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明石プラスチック工業
■主な出展製品・見どころ
熱可塑性（汎用からスー
パーエンプラ）及び熱硬化
性の製品サンプル。産業系
の部品を数多く展示致しま
す。ものづくりの一助になれ
ば幸いです。

■得意な金型
熱可塑性及び熱硬化性全般のプラ
スチック金型

〒674-0071 
明石市魚住町金ケ崎1182-1
TEL 078-936-1601
従業員数：35名
お問合せ先：代表取締役社長 生水口 高志 氏
https://akapla.co.jp

A-104-48

プラス
チック

池 上 金 型 工 業
■主な出展製品・見どころ
自社製フルホットランナーを
使った注射器外筒等の医療器
具・食品容器 、車部品などのサ
ンプルをご覧下さい。微細光学
加工は、金属にナノ加工を施し
た虹色加工部品を展示。また、
弊社のオリジナルプラモデル
「カデンナ」を展示します。

■得意な金型
注射器外筒フルホットランナー金型、食品
容器超ハイサイクル成形金型、車内外装
品用金型,、微細加工・レンズ加工・電鋳
加工、金型部品、リバースエンジニアリング

〒349-1148 
埼玉県加須市豊野台2-664-8
TEL 0480-44-8686
従業員数：150名
お問合せ先：グループ長 松澤 隆 氏
https://www.ikegami-mold.co.jp

A-104-22

プラス
チック 設計部品

旭プレシジョン
■主な出展製品・見どころ
金型の長寿命化、離型性
向上、成形不良低減など、
様々な付加価値を独自技
術のめっきやコーティングで
付与させます。

■得意な金型
ゴム型、プラスチック型

〒617-0004 
京都府向日市鶏冠井町十相30-5
TEL 075-925-1251
従業員数：50名
お問合せ先：東京営業所 所長 近藤 昌浩 氏
https://www.akg.jp/puresijyon/

A-104-2

プラス
チック ゴム

■主な出展製品・見どころ
樹脂の収縮率やシボの出
来具合など様々な角度から
お客様自身が評価に活用
できる「多目的評価金型」
を紹介します。

■得意な金型
自動車樹脂内装部品（インパネ付
属、ドア付属部品、成形機サイズが
360t程度のもの）

〒422-8027 
静岡市駿河区豊田3-6-33
TEL 054-281-3605
従業員数：16名
お問合せ先：取締役 稲垣 武洋 氏
https://inagaki-kanagata.co.jp/

稲垣金型製作所
A-104-38

プラス
チック 設計

A-104-25

プラス
チック

■得意な金型
2色成形とインジェクション用金型

〒486-8567 
愛知県春日井市御幸町1-3-1
TEL 052-409-5333
従業員数：250名
お問合せ先：中嶋 徹 氏
http://www.ikex.co.jp/index.html

イケックス工業
■主な出展製品・見どころ
電鋳加工による精密転写
技術を応用した金型製作
（大型対応、ナノレベル転
写／クリーンルーム対応可
能）、二色成形、メッキ、レー
ザーマーキングなど加飾、
アッセンブリーまで一元化
対応（車載、医療、光学）

64社の見どころ
出　 展　 社

I N S T R U C T I O N

① 会 社 名
④ 会社情報
⑥ ●プラスチック金型 ●プレス金型 ●ダイカスト金型
●鍛造金型 ●鋳造金型 ●ゴム金型
●粉末冶金金型 ●金型部品 ●モールドベース
●金型設計

② 小間番号
⑤ 得意な金型

③ 出展製品の見どころ

ポケットガイド

金型展の使い方
出展する金型メーカー・金型関連企業の個性や魅力が、
ひと目でわかるようにデータを掲載。
ポケットガイドを手に、日本が誇る金型の技術を見に行こう！

〒550-0012
大阪市西区立売堀4-2-21
TEL 06-6541-5900
従業員数：○名
お問合せ：○○○○
http://kanagata.seisaku＠.co.jp/

プレスプラス
チック

ダイ
カスト 鍛造

■得意な金型
コネクタやリレーなど精密部品のプラ
スチック金型を手掛けています。

〇〇金型製作所
①

④

②

⑥

⑤

■出展製品の見どころ
スマートフォンや電気自動
車などに使われる電子部品
の金型や成形品を展示し
ます。金型や成形品に手で
触れて、品質の高さを体感
下さい。

③

出品する
製品・技術の写真

A-104-61
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打 田 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
化粧品、衣料品、日用品、
食品、飲料向けの射出成
形用金型で豊富な実績。
多数個取り、ハイサイクル
金型でお困りの際は是非
当社へご相談ください。

■得意な金型
射出成形用金型。ヒンヂキャップ、ネ
ジキャップ、ノズル、プリフォーム、キュ
ベット、口紅などの多数個取り金型を
多く手掛ける

〒136-0072 
東京都江東区大島3-9-21
TEL 03-3683-2341
従業員数：80名
お問合せ先：技術営業課 課長 小林 祐二 氏
http://www.uchidamold.co.jp/

A-104-35

プラス
チック 部品

コガネイモールド
■主な出展製品・見どころ
D3テクスチャーによる加飾金
型部品、一般金型部品、及び
成形品の展示を行います。
2016年よりコガネイグループ
傘下となり、さらなる事業拡大に
向け、エンプラ材や特殊グレー
ド材にも対応できる金型づくりと
成形品をご提供しています。

■得意な金型
小型～中型 精密プラスチック射出成
形金型 全般　15t～280tクラス、自
動車関連部品、医療機器部品、化粧
品、日用品、エア関連機構部品など

〒385-0009 
長野県佐久市小田井1119
TEL 0267-68-0505
従業員数：92名
お問合せ先：営業本部長 丸山 和生 氏
http://kkanagata.co.jp/

A-104-13

キヤノンモールド
■主な出展製品・見どころ
前回展で出展したキューブ
システム（複合成形金型シ
ステム）に続き、今回は2色
成形型（DRI型）のサンプ
ル型を展示。金型専業メー
カーとしてのノウハウを活か
し、お客様のニーズに合わ
せた提案させて頂きます。

■得意な金型
プラスチック金型（自動車部品・医療
部品・食品容器等）、ホットランナー金
型、ハイサイクル金型、多数個取金
型、２色成形金型、DSI金型等

〒309-1703
茨城県笠間市鯉淵6241-6
TEL 0296-77-8171
従業員数：500名
お問合せ先：第一営業部 粕川 眞徳 氏
https://mold.canon/ja/index.html

A-104-34

プラス
チック

ケイプラスモールドジャパン
■主な出展製品・見どころ
金属3Dプリンタ・流動解析な
どの最先端技術の活用によ
り、不具合の未然防止・メン
テレス金型の製作が可能で
す。金型販売だけでなく、金
属3Dプリンタを活用したガス
抜き入子GASEXIT・3D冷
却入子の販売も可能です。

■得意な金型
2色成形、ヒート＆クール成形、透明
品/ハイグロス製品の射出成形用金
型

〒578-0953 
大阪府東大阪市本庄2-3-7
TEL 072-943-0760
従業員数：30名
お問合せ先：部長 石井 陽 氏
http://www.koeitool.jp/

A-104-40

プラス
チック 部品

■主な出展製品・見どころ
植物の主成分であるセル
ロースから抽出した繊維(セ
ルロースファイバー)を最大
55%配合した樹脂の成形
品を展示致します。

■得意な金型
射出成形用金型（自動車部品、プラ
スチックモデル）

〒417-0847 
静岡県富士市比奈292-1
TEL 0545-38-1142
従業員数：5名
お問合せ先：代表取締役 宮城島  俊之 氏
http://mimolde.strikingly.com

エムアイモルデ
A-104-8

プラス
チック 設計 部品

■主な出展製品・見どころ
アルミ素材金型への硬質
クロムめっき及び各種表面
処理の提案。アルミ材は硬
質クロムめっきが難しい材
料ですが、我々が解決しま
す。

■得意な金型
FRP金型、プレス金型、※金型重量
30tまでHCrメッキ処理に対応

〒143-0015
東京都大田区大森西1-1-3
TEL 03-3761-3101
従業員数：80名
お問合せ先：東京生産管理課 及川 雄一郎 氏
www.ohmori-cr.co.jp

大森クローム工業
A-104-29

プラス
チック プレス ゴム

■主な出展製品・見どころ
創業108年目を迎え、各種
金型製作で蓄積した実績と
経験を生かした金型づくり、
複雑形状のダイカスト金型、
加工が困難な深溝金型の放
電レス加工部品と、現在新た
に取組む、ＰＦＡ、ＥＣＴＦＥの
成形サンプルを展示する。

■得意な金型
シリンダーヘッド、バルブボディの金
型、半導体のウエハ-、液晶のキャリ
アの金型、モータコア、スロット抜き型
の設計・製作、修理・改造等

〒804-0077
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸3-14
TEL 093-871-2844
従業員数：14名
お問合せ先：代表取締役社長 岡崎 浩 氏

