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 求める人材
 神戸市産業振興財団 事業紹介
認定企業紹介

印刷同関連業

株式会社シンプロ
「水と空気以外ならなんでも印刷できる」
をモットーに、常に新しい技術を追求

化学工業

 神戸天然物化学株式会社
有機合成化学やバイオテクノロジーを駆使して
研究・開発・製造の受託でお客さまを支援

日米中で 50 件以上の特許取得

 双和化学産業株式会社
防水システムの開発・製造で

街を、人を、未来を守るテクノロジー

ノロジー株式会社
 日精テク
レンズ・レンズユニット・精密成形加工の
リーディングカンパニーへ

 根村産業株式会社
プラスチック精密加工製品の

射出成形による少量から大量までの生産技術

 株式会社ハンシン
可能性をカタチにする

樹脂と金属加工のラボラトリーめざす

 株式会社星野製作所
成形＋金型＋溶接 三位一体のモノづくり

社内一貫対応でスピーディーに、より良い品質を

 ユタカ産業株式会社
あらゆる樹脂・セラミック・断熱材、

とくに難削材の加工はお任せください

 株式会社若林精機工業
切削と成形、匠のバリ取り技術で

「ピカイチ」の製品をご提供します

ゴム製品製造業

神戸理化学工業株式会社
「テク
ノケミカル」で顧客ニーズに応える

 タガミシール株式会社
高機能ゴムシール材料でオンリーワン製品

 坂井化学工業株式会社
自動車、電子材料、建材に使う接着剤、塗料、樹脂で

 タカヤマ株式会社
ゴムと金属・樹脂など異素材を

 株式会社三和
錆・カビ・結露といった、様々な湿気由来の問題を解決してきた

 東華護謨工業株式会社
特殊なゴムバンドの生産量と

 株式会社シクロケム
天然物由来の新素材シクロデキストリンで、

 六菱ゴム株式会社
製鉄・造船・原子力・土木・輸送など

鋳型用化学品のトップメーカー

他社にない “ 機能性 ” 製品をグローバル展開

吸湿率 350% を誇る、神戸発の吸湿剤！

地球とヒトのための製品・技術を開発

 大和化成グループ
有機合成をコアに金属表面処理、合成化学、
食品基材の 3 分野で独自技術を展開

 松村石油化成株式会社
掘削用シールドマシン用高水圧対応止水材など
オンリーワン製品で国内トップシェア

石油製品・石炭製品製造業

 松村石油株式会社
－ 100℃の超低温から 400℃の超高温までカバー
日本の潤滑油産業のパイオニア

プラスチック製品製造業

独自の「送り焼き」技術を新分野にも拡大

強力に接着する加硫接合技術のエキスパート

種類の豊富さでは国内トップクラス

多彩な分野で不可欠なシール材、防振材を製造

鉄鋼業

 岡本鉄工株式会社
船舶、産業機械などのクランク軸、シャフトなど
基幹部品製造のオンリーワン企業

 神戸ステンレス株式会社
小物から大物製品まで「低コスト」
「短納期」
「高品質」で
ステンレス鋼材を主とした切断加工販売のトップランナー

非鉄金属製造業

 カルモ鋳工株式会社
新幹線の N700 系のブレーキ回りの部品を
アルミニウムや銅などの鋳造品で製造

 株式会社糸井樹脂製作所
樹脂・金属の精密加工技術をベースに

 株式会社三徳
素材から高機能マテリアルまで可能性を追求

 株式会社大野社
シール製品加工で 100 年を超える実績

 太陽鉱工株式会社
レアメタル、レアアースの国内専業メーカーとして

 神戸バイオロボティクス株式会社
理化学・バイオテクノロジー分野での

福辰合金株式会社
「少量多品種」と
「一貫生産体制」で

医療機器の性能評価に貢献するファントム分野へも

ふっ素樹脂の成形・加工でも独自技術を蓄積

プラスチック器材の開発
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ノ株式会社
 三和テク
シール機能を徹底して追求・開発
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世界をリードするレア・アースの総合メーカー

