生産効率や営利のみに留まることなく、お客様や従業員を通じ
て、人間味あふれる「企業ロマン」を限りなく追い求めていきたいと考えております。

【モノづくり創造業】
私たちは、モノづくり創造業としてPMS（Pilot Manufacturing Service）事業を中心に活動しています。
モノづくりで色々なアイデア、企画を我々の技術で形にします。成形においては長年培った技術をベースに二色成形
品、インサート成形品等、特色ある成形品をご提供します。一方、商品製造においては企画段階からの参画でスムー
ズなモノづくりと、見えにくい管理ロスを取り除きます。弊社は、社内で設計から行い、完成品の形で、お客様へ提供
いたします。

【お客様のニーズに対応した成形品製造、完成品製造】
日光精器（株）は、小物家電、車載関連また医療機器関連分野において、企画、開発から部品製造、完成品製造まで
お客様の多様なニーズに対応しております。成形部門では、二色成形機を4台保有しており、また、塗装～印刷等の
加飾加工も、社内にて一貫生産できます。
パナソニック（株）からパートナーズ会メンバー会社としても認定を受けております。

日光精器株式会社 滋賀県近江八幡市

お客様のアイデアを私たちが「かたち」にします ～Made in Japan の品質と人材～
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役社長  清水 貴之

弊社の代表的なプレス加工

■深絞り

【お問合せ先】
日伸工業株式会社　取締役 開発技術部長  深山 誠治  ・  執行役員 営業部長  伊藤  和浩　 
Tel： 077-545-3011　/　E-mail： s-fukayama@nissinjpn.co.jp  ・  k-ito@nissinjpn.co.jp

日伸工業株式会社

【所在地】 〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目1-1  
【代表者】 代表取締役社長  清水 貴之
【資本金】 9,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.nissinjpn.co.jp/

【設　立】 1959（S34）年8月1日
【従業員】 国内：約510名、海外：約550名
【認証等】 ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949
【受賞歴】 経済産業省「がんばる中小企業・小規模事業者300社」

厚生労働大臣表彰「現代の名工」2016年認定者在籍
近畿経済産業局「関西ものづくり新撰2015、2016」選出

【高精密プレス加工】
お客様との対話を重ね、ニーズを十分に把握した上で高精密プレス加工技術を用
いた高品質のモノづくりの提案を積極的にしていきたいと考えています。

【一貫生産システム】
製品形状によって使用する金型は異なりますが、その金型に合った専用プレス機
から開発をすることで、自社での一貫した生産が可能となり、製品品質の安定・大
幅なコスト削減・時間短縮につながります。

【強み】
設立当初より高精度家電部品製造で培った小物精密プレ
ス加工技術のノウハウを蓄積しており、自動車部品を初め
各分野への技術展開が可能です。

【コア技術】 
当社のコア技術として「金型設計製作」「設備設計製作」
「プレス加工」「表面処理」「測定技術」の５つがあげられま
す。特にプレス加工では「板鍛造」と「深絞り」更に「バリレ
ス」という３つの高精度プレス加工技術を用いることでコ
ストはより低く、機能はより高くをモットーとしています。

【アピール製品】 
増肉＆型内タップ（右写真中央下）：１台のプレス機の中
で、板厚1.6㎜の材料を増肉加工により5.6㎜を確保し、絞
り加工を施した後、中央部にM6タップ加工を行っている製
品です。

【小物精密プレス部品加工メーカー】
自動車関連（安全・環境・省エネ・自動運転）として
EV、PHEV車等の関連部品、家電・スマホ・IT関連部
品等の小物精密プレス部品加工。

【グローバル展開】
世界５拠点に生産工場を展開し、日本国内と同等
技術まで成長できるプランを描きます。厚労大臣表
彰者『現代の名工』を始めとした技術者が指導し、グ
ローバル生産で世の中に貢献します。

日伸工業株式会社 滋賀県大津市

小物精密プレス部品に特化し『日伸ブランド』を磨きます
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

クリーンルームでの作業風景

試験容器

【お問合せ先】
ニッタモールド株式会社　常務取締役  茂呂 暢尚 (もろ まさたか)
Tel： 0748-86-8615　/　E-mail： masataka.moro@nittamold.com　　 　　

ニッタモールド株式会社

【所在地】 〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子2002-19  
【代表者】 代表取締役  茂呂 孝男  
【資本金】 4,900万円  
【ＵＲＬ】 http://www.nittamold.com

【設　立】 1991（H3）年3月15日
【従業員】 55名
【認証等】 ISO 9001、KES、FSSC 22000   

医療機器製造業登録

・FSSC22000F認証取得を機により一層のクリーン度維持向上を追求
しており、微細加工品開発品含め、日本で、クリーンルームでというご
要望にも最適環境体制でのBest Solutionを提案してまいります。

・一般成形室においても従前より温湿度管理をおこなって一部クリー
ンブース設置もいたしております。将来的には全室クリーンルーム
化も検討しております。 

・「モノ造り・サービス業」として、お役に立てる様に努めて参りたいと
思っております。

【強み】
・自社において金型設計から射出成形に至る一貫したプラスチック成形が可能です。
・一般成形品、理化学機器、自動車用重要部品、食品用の容器、高度医療機器用の試験器具等、広範囲の開発・製造
の実績があります。また、成形品への加飾も得意とするところで、さまざまな医療機器、試験機器等にも適用ができ
ます。
・直近ではLSRインサート成形工法の開発に成功し、応用分野、用途の開拓に力を注いでいます。
・製造環境はクリーンルームでの射出成形を主としておりますが、この度、レイアウトの変更により広いスペースを確
保し、クリーンルームでの成形～組立～加飾
～充填～滅菌の一貫生産導入体制で従来よ
りも更にQCDの向上にも一層にお役に立てる
環境を整備いたしました。

【コア技術】
　射出成形技術、インサート成形技術、印刷技
術、材料技術、クリーンルーム 

【アピール製品】
　医療理化学・プリズム・導光板等および機構
部品、インサート成形品、エンプラ部品 他多数

・プラスチック射出成型品、Assy品、加飾品の設計･製造･販売
・プラスチック射出成型金型の設計･製作･販売

　国内工場 ： 医療理化学用品、光学関連商品、クリーン関連業務、開発業務
　タイ工場 ： OA、自動車、工業部品、自社金型工場

ニッタモールド株式会社 滋賀県甲賀市

クリンルーム・トータルサービス業のパイオニア
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ウォータジェット切断機

代表取締役  能㔟 孝一

ウォータージェット切断機による加工例：45
度までの傾斜切断が可能で、かつ、大型母
材（3,100㎜×7,000㎜）の加工対応が可能

シャーリング切断機 チップソー切断機 門型切断機

滋賀工場主要設備

【お問合せ先】
能勢鋼材株式会社　滋賀営業 所長  清水 励 
Tel： 0749-38-8220　/　E-mail： t.shimizu@nose-sus.co.jp 

能勢鋼材株式会社

【所在地】 大阪本社 : 〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿1丁目2-25
滋賀工場/営業所 : 〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士738
名古屋営業所 : 〒491-0838 愛知県一宮市猿海道2丁目6-20

【代表者】 代表取締役  能㔟 孝一

【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://nose-sus.co.jp/
【設　立】 1969（S44）年12月
【従業員】 84名
【認証等】 AS9120（航空宇宙産業品質

マネジメントシステム）

【革新企業】
戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポイン）などを通じて、従来の鋼材販売事業だけ
でなく、自社切断技術においても革新を続けています。

【強み】
・小ロット ： 多品種・短納期でお客様のご要望にお応えします。
・小サイズ ： 名刺サイズの材料から対応可能です。
・多品種 ： ステンレス全般からチタン・高合金まで対応いたします。
・短納期 ： お客様の御用命納期に対応可能。

【コア技術】 
・ウォータージェット切断、3100㎜Ｘ7000㎜まで可能。
・45度傾斜切断が可能。
・厚16㎜×巾6100㎜のシャーリング切断、高性能歪取りで、FB代用品の製
作が可能。