A-104-21

岡 﨑 製 作 所 プラス
チック 部品プレスダイ

カスト

ゴム

鋳造

キ メ ラ
■主な出展製品・見どころ
弊社独自のノウハウで製作
を行っている超精密部品、
各種難削材の微細加工部
品。 ■得意な金型

モールド金型

〒050-0052
北海道室蘭市香川町24-16
TEL 0143-55-5293
従業員数：121名
お問合せ先：取締役営業部長 米川 顕文 氏
http://chimera.co.jp

A-104-23

プラス
チック 設計部品

プラス
チック 設計部品 プレス ゴム
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30tまでHCrメッキ処理に対応

〒143-0015
東京都大田区大森西1-1-3
TEL 03-3761-3101
従業員数：80名
お問合せ先：東京生産管理課 及川 雄一郎 氏
www.ohmori-cr.co.jp

大森クローム工業
A-104-29

プラス
チック プレス ゴム

■主な出展製品・見どころ
創業108年目を迎え、各種
金型製作で蓄積した実績と
経験を生かした金型づくり、
複雑形状のダイカスト金型、
加工が困難な深溝金型の放
電レス加工部品と、現在新た
に取組む、ＰＦＡ、ＥＣＴＦＥの
成形サンプルを展示する。

■得意な金型
シリンダーヘッド、バルブボディの金
型、半導体のウエハ-、液晶のキャリ
アの金型、モータコア、スロット抜き型
の設計・製作、修理・改造等

〒804-0077
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸3-14
TEL 093-871-2844
従業員数：14名
お問合せ先：代表取締役社長 岡崎 浩 氏

A-104-21

岡 﨑 製 作 所 プラス
チック 部品プレスダイ

カスト

ゴム

鋳造

キ メ ラ
■主な出展製品・見どころ
弊社独自のノウハウで製作
を行っている超精密部品、
各種難削材の微細加工部
品。 ■得意な金型

モールド金型

〒050-0052
北海道室蘭市香川町24-16
TEL 0143-55-5293
従業員数：121名
お問合せ先：取締役営業部長 米川 顕文 氏
http://chimera.co.jp

A-104-23

プラス
チック 設計部品

プラス
チック 設計部品 プレス ゴム
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狭山金型製作所
■主な出展製品・見どころ
エレクトロニクス、医療、光
学製品の超精密金型部
品・プラスチック成形品。

■得意な金型
電子部品、医療、光学などの微細精
密プラスチック金型

〒358-0014 
埼玉県入間市宮寺756-4
TEL 04-2934-7683
従業員数：30名
お問合せ先：常務取締役 大場 総一郎 氏
http://www.sayama-kanagata.co.jp/

A-104-30

プラス
チック

三琇ファインツール
■主な出展製品・見どころ
精密微細加工技術による
金型部品。小型精密プラ
スチック成形および2種類
の材料を一体にした異種
材一体成形品用金型と成
形品を展示。小型2色射出
成形機にて実演成形しま
す。

■得意な金型
精密射出成形用金型（超小型精密
成形品、異種材一体成形品など）

〒444-1321
愛知県高浜市稗田町4-1-55
TEL 0566-53-1781
従業員数：70名
お問合せ先：営業部 取締役 三治 民記朗 氏
https://www.sansyu-pr.co.jp/jp/group/index.html

A-104-70

プラス
チック 設計部品

サ ン 精 機
■主な出展製品・見どころ
「モノづくりの基本、だから金型をも
う一度考える」をコンセプトに、金型
が成形機の中でどのような仕組み
で動いているのかを容易に想像で
きるように、視覚的要素を加えた教
材金型「CLEAR MOLD」。金型設
計製作・成形などを営む企業の新
入社員の教材としてお使い下さい。

■得意な金型
教材用金型「CLEAR　MOLD」

〒758-0024 
山口県萩市東浜崎町11-10
TEL 0838-22-7677
従業員数：28名
お問合せ先：代表取締役 楠牟禮 勲 氏
http://www.sanseiki.co.jp

A-104-37

プラス
チック

ニ ッ パ ク
■主な出展製品・見どころ
輸出用金型、ホットランナー
金型も製作可！また個人様～
中小メーカー様のオリジナル
製品の製作や100個からの
極小ロット製造をお手伝いい
たします。レンタルモールド
ベースを利用した簡易プラモ
デル用金型を展示します。

■得意な金型
エンジニアリングプラスチック射出成
形、カセット、ホットランナー、アルミニ
ウムダイカスト、亜鉛ダイカスト、マグネ
シウムダイカスト/チクソ

〒340-0835 
埼玉県八潮市浮塚746
TEL 048-998-0840
従業員数：4名
お問合せ先：取締役工場長 齋藤 克宏 氏
https://nippaku.co.jp/

A-104-12

プラス
チック 設計ダイ

カストセントラルファインツール
■主な出展製品・見どころ
「日本が目指す金型造り」を基本理念に、
成形品の品質向上、コスト低減を念頭に
する金型専業メーカーです。恐縮ですが
機密保持契約上個々のサンプル公開は
致しかねます。多色(3樹脂)成形品、異種
材複合成形品(例：PEEK＋シリコーン)、
超薄肉成形品等「型内組付け」による付
加価値の追求はご相談ください。

■得意な金型
精密エンジニアリングプラスチック金
型、並びに熱硬化性樹脂金型

〒509-7201
岐阜県恵那市大井町2693-59
TEL 0573-26-5285
従業員数：50名
お問合せ先：営業技術顧問 井上 幸彦 氏
http://www.cft.jp

A-104-50

プラス
チック 設計

チ バ ダ イ ス
■主な出展製品・見どころ
チバダイスでは創業以来、
「歯車」にテーマを絞り、一
貫したパイオニア精神で新
しい技術、アイデアに取り
組んでいます。

■得意な金型
小形成形歯車

〒340-0834 
埼玉県八潮市大曽根414
TEL 048-997-6621
従業員数：30名
お問合せ先：営業部長 上原 真吾 氏
http://www.chibadies.co.jp/

A-104-17

プラス
チック 部品 プレスダイ

カスト 鋳造

長 峰 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
世界最小クラスのマイクロ
セラミックハニカムやセラ
ミック3Dプリンティングな
ど、当社独自のセラミック成
形品・金型を展示します。

■得意な金型
ハニカム押出成形や射出成形など、
セラミック成形用金型を自社にて設
計・製造し、製品までの一貫生産でマ
イクロセラミック製品を提供しています

〒766-0026 
香川県仲多度郡まんのう町岸上1725-26
TEL 0877-75-0007
従業員数：90名
お問合せ先：営業部 営業課 課長代理 
　　　　　尾﨑 祐輔 氏
https://nagamine-manu.co.jp

A-104-47

プラス
チック 設計部品

長 津 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
高精度かつ複雑機構を持
つ、プラスチックおよびマグ
ネシウム成型用金型と成形
部品(車載・医療・光学・通
信端末ほか)。超精密加工
によるナノレベル光学素子
金型。

■得意な金型
プラスチック、マグネシウム、および２
液性シリコーン成形用金型

〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子57
TEL 044-433-8371
従業員数：100名
お問合せ先：営業技術部 主任 疋田 直斗 氏
http://www.nagatsu.co.jp/

A-104-56

プラス
チック
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狭山金型製作所
■主な出展製品・見どころ
エレクトロニクス、医療、光
学製品の超精密金型部
品・プラスチック成形品。

■得意な金型
電子部品、医療、光学などの微細精
密プラスチック金型

〒358-0014 
埼玉県入間市宮寺756-4
TEL 04-2934-7683
従業員数：30名
お問合せ先：常務取締役 大場 総一郎 氏
http://www.sayama-kanagata.co.jp/

A-104-30

プラス
チック

三琇ファインツール
■主な出展製品・見どころ
精密微細加工技術による
金型部品。小型精密プラ
スチック成形および2種類
の材料を一体にした異種
材一体成形品用金型と成
形品を展示。小型2色射出
成形機にて実演成形しま
す。

■得意な金型
精密射出成形用金型（超小型精密
成形品、異種材一体成形品など）

〒444-1321
愛知県高浜市稗田町4-1-55
TEL 0566-53-1781
従業員数：70名
お問合せ先：営業部 取締役 三治 民記朗 氏
https://www.sansyu-pr.co.jp/jp/group/index.html

A-104-70

プラス
チック 設計部品

サ ン 精 機
■主な出展製品・見どころ
「モノづくりの基本、だから金型をも
う一度考える」をコンセプトに、金型
が成形機の中でどのような仕組み
で動いているのかを容易に想像で
きるように、視覚的要素を加えた教
材金型「CLEAR MOLD」。金型設
計製作・成形などを営む企業の新
入社員の教材としてお使い下さい。

■得意な金型
教材用金型「CLEAR　MOLD」

〒758-0024 
山口県萩市東浜崎町11-10
TEL 0838-22-7677
従業員数：28名
お問合せ先：代表取締役 楠牟禮 勲 氏
http://www.sanseiki.co.jp

