
共同受注研究グループ

エース ２１

公益財団法人 東京都中小企業振興公社



会　社　名 会員氏名

🏣 184-0004

 東京都小金井市本町 ５－６－２２

TEL： 042-385-8133 E-mail　：benshimizu@hotmail.com

情報サービス業 FAX： 042-385-9237 http://www.ai-com.co.jp/

🏣 192-0152

 東京都八王子市美山町 ２１６１－１０

TEL： 042-650-7151 E-mail　：isac@song.ocn.ne.jp

金属製品製造業 FAX： 042-650-7150 http://www.cc-isac.jp/

🏣 208-0023

 東京都武蔵村山市伊奈平 ２－６－５

TEL： 042-560-9405 E-mail　：sanko.kondo@nifty.ne.jp

プラスチック製品製造業 FAX： 042-560-9465 http://www.sankoh-denki.jp.net

🏣 207-0015

 東京都東大和市中央 ４－１０３７－１７

TEL： 042-565-3622 E-mail　：iidasekkei@syd.odn.ne.jp

電気機械器具製造業 FAX： 042-565-3688

🏣 198-0023

 東京都青梅市今井 ３－５－１４

TEL： 042-831-6881 E-mail　：saito-w@aimcorp.co.jp

一般機械器具製造業 FAX： 042-831-9107 http://www.aimcorp.co.jp

🏣 198-0052

 東京都青梅市長淵 ４－２３９－２

TEL： 042-824-5511 E-mail　：ito@kubopura.com

プラスチック製品製造業 FAX： 042-824-4121 http://www.kubopura.com

🏣 198-0023

 東京都青梅市今井 ３－４－２０

TEL： 042-831-8811 E-mail　：taoki@sashida.co.jp

一般機械器具製造業 FAX： 042-831-3488 http://www.sashida.co.jp/

🏣 208-0023

 東京都武蔵村山市伊奈平 １－２８－４

TEL： 042-531-8681 E-mail　：satake-m@satake-ss.co.jp

特殊鋼販売業 FAX： 042-531-8684

🏣 358-0046

 埼玉県入間市南峯 １０９５－１５

TEL： 04-2936-3031 E-mail　：k.takamura@kanepa.co.jp

梱包緩衝材製造業 FAX： 04-2936-3036 http://www.kanepa.co.jp

🏣 208-0023

 東京都武蔵村山市 ３－２１－３

TEL： 042-560-6253 E-mail　：y-nagase@nagase-shibori.ci.jp

金属製品製造業 FAX： 042-560-5185 http://www.nagase-shibori.co.jp

🏣 182-0022

 東京都調布市国領町 １－４－１０

TEL： 042-487-0511 E-mail　：dkkoffice@rondo.ocn.ne.jp

電気機械器具製造業 FAX： 042-487-5449 http://denjikikai.web.fc2.com/

🏣 152-0011

 東京都目黒区原町２－１９－３

TEL： 03-3760-3546 E-mail　：massykun6645@gmail.com

情報処理・提供サービス業 FAX： 03-3760-3258

🏣 190-0031

 東京都立川市砂川町６－１－８－１０２

TEL： 042-537-7990 E-mail　：info@geeeen.com

映像制作業 FAX： 042-537-7990 http://www.geeeen.com

🏣 192-0154

 東京都八王子市下恩方町１９４１

TEL： 042-652-0450 E-mail　：masashi-o@mistraldesign.jp

プラスチック製品製造業 FAX： 042-651-2626

🏣 208-0023

 東京都武蔵村山市 伊奈平１－５８－６

TEL： 042-469-6361 E-mail　：hideo@ichimura-kk.com

機械部品加工業 FAX： 042-469-6361 http://www.ichimura-kk.co.jp

🏣 190-1221