・長年の実績、技術ノウハウによりあらゆる材質の切断と、加工ネットワーク
を活用した加工対応が可能。

ステンレス、高合金の販売、切断、加工
【材　料】　ステンレスからチタン、各種高機能材の豊富な知識で対応いたします。
【切　断】　ウォータージェット切断、チップソー切断など、多様な切断方法で対応いたします。
【加　工】　加工ネットワークを活用し、素材から加工品まで対応いたします。
【配送網】　大阪・京都・兵庫・滋賀・名古屋の自社配送網で対応いたします。

能勢鋼材株式会社 滋賀県犬上郡
甲良町

豊富な在庫と優れた切断技術で、ご要望にお応えします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

工場作業風景

代表取締役  長谷 佳幸

【お問合せ先】
長谷金属株式会社株式会社　専務取締役  脇野 誠  ・  製造部 部長  大西 俊之 
Tel： 0749-42-6858　/　E-mail： info@hasemetal.co.jp

長谷金属株式会社

【所在地】 〒529-1223 滋賀県愛知郡愛荘町島川115  
【代表者】 代表取締役  長谷 佳幸 
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://hasemetal.com/

【設　立】 1964（S39）年7月6日     
【従業員】 36名
【認証等】 ISO9001

【更なる精度とト－タル加工の向上】
精度の高い機械加工技術を伸ばし、板金加工分野と合わせた一貫生産体制や組立の
向上を目指します。

【鉄の代替品加工に挑戦】                
近い将来、鉄の代替品として、使用頻度が高くなる炭素繊維や樹脂加工にも挑戦して
いきます。

【強み】
・材料手配から 一貫生産で、お客様の多様な二－ズにお応えします。
・ISO9001取得、品質管理検査、製品のトレサビリティ

【コア技術 ・アピール製品】                
・材料手配 ： 一般鋼板・一般鋼材・特殊鋼板・ステンレス鋼板・アルミニウム鋼板・ミルシ－ト（鋼材証明書）の手配
・板金・製缶 ： 抜き・曲げ・溶接・タップ・めっき・塗装
・機械加工 ： 旋盤・フライス・平面研磨・マシニング・ワイヤ－カット

＊一貫生産製品と組立、設備内容等は、ホ－ムペ－ジ ： http://hasemetal.com/ をご覧ください。

・私たち長谷金属株式会社は、金属製品の加工・販売を行っております。

・社会に正しく、日々人間性と技術を鍛え、お客様を第一に、お客様の立場に立って、満足していただける最高の品質
とサ－ビスをお届けします。

・私たちのモット－は自分たちの仕事で、お客様・社会に役立ち、笑顔・喜びを繋げていくことです。

［主要顧客］ フジテック株式会社、須河車体株式会社、株式会社清水合金製作所、株式会社大和バルブ、
佐藤商事株式会社、株式会社栗本鐵工所、株式会社白石製作所、その他　

［売  上  高］ 4億7千万円

長谷金属株式会社 滋賀県愛知郡
愛荘町

金属加工製品を一貫生産で行い、多様なニ－ズに応えます
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

各種スーパーコード

多彩なAVファニチャー

スーパーコードの端末加工

【お問合せ先】
ハヤミ工産株式会社　ハミロン事業部 部長  速水 健二 
Tel： 0749-82-5366　/　E-mail： hamilon@hayami.co.jp 

ハヤミ工産株式会社

【所在地】  〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 
【代表者】  代表取締役  速水 一生
【資本金】  8,000万円
【ＵＲＬ】  http://www.hayami.co.jp/

【設　立】 1954（S29）年4月      
【従業員】 88名
【認証等】 ISO9001（ハミロン事業部）、

プライバシーマーク

お客様が本当に求めているものは「何か」を探り、これを確実にお届けすること。

【強み】
　全国の営業拠点からきめ細かな対応ができます。

【コア技術】 
ハミロン事業部では、繊維の各種素材、強度・伸度・太さ・耐熱等、幅広くお客様のご要望に沿うことができます。ハミ
レックス事業部では、各種TVに対応できるように十分検証を行い、幅広い製品を提供できます。

【アピール製品】
ハミロン事業部ではきめ細かな対応が可能で、お客様の要望通りのロープを提供できます。また、ロープの端末加
工やストラップ等の加工も可能です。ハミレックス事業部では、家庭用、業務向けに幅広くTVボード、壁掛け金具など
多彩な製品を提供できます。

【ハミロン事業部】
　ハイテク繊維を利用した各種産業用ロープの製造販売

【ハミレックス事業部】
家庭用・オフィス用TVボード、AVラック、スピーカースタ
ンドなど多彩なAVファニチャーの開発・販売

滋賀県長浜市

お客様が求めているものを確実にお届けします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役　徳地 明

高品質ストリーマ放電発生SOS電源
出力電圧：60kV
出力電流：60Ap
パルス幅：80ns
立上り時間：25ns
バースト繰返し：5Hz

波形可変型高電圧LTD電源
出力電圧：30kVp～100kVp
出力電流：330Ap～3kAp
パルス幅：50ns～200ns
立上り時間：20ns
繰返し：1kHz～10kHz

【お問合せ先】
株式会社 パルスパワー技術研究所　代表取締役  徳地 明
Tel： 077-598-1470　/　Fax： 077-598-1490　/　E-mail： info@myppj.com  

株式会社 パルスパワー技術研究所

【所在地】 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7-3-46
滋賀県立テクノファクトリー2号棟

【代表者】 代表取締役  徳地 明
【資本金】 1,000万円

【ＵＲＬ】 http://www.myppj.com  
【設　立】 2009（H21）年5月   
【従業員】 6名
【認証等】 ISO9001 
【受賞歴】 めきき・しが事業可能性評価Ａランク

【今後のビジョン】
現在、従来の真空管を使用したパルスパワー電源に換えて、市販の半導体スイッチを使用し
ております。パルスパワー電源を開発することで、産業応用に適した高性能・高機能の電源を
開発してきました。
今後、更に、差別化を図るために、コアデバイスである半導体スイッチ自体をパルスパワーに
特化したものを開発することで、より付加価値の高い製品を開発し、特に海外競合メーカーを
凌駕したいと考えております。

【コア技術】 
高電圧パルス発生装置の開発・設計・製造・販売およびパルス電源に関する技術コンサルタントおよび共同研究

【企業PR】                
・ナノ秒オーダーで波形制御可能な半導体スイッチを使用した数10kV高電圧パルス電源
・高繰り返し高電圧大電流パルス発生の豊富な開発実績
・高電圧電子管はもとより、高電圧半導体スイッチ、高速磁気スイッチ、半導体開放スイッチなど　幅広いスイッチ方
式の中から、用途に適切な回路構成を提案いたします

・加速器、核融合などの学術研究用途から、環境、医療、材料、エネルギー開発など幅広い分野で活用されています

「パルスパワー」とは？
電気エネルギーを極めて短い時間の間に放出すると、瞬
間的に極めて高い電力を発生することができ、短時間で
すが、「強い光」「超高温」「強い電磁波」「超高密度」「超
高電界」「超高磁場」等の通常では得られない特殊な状
況を実現できます。この瞬間的に発生する超高電力のこ
とをパルスパワーと呼んでいます。
今、パルスパワーを利用した産業応
用が医療、環境分野など様々な分野
で急速に広がってきています。

株式会社 パルスパワー技術研究所 滋賀県草津市

高電圧・大電流電源のカスタマイズをすべて引き受けます！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

SVH部内層側にバックドリルを
行なうことによるスタブの低減

5段ビルドアップ
34層 板厚4.7t R-5775K材

【お問合せ先】
株式会社 ピーダブルビー　営業部  谷川 剛史
Tel： 077-562-5881　/　E-mail： tanigawa@pwb.co.jp

株式会社 ピーダブルビー

【所在地】 〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町1530-31　 
【代表者】 代表取締役  西村 裕
【資本金】 9,975万円
【ＵＲＬ】 http://www. pwb.co.jp