生命科学、IT、環境、エネルギーなどの分野に貢献

信頼を築く大型鋳物業界のトップメーカー

金属製品製造業

 有限会社浜部製作所
精密板金技術を活かしカスタム加工もできる
NEW

試験装置メーカー

 宇津原株式会社
日本のトンネル掘削機 200 以上に採用された

シールドマシンカッターフェイス製造ではトップクラス

 大島金属工業株式会社
100 年を超えて培った金属成形からアセンブリまで
「多品種少量」ニーズに応える技術と体制構築

 株式会社奥谷金網製作所
目指せ！業界世界一の技術力！
板厚より小孔径のパンチングプレス

 オリエンタル鍍金株式会社
より高度で洗練された表面処理技術の開発で
常に最先端分野に挑戦し続けています

 共和産業株式会社
自社開発液によるレンズ金型用めっきから
超厚膜・微細構造まで技術を追求

 甲南発條株式会社
高品質、高精度、小ロットの

特殊仕様製品専門の “ 神戸のばね工房 ” です

 ジェミックス株式会社
日本初の炉外全体焼鈍にはじまる

大型溶接構造物の PWHT のトップ企業

 新日本溶業株式会社
耐熱・耐蝕・耐摩耗・耐衝撃など

様々な産業分野に独自の表面改質技術で貢献

 株式会社ニッセイ機工
0.03 ミリから 1 ミリ程度の箔材料・極薄板材料の
精密溶接加工のエキスパート

 日本ヴィクトリック株式会社
創業９０周年を迎えた上下水道から産業用まで、
高い知名度を誇るパイプ継手の専門メーカー

 日本ライニング工業株式会社
水道・電力施設、各種プラント、災害復旧工事等
特殊防蝕技術で日本のインフラを支える

 株式会社布引製作所
“より小さく、より細かく ” パンチングメタルを究める
1 インチ平方に 0.25㎜φの孔が 4055 個

 株式会社藤製作所
業務用・工業用ガス機器の設計・製造を通じ
「ものを加熱する技術」で未来を創造する

プレテック株式会社
「いいものをつくりたいんや！」をスローガンに
自動車部品生産の草分けとして

 マヤ工業株式会社
創業以来、80 年以上金切鋸刃製造に専念

電動鋸用の鋸刃で国内市場シェアトップクラス

 山城機工株式会社
機械加工一筋

航空宇宙、ロボット、医療などの幅広い分野で精密加工部品を製造

 ユニタイト株式会社
あらゆる産業分野の “ ねじ ” と

自動車用の “ 鍛造部品 ” を開発・提供

 株式会社河田鉄工所
建設機械用油圧関連部品や電力プラントのタービンなどで
高精度・高品質な特殊研削・加工技術を蓄積

 関西真空株式会社
真空ポンプにはじまる真空技術を核に

お客様の課題を解決する自動化・省力化機器開発

 神戸造機株式会社
金属機械加工専門として 70 年以上の歴史

油圧ポンプ・モーター等の精密機器部品を

 株式会社ジェイテック
生産管理システムから専用治具・工具等も自社開発
独自の “ 考える切削 ” で、ものづくりを追求

 株式会社正真鉄工所
超精密機械加工からコンサルティングまで
『発想』を豊かにものづくり！

 株式会社千代田精機
“ 高圧ガス制御技術 ” を核に

信頼を築く CHIYODA ブランド

東亜機械工業株式会社
「食の根源を支えています！」
”

 神戸発・優れた技術とは

独創の開発技術で粉粒体装置の未来を拓く ”

