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4 切削・研削 9 プレス・金型 15 機械・電気・ソフト設計 21 機械関連その他　 27 ソフトウェア 33 学校関係　 39 行政機関 45 その他

株式会社中家製作所 株式会社　松下製作所 昭和産業株式会社 株式会社イシダ 富士通Japan株式会社 山梨県立甲府工業高等学校専攻科創造工学科 山梨県よろず支援拠点 日本弁理士会関東会

5 切削・研削 10 板金・溶接 16 機械・電気・ソフト設計 22 ソフトウェア 28 ソフトウェア 34 学校関係 40 金融・保険 46 その他

株式会社渡辺精機 株式会社エイム 株式会社　牧野フライス製作所 株式会社エービーエス 株式会社山梨ニューメディアセンター 山梨県立産業技術短期大学校 甲府信用金庫 郡内織物問屋　森島商店

精密板金加工・プレス加工・マシニング加工
「クイック・スチーマー」
「洗浄装置」
「アルコールディスペンサー」

半導体製造装置、液晶製造装置、検査装置、各種
分析装置に使用される精密部品の加工

金属加工（精密板金/切削加工/真空溶接/金属加工
用生産管理システム

工作機械（マシニングセンタ、NC放電加工機、
NCフライス盤、フライス盤、自動化システム、
CAD/CAM等）の製造・販売および修理

●Windowsキッティングソリューション
●インターネット
寄付金システム
●大会・学会宿泊
受付システム

①ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ/ﾃｲｸｱｳﾄ予約管理ｼｽﾃﾑ、②物販店様向け
売上管理ｼｽﾃﾑ、③直売所様向け売上/委託支払管
理ｼｽﾃﾑ、④飲食店様向け
売上管理ｼｽﾃﾑ、⑤ﾎﾃﾙ/
旅館様向け予約会計ｼｽﾃﾑ、
⑥各業種業務/事務用
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、⑦ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ導入
支援、⑧WEBｻｲﾄ作成

データセンターサービス、デジタルトランス
フォーメーション（DX）ソリューション、IoTソ
リューション、クラウド各種サービス、各種シス
テム開発など

ICTシステム機器の開発、製造、販売、設置、保
守およびシステムソリューション

生産現場で使用する各種自動工作機械の設計から
機械加工、組立、配線まで行っています。又、機
械部品の単位部品から複合加工及び大型MCによ
るベース板遮蔽板など
大きい金属部品
加工の業務も
展開しています。

主に伸銅材を使用した厚さ0.3mm～4.0mmの
電子部品のプレス加工を得意としております、
他にSPC、SUS、AL材等を使用した自動車用部
品のプレス加工品
ブランク～曲げ、
絞り等々の複雑な
形状にも対応して
おります。

熱処理とは、鉄の部品に加熱･冷却等の熱加工を
施すことで、素材の機械的性質（硬さ･強さ･耐衝
撃性等）を操作することであり、あらゆる工業領
域にとって必要不可欠な特殊技術となります。

「自社製品にどんなトランスを導入すればいいか
わからない」
そんなお客様のお悩みを解決する、トランス・リ
アクトルの導入サポートの実施

中堅・中小企業向け業務ソフトウェアの開発・サ
ポート

山梨中央銀行は、「地域社会に豊かさを」「お客
さまに笑顔を」「職員に働きがいを」そして「株
主の皆さまに満足を」実現し、あらゆるステーク
ホルダーの期待に応える金融グループを目指して
まいります。

数値制御機器での加工技術や教育プログラムの広
報

「よろず支援拠点は、国（中小企業庁）が全国各
県に１ヶ所ずつ設置する中小企業・小規模事業者
のための経営相談所です。売上拡大、経営改善、
事業承継、働き方改革
など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に何度でも
無料で対応します。

日本弁理士会関東会は、関東地域の１都７県の弁
理士で構成される日本弁理士会の地域会です。
知的財産権制度の広報や
普及、支援活動を通じて、
関東地域の産業経済の発展
に努めています。

事業性融資・資金繰り・財務改善等の金融課題に
関する支援。
販路開拓・新商品開発・海外展開・事業承継等の
各種経営課題に関する支援。

主な製品は郡内織座布団、カバー、、小物類であ
る。生地は、色あせが少ない染織の糸、確かな製
織、撥水加工を施し、
熟練の加工場で加工し、
検品後検針機をかけて
出荷を行っている。
小ロットのオリジナ
ル商品にも対応

全国に2校しかない公立の商業実務系専門学校。
難関資格に強く、応用情報技術者試験に5年連続
合格者を輩出している。
また就職にも強く、
7年連続就職率
１００％を達成
している。