【設　立】 1982（S57）年12月   
【従業員】 137名
【認証等】 ISO9001､ISO14001

弊社では一貫生産体制を生かしてお客様の高度化する多種多様なニーズに対してスピーディー・フレキシブルに対応
致します。 
その強みを生かし、タイムリーな検証を行い最先端技術の開発及び最新製品の製作に貢献する総合エンジニアリング
会社としてグローバル企業を目指しております。

【強み】
ソフトウェア・ハードウェア・筐体設計・基板設計､製造・実装組立の内製化により各部門間の密な連携によるタイム
リーな製造可否を含めたさまざまな検証を行い､高度な製品製作を実現。

【コア技術】 
基板設計 ： 伝送線路シミュレーション、EMI対策支援ツールを駆使した解析及び基板設計対応
基板製造 ： 1枚からの試作短納期、また少量生産から大ロット生産の対応

両面､4層から68層の高多層、SVH･ビルドアップ基板までを対応致します
実装組立 ： 1005・0603・0402サイズのチップ部品実装

BGA・CSPデバイスのリワーク対応

弊社はソフトウェア・ハードウェア・筐体設計・基板設計､製造・実装組立のすべてを内製化したADAMSシステムを構築
しています。
それにより､設計開発から量産までのワンストップサービスを実現、さらにそれぞれのノウハウを反映させることによっ
て高品質､短納期を実現しています。
また､お客様の製品開発の個別からトータル支援､さらにはOEM/EMSに至るまでの一貫サービスをご提供致します。

株式会社 ピーダブルビー 滋賀県草津市

発想を技術に変えるピーダブルビー
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

Cマウントラインスキャンカメラ

【お問合せ先】
株式会社 ピコ　営業部
Tel： 077-547-4861　/　Fax： 077-547-4860　/　E-mail： pico-info@picocam.jp

株式会社 ピコ

【所在地】 〒520-2141 滋賀県大津市大江5-23-6
【資本金】 300万円
【ＵＲＬ】 http://www.pico.pics
【設　立】 2007（H19）年8月

【展示会】
展示会を実施して実物製品を手に取って見て頂くと共に動作を確認して性能を確かめて頂きたいです。

【プライベートセミナー】                
製品の動作原理や実動している応用例などの紹介をして様々なご意見をお聞きし、充実を図りたく思います。

【強み】
過去の実績を数多く持ったソフトウエアの開発、検査
ラインのハード設計会社とのネットワークが構築さ
れているので安心してお任せいただけます。

【コア技術】 
高解像マシンビジョンカメラやラインスキャンカメラ
による画像処理技術。

【アピール製品】                
500万画素カメラ、2K・4K・Cマウントラインセンサ、
HDハイビジョンカメラ、高速、高解像のCMOSカメ
ラ、2,500万画素カメラ

【マシンビジョンカメラの提供】
自動検査に最適な適正価格カメラや周辺機器のご紹介をします。

【ラインスキャンカメラの提供】 
目視に替わる高精細な外観検査が可能なカメラとして好評です。

【検査システム機器の提供】                
フィルム、ガラス、アルミ、銅箔などシート材の表面検査やピンホール検査装置の提案。
成型品の傷、汚れ、寸法、色などの検査装置の提案。　　
3D計測による部品の反りや傷をオンライン検査可能な機器の提案。

株式会社 ピコ 滋賀県大津市

高解像カメラを用いた検査の自動化をお手伝いをします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役社長 村田 弘司

【お問合せ先】
株式会社 日吉　営業部 課長代理  小西 忠彦
Tel： 0748-32-5111　/　E-mail： info@hiyoshi-es.co.jp

株式会社 日吉

【所在地】 〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908
【代表者】 代表取締役社長  村田 弘司
【資本金】 2,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.hiyoshi-es.co.jp

【設　立】 1958（S33）年    
【従業員】 280名
【認証等】 計量証明事業登録、食品衛生法登録検査機関、

ISO17025、ISO9001
【受賞歴】 第一回渋沢栄一賞、

経済産業省「がんばる中小企業300社」  

企業理念である社会立社・技術立社を実践し、グローバル化、ボーダーレス化を実現して
100年企業を目指しています。
そのために、国内および海外で今後設けられる拠点間をネットワークで結び、クラウドでの
一元化・見える化などで業務の効率化をはかりたいと考えています。
この取組みにより国内市場のシェア拡大、海外市場の新規確保、グローバル人材の確保、
雇用の拡大などで100年企業を実現したいと思います。

【強み】
・60年の経験と、80種以上の事業許認可、202種のべ1700以上の保有資格。
・上下水道、工場排水、浄化槽などさまざまな水処理施設に対しワンストップサービスソリューションを提供。

【コア技術】 
・「はかる」（分析・測定）、「みる」（施設管理・工業薬品）、「まもる」（環境保全）の視点から、総合的に水処理施設をサ
ポートします。
・バイオアッセイによるダイオキシン類簡易測定法ケイラックスは国内で唯一であり、従来に比べ迅速安価に測定が
可能。焼却施設から埋め立て地などにおいて非常に有効です。

【アピール製品】

【分析測定部門】 ～ はかる ～
・ダイオキシン分析（HRGC/HRMS、生物検定法）
・環境分析（水質、土壌、大気、騒音、振動、臭気、シックハウス、アスベスト等）
・食品分析（残留農薬、品種判定、食品添加物、放射能）、衛生検査

【施設維持管理部門】 ～ みる ～
・上水道・下水道施設、廃棄物処理施設、一般・特定建築物等の維持管理
・次亜塩素酸ナトリウム、高分子凝集剤、塩化カルシウム、他工業薬品販売

【都市環境保全部門】 ～ まもる ～
・下水道保守管理、一般・産業廃棄物収集運搬、道路維持管理　等

株式会社 日吉 滋賀県近江八幡市

「はかる・みる・まもる」で、ものづくりをサポートします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

潜熱回収温水器UltraGas 潜熱回収貫流ボイラConboGas

滋賀事業所（野洲市）

代表取締役社長　平川 晋一

【お問合せ先】
株式会社 ヒラカワ　マーケティング統括 マーケティング部 課長  植田 文幸　
Tel： 06-6458-8682　/　E-mail： f_ueda@hirakawag.co.jp

株式会社 ヒラカワ

【所在地】 〒520-2323 滋賀県野洲市三上2308　 
【代表者】 代表取締役社長  平川 晋一
【資本金】 9,000万円
【ＵＲＬ】 http://www. hirakawag.co.jp   

【設　立】 1912（M45）年4月   
【従業員】 291名
【認証等】 ISO9001、OHSAS18001 
【受賞歴】 滋賀CSR経営大賞奨励賞（H25）、関西ものづくり

新撰（H26）、第46回機械工業デザイン賞日本商
工会議所会頭賞（H28） 他

常にお客様の役に立ち、お客様に喜ばれ、安心していただける製品をお届けすること
がヒラカワの最大の使命。フツフツと働き続けるボイラにコツコツと真摯に向き合
い、これからも革新への道を歩み続けます。
すなわち、よりコンパクトに、より効率よく、よりクリーンな製品を目指して参ります。

【強み】
・ボイラ専業100年企業としての経験と実績 ・地球環境に優しい商品の開発・販売
・ソリューション営業を積極的に展開  ・最先端技術を持った海外企業との提携

【コア技術】 
省エネルギー、省CO2技術

【アピール製品】   
◆◇ 業界トップランナーの高効率 ◇◆             
《蒸気》 潜熱回収貫流ボイラConboGas（コンボガス）

・熱効率105％（都市ガス13A）
・ターンダウン比1：10　　・超低NOx   

《温水》 潜熱回収温水器UltraGas（ウルトラガス）
・ボイラ効率102％（都市ガス13A）
・ターンダウン比1：10　　・超低NOx

《木質バイオマス》 木質バイオマスボイラPYROT（ピロット）

1912年の創業以来、ボイラおよび圧力容器の製造・販売・メンテナン
スを通して、省エネ・CO2削減に貢献しています。従来ボイラの高効率
化をはじめ、潜熱回収技術による超高効率ボイラのご提案や、間伐材
からつくり出されるチップやペレットなどの木質バイオマス燃料の活
用、ソーラーシステムの組合せを可能にした温水システムなど、燃料の
消費を抑え、環境への影響を考慮した製品づくりに取組んでいます。
ボイラの更新を検討中のユーザー様へは、独自の省エネ診断を提供。
既設のボイラに1週間程度診断装置を取付け、計測データを分析した
上で、更新に最適なボイラの提案を行っています。（省エネ診断は無
料、ボイラのメーカーは問いません）先進のボイラテクノロジーで省エ
ネ・CO2削減をご提案致します。