 株式会社ネリキ
飲料、半導体製造、医療、宇宙開発、及び

一般産業用高圧ガス容器用バルブの専業メーカー

 兵神装備株式会社
移送困難な液体を変質させずに送る
流体移送のプロフェッショナル

 株式会社ヘンミ
エネルギー・輸送分野の圧力容器で
100 年の歴史をもつ専業メーカー

 ミツ精機株式会社
0.05g の超軽量部品から、1t にも及ぶ重量級の部品まで
航空機・医療機器部品などの難削材の機械加工技術

生産用機械器具製造業

ノロジーソリューション株式会社
 日本テク
熱風収縮の仕組みを活かしたトルネード方式の

NEW

シュリンク包装装置

 株式会社アルファ技研
お客様の声から製品を開発・設計・製造し、お悩み事を
共に解決する「課題解決型」エンジニアリング会社

エスアールエンジニアリング株式会社
「省エネ」
「自動化」
「環境」。フルードパワーを核に
独自技術で時代が求める製品開発に取り組む

 有限会社共栄コントロールズ
特許保有の紫外線消毒装置はじめ

「安心・安全な水」の供給に貢献する装置を開発

近畿工業株式会社
「砕く
・剪る・選ぶ」で再生資源技術に挑む
き

環境・リサイクル機械のリーディングカンパニー

 日下部電機株式会社
世界でトップクラス 約 30 カ国で展開する
電縫管製造プラントのスペシャリスト

 株式会社コーセイ
プラスチック製品の金型部品で

ミクロ化する産業界のニーズに応える

はん用機械器具製造業

OKAMURA
 株式会社
水処理、発電関連装置で、設計・製作・調達
ワンストップサービスを実現する技術商社

 コーベックス株式会社
国内最多の小型溶剤再生装置納入実績と

数多くの特許、発明表彰が証明する開発力

 株式会社コスメック
モノづくりの現場で生産性向上に欠かせない
独自の油圧・空圧機器を開発・製造

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０
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簡便・コンパクトな装置「エンボスター」で実現