A-104-37

プラス
チック

ニ ッ パ ク
■主な出展製品・見どころ
輸出用金型、ホットランナー
金型も製作可！また個人様～
中小メーカー様のオリジナル
製品の製作や100個からの
極小ロット製造をお手伝いい
たします。レンタルモールド
ベースを利用した簡易プラモ
デル用金型を展示します。

■得意な金型
エンジニアリングプラスチック射出成
形、カセット、ホットランナー、アルミニ
ウムダイカスト、亜鉛ダイカスト、マグネ
シウムダイカスト/チクソ

〒340-0835 
埼玉県八潮市浮塚746
TEL 048-998-0840
従業員数：4名
お問合せ先：取締役工場長 齋藤 克宏 氏
https://nippaku.co.jp/

A-104-12

プラス
チック 設計ダイ

カストセントラルファインツール
■主な出展製品・見どころ
「日本が目指す金型造り」を基本理念に、
成形品の品質向上、コスト低減を念頭に
する金型専業メーカーです。恐縮ですが
機密保持契約上個々のサンプル公開は
致しかねます。多色(3樹脂)成形品、異種
材複合成形品(例：PEEK＋シリコーン)、
超薄肉成形品等「型内組付け」による付
加価値の追求はご相談ください。

■得意な金型
精密エンジニアリングプラスチック金
型、並びに熱硬化性樹脂金型

〒509-7201
岐阜県恵那市大井町2693-59
TEL 0573-26-5285
従業員数：50名
お問合せ先：営業技術顧問 井上 幸彦 氏
http://www.cft.jp

A-104-50

プラス
チック 設計

チ バ ダ イ ス
■主な出展製品・見どころ
チバダイスでは創業以来、
「歯車」にテーマを絞り、一
貫したパイオニア精神で新
しい技術、アイデアに取り
組んでいます。

■得意な金型
小形成形歯車

〒340-0834 
埼玉県八潮市大曽根414
TEL 048-997-6621
従業員数：30名
お問合せ先：営業部長 上原 真吾 氏
http://www.chibadies.co.jp/

A-104-17

プラス
チック 部品 プレスダイ

カスト 鋳造

長 峰 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
世界最小クラスのマイクロ
セラミックハニカムやセラ
ミック3Dプリンティングな
ど、当社独自のセラミック成
形品・金型を展示します。

■得意な金型
ハニカム押出成形や射出成形など、
セラミック成形用金型を自社にて設
計・製造し、製品までの一貫生産でマ
イクロセラミック製品を提供しています

〒766-0026 
香川県仲多度郡まんのう町岸上1725-26
TEL 0877-75-0007
従業員数：90名
お問合せ先：営業部 営業課 課長代理 

尾﨑 祐輔 氏
https://nagamine-manu.co.jp

A-104-47

プラス
チック 設計部品

長 津 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
高精度かつ複雑機構を持
つ、プラスチックおよびマグ
ネシウム成型用金型と成形
部品(車載・医療・光学・通
信端末ほか)。超精密加工
によるナノレベル光学素子
金型。

■得意な金型
プラスチック、マグネシウム、および２
液性シリコーン成形用金型

〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子57
TEL 044-433-8371
従業員数：100名
お問合せ先：営業技術部 主任 疋田 直斗 氏
http://www.nagatsu.co.jp/

A-104-56

プラス
チック
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福 井 精 機 工 業
■主な出展製品・見どころ
①流動解析から成形品測
定までトータルで行う金型
管理技術力②潤滑油を固
めてオリジナル部品に致し
ます 。品 名：キッブス
（CiBs）。

■得意な金型
高い寸法精度が要求されるプラス
チック成型品用の金型

〒551-0023 
大阪市大正区鶴町1-16-13
TEL 06-6552-0115
従業員数：38名
お問合せ先：代表取締役 清水 一蔵 氏
http://www.fukuiseikikogyo.co.jp/

A-104-44

プラス
チック 三 幸

■主な出展製品・見どころ
医療機器・医薬品・食品・
化粧品などの、多数個取
り・ホットランナー高耐久金
型。自動車・半導体向け
スーパーエンプラ成形用高
精度金型。

■得意な金型
ネジ抜き、多数個取り、ホットラン
ナー、高精度高耐久金型

〒933-0319 
富山県高岡市荒屋敷285
TEL 0766-31-0646
従業員数：25名
お問合せ先：代表取締役 窪田 彰克 氏
http://www.miyuki-mold.co.jp

A-104-11

プラス
チック 部品

松野金型製作所
■主な出展製品・見どころ
高精度、短納期の金型づく
りと、ものづくりシステム及
び匠の技で金型づくりを
ご紹介します。 ■得意な金型

カーオーディオパネル、化粧品、医療
機器、自動車部品、AV機器、2色成
形、マグネシウム等、精密成型内外装
品、プラスチック成型金型部品、製品

〒841-0202 
佐賀県三養基郡基山町長野350-1
TEL 0942-81-7000
従業員数：26名
お問合せ先：営業課長 粕谷 保宏 氏
https://matsuno-mold.com/

A-104-58

プラス
チック 設計部品

■主な出展製品・見どころ
弊社が開発した水路洗浄
装置「アラッタくん」をご紹
介。金型メーカーが実際の
メンテナンスで使用するた
めに開発した水路洗浄装
置です。初回の洗浄は無償
で対応させて頂きます。ぜひ
ブースへお越しください。

■得意な金型
医療・化粧品・飲料関連のIJ金型と
ブロー金型

〒567-0058 
大阪府茨木市西豊川町3-10
TEL 072-643-1212
従業員数：90名
お問合せ先：部長代理 三木 浩二 氏
http://www.fuso-seiko.co.jp/group/osaka/

扶 桑 精 工
A-104-42

プラス
チック 設計部品

ペ ッ カ ー 精 工
■主な出展製品・見どころ
生分解性プラスチック、バ
イオプラスチックの製品を
展示しております。SDGs
向けにいかがですか？ ■得意な金型

射出成型全般、プラスチック、生分解
性プラスチック

〒355-0071 
埼玉県東松山市新郷88-34
TEL 0493-24-2261
従業員数：43名
お問合せ先：代表取締役社長 小泉 秀樹 氏
http://www.pecker-seiko.com/

A-104-33

プラス
チック 山 下 電 気

■主な出展製品・見どころ
今回は弊社特許のヒート＆
クールシステム「Y-HeaT」
と二色成形のダブルでの
展示となりますので、この機
会に是非お越し下さい。

■得意な金型
プラスチック射出二色成形金型及び
ヒート＆クール金型「Y-HeaT」

〒140-0004 
東京都品川区南品川3-6-33
TEL 03-3740-2411
従業員数：163名
お問合せ先：営業部 部長 金子 智之 氏
http://www.yamashita-denki.co.jp

A-104-1

プラス
チック 設計部品

ム ト ウ
■主な出展製品・見どころ
金型製作60年の技術力、
金融端末の機能性樹脂部
品、意匠性の高い内外装
部品金型。 ■得意な金型

射出成形金型(DSI・ヒート＆クール・2
色・リバース・ホットランナー)

〒134-0013 
東京都江戸川区江戸川4-16
TEL 03-3656-8651
従業員数：45名
お問合せ先：営業部長 横山 周也 氏
http://www.muto-mold.com

A-104-51

プラス
チック

ア イ テ ィ オ
■主な出展製品・見どころ
自動車・建材から航空機産
業までの幅広い業界に向
けた金型部品や成形サン
プルを展示します。 ■得意な金型

抜き、曲げ、絞り加工用プレス金型
（順送、単発、QDCなど）

〒937-0842 
富山県魚津市吉野675
TEL 0765-24-7222
従業員数：65名
お問合せ先：技術部 部長 米山 直宏 氏
http://www.ito-ito.jp

A-104-24

設計部品プレス
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福 井 精 機 工 業
■主な出展製品・見どころ
①流動解析から成形品測
定までトータルで行う金型
管理技術力②潤滑油を固
めてオリジナル部品に致し
ます 。品 名：キッブス
（CiBs）。

■得意な金型
高い寸法精度が要求されるプラス
チック成型品用の金型

〒551-0023 
大阪市大正区鶴町1-16-13
TEL 06-6552-0115
従業員数：38名
お問合せ先：代表取締役 清水 一蔵 氏
http://www.fukuiseikikogyo.co.jp/

A-104-44

プラス
チック 三 幸

■主な出展製品・見どころ
医療機器・医薬品・食品・
化粧品などの、多数個取
り・ホットランナー高耐久金
型。自動車・半導体向け
スーパーエンプラ成形用高
精度金型。

■得意な金型
ネジ抜き、多数個取り、ホットラン
ナー、高精度高耐久金型

〒933-0319 
富山県高岡市荒屋敷285
TEL 0766-31-0646
従業員数：25名
お問合せ先：代表取締役 窪田 彰克 氏
http://www.miyuki-mold.co.jp