株式会社 ヒラカワ 滋賀県野洲市

ボイラ業界をリードする革新的技術
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ハンドモールドで使用する金型の例

成形品の例

代表取締役社長　岸縄 一毅

【お問合せ先】
有限会社 ファイブ・ワン　岸縄 一毅
Tel： 0749-88-8160　/　E-mail： fiveone@kishinawa.co.jp

有限会社 ファイブ・ワン

【所在地】 〒529-0702 滋賀県長浜市西浅井町祝山447
【代表者】 代表取締役  岸縄 一毅
【資本金】 300万円
【ＵＲＬ】 http://www.kishinawa.co.jp

【設　立】 1984（S59）年10月  
【従業員】 9名

【独自のハンドモールド技術を確立】
ハンドモールだからこそできるモノづくりを探求し、高付加価値の製品を生み出すことので
きるオンリーワン技術の開発を目指します。

【どこにも負けない高品質・短納期対応体制の構築】                
成形作業、加工・仕上げ作業、検査作業工程の見直しを行い、業務全体の効率化を進め、ど
こよりも品質の良い製品をどこよりも早く納めることのできる体制の構築を目指します。

【強み】
・保有する出力150トン～37トン成形機で10㎜～300㎜程度の様々なサイズの製
品の成形に対応できます。

・協力会社との連携で金型設計・製作から機械加工までを一貫して対応できます。
・創業より培った経験・ノウハウを基に、製品設計段階から成形に最適な形状や
成形材料などの提案、現行品製造のVA提案ができます。

【コア技術】 
圧縮成形の中でも、手作業で成形品の離型、金型組立を行うハンドモールドを
得意としています。他の成形方法や素材からの削り出しでは得ることのできない
強度、機能の製品を造ることが可能です。
ハンドモールドのメリットには以下のメリットがあります。
・複雑なアンダーカットのある製品の成形が可能
・複雑な形状の金属部品などとの一体成形が容易
・金型の構造を簡素にすることができ、金型コストを削減
・製品の部分的な変更が入れ子を組み替えることで容易に可能

【アピール製品】 
熱硬化性プラスチック製機械部品、電気絶縁部品

【事業内容】
・熱硬化性プラスチック部品の圧縮成形、ハンドモールド、インサート成形による少量多品種生産
・金型設計・製作、成形、機械加工・仕上げまでを一貫して対応　

【主な製品】 
　工作機械や鉄道車輌、特殊船舶などの機械部品、電気絶縁部品　など　

【主な使用樹脂と強化材】                
　樹脂：フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ジアリルフタレート樹脂　など
　強化材：有機繊維、木粉、布片、ガラス繊維、炭素繊維　など

有限会社 ファイブ・ワン 滋賀県長浜市

熱硬化性プラスチックの圧縮成形はお任せください！
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

パナソニックのタフパットで
リアルタイム入出庫

市販タブレットで
勤怠管理

パ
リ

【お問合せ先】
株式会社 フレックスコンピュータシステム　代表取締役  高瀬 博之
Tel： 077-552-5811　/　E-mail： htakase@furex.co.jp

株式会社 フレックスコンピュータシステム

【所在地】 〒520-3043 滋賀県栗東市林286-1 サンエス通商2階　 
【代表者】 代表取締役  高瀬 博之
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.furex.co.jp

【設　立】 1989（H元年）年12月   
【従業員】 7名
【認証等】 中小企業経営革新支援法認定

（滋中振第165号）

【各企業様にフィットしたシツテム開発を推進】
市販のパッケージでは実現できない事をやっていきます。   

【クラウド システムの開発】
大手クラウドインフラを利用した、安全で低コストなクラ
ウドシステムの開発。

【強み】
「失敗しないシステム構築」をスパイラル方式の開発スタイルで実現しています。

【コア技術】 
最新技術のMagic RIAで開発、外出先でのオンライン稼働でもオフライン稼働でも可能。 

【アピール製品】                
上記の最新技術でクラウドシステム開発が得意です。

１．企業用の業務ソフト開発
Magic RIAによる最新技術のクアウド用ソフトをオーダーで開発しています。

２．ワンソースでマルチデバイス対応
Windows、Android、iPad／iPhoneの３つの端末用基本プラグラムを一度に開発。

３．クラウドシステムの開発
Magic RIAによる最新のクラウドシステムを開発・提供してます。

４．パナソニックのタフパットでリアルタイム入出庫を実現！

株式会社 フレックスコンピュータシステム 滋賀県栗東市

失敗しないシステム構築をサポートします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

代表取締役  古田 俊治

ラインセンサーカメラ
XG-HL08M

KE-XGM
中型制御盤

超高速検査装置制御盤
ZD-NF　制御盤

【お問合せ先】
フロンティアシステム株式会社  
Tel： 077-547-0780　/　E-mail： info@frontier-s.co.jp 

フロンティアシステム株式会社

【所在地】 〒520-2152 滋賀県大津市月輪3丁目70-18  
【代表者】 代表取締役  古田 俊治
【資本金】 3,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.frontier-s.co.jp

【設　立】 1990（H2）年11月
【従業員】 13名
【認証等】 めききしが Aランク

【新規業界参入】
検査装置は、あらゆる分野で応用することが可能です。人間の目で検査しているところを
置き換えることを考えれば可能性は大きく広がります。 勇気を持ち、チャレンジ精神を持
続して新規業界へ参入していきます。

【強み】
・創業より25年間の検査システム構築実績による現場対応力と画像システム構築のノウハウの蓄積は競合他社を凌
ぐ技術力を提供することができます。
・大手企業のエンジニアリング部門および会社よりも対応が早く、圧倒的なサポート力を持っています。
・他社でできなかった検査が、可視化技術により検査できるようにした実績を数多く持っています。

【コア技術】 
・CCDラインセンサーカメラを使用した検査装置に特化してシステム開発してきた画像処理、光学系による可視化技
術、現場の使う人の立場に立ったシステム開発の技術力がコアの技術となって品質管理を支えています。

・検査対象は、フィルム、プラスチック、紙、金属箔、不織布、ガラスなど無地シートの欠陥検査装置を専門にシステム開
発および販売しており、お客様の要求に合わせた柔軟なカスタマイズとオペレーターの立場に立ったマンマシンイ
ンターフ ェースときめ細かいサービスを特長としています。

【アピール製品】

・CCDラインセンサーを用いた各種計測制御システムの設計・製作ならびに販売
・画像処理装置のハード設計、開発および販売 ・アプリケーションソフトの製作
・制御機器関係のシーケンス制御ソフト製作
・特殊照明装置の開発および販売
・その他、各製造業種の工場内FAシステムの開発
・省人省力化システムの構築
・製造工場におけるシート材製造（ロールtoロール）の欠陥検査装置を中心としてシステム開発の構築と販売

フロンティアシステム株式会社 滋賀県大津市

「奉仕と感謝」の精神でお客様の製品の付加価値を創造します
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

ヘイシンディスペンサーHD型

ヘイシンモーノポンプ

ヘイシンコリア株式会社

【お問合せ先】
兵神装備株式会社　総務部 総務グループ企画チームリーダー  美間 雄二郎
Tel： 078-652-1111　/　Fax： 078-652-4504　/　E-mail： info@heishin.jp

兵神装備株式会社

【所在地】 本社：〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町1-1-54
滋賀事業所：〒529-0261 滋賀県長浜市高月町東物部1020

【代表者】 代表取締役社長  小野 純夫
【資本金】 9,950万円

【ＵＲＬ】 http://www.heishin.jp
【設　立】 1968（S43）年1月16日　　【従業員】 383名
【認証等】 ISO14001の認証取得 
【受賞歴】 グッドデザイン賞 中小企業庁長官特別賞