 株式会社佐野鉄工所
常に「モノづくり」の原点に立ち

難度の高い機械加工技術にチャレンジ

産業用に特化したエレクトロニクス専業メーカ

電気機械器具製造業

 電子と機械、2 つの制御技術が一体となり

 日本で先駆けて制御盤を製造

「3 つのコア技術が先端産業技術を支える」

 すべてのエネルギー消費者を、エネルギー生産者に

 株式会社水登社
油・蒸気・冷却水――配管の設計 z・加工・組立で

 株式会社ケー・シー・シー・商会
視認性を強みに、交通管制、公共インフラ事業に活躍

 株式会社田中鉄工所
産業ロボットアームや医療機器など精密加工部品で

 神戸インターナショナル株式会社
屋内外から最高級照明器具の設計製造、物流まで

 醸造機械のパイオニアとして

 新光電機株式会社
変位センサ専門メーカーとして 60 年の歴史

 若さと想像性が武器！設備も自社製作！

 熱・電磁波・ケーブルダメージなどのトラブルから “ カバー ” ！

 超精密微細加工技術を環境・医療・先端分野へ

 建設機械、産業機器、各種社会インフラ等の

 特許・実用新案取得 71 件の開発力と技術力で

 株式会社村元工作所
車載、AV 機器、情報・産業機器の部品から完成品まで

 マーテック株式会社
吊り具総合メーカー・ベンダーとして

 明興産業株式会社
電力・交通分野の制御機器設計製造から

昭和精機株式会社
独自製品を国内外に展開

神港精機株式会社

神港精機が作り出す「真空技術」
「熱処理技術」
「プラズマ技術」

様々な形のエネルギーを伝える技術を追求

24 時間無人の変種変量生産体制を構築

永田醸造機械株式会社
国内外の発酵食品メーカーに装置を提供

日本ジャバラ株式会社
最新技術と職人技能の融和

日本ノズル株式会社

化学繊維製造用ノズルのトップメーカー

株式会社福原精機製作所

世界のニット製品の品質を支えています

「安全性」
「省力化」
「利便性」
「生産性」を追求

 株式会社前田精密製作所
ミクロンを安定して実現する精密加工技術で

小型歯車・精密部品の中量生産から研究開発支援まで

 和田金型工業株式会社
金型設計・製作で培った技術をベースに
ガスタービン部品など部品加工も拡大

業務用機械器具製造業

 あらゆる産業の温度と熱の分野で
株式会社岡崎製作所

世界をリードするオンリーワンの企業

奥井電機株式会社

配電・制御システムのプロフェッショナル

慧通信技術工業株式会社

様々な分野で活躍が期待されるオフグリッド技術

長期にわたる安全で快適な空間創造を追求しています

多様な現場環境にも耐える技術・ノウハウを蓄積

日本ジッパーチュービング株式会社

EMI 対策部品、配線結束チューブのグローバルメーカー

阪神機器株式会社

 アンドール株式会社
純国産の 2 次元・3 次元 CAD/CAM システム開発を中心に

 株式会社創発システム研究所
道路トンネルの換気制御システムから

 コムネット株式会社
販売数と品揃えで国内トップクラスのレーザー加工機販売と

ノフローワン
 株式会社テク
さまざまな商品に機能性を付与する塗工技術で

 ジュピター電算機システム株式会社
食品製造業の業務改善コンサルから Industrial IoT 導入まで

 日本ジッコウ株式会社
上下水道施設から建築・土木構造物など社会インフラで

 株式会社ドーン
純国産 GIS エンジンのパイオニアとして四半世紀の歴史

様々な要望に、多彩な製作手法で応える

総合エンジニアリングサービスを提供

車両検知器まで社会インフラの支援を目指す

印刷・包装・サイン業界に特化したシステム開発

生活の利便性、快適性、安全性等の向上に貢献

輸送用機械器具製造業

長寿命化を支えるコンクリート防食技術のパイオニア

 株式会社協同病理
県内初の病理学的検査専門の登録衛生検査所として

「病理技術」を医療現場に、医学研究に、そして幅広い分野へ

 株式会社神戸工業試験場
重要部品の材料試験・解析・評価の一貫受託システムで
世界に通用する独立資本系試験所のトップリーダー

 株式会社シミズテック
試験片加工と材料試験をワンストップで連携させ
迅速な試験結果取得のニーズにお応えします。

INDEX
印刷同関連業

 上村航機株式会社
陸・海・空用ガスタービンエンジン部品のサプライヤー

石油製品・石炭製品製造業

 株式会社オオナガ
脚部品からエンジン部品まで

ゴム製品製造業

高度な放電加工技術で、微細加工から手のひらサイズまで

航空宇宙分野向け生産技術と国際的品質管理体制の構築

航空機部品加工で技術力・品質力を高める

 株式会社中谷鉄工所
各種タービンから航空機用ジェットエンジンの部品まで

「止める」技術で「安心」
「安全」な製品作り

三協精工株式会社

タービン部品を中心に加工技術を磨き続ける

精密加工一筋に世界基準の精度を保持し続ける

化学工業

プラスチック製品製造業

鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業

求 人材
める

ページでもご紹介

TOPICS
創業以来培ってきた技
術力・競争力ををさらに高
めるため、自社設計での
ロボットによる自動化や、
加工時の工具長寿命化と
折損の回避を実現する技
術の開発など常に新しいこ
とに挑戦しています。

生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

MESSAGE

 独創のセンサ技術とコントロール技術で

有限会社松本工作所

 高精度かつ複雑な形状や難削材など内容を選ばない

輸送用機械器具製造業
その他の製造業

 大電流、高密度、多層基板などで高い生産技術力

航空機エンジン部品はじめ、超精密部品の特殊加工に特化

安福ゴム工業株式会社

 自動車、オートバイ部品など工業用ゴム製品を中心に

製造支援（試験・分析）

幅広い分野で、多彩な製品づくりで顧客ニーズに応える

情報サービス業

新たなスタンダードを開発

株式会社坪田測器

少ロットの基板実装・多品種生産のエキスパート
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パートナーとして、品質・納期・価格などご要望にお応えします
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航空機
クラスター

阿倉 和哉

世界の空へ羽ばたく、神戸が誇る精密技術力

航空機部品の国産化のニーズにこ
たえるものづくり企業が集まり、ク
ラスター内で材料調達・加工・検査
を行い、完成品を納品する一貫生
産体制を構築します。

究極のエコエネルギー” 水素社会の実現に取り組む

神戸水素クラスター

激動する新時代の中、強
い情熱をもって挑戦し続け
技術を磨き、ものづくりを通
じて社会の豊かさに貢献す
ることは人と企業の成長につ
ながると信じています。これ
からも
「真摯にものづくり」」
に努めてまいります。