A-104-11

プラス
チック 部品

松野金型製作所
■主な出展製品・見どころ
高精度、短納期の金型づく
りと、ものづくりシステム及
び匠の技で金型づくりを
ご紹介します。 ■得意な金型

カーオーディオパネル、化粧品、医療
機器、自動車部品、AV機器、2色成
形、マグネシウム等、精密成型内外装
品、プラスチック成型金型部品、製品

〒841-0202 
佐賀県三養基郡基山町長野350-1
TEL 0942-81-7000
従業員数：26名
お問合せ先：営業課長 粕谷 保宏 氏
https://matsuno-mold.com/

A-104-58

プラス
チック 設計部品

■主な出展製品・見どころ
弊社が開発した水路洗浄
装置「アラッタくん」をご紹
介。金型メーカーが実際の
メンテナンスで使用するた
めに開発した水路洗浄装
置です。初回の洗浄は無償
で対応させて頂きます。ぜひ
ブースへお越しください。

■得意な金型
医療・化粧品・飲料関連のIJ金型と
ブロー金型

〒567-0058 
大阪府茨木市西豊川町3-10
TEL 072-643-1212
従業員数：90名
お問合せ先：部長代理 三木 浩二 氏
http://www.fuso-seiko.co.jp/group/osaka/

扶 桑 精 工
A-104-42

プラス
チック 設計部品

ペ ッ カ ー 精 工
■主な出展製品・見どころ
生分解性プラスチック、バ
イオプラスチックの製品を
展示しております。SDGs
向けにいかがですか？ ■得意な金型

射出成型全般、プラスチック、生分解
性プラスチック

〒355-0071 
埼玉県東松山市新郷88-34
TEL 0493-24-2261
従業員数：43名
お問合せ先：代表取締役社長 小泉 秀樹 氏
http://www.pecker-seiko.com/

A-104-33

プラス
チック 山 下 電 気

■主な出展製品・見どころ
今回は弊社特許のヒート＆
クールシステム「Y-HeaT」
と二色成形のダブルでの
展示となりますので、この機
会に是非お越し下さい。

■得意な金型
プラスチック射出二色成形金型及び
ヒート＆クール金型「Y-HeaT」

〒140-0004 
東京都品川区南品川3-6-33
TEL 03-3740-2411
従業員数：163名
お問合せ先：営業部 部長 金子 智之 氏
http://www.yamashita-denki.co.jp

A-104-1

プラス
チック 設計部品

ム ト ウ
■主な出展製品・見どころ
金型製作60年の技術力、
金融端末の機能性樹脂部
品、意匠性の高い内外装
部品金型。 ■得意な金型

射出成形金型(DSI・ヒート＆クール・2
色・リバース・ホットランナー)

〒134-0013 
東京都江戸川区江戸川4-16
TEL 03-3656-8651
従業員数：45名
お問合せ先：営業部長 横山 周也 氏
http://www.muto-mold.com

A-104-51

プラス
チック

ア イ テ ィ オ
■主な出展製品・見どころ
自動車・建材から航空機産
業までの幅広い業界に向
けた金型部品や成形サン
プルを展示します。 ■得意な金型

抜き、曲げ、絞り加工用プレス金型
（順送、単発、QDCなど）

〒937-0842 
富山県魚津市吉野675
TEL 0765-24-7222
従業員数：65名
お問合せ先：技術部 部長 米山 直宏 氏
http://www.ito-ito.jp

A-104-24

設計部品プレス



076/077 金型展 30-37 _2021 0315

大 垣 精 工
■主な出展製品・見どころ
加速する車の電動化に対
応するモータコア用金型。
弊社では独自の技術で接
着コアを量産できる金型を
手掛けており、今後の電動
化のパートナーとして御相
談承ります。

■得意な金型
駆動用大型接着モーターコア金型、
超精密順送プレス金型、触媒用ハニ
カム金型、トランスファー金型

〒502-0054 
岐阜県大垣市浅西3-92-1
TEL 0584-89-5811
従業員数：235名
お問合せ先：営業部 部長 森口 幸彦 氏
http://www.ogakiseiko.co.jp

A-104-27

プレス

■主な出展製品・見どころ
モータの高効率化を実現
する接着積層コア、薄板・
小型に適したLaser溶接積
層コア，高速回転可能な
IPMモータに適したマグネッ
ト樹脂固着。

■得意な金型
車載駆動用・発電用・補機モータコ
ア用金型、産業機械モータコア用金
型、家電モータコア用金型など

〒212-8560 
川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター5階
TEL 044-555-3924
従業員数：636名
お問合せ先：一般社員 于 洋 氏
https://www.kuroda-precision.co.jp

黒 田 精 工
A-104-10

プレス

ジェイアンドシー
■主な出展製品・見どころ
微細な製品を小型化された
生産設備で生産する小型
生産システムをご紹介。材
料厚さ0.1㎜以下の薄板
材を用いて、主にマイクロコ
ネクター製品向けに設備開
発から金型製造を行い、製
品の生産まで行います。

■得意な金型
精密プレス金型

〒224-0007 
神奈川県横浜市都筑区荏田南4-24-10
TEL 045-482-4311
従業員数：32名
お問合せ先：取締役 橋立 一樹 氏
https://www.parts-hayai.co.jp/

A-104-63

プレス

協栄プリント技研
■主な出展製品・見どころ
プレス金型でプラスチック
樹脂製容器に絞り加工と
側面せん断加工を同時に
行い、スクラップの発生無
しで蒸気通気孔を加工可
能にしました。

■得意な金型
フィルム抜き金型、プリント基板用金
型、食品包装用プレス金型、加飾
フィルム用プレス金型、精密彫刻刃
型、スチールベーストムソン刃型

〒182-0025 
東京都調布市多摩川1-21-1
TEL 042-484-2151
従業員数：50名
お問合せ先：常務取締役 山田 淳 氏
https://www.kpg.jp/

A-104-39

部品プレス

駒 井 工 作 所
■主な出展製品・見どころ
ハイエンドCADを用いた高
精度3D加工品。3Dモデ
ルの補修や改造など、お客
様のご要望にお応えする技
術をご覧ください。

■得意な金型
高精度が要求されるプレス金型

〒525-0012 
滋賀県草津市穴村328
TEL 077-568-1258
従業員数：18名
お問合せ先：営業 松村 敏 氏
http://www.k-komai-k.co.jp/

A-104-54

部品プレス

聖徳ゼロテック
■主な出展製品・見どころ
ハイブリッド金型は、従来の
半分でプレス生産が可能
です。また、従来搬送が出
来ない薄板も吸着搬送で
可能です。

■得意な金型
ハイブリッド金型、バスバー・端子・コ
ネクター、電装系の精密金型

〒840-0036
佐賀県佐賀市西与賀町大字高太郎172
TEL 0952-29-6828
従業員数：30名
お問合せ先：代表取締役 古賀 忠輔 氏
http://www.shotoku-net.com/

A-104-41

設計部品プレス

■主な出展製品・見どころ
リチウムイオン電池用金型：高
耐久性金型を提供、シワ無し、
バリ5μm以下。リチウムイオン
電池ラミネートセル用金型：ラミ
フィルムカップ成形型、トリミン
グ型。精密打ち抜き金型：破断
面を金型でコントロール、80%
以上のせん断面面確保。

■得意な金型
精密プレス金型 設計-製作-TRY迄
を一貫対応可能な金型メーカー。極
厚板～極薄板(箔)(t=11.0ｍｍ～
t=8μmまで対応可能

〒236-0004 
神奈川県横浜市金沢区福浦1-4-2
TEL 045-785-1111
従業員数：98名
お問合せ先：営業課課長 石井 基義 氏
https://www.showa-seiko.co.jp/

昭 和 精 工
A-104-53

設計 部品プレス

■得意な金型
各種精密順送プレス金型、インサー
ト成形金型

〒382-8588 
長野県須坂市大字小河原2015-1
TEL 026-251-2633
従業員数：803名
お問合せ先：営業部ビジネス推進課 山岸 徳行 氏
http://www.suzukinet.co.jp

プラス
チックプレス鈴 木

A-104-32
■主な出展製品・見どころ
超微細プレス加工部品と
金型内で複数の部品を成
形、複合した複合プレス部
品を展示しています。

大 垣 精 工
■主な出展製品・見どころ
加速する車の電動化に対
応するモータコア用金型。
弊社では独自の技術で接
着コアを量産できる金型を
手掛けており、今後の電動
化のパートナーとして御相
談承ります。

■得意な金型
駆動用大型接着モーターコア金型、
超精密順送プレス金型、触媒用ハニ
カム金型、トランスファー金型

〒502-0054 
岐阜県大垣市浅西3-92-1
TEL 0584-89-5811
従業員数：235名
お問合せ先：営業部 部長 森口 幸彦 氏
http://www.ogakiseiko.co.jp

A-104-27

プレス
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大 垣 精 工
■主な出展製品・見どころ
加速する車の電動化に対
応するモータコア用金型。
弊社では独自の技術で接
着コアを量産できる金型を
手掛けており、今後の電動
化のパートナーとして御相
談承ります。