文部科学大臣表彰 科学技術賞
日本機械学会 優秀製品賞

【アジア市場への展開】
近年は、中国、韓国、台湾を中心としたアジア市場の開拓に力を入れています。
2014年初頭に韓国に販売会社を設立、また2016年3月には台北市に駐在員
事務所を開設し、展示会の出展などに注力しています。

【強み】
モーノポンプTMの主要部品であるねじ型の金属製ローターとゴム製のステーターは、複雑な成形加工によって製造
されるもので、このような複雑成形加工やゴム金型に関する特殊製造技術を強みとしています。
また、顧客側の移送液も多種多様で、それら市場ニーズに対応し、最適な移送を実現するエンジニアリング技術につ
いても得意とするところです。　
このローターとステーターの研究開発と製造はグループ会社である、ヘイシンテクノベルク（株）が担当し、オンリー
ワンを目指した取り組みを推進しています。

【コア技術】 
液性では50万cPを越える高粘性液を、また線描画では0.1㎜以下の微小線
幅を実現できます。ドット吐出時には最小吐出量0.1µLの精度で、また複数
液の任意混合も得意としています。

【アピール製品】               
ヘイシンディスペンサーHD型 ： µL（マイクロリットル）レベルの吐出量を自
在に制御。電子部品・半導体・LED・太陽電池などの高い精度を求められる
生産現場でのお悩みを解決します。

当社は、液体の移送・充填・注入・塗布に携わる産業用ポンプメーカーです。
当社の製品「ヘイシンモーノポンプ」は、高粘度・高濃度液の移送に威力を発揮し、さらに固形物を含んだスラリー液、
トナーなどの粉体も高精度に定量移送することができます。創業以来、その優れた移送特性を発展させ、食品、化学、
製紙、土木・建設、上下水道等の分野で市場を切り開いてきました。
また近年は、モーノポンプTMの原理を応用した、定量吐出装置「ヘイシンディスペンサー」を開発。自動車、電機、食品な
どの製造工程において、液体の塗布、ポッティング、封止、充填などを行い、製造ラインの自動化、生産性向上、タクトタ
イムの短縮を実現しています。

兵神装備株式会社 滋賀県長浜市

独自の液体移送技術で産業社会のお役に立ちます
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

滋賀工場蒸留精製塔

溶剤リサイクルモデル

代表取締役  藤本 基

【お問合せ先】
堀川化成株式会社　本社 営業課 課長代理  清水 誠  ・  滋賀工場 工場長代理  小倉 旅人
本　　社（清水） Tel： 06-6911-6131　/　E-mail： m.shimizu@horikawakasei.co.jp
滋賀工場（小倉） Tel： 0748-88-6595　/　E-mail： t.ogura@horikawakasei.co.jp

堀川化成株式会社

【所在地】 本社 ： 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目9-34
滋賀工場 ： 〒520-3405 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐2403-25

【代表者】 代表取締役  藤本 基
【資本金】 1,000万円

【ＵＲＬ】 http://www.horikawakasei.co.jp/  
【設　立】 1980（S55）年    
【従業員】 50名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【製造設備の充実】
今後4号、5号精留塔の増設を計画しており、さらなる生産量・生産品目の拡大を目指し
ております。

【新規事業の開発】
別分野であるバイオ系のリサイクル事業を将来の柱とすべく、研究を行っています。

【強み】
産業廃棄物として捨てられてしまう使用済み廃液を弊社で
は有価で買い取り、限りなく新液に近い状態まで精製し、再
生品でも高品質な製品をお客様に提供できます。

【コア技術】 
月産処理能力1,100tの三基の蒸留精製塔と、高い脱水能力
を持つVPセパレーターにより、高純度の製品製造が可能。

【主な製品】                
・アセトン　　・トルエン
・IPA　　　　・エタノール
・PGME　　　・シクロヘキサノン
・NMP　　　  等

・弊社は、昭和55年の創業以来、使用済有機溶剤の蒸留精製によるリサイクル事業を推進。社員一同“蒸留精製で地
球環境を守る”強い意志を持って、成長を続けて参りました。

・限りなく新液に近い状態に精製する高度な技術力を駆使し、信頼を重ねることでより多くの要望をいただき、平成18
年に滋賀県甲賀市に最先端の技術を集結させた工場を設立し、さらなる挑戦を続けています。

堀川化成株式会社 滋賀工場 滋賀県甲賀市

蒸留精製で地球環境を守る
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事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

Self-massage toolWriting assist deviceFinger input device

Filter element

代表　石橋 達男

【お問合せ先】
水ラボラトリ　代表  石橋 達男
Tel: 077-594-4895　/　E-mail： t-ishibashi@mizu-lab.com 

水ラボラトリ

【所在地】 〒520-0531 滋賀県大津市水明1丁目4-45  
【代表者】 代表  石橋 達男
【ＵＲＬ】 http://mizu-lab.com
【設　立】 2011（H23）年9月

【ネットショップ】   
shapeways（米国）

https://www.shapeways.com/shops/mizulabo
rinkak（日本）

https://www.rinkak.com/jp/shop/mizulabojp   

【Assistive technologyの開発促進から水環境技術へ】
3Dプリンターでアクセサリー、フィギュア等を造る人は多くいますが、生活支援・介助
具を造る人は極少数です。ところが3Dプリンターはこれらの開発に極めて有効な手
段でテーラーメイド対応も可能です。またデザインの工夫で量産化に展開すること
も可能となります。さらに設計データのみのやり取りで世界のローカルな地域での
生産も可能となるため、3Dプリンターを用いたAssistive technologyの開発促進か
ら造水技術の開発へ展開して行きたいと考えています。

【強み】
長年の研究開発、特許・技術調査、テーマ探索の経験お
よび人脈

【コア技術】 
　環境エンジニアリング、3Dデザイン

【アピール製品】    
    

【水環境技術の開発】
キレイな水を造る技術は日本の先端技術の一つです。しかし、発展途上国のローカルな地域や緊急時には、コンパ
クト性、低コスト、低エネルギー消費等の制約条件のもとでキレイな水を造ることが求められます。水ラボラトリでは、
このような制約環境下でも全ての人に行き渡る造水技術の開発を進めています。

【インクルーシブデザイン製品の開発】
高齢化社会でも先端を切る日本では、高齢者・障害者のニーズが増々顕在化して行きます。「排除から包含へ」と言
うインクルーシブデザイン、「高齢者にやさしいものは全ての人にやさしい」を念頭において、3Dプリンターを使用し
た生活支援・介助具の開発を進めています。

水ラボラトリ 滋賀県大津市

3Dプリンターで水と人のミライに貢献する
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

 セラミックス精密部品 各種自動車用ルーバー

代表取締役社長　宮川 愼吾

【お問合せ先】
宮川化成工業株式会社　事業開発部 課長  寺本 孝幸（プラスチック担当）  ・  課長  上杉 直輝（セラミックス担当） 
Tel： 06-6328-9784　/　E-mail： teramoto@miyagawa.co.jp  ・  uesugi@miyagawa.co.jp

宮川化成工業株式会社

【所在地】 本社 ： 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目16-25
滋賀事業部 ： 〒520-3026 滋賀県栗東市下鈎959-5

【代表者】 代表取締役社長  宮川 愼吾
【資本金】 3億400万円
【ＵＲＬ】 http://www.miyagawa.co.jp

【設　立】 1934（S9）年8月1日 
【従業員】 350名
【認証等】 ISO9001、ISO14001
【受賞歴】 2014年3月「平成25年度滋賀県

低炭素づくり賞」受賞
2014年9月「パナソニックQCサークル
世界大会銅賞」受賞

【新エネルギー分野への進出】
EV・HEV・FCV分野および太陽光発電・風力発電等の新エネルギー分野に関連する各
種プラスチック製品およびセラミックス製品

【医療分野への進出】 
医療機器、医療器具に使用される各種プラスチック製品およびセラミックス製品

【強み】
・デザインインから量産まで一気通貫の製品づくり（3Dプリンタ保有）

【コア技術】 
①射出成形をベースとした複雑、精密成形技術、 ②セラミックスの脱脂・焼成技術 

【アピール製品】                
    

【射出成形による高付加価値プラスチック製品、セラミックス製品の製造・販売】　
①プラスチック製品 ： 自動車用内装部品（トリム、ピラー、ルーバー、オーディオパネル等）　　