代表取締役

認定企業紹介ページのカラーインデックス下部に、
各取り組みに参加している企業には、
「航空機クラスター」
「
、水素クラスター」
と
表記しています。

神戸航空機クラスター

次代に向かって

 株式会社兵庫精密工業所
輸送機器用高精度部品の一貫生産技術を礎に、モノづくりのベスト

電気機械器具製造業

製輸
造送
業用
機
械
器
具

常に新しい技術を
創造し、成長し続ける

電子部品・デバイス・電子回路製造業「真摯にものづくり」

旭光電機株式会社

官公庁・電気・通信など安心・安全な市民生活に貢献

製造支援（試験・分析）

 伊福精密株式会社
〜あらゆる特殊精密加工に対応〜

 株式会社ロッコーエンジニアリング
冷凍・冷蔵・温蔵コンテナの開発製造からレンタル・リースまで
電子部品・デバイス・電子回路製造業

顧客独自の戦略を組込んだシステムの提供で競合を優位に

環境・健康・安心をコンセプトに自社商品開発も

 大物から小物まで、少量多品種対応で

コンテナ関連機器装置のオンリーワン企業を目指しています

 株式会社イデア
2 万点以上の試作モデル製作実績

ものづくりのオールラウンド・プレーヤー目指して

 空調管理に欠かせない「微差圧計」で国内シェアナンバー 1
微差圧計測とシステム制御技術を柱とした高い開発力

情報サービス業

重要な場面で発揮されるモノづくり力！

株式会社カコテクノス
「電鉄」
「電力」
「産業機器」の 3 つの事業を柱に

株式会社山本電機製作所

その他の製造業

「モザイク式監視表示システム」等、情報識別のトップメーカー

 山名總鉄酸素株式会社
手のひら大から 2m までの精密製品製造と

ガス供給、機材販売の 3 つの技術領域を結集
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 東洋電機株式会社
産業用ロボット、建設機械、医療機器など幅広い分野で

”

 サイトウエンヂニアーズ株式会社
様々な素材に「深絞り」
「穴明き」など多彩なエンボス加工を

水素
クラスター

水素は環境負荷を限りなく低減で
きるクリーンエネルギーです。未来
の子どもたちのためにも、私たちは
水素社会の実現に向けた取り組み
を始めています。

KOBE HYDROGEN
CLUSTER
神戸水素クラスター

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０
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Made in KOBE 2020 is a data book of SMEs certified for their outstanding technologies
and products.
Once a year, certified companies are selected from applicants through field surveys and screening by
academic experts.
The certification start from 1997 and now we have 118 companies listed.To contact the best recommended
SMEs in KOBE, see the following pages.
certified companies talk about their certified
 Newly
technologies.

Manufacture of petroleum and coal products



Certified companies

Manufacture of plastic products, except otherwise classified

Manufacture of production machinery
TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.
 NIPPON
The shrink wrapping apparatus using our original
NEW



tornado system on hot air shrinkage mechanism

Manufacture of fabricated metal products



HAMABE FACTORY LLC. NEW
With precision sheet metal technology,
we can customize the safety testing machines for lithium
batteries on your request

Printing and allied industries

CO., LTD.
 SINPRO
Pursing new technologies to print on anything except for
“water and air”

Manufacture of chemical and allied products

LABORATORIES CO., LTD.
 KNC
Supporting clients’ business through organic synthetic
chemicals and biotechnologies to research, develop
and manufacture products



ITOI PLASTICS CO., LTD.
Based on precision work skills on resin and metals
we contribute for medical industries such as medical
phantoms
OHNOSHA. CO., LTD.
Seal-pac manufacture with 100 years of history.
Original techniques acquired for molding and
processing fluoropolymer

BIO ROBOTIX CO., LTD.
 KOBE
Developing plastic equipment for physics, chemistry
and biotechnology sectors



SANWA TECHNO CO., LTD.
Pursuing and developing sealing functions with more
than 50 patents in Japan, the USA and China

CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
 SOWA
Develops and manufactures waterproof technology




NISSEI TECHNOLOGY CORPORATION
Towards becoming a leading company in lenses,
lens units, and precision mold processing
NEMURA INDUSTRIAL CO., LTD.
Injection molding of plastic precision manufacturing
skills enable to adapt small to large orders

CO., LTD.
 HANSHIN
A resin and metal laboratory that makes your ideas into





SAKAI CHEMICAL CORPORATION
Offering one-of-a-kind functional products globally for
automotive, electric and construction businesses

CO., LTD.
 SANWA
Our moisture absorbent agent with 350% of absorption



HOSHINO-SEISAKUSYO CO., LTD.
Focuses on the trinity system; molding, metal molding
and welding.
Our integrated production system allows to provide
better products

CORPORATION
 YUTAKA
Capable to process any plastics, ceramics and heat

CYCLOCHEM CO.,LTD.
Develops products and technologies for environment
and people by using cyclodextrin, a new naturallyderived material

CO., LTD.
 WAKABAYASHISEIKI
Provides the “finest” products that our masters worked

and food base materials with the core skill of organic
synthesis



shapes

capacity is from kobe !
The agent has solved various humidity problems such
as rusts, molds, and dew condensations