■得意な金型
駆動用大型接着モーターコア金型、
超精密順送プレス金型、触媒用ハニ
カム金型、トランスファー金型

〒502-0054 
岐阜県大垣市浅西3-92-1
TEL 0584-89-5811
従業員数：235名
お問合せ先：営業部 部長 森口 幸彦 氏
http://www.ogakiseiko.co.jp

A-104-27

プレス

■主な出展製品・見どころ
モータの高効率化を実現
する接着積層コア、薄板・
小型に適したLaser溶接積
層コア，高速回転可能な
IPMモータに適したマグネッ
ト樹脂固着。

■得意な金型
車載駆動用・発電用・補機モータコ
ア用金型、産業機械モータコア用金
型、家電モータコア用金型など

〒212-8560 
川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター5階
TEL 044-555-3924
従業員数：636名
お問合せ先：一般社員 于 洋 氏
https://www.kuroda-precision.co.jp

黒 田 精 工
A-104-10

プレス

ジェイアンドシー
■主な出展製品・見どころ
微細な製品を小型化された
生産設備で生産する小型
生産システムをご紹介。材
料厚さ0.1㎜以下の薄板
材を用いて、主にマイクロコ
ネクター製品向けに設備開
発から金型製造を行い、製
品の生産まで行います。

■得意な金型
精密プレス金型

〒224-0007 
神奈川県横浜市都筑区荏田南4-24-10
TEL 045-482-4311
従業員数：32名
お問合せ先：取締役 橋立 一樹 氏
https://www.parts-hayai.co.jp/

A-104-63

プレス

協栄プリント技研
■主な出展製品・見どころ
プレス金型でプラスチック
樹脂製容器に絞り加工と
側面せん断加工を同時に
行い、スクラップの発生無
しで蒸気通気孔を加工可
能にしました。

■得意な金型
フィルム抜き金型、プリント基板用金
型、食品包装用プレス金型、加飾
フィルム用プレス金型、精密彫刻刃
型、スチールベーストムソン刃型

〒182-0025 
東京都調布市多摩川1-21-1
TEL 042-484-2151
従業員数：50名
お問合せ先：常務取締役 山田 淳 氏
https://www.kpg.jp/

A-104-39

部品プレス

駒 井 工 作 所
■主な出展製品・見どころ
ハイエンドCADを用いた高
精度3D加工品。3Dモデ
ルの補修や改造など、お客
様のご要望にお応えする技
術をご覧ください。

■得意な金型
高精度が要求されるプレス金型

〒525-0012 
滋賀県草津市穴村328
TEL 077-568-1258
従業員数：18名
お問合せ先：営業 松村 敏 氏
http://www.k-komai-k.co.jp/

A-104-54

部品プレス

聖徳ゼロテック
■主な出展製品・見どころ
ハイブリッド金型は、従来の
半分でプレス生産が可能
です。また、従来搬送が出
来ない薄板も吸着搬送で
可能です。

■得意な金型
ハイブリッド金型、バスバー・端子・コ
ネクター、電装系の精密金型

〒840-0036
佐賀県佐賀市西与賀町大字高太郎172
TEL 0952-29-6828
従業員数：30名
お問合せ先：代表取締役 古賀 忠輔 氏
http://www.shotoku-net.com/

A-104-41

設計部品プレス

■主な出展製品・見どころ
リチウムイオン電池用金型：高
耐久性金型を提供、シワ無し、
バリ5μm以下。リチウムイオン
電池ラミネートセル用金型：ラミ
フィルムカップ成形型、トリミン
グ型。精密打ち抜き金型：破断
面を金型でコントロール、80%
以上のせん断面面確保。

■得意な金型
精密プレス金型 設計-製作-TRY迄
を一貫対応可能な金型メーカー。極
厚板～極薄板(箔)(t=11.0ｍｍ～
t=8μmまで対応可能

〒236-0004 
神奈川県横浜市金沢区福浦1-4-2
TEL 045-785-1111
従業員数：98名
お問合せ先：営業課課長 石井 基義 氏
https://www.showa-seiko.co.jp/

昭 和 精 工
A-104-53

設計 部品プレス

■得意な金型
各種精密順送プレス金型、インサー
ト成形金型

〒382-8588 
長野県須坂市大字小河原2015-1
TEL 026-251-2633
従業員数：803名
お問合せ先：営業部ビジネス推進課 山岸 徳行 氏
http://www.suzukinet.co.jp

プラス
チックプレス鈴 木

A-104-32
■主な出展製品・見どころ
超微細プレス加工部品と
金型内で複数の部品を成
形、複合した複合プレス部
品を展示しています。

大 垣 精 工
■主な出展製品・見どころ
加速する車の電動化に対
応するモータコア用金型。
弊社では独自の技術で接
着コアを量産できる金型を
手掛けており、今後の電動
化のパートナーとして御相
談承ります。

■得意な金型
駆動用大型接着モーターコア金型、
超精密順送プレス金型、触媒用ハニ
カム金型、トランスファー金型

〒502-0054 
岐阜県大垣市浅西3-92-1
TEL 0584-89-5811
従業員数：235名
お問合せ先：営業部 部長 森口 幸彦 氏
http://www.ogakiseiko.co.jp

A-104-27

プレス
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■主な出展製品・見どころ
光造形3Dプリンタの活用事
例をご紹介。試作から量産ま
で一気通貫で実現できる体
制があり、二次加工や表面
処理された製品を披露しま
す。厚板プレスにおける冷間
鍛造プレスを実現することで
工数削減に貢献します。

■得意な金型
順送型、小ロット生産用金型、試作開発用
金型を得意とし、様々な業種の金型を手掛
けた実績から技術の掛け合わせで、これま
で実現出来なかった金型を実現します

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-1-16
TEL 06-6746-0056
従業員数：20名
お問合せ先：営業部門 平柳 諭 氏
https://www.nkk-24.co.jp/

中 辻 金 型 工 業
A-104-52

プラス
チック 設計部品プレス

日 進 精 機
■主な出展製品・見どころ
①深絞り加工 
②国内２拠点＆海外４拠点
③金型製作とプレス製品
製作
④試作（金型製作・プレス
品）。

■得意な金型
深絞り金型（カム、ヨロメキ）、順送金
型（型サイズ2000）、精密抜き金型
（μ単位）

〒146-0095 
東京都大田区多摩川2-29-21
TEL 03-3758-1901
従業員数：900名（海外含む）
お問合せ先：営業次長 猪熊 祐一郎 氏
https//www.nissin-precision.com

A-104-67

プラス
チック 設計プレス

ベ ン ト ム 工 業
■主な出展製品・見どころ
ダイカスト金型と金型部品
サンプル。

■得意な金型
重力鋳造金型、ダイカスト金型
（500tまで）、各種金型部品製造

〒433-8118 
静岡県浜松市中区高丘西1-8-15
TEL 053-437-5691
従業員数：17名
お問合せ先：営業技術部 小松 良行 氏
bentom_post.office@bentom.co.jp

A-104-62

部品ダイ
カスト 鋳造三井ハイテック

■主な出展製品・見どころ
業界初！巻き線効率に特化
したモーターコア、研削加
工で互換性を有した超精
密金型部品。 ■得意な金型

モーターコア積層金型

〒807-1262 
北九州市八幡西区大字野面864-8
TEL 093-619-0057
従業員数：3970名
お問合せ先：主任 宇都宮 隆明 氏
https://www.mitsui-high-tec.com/

A-104-36

設計部品プレス

魚 岸 精 機 工 業
■主な出展製品・見どころ
業界初『小ロット向けダイカスト
金型』で多品種少量生産や、
ダイカストの試作製品向けに
開発した金型技術をご紹介。
お客様の設計から量産までを
トータルで支援するUPDO(ウ
オギシプロダクトデザインオファ
リング)の改善事例をご紹介。

■得意な金型
大型自動車部品向けダイカスト金型

〒939-0281 
富山県射水市北高木118-1
TEL 0766-52-5222
従業員数：53名
お問合せ先：代表取締役 魚岸 成光 氏
www.uogishi.co.jp

A-104-61

設計 部品ダイ
カスト

小 出 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
自動車構造部品のアルミ
ダイカスト鋳造による流動
長の長い超薄肉成形品。
高真空技術／金型温調技
術を駆使した金型で鋳造し
た肉厚２ｍｍの成形品を展
示。

■得意な金型
自動車エンジン関連部品のアルミダ
イカスト用金型。シリンダーブロック、
モーターハウジング、トランスミッション
ケース、足回り強度部品など

〒438-0825 
静岡県磐田市森本1045
TEL 0538-37-1147
従業員数：96名
お問合せ先：経営企画部長 松原 学 氏
http://www.koide-net.co.jp/company/index.html

A-104-31

ダイ
カスト

■主な出展製品・見どころ
鋳造不良を抑制させる冷
却提案や解析サービスな
ど、金型製作やメンテナン
スでお客様の要望にお応
えします。

■得意な金型
ケースTM、ハウジングTM、シリンダブ
ロックなどの大型部品。2500㌧クラス
までのアルミダイカスト金型、800㌧ク
ラス以上の大型のインバータケースなど