自動車用・産業用バッテリーケース、カバー等
②セラミックス製品 ： 光通信部品（フェルール）、ノズル部品、装飾部品等

・創業から83年、プラスチック製バッテリーケース製造メーカーのパイオニアとして、その累計生産数は約7億個にな
ります。現在もバッテリーケースの国内生産数はNo.1です。

・自動車用ルーバーの設計開発は得意とする分野で、ユニークな機構を考案しています。マツダ株式会社様では、約
80％の車に当社のルーバーが搭載されています。

・セラミックス射出成形法（CIM）は、1985年に着手して要素技術を蓄積し、量産技術を確立しました。CIMでは国内で
最大規模の生産能力を有しています。

宮川化成工業株式会社 滋賀県栗東市

より柔軟に、より独創的に  技術に賭ける MIYAGAWA
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

当社イメージキャラクター
BENBO君

『鍛』造中アンカーボルト3300Lが可能

アプセット鍛造工程の概略

代表取締役社長 宮嶋 誠一郎

当社イメ ジキ ラクタ

削
り
出
す
の
は

も
っ
た
い
な
い
！

シ
ャ
フ
ト
鍛
造
な
ら

ミ
ヤ
ジ
マ
に
お
任
せ
！

【お問合せ先】
株式会社 ミヤジマ　技術営業部  若松 健一  ・  石田 陽一
Tel： 0749-48-0571　/　E-mail： post@miyajima-jp.com 

株式会社 ミヤジマ

【所在地】 〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀1008  
【代表者】 代表取締役社長  宮嶋 誠一郎
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.miyajima-jp.com

【設　立】 1956（S31）年12月20日　　【従業員】 36名
【認証等】 ISO9001、エコアクション21
【受賞歴】 平成17年関西IT企業百撰 優秀賞受賞

平成19年EMIDASホームページ大賞「グランプリ」受賞
平成21年2009KANSAIモノ作り元気企業100社選出
平成27年滋賀県先進的ITハンドラードメインエキスパート賞受賞

日本に鍛造メーカーは約350社あるそうです
が、当社はその中でも「シャフトのアプセット鍛
造」だけに特化している会社です。ISOのしくみ
を活かし、「シンプル・イズ・ベスト」のものづくり
に取り組んでおります。

・当社は数ある鍛造製品のなかでも「シャフト」に特化することで生産効率向上、低コスト、短納期を実現。
・工場ではシャフト専用の設備を12台設置してさまざまな顧客ニーズに対応しています。
・これにより建設機械、自動車部品、バルブ、農業機械、運搬機械、電車部品、工作機械、ボルト、医療機械、印刷機械、
繊維機械などさまざまな分野に納入しています。

・当社は、アプセット技術で大幅なコストダウンを実現するシャフトの鍛造専門メーカーです。
・「削り出すのは、もったいない！」をモットーに当社のシャフトに特化したアプセット鍛造（※）は、小ロットのオーダー
にも、短納期で、大幅なコストダウンを実現します。

滋賀県犬上郡
多賀町

シャフト鍛造なら『ミヤジマ』にお任せ！

※アプセット鍛造とはシャフトの一部を据え込んで径を広げる鍛造工法です。
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

某所ダム　通船ゲート 純アルミ　加速装置ケーシング

【お問合せ先】
株式会社 八代製作所　取締役製造部長  木村 賢次
Tel： 0748-62-1505　/　E-mail： k-kimura@yashiro-ss.jp 

株式会社 八代製作所  

【所在地】 〒528-0062 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘1  
【代表者】 代表取締役  李川 剛隆
【資本金】 1,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.yashiro-ss.jp

【設　立】 1978（S53）年9月
【従業員】 48名

【設計製作】
　制御関連を含み設計製作組立までのスキルを高め、環境関連のシーズや取り組みにチャレンジします。

【強み】
天井高10ｍ、工場建屋4棟、のべ工場面積8,300㎡（2,520坪）、敷地面積24,400㎡（7,400坪）を有し、溶接を主体と
した金属加工を多品種少量、プラントものから量産ものまで多くのお客様のお仕事をさせていただいております。積
極的な設備更新と離職率の低さで技術集積が図れています。

【コア技術】 
溶接作業員を常時10名以上を配し、原子力関連から医療機器分野、車輌、搬送・物流、工作機械を始めとする産業
用機器等あらゆる分野の難加工や物量にお応えしております。

【アピール製品】        
    

【精密板金・製缶加工】
　各種金属の大型製缶加工から薄板精密板金加工まで。

【建築資材部】
　建築仮設資材販売・型枠用セパレータの製造販売

滋賀県甲賀市

お客様にとって便利な金属加工屋です
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

プレート式熱交換器PSPC対応卓上R面取り機e-DRAIN FlexLink コンベアシステム

代表取締役社長  大日 陽一郎

【お問合せ先】
山科精器株式会社　営業部 部長  齋藤 淳
Tel： 077-558-2311　/　E-mail： a.saito@yasec.co.jp

山科精器株式会社

【所在地】 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525
【代表者】 代表取締役社長  大日 陽一郎
【資本金】 1億円
【ＵＲＬ】 http://www.yasec.co.jp

【設　立】 1939（S14）年7月  
【従業員】 134名
【認証等】 ISO9001、ISO14001、ISO13485、ASME U

医療機器製造業、第二種医療機器製造販売業
【受賞歴】 2013年 第5回日本ものづくり大賞『特別賞』 

2014年 関西ものづくり新撰2014　他

１．すべての事業において「yasec」を世界ブランドにする。
２．就職したい会社地域No.1を目指し、社員が家族に誇れる企業になる。
３．アウフヘーベン（Aufheben）的な発想によりイノベーションを起こす。
４．やりがいのある報酬体系を構築する。
５．ダイバーシティ経営を推進する。

【強み・コア技術】
ブロックビルド方式等、永年培ってきた当社オリジナルの技術力で顧客の個別要求に応え、高度化する顧客の要望
が当社の新しいモノづくりへの原動力と技術向上に繋がっています。私達は未知・未踏なものに対して積極果敢に
挑戦するパイオニアスピリッツを最も尊ぶ創造集団を目指しています。

【アピール製品】                
　「バリシップ2015」出展製品

【工機事業部】
最適生産設備を追求し、あらゆる分野に特化した専用工作機開発の他、多軸加工機や深穴加工機、高精度ボーリン
グ機やラインボーリング機、フェーシング加工機や高速Ｕ軸機など、他の追従を許さない高効率かつ汎用性のある
工作機械を提供します。

【油機事業部】
舶用ディーゼルエンジンのシリンダ注油器をはじめ、オイルやグリースを供給する産業用の各種定量プランジャポン
プならびに舶用関連の排気弁研削盤、産業用の可傾式バレル研磨機を設計から製作まで一貫した体制でお客様の
ニーズにお応えします。

【熱交事業部】
シェルアンドチューブ式熱交換器の専門メーカーとして、熱機関のあるところには必ず熱交換器が装備されているよ
うに、船舶、ディーゼルエンジン、発電プラント、化学プラントにいたる様々な分野で、私たちの製品は活躍しています。

滋賀県栗東市

“私達は先進の技術で広く人類の発展に貢献します”
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

「無限」ブランドに採用されたスマホスタンド

スマホスタンドの製造工程とカラーバリエーション

スマホケース

代表取締役  北川 和典

【お問合せ先】
株式会社 ユージ産業　代表取締役  北川 和典
Tel： 077-567-1257　/　E-mail： yuji-s@leto.eonet.ne.jp  

株式会社 ユージ産業

【所在地】 〒525-0051 滋賀県草津市木川町844-5   
【代表者】 代表取締役  北川 和典   
【資本金】 1,000万円  
【ＵＲＬ】 http://yu-ji.co.jp