 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎８６１－２

TEL： 042-556-1110 E-mail　：info@taisei-toko.com

金属特殊製品塗装業 FAX： 042-556-1115 http://www.taisei-toko.com

備後ものづくりネットワーク 🏣 207-3515 備後地区の金属加工関連会社ネットワーク

　東京事務所  東京都東大和市桜ケ丘 ２－１３７－５　　ビジネスト４０９

　ＮＫ有限責任事業組合 TEL： 042-843-9728 E-mail　：massykun_jp@yahoo.co.jp

金属製品製造業 FAX： 042-843-9729 http://www.bingo-monozukuri.com

ミストラル
大橋　　正 ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）の試作・成形

（有）大成塗装電機製作所
斗光　裕一

金属焼付塗装（静電・紛体塗装他）、特殊塗装（錆風・石目調塗装・木
目塗装・導電塗装）、一般建築塗装

市村工業（株）
市村　秀雄 工作機械部品、自動車部品、医療機器部品等の精密板金加工

フューチャー・コスモ（株）
高橋　雅則

アイデア製品の企画制作に関するサポート、各種工業用部品加工及び
装置製作販売

（同）ジーン
近藤　将人 ３６０度・実写ＶＲ映像・研修用映像の撮影編集・音楽制作・音声編集

清水　　勉

住  所　・　連絡先 主要製品

コンピュータソフトウェア受託開発、配車支援システム「モニカ」、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ画面開発ツールＡＬＰＨＡ

（株）アイコム

佐川　　剛
製缶、精密鈑金、筺体、アングル（架台）、部品加工、自動車部分品・付
属品、医療用機械器具

電気部品、光学部品、プラスチック射出成形加工、プラスチック成型用
金型、精密部品、「燃やせるプラスチック」企画　　販売・炭素繊維成形

近藤　伸二

（株）アイザック

（有）三幸電機製作所

オートメーション機械・医療機器の開発・設計：鉄骨構造物の設計・各種
製図・ＣＡＤ入力。人材派遣（機械設計・ＣＡＤオペレーター等）半導体生
産装置や医療用ベッドの開発設計、優秀な設計者やＣＡＤオペレーター
を養成し製造業のアウトソーシング需要に対応

半導体装置関連の金属加工・ユニット組立、真空機器の精密洗浄・修
理、真空ポンプ修理、酸素カプセルの製造・販売、自社開発のレーザー
溶接機と自動溶接機の製造・販売、高周波電源の修理

精密機械加工をはじめとして接着、溶接、熱曲げ等の組立加工、試作か
ら量産及び多品種少ロット生産に対応

半導体関連装置部品、精密測定器の部品、医療器装置部品、電子顕
微鏡の部品、ユニット組立から、装置の組立調整まで

特殊鋼・ステンレス・アルミ等販売

カネパッケージ（株）

（株）ナガセ

電磁機械工業（株）

飯田　富雄

斉藤　　渉

伊藤　勝利

青木　敏幸

佐竹　昌史

（株）クボプラ

飯田設計（株）

（株）エイム

（株）指田製作所

佐竹特殊鋼（株）

高橋　雅則
(株)エヌテック、（株）キョウエイ、（株）三谷製作所、（有）メタルワークス、
（株）アイ・エスツール

各種梱包材、ダンボール、梱包業務請負、物流業務請負、各種試験、
包装資材

金属のヘラ絞り加工・精密板金加工・プレス一般・機械加工品の設計・
開発、製造

自動機（専用機）、検査機　、洗浄機等の設計製作、電源盤、制御盤の
製作、各種コイル、トランス等の設計製作

高村　賢二

長瀬雄一郎

小尾　　登

公財）東京都中小企業振興公社とは？

下請取引に関する斡旋、指導を通して、取引の適正化と下請企業の安定化を図り、経済の健全な発展に寄与する事を目的に、東京都によって設立された「公益法人」です。

《 事 業 内 容 》 ●仕事の紹介・あっせん ●機械設備の貸与 ●各種助成事業 ●情報提供 他

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

多摩支社
🏣196-0033 東京都昭島市東町3-6-1 （産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ敷地内）

TEL：042-500-3901 FAX：042-500-3915

URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp

（相談役）
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