〒510-1323 
三重県三重郡菰野町小島2461-32
TEL 059-396-1828
従業員数：68名
お問合せ先：技術部 部長 角田 亮輔 氏
http://www.meiwa-jpn.co.jp

明 和 製 作 所
A-104-55

設計部品ダイ
カスト

七 宝 金 型 工 業
■主な出展製品・見どころ
アディティブ・マニュファク
チャリングを使用したダイカ
スト金型部品や他分野へ
の展開を視野に開発を
行っています。特に多孔質
構造（ポーラス）に力を入れ
ています。

■得意な金型
ダイカスト金型

〒496-0072 
愛知県津島市南新開町357
TEL 0567-24-8787
従業員数：90名
お問合せ先：技師 山本 政志 氏
http://www.shippo-mold.co.jp

A-104-18

ダイ
カスト
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■主な出展製品・見どころ
光造形3Dプリンタの活用事
例をご紹介。試作から量産ま
で一気通貫で実現できる体
制があり、二次加工や表面
処理された製品を披露しま
す。厚板プレスにおける冷間
鍛造プレスを実現することで
工数削減に貢献します。

■得意な金型
順送型、小ロット生産用金型、試作開発用
金型を得意とし、様々な業種の金型を手掛
けた実績から技術の掛け合わせで、これま
で実現出来なかった金型を実現します

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-1-16
TEL 06-6746-0056
従業員数：20名
お問合せ先：営業部門 平柳 諭 氏
https://www.nkk-24.co.jp/

中 辻 金 型 工 業
A-104-52

プラス
チック 設計部品プレス

日 進 精 機
■主な出展製品・見どころ
①深絞り加工 
②国内２拠点＆海外４拠点
③金型製作とプレス製品
製作
④試作（金型製作・プレス
品）。

■得意な金型
深絞り金型（カム、ヨロメキ）、順送金
型（型サイズ2000）、精密抜き金型
（μ単位）

〒146-0095 
東京都大田区多摩川2-29-21
TEL 03-3758-1901
従業員数：900名（海外含む）
お問合せ先：営業次長 猪熊 祐一郎 氏
https//www.nissin-precision.com

A-104-67

プラス
チック 設計プレス

ベ ン ト ム 工 業
■主な出展製品・見どころ
ダイカスト金型と金型部品
サンプル。

■得意な金型
重力鋳造金型、ダイカスト金型
（500tまで）、各種金型部品製造

〒433-8118 
静岡県浜松市中区高丘西1-8-15
TEL 053-437-5691
従業員数：17名
お問合せ先：営業技術部 小松 良行 氏
bentom_post.office@bentom.co.jp

A-104-62

部品ダイ
カスト 鋳造三井ハイテック

■主な出展製品・見どころ
業界初！巻き線効率に特化
したモーターコア、研削加
工で互換性を有した超精
密金型部品。 ■得意な金型

モーターコア積層金型

〒807-1262 
北九州市八幡西区大字野面864-8
TEL 093-619-0057
従業員数：3970名
お問合せ先：主任 宇都宮 隆明 氏
https://www.mitsui-high-tec.com/

A-104-36

設計部品プレス

魚 岸 精 機 工 業
■主な出展製品・見どころ
業界初『小ロット向けダイカスト
金型』で多品種少量生産や、
ダイカストの試作製品向けに
開発した金型技術をご紹介。
お客様の設計から量産までを
トータルで支援するUPDO(ウ
オギシプロダクトデザインオファ
リング)の改善事例をご紹介。

■得意な金型
大型自動車部品向けダイカスト金型

〒939-0281 
富山県射水市北高木118-1
TEL 0766-52-5222
従業員数：53名
お問合せ先：代表取締役 魚岸 成光 氏
www.uogishi.co.jp

A-104-61

設計 部品ダイ
カスト

小 出 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
自動車構造部品のアルミ
ダイカスト鋳造による流動
長の長い超薄肉成形品。
高真空技術／金型温調技
術を駆使した金型で鋳造し
た肉厚２ｍｍの成形品を展
示。

■得意な金型
自動車エンジン関連部品のアルミダ
イカスト用金型。シリンダーブロック、
モーターハウジング、トランスミッション
ケース、足回り強度部品など

〒438-0825 
静岡県磐田市森本1045
TEL 0538-37-1147
従業員数：96名
お問合せ先：経営企画部長 松原 学 氏
http://www.koide-net.co.jp/company/index.html

A-104-31

ダイ
カスト

■主な出展製品・見どころ
鋳造不良を抑制させる冷
却提案や解析サービスな
ど、金型製作やメンテナン
スでお客様の要望にお応
えします。

■得意な金型
ケースTM、ハウジングTM、シリンダブ
ロックなどの大型部品。2500㌧クラス
までのアルミダイカスト金型、800㌧ク
ラス以上の大型のインバータケースなど

〒510-1323 
三重県三重郡菰野町小島2461-32
TEL 059-396-1828
従業員数：68名
お問合せ先：技術部 部長 角田 亮輔 氏
http://www.meiwa-jpn.co.jp

明 和 製 作 所
A-104-55

設計部品ダイ
カスト

七 宝 金 型 工 業
■主な出展製品・見どころ
アディティブ・マニュファク
チャリングを使用したダイカ
スト金型部品や他分野へ
の展開を視野に開発を
行っています。特に多孔質
構造（ポーラス）に力を入れ
ています。

■得意な金型
ダイカスト金型

〒496-0072 
愛知県津島市南新開町357
TEL 0567-24-8787
従業員数：90名
お問合せ先：技師 山本 政志 氏
http://www.shippo-mold.co.jp

A-104-18

ダイ
カスト
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■主な出展製品・見どころ
超軽量「中空多段ヘリカル
シャフトギヤ」を工程設計か
ら鍛造試作までを行い展示
する。また、超硬直彫加工
で制作した長寿命・高精度
の「ベベルギヤ」金型、各
種超硬ダイス・超硬ピンを
展示する。

■得意な金型
素材選定・開発から工法開発、設
計、金型製作、鍛造試作に至る全工
程のトータルサポートおよび各種冷
間鍛造用超硬金型

〒925-0375
石川県羽咋郡志賀町若葉台17
TEL 0767-38-8008
従業員数：65名
お問合せ先：管理課 前田 良久 氏
https://www.amcnoto.jp

エイ・エム・シィ
A-104-71

設計 部品プレス鍛造 粉末
冶金

松 村 精 型
■主な出展製品・見どころ
低圧鋳造、ダイカスト用金
型の型製作だけではなく試
作、素材検査、量産を含め
た協力も可能。アルミ鋳造
技術に自信があります。

■得意な金型
シリンダーヘッド等の鋳造用金型、ダ
イカスト用金型およびダイカスト製品
の販売

〒933-0951 
富山県高岡市長慶寺805
TEL 0766-25-1715
従業員数：76名
お問合せ先：金型営業部営業課 吉岡 伸浩 氏
http://www.matsump.com/

A-104-20

プラス
チック設計部品ダイ

カスト鋳造

■主な出展製品・見どころ
１、冷間鍛造用の超硬パン
チピンのラップレス鏡面加
工。２、自動ロボットラップ機
の市販化発表。３、薄板鋼
帯による補強金型。

■得意な金型
冷間鍛造用金型設計、冷間鍛造用
超硬パンチピン、検査ゲージ

〒613-0911 
京都府京都市伏見区淀木津町416
TEL 075-631-5560
従業員数：21名
お問合せ先：取締役製造部長 松井 大介 氏
https//www.sakamura-eng.co.jp

阪村エンジニアリング
A-104-66

設計 部品 プレス鍛造

日 新 精 機
■主な出展製品・見どころ
最新の工作機械を活用し
た異型精密組み合わせ式
ダイスや小径測定技術の
ご紹介。 ■得意な金型

ヘッダーやパーツフォーマー向け金型を
得意としています。工程設計～金型設
計～金型製作まで一貫して行い、お客
様の生産活動をサポートしております

〒344-0057
埼玉県春日部市南栄町12-20
TEL 048-754-6511
従業員数：27名
お問合せ先：代表取締役社長 中村 稔 氏
http://www.nissinseiki.co.jp/

A-104-15

設計部品鍛造

ヤマナカゴーキン
■主な出展製品・見どころ
製造現場のあらゆる課題を
特定・解決するモニタリング
ソリューション/様々な製造
プロセスの解析が可能な
CAEソフト「DEFORM」。

■得意な金型
冷間鍛造金型、温間・熱間・冷間複
合鍛造金型、非鉄金属鍛造金型

〒285-0802 
千葉県佐倉市大作2-11-2
TEL 043-498-3492
従業員数：230名
お問合せ先：可視化・分析・解決課 佐野 友洋 氏
https://www.yamanaka-eng.co.jp/