FINE CHEMICALS CO., LTD.
 DAIWA
Focuses on 3 fields; metal finishing, chemistry synthetic
MATSUMURA OIL CHEMICAL CO., LTD.
Offering one-of-a-kind products such as tail sealer to
prevent high-pressure water invasion to shield machines

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０

KIKO CO., LTD.
 NISSAY
The expert on precise welding on metal leaves and

RUBBER CO., LTD.
 MUTSUBISHI
Manufacturing various sealing and vibration-proof

VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED
 THE
Boasts a high level of recognition from water and sewage

various types of bands

materials for iron manufacture, civil engineering,
shipbuilding, power plant, and transportation

Manufacture of iron and steel

IRON WORKS CO., LTD.
 OKAMOTO
One-of-a-kind company that provides key components
for manufactures of ships, crankshafts for industrial
machines

STAINLESS STEEL CO., LTD.
 KOBE
“Low-cost”,“ short delivery time” and“ high quality”

from small to large products, we are a stainless cutting,
processing expert

Manufacture of non-ferrous metals and products




insulation materials.
Count on us to deal with difficult materials

on cutting, molding and deburring

Manufacture of rubber products




TAGAMI SEAL CO., LTD.
Produces premium rubber sealing products.
Our original “spliced and vulcanized o-ring” technique
has been expanded to various industries
TAKAYAMA CO., LTD.
Bonds different materials such as rubber and metal or
resin.
Expert on vulcanized adhesion technology

KARUMO CHUKO CO., LTD.
Manufactures break parts for N 700 series shinkansen
with casting of aluminum and copper
SANTOKU CORPORATION
The leading rare-earth manufacture to pursue
possibilities of raw to high-functioning materials

extremely thin plates from 0.03 mm to 1mm

to industrial use, its 90th anniversary professional
manufacturer of pipe fittings

LINING CO., LTD.
 NIPPON
Supporting infrastructure of Japan such as water supply
system, power plant, disaster restoration work by our
special corrosion engineering

MANUFACTURING CO., LTD.
 NUNOBIKI
“Smaller and more finely” are the way to pursue our skill
4055 holes of 0.25 mm ø are in 1 sq inches

FACTORY CO., LTD.
 FUJI
Creating the future with “heat techniques”.

Designing, and manufacturing industrial gas system
equipment

CO., LTD.
 PRETEC
Pioneer of automotive parts manufacture, our motto is
“we just want to make good products!”

KOGYO CO., LTD.
 MAYA
Specialized in producing metal cutting saw blades
for over 80 years, one of the leader companies in
manufacturing saw blades for reciprocating saws

KOKO CO., LTD.
 TAIYO
Contributing life science, IT, environment and energy

KIKO CO., LTD.
 YAMASHIRO
We only focus on machines.

ALLOY MFG. CO., LTD.
 FUKUTATSU
Leading company of large metal casting that allows

CORPORATION
 UNYTITE
Develops and provides “screws” for various industries

sectors as a japanese maker specialized in rare metal
and rare-earth

small-lot and multiple production and integrated
production system

system to protect cities, people and the future

RIKAGAKU KOGYO CO., LTD.
 KOBE
Leading company to provide chemicals for molds

“techno-chemicals” to fulfill the needs of customers
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MATSUMURA OIL CO., LTD.
Pioneer of the japanese lubricating oil industry.
The technology covers -100 ℃ to 400 ℃ environment

RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
 TOKA
One of the Japan’s largest rubber band companies with

Manufacture of fabricated metal products






UTSUHARA CO., LTD.
Top-ranked manufacture of shield machine cutter
face that provided for more than 200 of Japan's tunnel
boring machines
OSHIMA METAL INDUSTRIES CO., LTD.
Techniques and system constructions for small-lot and
various production for metal molding to assembly with
100 years of company history
OKUTANI CO., LTD.
Aiming to be the world’s #1 in punching press technique
company capable to make perforated metals with small
holes
ORIENTAL ELECTRO PLATING CORPORATION
Challenging advanced technologies for a better and
high-quality surface finishing performances

We produce precision work items for aerospace,
robot and medical fields

and “forged parts” for automobiles

Manufacture of general-purpose machinery

CO., LTD.
 OKAMURA
One stop service for designing, developing and

delivering water treatment and power generation
equipment

TEKKOSHO CO., LTD.
 KAWATA
Products for hydraulic-use industrial machines or

turbine of power plants with high precision and quality
works

SHINKU CO., LTD.
 KANSAI
Vacuum technique is the core of our service.