【設　立】 1987（S62）年      
【従業員】 15名

【２本柱の経営】
現在は、受諾加工等が主な経営の柱となっています。
将来的には、現在取り組んでいる企画開発事業を成長させ経営の両輪とし、社員一人一人
が、考え行動できる企業を目指しています。

【強み】
・熟練の技術　
ベテランの豊かな経験が裏付ける確かな技術と柔
軟に富んだアイデアが織りなすことにより、お客様の
ニーズにとことん応えます。
・幅広いニーズ
産業用機材、機械などの組み立て、重工業関連の部
品の作製。ワンオフ特殊製品製作など数が少なかっ
たり、一般的でない製作依頼なども経験にもとづい
た作業にて柔軟に対応します。

【コア技術】 
難しい加工や、精度の求められる加工も、熟練され
た技術者により様々な要望に最大限応えることので
きる幅広いノウハウや技術を持ったベテラン従業員
が多数従事しております。
さらに、3D-CAD/CAM導入で、3次元的加工も可能。
ベテランの技だけでなく最新の技術も導入し幅広い
ニーズにもお応えします。

【アピール製品】
滋賀県内のデザイナーと協業し、スマートフォン関連
製品の開発をしています。
スマートフォンスタンドを製品化し販売しています。

【製造部】
金属部品専用機械の開発･製造、諸機械設計、
加工、組立および鋳物取扱い（FC,PBCC等）

【企画開発部】
スマートフォンケース、スタンドなどの開発

株式会社 ユージ産業 滋賀県草津市

積み重ねた技術と幅広いアイディアでお客様のニーズにお応えします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

天然素材による繊維加工

BIO技術・繊維の知識・化学の応用

微生物・酵素の応用

CHEMICAL BIOTECH

TEXTILE

MICAL BBBIOTEC

【お問合せ先】
洛東化成工業株式会社　営業開発部 部長  齋藤 和男　
Tel： 077-546-0333　/　E-mail： saito@rakuto-kasei.co.jp

洛東化成工業株式会社

【所在地】 〒520-2277 滋賀県大津市関津4丁目5-1  
【代表者】 代表取締役社長  川畑 悟郎
【資本金】 5,000万円
【ＵＲＬ】 http://www.rakuto-kasei.co.jp/

【設　立】 1952（S27）年 
【従業員】 30名
【認証等】 ISO9001

経営理念 ＝ 化学と生物の融和と融合 繊維関連、排水関連、畜産関連、食品関連の酵素・微生物を
利用した環境にやさしい処方を提案し続けます。 

【強み】
　酵素および微生物を取り扱えることが可能

【コア技術】 
　BIO技術と繊維の知識と化学の応用の３つの輪が重なった技術

【アピール製品】                
・ラクトーゼ（アミラーゼ） … 酵素糊抜き剤
・エンチロン（プロテアーゼ） … 洗剤配合剤
・エンチナーゼ（カタラーゼ） … 残留過酸化水素中和剤
・エイコン（キチナーゼ） … キチン質分解
・天然染料 … 染料15種類と媒染剤5種類

繊維用の酵素用糊抜き剤が事業のスタートでした。
これで培った技術で、繊維以外の排水用、畜産用、食品用と分野を広げてきました。

【酵素、微生物の製造販売・委託培養】
・食品加工用酵素
・飼料および飼料添加物
・洗剤、環境用、その他

【繊維用薬剤の製造販売】
・糊抜き、精練、漂泊助剤
・機能性加工用仕上剤
・バイオ加工、酵素精練助剤
・RKカラー（草木染め）

洛東化成工業株式会社 滋賀県大津市

化学と生物の融和を通じて社会に貢献する

➡



―  89  ―

企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

包装用Alフィルム 高反射フィルム ハードコートフィルム ITOフィルム 3次元加飾フィルム 金銀糸 キャップシール

【お問合せ先】
株式会社 麗光　本社営業部（京都市）
Tel： 075-311-4101（代）　/　Fax： 075-311-4121　　　　　　　　　　当社HPからのお問合せを歓迎します。

株式会社 麗光

【所在地】 本社 ： 〒615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町19
栗東工場 ： 〒520-3045 滋賀県栗東市高野540
日野工場 ： 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇日野 第二工業団地4-3

【代表者】 代表取締役社長  岩井 順一

【資本金】 3億円
【ＵＲＬ】 http://www.reiko.co.jp 
【設　立】 1955（S30）年4月 【従業員】 248名
【認証等】 ISO9001、ISO1401
【受賞歴】 京都産業21：

京都中小企業優秀技術賞ほか

【新たな分野への参画】
金属、合金などの薄膜成膜技術とコーティング技術の組み合わせにより抗菌性、親水性、疎水性、特定光波長の制
御、超バリア性、導電性、絶縁性など様々な機能付与を可能にする技術を元に、既存の事業分野での技術的優位性
を継続するとともに、既存事業分野の技術力を応用拡大し、新エネルギー・環境・ヘルスケア分野などの新たな展開
を目指しています。

【強み】
蒸着機7台、ウエットコーテイング機19台、スパッタ成膜機2台、CVD成膜機2台、エッチング（部分蒸着）機1台、
ヘアーライン機1台の加工設備を利用し、様々な素材の複合により顧客要望性能を満たす製品実現が可能です。

【コア技術】 
ドライな状態で成膜する真空蒸着技術、スパッタ蒸着技術、CVD蒸着技術で各種金属膜および合金、酸化膜をフィ
ルム上に成膜。（Al、Cu、Ag、Sn、Ni、Cr、In、SiO、ZnS、ITO、TiO2、AlN、NiCr、SUS、Nb2O5、etc）
液状の素材を成膜するコーティング技術とラミネート、エッチング、ヘアライン、転写などの加工技術。

【アピール製品】                
    

麗光は、西陣織などに使われる金銀糸のメーカーとして京都に生まれました。以来、金銀糸製造に用いられる金属蒸
着フィルムの技術を活かし、包装材料や電子機器材料などの分野に積極的に進出。薄膜加工技術を培い、活躍の場を
広げています。

【機能フィルム分野】
透明導電フィルム、超バリアフィルム、高硬度フィルム、高反射フィルム、ARフィルム、特殊離形フィルム等
電材用途向けの機能フィルム

【産業フィルム分野】
光調整フィルム、選択透過フィルム、工業用蒸着フィルム、成形品への加飾箔等

【包材分野】
ポリエステルフィルム、ポリプロピレンフィルム、ナイロンフィルムへのアルミ蒸着、酸素、水蒸気に対して高いバリア
性で透明性に優れた透明蒸着フィルム等

【繊維分野】
金銀糸やフィルムをパウダー状に加工したグリッターなど豊富な色彩と特性で幅広い商品ニーズに対応

株式会社 麗光 滋賀県栗東市、日野町

各種プラスチックフィルムへの機能付与いたします
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企業名 所在地

事業の概要

強み・コア技術・アピール製品等

事業の将来ビジョン

弊社の概要

LED電源基盤 ハイパワー出力電源基盤

自社開発基板製品

実装基板の設計から生産まで

COB工法
ICを基板に金ワイヤーで直接接続する実装
電極間隔70μｍ、3段重ね実績あり

FC工法
IC（シリコンチップ）を直接基板に搭載する究極軽量、

小型化 電極間隔 ～50μｍ実績あり

POP工法
電子部品を縦方向に積上げる3次元実装

4段重ねの実績あり

【お問合せ先】
ワボウ電子株式会社　第3事業部 NPIセンター 営業担当  宮川 徹
Tel： 0749-65-0700　/　Fax： 0749-68-0611　/　E-mail： tmiyagawa@wabo.co.jp

ワボウ電子株式会社

【所在地】 〒526-0033 滋賀県長浜市平方町730  
【代表者】 代表取締役社長  枩山 賢一郎
【資本金】 3,500万円
【ＵＲＬ】 http://www.wabo.co.jp

【設　立】 1941（S16）年   
【従業員】 300名
【認証等】 ISO9001、ISO14001

【特殊工法を活かした製品】
センサーICやレンズなどの光学系を組
込んだ製品など更なる小型、軽量化の
試作、量産化のお手伝い

【強み】　　 
・設計 ： 組立不良の出難い設計を提案し、産業機器での経験が豊富
・実装 ： 搭載部品の大きさ、種類、製作数に応じて製造ラインを選択
・量産 ： 大手EMS企業とのタイアップで国内、海外ともに対応可能 