A-104-43

設計鍛造

前 田 技 研
■主な出展製品・見どころ
5軸マシニング加工品、超
耐摩耗性ウレタン、無電解
メッキ、付帯設備などのメン
テナンス性向上のための自
社商品を出展。 ■得意な金型

エンジン、足廻り、駆動系など自動車
関連の金型

〒444-3595 
愛知県岡崎市池金町字金山76-4
TEL 0564-48-3584
従業員数：27名
お問合せ先：技術営業グループ 課長 

白井 守美 氏
https://www.maedauni.co.jp/

A-104-59

プラス
チック設計部品 ダイ

カスト鋳造

エムエス製作所
■主な出展製品・見どころ
ゴルフクラブ、競馬用アブ
ミ、医療機器、ダンベル、表
面処理など…金型屋から
新たなステ―ジに移行して
います。

■得意な金型
ウェザーストリップ成形金型、樹脂・ゴ
ム成形金型

〒452-0962 
愛知県清須市春日立作54-2
TEL 052-409-5333
従業員数：59名
お問合せ先：営業課長 渡部 渉 氏
http://www.msgroup.co.jp

A-104-49

プラス
チック 設計ゴム

カワマタ・テクノス
■主な出展製品・見どころ
自動車関連工業用ゴムか
らカメラ・双眼鏡などの光学
用ゴムまで、あらゆるゴム製
品に対し、金型の設計・制
作からゴム成形までをサ
ポートします。

■得意な金型
各種ゴム金型全般

〒300-2401 
茨城県つくばみらい市台1056-1
TEL 0297-52-6195
従業員数：50名
お問合せ先：金型部次長 鈴木 剛 氏
https://www.kwmt.co.jp/

A-104-7

設計ゴム



080/081 金型展 46-53 _2021 0318

■主な出展製品・見どころ
超軽量「中空多段ヘリカル
シャフトギヤ」を工程設計か
ら鍛造試作までを行い展示
する。また、超硬直彫加工
で制作した長寿命・高精度
の「ベベルギヤ」金型、各
種超硬ダイス・超硬ピンを
展示する。

■得意な金型
素材選定・開発から工法開発、設
計、金型製作、鍛造試作に至る全工
程のトータルサポートおよび各種冷
間鍛造用超硬金型

〒925-0375
石川県羽咋郡志賀町若葉台17
TEL 0767-38-8008
従業員数：65名
お問合せ先：管理課 前田 良久 氏
https://www.amcnoto.jp

エイ・エム・シィ
A-104-71

設計 部品プレス鍛造 粉末
冶金

松 村 精 型
■主な出展製品・見どころ
低圧鋳造、ダイカスト用金
型の型製作だけではなく試
作、素材検査、量産を含め
た協力も可能。アルミ鋳造
技術に自信があります。

■得意な金型
シリンダーヘッド等の鋳造用金型、ダ
イカスト用金型およびダイカスト製品
の販売

〒933-0951 
富山県高岡市長慶寺805
TEL 0766-25-1715
従業員数：76名
お問合せ先：金型営業部営業課 吉岡 伸浩 氏
http://www.matsump.com/

A-104-20

プラス
チック設計部品ダイ

カスト鋳造

■主な出展製品・見どころ
１、冷間鍛造用の超硬パン
チピンのラップレス鏡面加
工。２、自動ロボットラップ機
の市販化発表。３、薄板鋼
帯による補強金型。

■得意な金型
冷間鍛造用金型設計、冷間鍛造用
超硬パンチピン、検査ゲージ

〒613-0911 
京都府京都市伏見区淀木津町416
TEL 075-631-5560
従業員数：21名
お問合せ先：取締役製造部長 松井 大介 氏
https//www.sakamura-eng.co.jp

阪村エンジニアリング
A-104-66

設計 部品 プレス鍛造

日 新 精 機
■主な出展製品・見どころ
最新の工作機械を活用し
た異型精密組み合わせ式
ダイスや小径測定技術の
ご紹介。 ■得意な金型

ヘッダーやパーツフォーマー向け金型を
得意としています。工程設計～金型設
計～金型製作まで一貫して行い、お客
様の生産活動をサポートしております

〒344-0057
埼玉県春日部市南栄町12-20
TEL 048-754-6511
従業員数：27名
お問合せ先：代表取締役社長 中村 稔 氏
http://www.nissinseiki.co.jp/

A-104-15

設計部品鍛造

ヤマナカゴーキン
■主な出展製品・見どころ
製造現場のあらゆる課題を
特定・解決するモニタリング
ソリューション/様々な製造
プロセスの解析が可能な
CAEソフト「DEFORM」。

■得意な金型
冷間鍛造金型、温間・熱間・冷間複
合鍛造金型、非鉄金属鍛造金型

〒285-0802 
千葉県佐倉市大作2-11-2
TEL 043-498-3492
従業員数：230名
お問合せ先：可視化・分析・解決課 佐野 友洋 氏
https://www.yamanaka-eng.co.jp/

A-104-43

設計鍛造

前 田 技 研
■主な出展製品・見どころ
5軸マシニング加工品、超
耐摩耗性ウレタン、無電解
メッキ、付帯設備などのメン
テナンス性向上のための自
社商品を出展。 ■得意な金型

エンジン、足廻り、駆動系など自動車
関連の金型

〒444-3595 
愛知県岡崎市池金町字金山76-4
TEL 0564-48-3584
従業員数：27名
お問合せ先：技術営業グループ 課長 

 白井 守美 氏
https://www.maedauni.co.jp/

A-104-59

プラス
チック設計部品 ダイ

カスト鋳造

エムエス製作所
■主な出展製品・見どころ
ゴルフクラブ、競馬用アブ
ミ、医療機器、ダンベル、表
面処理など…金型屋から
新たなステ―ジに移行して
います。

■得意な金型
ウェザーストリップ成形金型、樹脂・ゴ
ム成形金型

〒452-0962 
愛知県清須市春日立作54-2
TEL 052-409-5333
従業員数：59名
お問合せ先：営業課長 渡部 渉 氏
http://www.msgroup.co.jp

A-104-49

プラス
チック 設計ゴム

カワマタ・テクノス
■主な出展製品・見どころ
自動車関連工業用ゴムか
らカメラ・双眼鏡などの光学
用ゴムまで、あらゆるゴム製
品に対し、金型の設計・制
作からゴム成形までをサ
ポートします。

■得意な金型
各種ゴム金型全般

〒300-2401 
茨城県つくばみらい市台1056-1
TEL 0297-52-6195
従業員数：50名
お問合せ先：金型部次長 鈴木 剛 氏
https://www.kwmt.co.jp/

A-104-7

設計ゴム
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■主な出展製品・見どころ
精密石膏鋳造技術を駆使
して、各種ゴム金型ならび
にダイカスト前の試作品
(Al、Mg合金)を製造しま
す。

■得意な金型
ゴム金型全般

〒111-0023 
東京都台東区橋場2-19-6
TEL 03-3872-3158
従業員数：32名
お問合せ先：代表取締役社長 岡田 真 氏
http://www.hashiba-shisaku.co.jp/

橋 場 鐵 工
A-104-14

プラス
チックゴム

■主な出展製品・見どころ
パンチ・ダイ（絞り）、ピン関
係、各種研摩加工・放電加
工・ミガキ部品、装置部品

■得意な金型
プレス金型

〒822-0031 
福岡県直方市大字植木1245番地19
TEL 0949-24-1824
従業員数：18名
お問合せ先：取締役営業部長 緒方 宗道 氏

アイ・ディ・オー
A-104-3

プラス
チック部品 プレス

井 上 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
自動車用プレス金型で使用される製
作カム（カムドライバ、カムスライダ、
カムホルダ）の加工を行います。井上
製作所はカム専門製造メーカーとし
て４０年の歴史がありますあらゆるタ
イプのカムの加工経験がありますの
で、お客様からは「安心して任せられ
る」と好評を頂いております。

■得意な金型
プレス金型に使用されるカムを製造
しております

〒327-0847 
栃木県佐野市天神町959
TEL 0283-22-2866
従業員数：11名
お問合せ先：代表取締役 井上 義孝 氏
http://www.inoue-seisakusho.com

A-104-9

部品

三和クリエーション
■主な出展製品・見どころ
高精度かつ微細なピン、
シャフトメーカー。外径φ
0.01～、公差±0.0001
～、真円度0.0001～。だ
円や偏芯も対応可能。

■得意な金型
パンチピン、パイロットピン、コアピン、
センターピン、ピンゲージ。材質：超硬、
ファインセラミックス、SKH。マシニン
グセンターによる直彫り加工も可能

〒211-0051 
神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL 044-740-6800
従業員数：36名
お問合せ先：営業部リーダー 滝口 純 氏
http://www.sanwa-creation.co.jp

A-104-46

部品小 林 工 業
■主な出展製品・見どころ
モーター、センサー用プラス
チックマグネットサンプルの
展示、高精度で使い勝手
の良い金型をご提案ご提
供致します。 ■得意な金型