山梨県立産業技術短期大学校では、機械・電子・
情報・観光の各分野のプロフェッショナルを育成
しています。また、在職者を対象とした
短期講座を実施し、技術力の向上や資格の
取得等、職業能力
のレベルアップを
支援します。

経営革新及びプロフェッショナル人材の活用に関
する相談

・スマートフォン、タブレットを含む携帯電話等
の無線通信サービスの提供・業種、業界に合った
IOT、AI、5G等の先端技術を活用したソリュー
ション商材の提供・衛星電話サービスや防災に関
する
商材の提供

「知財総合支援窓口」では、中小企業等の特許・
商標等の知的財産に関する悩みや課題などの相談
に応じるため、窓口
担当者が様々な支援を
行っています。

地域金融機関として、山梨県内の機械電子工業分
野の事業者の皆様のお役に立てるよう、今後とも
努力していきたいと考えております。

１）半導体製造装置および航空宇宙向けの切削加
工部品
２）半導体製造装置およびそれに使用される
機能部品検査装置の
設計から設置

金型設計・製作/精密プレス加工/治工具　設計・
製作

・開発設計（アナログデジタル回路 システム設
計、制御ソフト、機構設計）
・製造（組立・配線・基板実装・機構組立）
・オーバーホール 現地調整組立
・半導体デバイス
評価用バーンイン
ボードの設計製造

弊社は半導体メーカー各社様の半導体後工程の受
託を主な事業とし、電子部品、光部品の組立・テ
スト、
基板実装、医療機器
製造まで、広く受託
事業を展開してい
ます。

業種・業務別ソリューション、クラウド・セキュ
リティ・ＤＸ・ＡＩサービス等

半導体製造装置、液晶製造装置、医療機器製造装
置等、各種製造装置用精密部品製造

◇主要製品
・自動車機能部品・産業機器部品
◇技術
・精密プレス金型開発・設計・製作
・プレス加工（冷間鍛造、
 順送プレス加工、
 トランスファー プレス
 加工）

PLCを含む制御盤の設計製作
各種ケーブル製作
各種ユニット品の組立

計量器、ラベルプリンタ、表示器、包装機、検査
機器

インフラストラクチャー、セキュリティ、官公庁
向けソリューション、民需向け各種ソリューショ
ン、スマートシティ、生体認証

半導体製造装置関連部品、医療機器用関連部品、
電子顕微鏡用関連部品、シャフト形状品等の精密
部品切削加工を行っております。

〇ゴム支承・鋼製プレート加工　〇各種高欄賞品
製造　〇金型製作及び精密プレス部品製造　〇各
種バルブ関連部品製造　〇微細切削加工　〇試作
又は量産品の機械加工及び金型の設計製作etc

チェーンブロック（電動・手動）・レバーブロッ
ク・ロープホイスト、クレーン、バランサ

〇自治体、病院、図書館、公団体向けシステムの
提供 〇共生社会支援ソリューションの提供
〇データセンターサービスの提供 〇ＤＸ人材の育
成支援 〇電子化ソリューションの提供　など

山梨県における、民間企業、各種団体、地方公共
団体等が、連携、協力し、ICTの利活用を推進す
ることにより、活力に満ちた地域社会の実現及び
住民福祉向上に寄与することを目的として活動し
ている団体です。
（事務局：山梨県
リニア未来創造推
進課DX推進室）

・山梨県商工業振興資金融資制度（山梨県の制度
融資）
・専門家派遣サポート事業
・創業支援制度
・事業承継保証制度

真空乾燥炉、プラズマ発生装置、蒸気洗浄装置、
半導体・FPD関連装置、工業用計測機器、精密機
械加工

法人向けのシステム構築を通じて培った多数のノ
ウハウを活用し、コンサルティングから開発・運
用・保守に至るまで、システム構築におけるトー
タルサービスをお客さまのニーズに応じてご提供
いたします。

〇ソフトウエア開発（自治体、流通・サービス
業、製造業等）
〇ネットワーク構築、運用
〇データセンタ
〇クラウドサービス

中小企業者の円滑な事業承継・引継ぎ促進のた
め、事業承継診断に基づく支援ニーズの掘り起こ
しや、事業承継計画
の策定、譲渡・譲受
事業者間のマッチング
等の支援をワンストップ
で行います。

事業性融資、補助金の活用、エネルギーコスト削
減診断、お客様の最適な課題解決方法の提案。

印刷する際は、「Ａ３サイズ」での印刷を推奨します

PC画面上で各社の出展物等写真をクリックすると
各社紹介ページをご覧いただけます

スマートフォン用

QRコード
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