【コア技術】 
外資系コンピュータ関連企業の要求する厳しい製造技術、品質管理が生きるFC（フリップチップ）工法やPOP工法、
COB（ワイボン）工法が生きる複合実装。医療用カプセル型カメラのような超小型製品にはこれら複合技術が必要
です。
    特殊工法

・プリント板製品は、いくつもの電子部品が搭載された電子機器の性能を左右する重要部品です。大きなものでは
500×500㎜以上の制御盤、小さなものは1×1㎜以下のセンサーまでさまざまですが作業の難しさもも組立の工法
も多種多様です。

・私たちは、この心臓部ともいうべきプリント板製品の製造、検査に約40
年間に渡り関わって参りました。お客様の製品化に向けたスムーズな
立上げを開発設計から試作、量産化までの全工程に渡ってサポート。

【NPIセンター】
お客様のアイデアを具体化し製品化に至るまでお手伝いするために
各工程の専門員で構成した組織が対応いたします。また、面倒な10台
以下の小ロット品もＯＫです。

ワボウ電子株式会社 滋賀県長浜市

私たちの技術なら実現できます（プリント板製品のEMS）
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機　　関　　名 機　　関　　名

しが新産業創造ネットワーク参画機関名簿

㈱アートプラン

㈱アール・ユニオン

㈱I.S.T

㈱IH電子

㈱アイゼン

㈱アオヤマエコシステム

㈱アサヒテックコーポレーション　ケミカル製造部

安曇川電子工業㈱

㈱アトライズヨドガワ　滋賀営業所

㈱アバンセコーポレーション

㈱アヤハエンジニアリング

㈱アルテコ

アルバック機工㈱

㈱アルファソリューション

㈲石田鋳造所

㈱伊吹機械

㈱イマック

岩谷化学工業㈱

インフィニティサービス㈱

㈲ヴァンテック

㈲ウィッティ

㈲ウェジコ

㈱エイコー桐生

㈲エコ＆エンジニアリング

㈱エコシスネットワーク

エフティダイヤモンドツール㈱

㈱f-プラニング 犬上工場

オイレス工業㈱　滋賀工場

㈲淡海技研

近江電子工業㈱

近江度量衡㈱

近江八幡商工会議所

㈱近江物産

㈱オー・エス・ケー

㈱大木工藝

大久保精工㈱

大塚産業マテリアル㈱

大津市産業観光部商工労働政策課

大津発條㈱

Auto-IDフロンティア㈱

大西電子㈱

㈱オーミック

㈱オフィス21

オプテックス㈱

㈲オプトセラミックス

㈱オリエントマイクロウエーブ

㈱開伸

カインド・ヒートテクノロジー㈱

化研テック㈱

堅田電機㈱

片山精工㈱ 

㈱金山精機製作所

CANALTEKS㈱

㈱カフィール

㈱Kamogawa ものづくり研究所

㈱カワイ

川並鉄工㈱

関西オートメ機器㈱

関西産業㈱

キステム㈱

あ

い

う

え

お

お

か

き
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機　　関　　名 機　　関　　名

木村電工㈱

共栄電機工業㈱

㈱京都銀行

協和工業㈱

旭光電機㈱

旭光精工㈱　野洲工場

近畿精工㈱

㈱近畿分析センター

㈱草川製作所

草津電機㈱

呉羽テック㈱

計画工房

ケルン・リーバース㈱

㈱ケレスたなか

郷インテックス㈱

甲賀高分子㈱

㈱光子発生技術研究所

江州計器㈱

㈱光真製作所

甲西高周波工業㈱

構造開発技術研究機構

㈱コーガアイソトープ

五個荘織物㈱

湖南精機㈱

湖南精工㈱

湖北工業㈱

湖北精工㈱

㈱コムビック

サイチ工業㈱

㈱サンエー

三喜ゴム㈱

三幸工業㈱

サンテクノス㈱

㈱山王

三和産業㈱

㈱三和鉄工

滋賀県産業振興協同組合

滋賀職業能力開発短期大学校

滋賀県中小企業家同友会

滋賀シミズ精工㈱

シグマトロン㈱ 滋賀支店

㈱写真化学

新旭電子工業㈱

新江州㈱

神港精機㈱

㈱シンコーメタリコン

新生紙パルプ商事㈱　大阪支店

スターエンジニアリング㈱

STEP-21

㈱砂﨑製作所

スマック㈱

セキシン電子㈱

㈱セザック

セルテスコメディカルエンジニアリング㈱

㈱セルミック

センカ㈱　滋賀湖南事業所

杣川工業㈱

第一工業製薬㈱

第一セラモ㈱

ダイトロン㈱

き

く
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機　　関　　名 機　　関　　名

大洋産業㈱

髙橋金属㈱

㈱タカラインコーポレーション　滋賀工場

㈱タニモト

㈱田村製作所

ツジコー㈱

辻プラスチック ㈱

㈱ティグ水口

㈱テクノサイエンス

㈱テクノ高布

㈱デザイン・イット

㈱デジタルマジック

東興産業㈱

東西化学産業㈱　草津事業所

東洋化学㈱

東レ・カーボンマジック㈱

東レ・プレシジョン㈱

東レエンジニアリング㈱

東レペフ加工品㈱

トキワ精機㈱

㈱トシプラ

㈱トップ精工

㈱トリネックス　長浜工場

長岡産業㈱

㈱ナカサク

長浜バイオクラスターネットワーク

夏原工業㈱

㈱ナレッジ

ニチユマシナリー㈱

日光精器㈱

日伸工業㈱

㈱日新ダイヤモンド製作所

ニッタモールド㈱

日本カーボン㈱

日本カロライズ工業㈱

日本シーエムアイ㈱

日本アドバンストアグリ㈱

㈱日本アルテック

日本森林再生化学機構㈱

日本ソフト開発㈱

日本ロジックス㈱

日本ロジパック㈱

能勢鋼材㈱

パール行政書士事務所

ハイキス㈱

長谷金属㈱

パナソニック セミコンダクターソリューションズ㈱

ハヤミ工産㈱

㈱パルスパワー技術研究所

㈱ピーダブルビー

㈱ピコ

彦根市

彦根商工会議所

㈱日吉

㈱ヒラカワ　滋賀事業所

（一社）比良里山クラブ

びわこ成蹊スポーツ大学

㈱ファイバー

㈲ファイブ・ワン

富士工業㈱
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機　　関　　名 機　　関　　名

㈲フジヤ

㈱プレシード

㈱フレックスコンピュータシステム

㈱プロクルー

プロマティック㈱

フロンティアシステム㈱

兵神装備㈱

ヘイシンテクノベルク㈱

㈱堀井商店

堀川化成㈱

前出産業㈱

㈱マグエナジ

丸五運送㈱

丸滋製陶㈱

水ラボラトリ

三菱重工業㈱　工作機械事業本部

宮川化成工業㈱

㈱ミヤジマ

MOSHIMO研

㈱森田電器工業所

守山市役所

㈱矢島製作所

㈱八代製作所

籔工業㈱

㈱山岸エーアイシー

山科精器㈱

ヤマトテクノス㈲

㈱大和バルブ　彦根工場

㈱山利製作所

㈲山脇バネ製作所

㈱ユージ産業

雄飛産業㈱

㈲吉田製作所

洛東化成工業㈱

㈱リンテック

㈱麗光

Y's Design Lab（ワイズデザインラボ）

ワボウ電子㈱

㈱ワンセル

ワンフォオール㈱
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「しが新産業創造ネットワーク」 入会申込はこちらから
http://www.shigaplaza.or.jp/shigasinsangyo_nyukai/

（220機関   2017年3月現在）
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《　お 問 合 せ 先　》

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉

Tel： 077-511-1414　Fax： 077-511-1418
E-mail ： shin@shigaplaza.or.jp
URL ： http://www.shigaplaza.or.jp/
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