プラスチックマグネット金型、鋼材切
削用インサートチップ金型

〒015-8686 
秋田県由利本荘市石脇字赤ハゲ1-372
TEL 0184-22-5320
従業員数：220名
お問合せ先：営業部部長 柳田 吏 氏
http://www.kobayashi-akita.co.jp

A-104-16

■主な出展製品・見どころ
超精密研削・成形・研磨加
工を得意としております。加
工のことで何かお困りでし
たら是非弊社ブースに一度
お立ち寄りください！

■得意な金型
平面研削盤67台、ダイアモンド砥石
2000枚。それらを駆使して超硬・ス
チール・セラミックス・難削材等の超
精密パーツを加工する集団です

〒879-1505
大分県速見郡日出町川崎4321-1
TEL 0977-72-8330
従業員数：48名
お問合せ先：営業部 小谷 大作 氏
https://www.e-ksk.co.jp/

ケイ・エス・ケイ
A-104-45

部品

テクノクラーツ
■主な出展製品・見どころ
①コストダウンの切り札！次
世代アンダーカット成形ユ
ニット“すっぽん”。
②バリ無し成形可能な精
密プレス金型。

■得意な金型
射出成型金型のアンダーカット処理
機構、モータケース等の精密プレス
金型（精密深絞り、板鍛造、複合型
等）

〒732-0824
広島県広島市南区的場町1-5-5
TEL 082-264-1010
従業員数：156名
お問合せ先：すっぽん開発課 課長 岡崎 進 氏
http://www.technocrats.co.jp

A-104-68

プラス
チック 設計部品 プレス

日 本 金 型 材
■主な出展製品・見どころ
新しいプリハードン鋼
「NAK86K」（大同特殊鋼
製）をご紹介。「NAK80」に
比べ良好な耐錆性と高い
靭性を有し、同等の鏡面性
を有しています。

■得意な金型
モールドベースやプレート、大型の金型
材など金型全般の金型材や部品を取り
扱う、素材在庫とともに精密加工から大
型加工までマシニングサービスにも対応

〒335-0021
埼玉県戸田市新曽2002-12
TEL 048-299-5485
従業員数：180名
お問合せ先：埼玉営業所 所長 田中 光男 氏
http://www.nikkata.co.jp

A-104-64

部品

プラス
チック 設計 部品

プレス

ダイ
カスト

鍛造ゴム

粉末
冶金

鋳造
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■主な出展製品・見どころ
精密石膏鋳造技術を駆使
して、各種ゴム金型ならび
にダイカスト前の試作品
(Al、Mg合金)を製造しま
す。

■得意な金型
ゴム金型全般

〒111-0023 
東京都台東区橋場2-19-6
TEL 03-3872-3158
従業員数：32名
お問合せ先：代表取締役社長 岡田 真 氏
http://www.hashiba-shisaku.co.jp/

橋 場 鐵 工
A-104-14

プラス
チックゴム

■主な出展製品・見どころ
パンチ・ダイ（絞り）、ピン関
係、各種研摩加工・放電加
工・ミガキ部品、装置部品

■得意な金型
プレス金型

〒822-0031 
福岡県直方市大字植木1245番地19
TEL 0949-24-1824
従業員数：18名
お問合せ先：取締役営業部長 緒方 宗道 氏

アイ・ディ・オー
A-104-3

プラス
チック部品 プレス

井 上 製 作 所
■主な出展製品・見どころ
自動車用プレス金型で使用される製
作カム（カムドライバ、カムスライダ、
カムホルダ）の加工を行います。井上
製作所はカム専門製造メーカーとし
て４０年の歴史がありますあらゆるタ
イプのカムの加工経験がありますの
で、お客様からは「安心して任せられ
る」と好評を頂いております。

■得意な金型
プレス金型に使用されるカムを製造
しております

〒327-0847 
栃木県佐野市天神町959
TEL 0283-22-2866
従業員数：11名
お問合せ先：代表取締役 井上 義孝 氏
http://www.inoue-seisakusho.com

A-104-9

部品

三和クリエーション
■主な出展製品・見どころ
高精度かつ微細なピン、
シャフトメーカー。外径φ
0.01～、公差±0.0001
～、真円度0.0001～。だ
円や偏芯も対応可能。

■得意な金型
パンチピン、パイロットピン、コアピン、
センターピン、ピンゲージ。材質：超硬、
ファインセラミックス、SKH。マシニン
グセンターによる直彫り加工も可能

〒211-0051 
神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL 044-740-6800
従業員数：36名
お問合せ先：営業部リーダー 滝口 純 氏
http://www.sanwa-creation.co.jp

A-104-46

部品小 林 工 業
■主な出展製品・見どころ
モーター、センサー用プラス
チックマグネットサンプルの
展示、高精度で使い勝手
の良い金型をご提案ご提
供致します。 ■得意な金型

プラスチックマグネット金型、鋼材切
削用インサートチップ金型

〒015-8686 
秋田県由利本荘市石脇字赤ハゲ1-372
TEL 0184-22-5320
従業員数：220名
お問合せ先：営業部部長 柳田 吏 氏
http://www.kobayashi-akita.co.jp

A-104-16

■主な出展製品・見どころ
超精密研削・成形・研磨加
工を得意としております。加
工のことで何かお困りでし
たら是非弊社ブースに一度
お立ち寄りください！

■得意な金型
平面研削盤67台、ダイアモンド砥石
2000枚。それらを駆使して超硬・ス
チール・セラミックス・難削材等の超
精密パーツを加工する集団です

〒879-1505
大分県速見郡日出町川崎4321-1
TEL 0977-72-8330
従業員数：48名
お問合せ先：営業部 小谷 大作 氏
https://www.e-ksk.co.jp/

ケイ・エス・ケイ
A-104-45

部品

テクノクラーツ
■主な出展製品・見どころ
①コストダウンの切り札！次
世代アンダーカット成形ユ
ニット“すっぽん”。
②バリ無し成形可能な精
密プレス金型。

■得意な金型
射出成型金型のアンダーカット処理
機構、モータケース等の精密プレス
金型（精密深絞り、板鍛造、複合型
等）

〒732-0824
広島県広島市南区的場町1-5-5
TEL 082-264-1010
従業員数：156名
お問合せ先：すっぽん開発課 課長 岡崎 進 氏
http://www.technocrats.co.jp

A-104-68

プラス
チック 設計部品 プレス

日 本 金 型 材
■主な出展製品・見どころ
新しいプリハードン鋼
「NAK86K」（大同特殊鋼
製）をご紹介。「NAK80」に
比べ良好な耐錆性と高い
靭性を有し、同等の鏡面性
を有しています。

■得意な金型
モールドベースやプレート、大型の金型
材など金型全般の金型材や部品を取り
扱う、素材在庫とともに精密加工から大
型加工までマシニングサービスにも対応

〒335-0021
埼玉県戸田市新曽2002-12
TEL 048-299-5485
従業員数：180名
お問合せ先：埼玉営業所 所長 田中 光男 氏
http://www.nikkata.co.jp

A-104-64

部品

プラス
チック 設計 部品

プレス

ダイ
カスト

鍛造ゴム

粉末
冶金

鋳造
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ミ ス ズ
■主な出展製品・見どころ
「超硬加工」が超得意。特
注部品が最短「翌日出
荷」。形状精度±1μｍの超
精密！ミガキレスを可能にす
る鏡面プロファイル研削加
工。コネクター・モーターコ
ア向け金型部品。追加工・
部品修復もお任せください！

■得意な金型
ミガキレス金型部品、高性能パンチ&
ダイ、鏡面プロファイル研削加工、コ
ネクター・リードフレーム・モーターコア
向け金型部品、超硬加工

〒389-0804 
長野県千曲市戸倉2669
TEL 026-276-4999
従業員数：12名
お問合せ先：代表取締役社長 宮川 隆造 氏
http://www.misuzu-pro.jp/

A-104-19

部品

三 不 二 超 硬
■主な出展製品・見どころ
自社カタログ規格による超
硬パンチ・ダイ。その他特注
製作による各種金型及び
金型部品。 ■得意な金型

精密順送金型、粉末成形金型

〒242-0008
神奈川県大和市中央林間西2-17-15
TEL 046-274-5482
従業員数：45名
お問合せ先：営業部 今井 直人 氏
http://www.mifuji.com

A-104-57

部品 鍛造粉末
冶金

■主な出展製品・見どころ
モールドベースメーカーで
す。全加工、短納期対応、
3Ｄデータのみでの加工を
得意としております。 ■得意な金型

モールドベース全加工、短納期

〒152-0002
東京都目黒区目黒本町4-20-6
TEL 03-3711-6531
従業員数：100名
お問合せ先：本社営業所長 中村 昌博 氏
https://www.ditem.co.jp/index.html

サカモト・ダイテム
A-104-28

モールド
ベース


	k01
	k02
	k03
	k04
	k05
	k06
	k07
	k08
	k09
	k10
	k11
	k12
	k13
	k14
	k15
	k16
	k17



