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切削切削切削切削
取扱いメーカー 取扱商品

1 住友電工ハードメタル（株） イケダロイ超硬工具　ダイヤ製品　焼結部品
2 三菱マテリアルツールズ（株） ドリル　エンドミル　歯切工具　ブローチ
3 OSG（株） ネジ切工具　エンドミル　ドリル　圧造工具　ゲージ
4 ダイジェット工業（株） 超硬工具
5 京セラ（株） セラミック工具
6 ケナメタルジャパン（株） 超硬工具
7 イスカルジャパン（株） 切削工具
8 フジBC技研（株） 切削工具
9 高周波精密（株） ハイス工具　フィレットローラ　金型
10 （株）岡部工具製作所 センタードリル
11 岡崎精工（株） 切削工具
12 大見工業（株） 切削工具　空気清浄機
13 エフ・ピー・ツール（株） リーマ
14 （株）信栄製作所 特殊切削工具
15 （株）ムラキ マスターバー　ニューモーター　ガンドリル
16 （株）アライドマテリアル ダイヤモンド砥石　ドレッサー　硬度計圧子
17 （有）滋賀ツール 研磨加工　研削加工
18 日東精密工業（株） 各種ブローチ
19 YG-1Co.,Ltd. エンドミル、ドリル、タップ

測定測定測定測定
取扱いメーカー 取扱商品

1 （株）ミツトヨ マイクロメーター　ノギス　硬度計、震動計、測定機器類
2 日本電産トーソク（株） 測定機器　エアーマイクロ　ゲージ　ボールネジ
3 （株）尾崎製作所 ダイヤルゲージ類
4 シチズン時計（株） ダイヤルゲージ類　精密機械工具
5 （株）テクロック ダイヤルゲージ類
6 （株）ニコン 光学測定器
7 オリンパス光学工業（株） 光学機器
8 （株）島津製作所 各種分析機器　試験機　天秤
9 （株）東日製作所 トルクレンチ　トルク測定装置
10 （株）小野測器 各種デジタル機器　センサー
11 （株）第一計器製作所 各種圧力計類
12 （株）長野計器製作所 圧力計各種
13 （株）マグネスケール マグネスケール
14 （株）山本科学工具研究所 テストピース
15 石田プレシジョン（株） 測定器輸入
16 東亜精機工業（株） 各種治工具　検査器具　ゲージ
17 （株）フクトクダイヤ パンチ・ダイス
18 日本アイ･ティ・エフ（株） コーティング
19 （株）キーエンス 各種センサー
20 オムロン（株） 各種制御機器
21 ハイデンハイン（株） リニアスケール　　リニアエンコーダー
22 ライカマイクロシステムズ（株） 各種顕微鏡

環境環境環境環境
取扱いメーカー 取扱商品

1 （株）クラコ　 オイルミストコレクター
2 アマノ（株） オイルミストコレクター　環境関連製品
3 （株）ブンリ 磁気分離装置　クーラント液分離装置
4 三立機器(株) バキュームクリーナー
5 （株）ブレス エアークリーナー
6 YHB　Co.,Ltd. ミストコレクター
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設備・装置設備・装置設備・装置設備・装置
取扱いメーカー 取扱商品

1 （株）アマダ 鋸盤　プレス
2 天竜精機（株） 電子部品加工機
3 ミヤチテクノス（株） レーザー機器
4 村田精工（株） パーツフィーダー
5 電子磁気工業（株） 磁気探傷機
6 （株）竹綱製作所 熱風発生機
7 ユニコントロールズ（株） デスペンサー　加圧タンク
8 武蔵エンジニアリング（株） デスペンサー　加圧タンク
9 （株）ニレコ テンションコントルーラー
10 セントラル工業（株） パーツフィーダー
11 （株）内田工業所 粉体移送装置
12 （株）タクミナ プランジャーポンプ
13 （株）アークテック ボンドテスター
14 高千穂機械工業(株) キアポンプ
15 （株）日研工作所 ツーリング工具
16 （株）MSTコーポレーション ツーリングシステム
17 黒田精工（株） 空圧機器　ツーリング工具　ボールネジ
18 大昭和精機（株） ツーリング工具
19 エヌティーツール（株） ツーリング　ジグ用ブッシュ
20 津田駒工業（株） マシンバイス　円テーブル　割出盤　工作機械補器類
21 ユキワ精工（株） 各種チャック　コレット類
22 帝国チャック（株） 工作機械用チャック
23 （株）北川鉄工 工作機械用チャック
24 （株）ナベヤ クランピング機器
25 二村機器（株） 各種センサー
26 油研工業（株） 油圧機器
27 豊興工業（株） 油圧機器
28 豊和工業（株） チャック、シリンダー
29 （株）コガネイ 空圧機器
30 SMC（株） 空圧機器
31 CKD（株） 空圧機器
32 黒田精工（株） 空圧機器
33 リックス（株） 洗浄機　高圧ポンプ
34 日東工器（株） カプラ　空圧工具類
35 （株）妙徳 コンバム　真空機器
36 （株）フジキン 各種継手類
37 リューベ（株） 各種継手類
38 （株）荏原製作所 ポンプ各種
39 （株）鶴見製作所 ポンプ各種
40 （株）サカエ スチール棚　作業テーブル　キャビネット
41 （株）キトー クレーン　チェーンブロック　スリングチェーン
42 バラマン工業（株） 搬送機器
43 遠藤工業（株） スプリングバランサー
44 三甲（株） 樹脂パレット
45 大日本インキ化学工業（株） プラスチックコンテナー
46 （株）スギヤス 運搬機器
47 オリエンタルモーター（株） 各種小型モーター　ギヤヘッド
48 小倉クラッチ（株） クラッチ　ブレーキ
49 日本電産シンポ（株） 無段変速機　回転計
50 三木プーリー（株） 変速機　電磁クラッチブレーキ
51 （株）椿本チェイン ローラーチェイン　スプロケット
52 THK（株） LMガイド
53 NKE（株） エアーチャック　シリンダー
54 （株）近藤製作所 エアーチャック
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工作機械工作機械工作機械工作機械
取扱いメーカー 取扱商品

1 （株）岡本工作機械製作所 切削機
2 オークマ（株） マシニングセンタ　NC旋盤
3 シチズン時計（株） 小型CNC自動旋盤
4 ファナック（株） CNC　ロボット
5 ブラザー工業（株） CNCタッピングセンタ　ワイヤ放電加工機
6 （株）牧野フライス製作所 ワイヤ放電加工機　マシニングセンタ
7 三菱重工業（株） 産業用ロボット　マシニングセンタ
8 （株）森精機製作所 CNC旋盤　複合加工機　マシニングセンタ
9 ヤマザキマザック（株） CNC旋盤　複合加工機　マシニングセンタ

その他その他その他その他
取扱いメーカー 取扱商品

1 瓜生製作（株） インパクトレンチ
2 日立工機（株） 電動工具
3 ヨコタ工業（株） インパクトレンチ　エアーツール各種
4 不二空機（株） エアーツール各種
5 （株）ハイオス 電動ドライバー
6 （株）マキタ 電動工具
7 ミニター（株） 電動工具
8 カネテック（株） 各種マグネット応用機器
9 前田金属工業（株） TONEブランドツール
10 PBボーマン社 ハンド作業工具
11 京都機械工具（株） 作業工具類
12 ホーザン（株） ハンド作業工具
13 （株）ベッセル ハンド作業工具
14 （株）極東マシンツール 輸入切削工具　折損探知機
15 （株）スーパーツール クランプ
16 （株）イマオコーポレーション ブロックジグシステム
17 白光（株） 電熱機器　半田こて
18 日本電熱計器（株） シーズヒーター
19 日本シーズ線販売（株） 各種ヒーター
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