Developing and providing automated labor-saving
machines

ZOUKI CO., LTD.
 KOBE
Manufactures precision machine parts for hydraulic
pumps and motors with 70 years of history as a
machine processing specialist

SANGYO CO., LTD.
 KYOWA
Pursuing techniques of in-house developed plating

CO., LTD.
 J.TEC
Develops production management system to special

SPRING. CO., LTD.
 KONAN
Kobe’s specialized spring workshop that offers high-

IRONWORKS CO., LTD.
 SYOUSIN
Ultra-precision products to business consulting.

CO., LTD.
 JEMIX
Specializes in PWHT of large welding construction that

SEIKI CO., LTD.
 CHIYODA
“High-pressure gas control technology” is the core of

ENGINEERING CO., LTD.
 SHIN'YO
Cotributing various fields by providing the original

KIKAI KOGYO CO., LTD.
 TOA
“We sustain the fundamental of food”.

techniques on molds, from thick films to microstructure

quality, high-precision springs of small-lot orders

started as the first Japan’s annealing of gigantic welded
structure conductor

surface modifi cation technology such as heatresistance, anti-corrosivity, abrasion-resistance, shockresistance,etc..

jigs and tools, pursing ideas for “cutting”

We manufacture with innovative ideas

our business.
Reliable CHIYODA brand

Bright up the future of “powder and grain” machines
with unique development techniques

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０
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VALVE CO., LTD.
 NERIKI
Manufacture specialized in valves for high-pressure gas

CO., LTD.
 SUITOUSHA
Pursuing pipe designing, shaping and assembling





for beverage, semiconductor manufacture, medical,
aerospace and other general industries

HEISHIN CO., LTD.
Fluid transportation professional.
We transport liquids that are hard to move without
changing their quality and volume

ELECTRIC CO., LTD.
 OKUI
One of the pioneers of manufacturing the control panel

TANAKA IRON WORKS CO., LTD.
Produces precision products for industrial robot arms or
medical equipment with 24-hours unmanned producing
system

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.
 KEI
Off grid technology for energy consumers and

BREWING MACHINERY CO., LTD.
 NAGATA
Provides machines for fermented food manufactures.





MITSU SEIKI CO., LTD
Machine processing technology for components that
are difficult to grind; aircrafts and medical equipment,
weighting from 0.05g to 1t

Manufacture of production machinery

TECHNICAL RESEARCH CO., LTD
 ALPHA
Engineering company to solve problems.

We develop and produce products to fulfill the needs of
our clients




SR ENGINEERING CO., LTD.
“Energy-saving” “automated” “eco-friendly”.
Using FLUID POWER as our core business,
we offer original technologies
KYOEI CONTROLS LLC.
Develops water purification systems such as patented
UV germicidal system to provide safe water

INDUSTRIAL CO., LTD.
 KINKI
Leading company of environmental and recycle

machines.
Challenging recycling technology of Grind, Cut and
Select





KUSAKABE ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.
Leading company that specializes on electricresistance welded pipe manufacture plant that expands
business in 30 countries
KO-SEI CO., LTD.
Provides metal molds for manufacturing plastic items.
Fulfills the needs of the industry with micronized
production
KOBEX CO., LTD.
We are a manufacture of small-sized solvent recycling
system with the largest number of systems and various
patents

CO., LTD.
 KOSMEK
Develops and manufactures original hydraulic or

pneumatic use machines to improve productivity of
manufacturing



SAITO ENDINIAZU CO., LTD.
Emboss or make holes on various materials with our
easy-to-use, small “EMBOSTAR”

IRON WORKS CO., LTD.
 SANO
Always reminding ourselves the spirit of “craftsmanship”
to challenge for acquiring a high-quality machinery
techniques

SEIKI CO., LTD.
 SHOWA
Electric & mechanical control systems! Two different

technologies are combined together.
Our unique systems support the users all over the world

SEIKI CO., LTD.
 SHINKO
Our three core technologies: vacuum technology, heat
treatment technology, plasma technology, support
advanced industrial science and technology
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for various ways to carry energy such as oil, steam or
cooling water

IRON WORKS CO., LTD.
 HEMMI
100 years of history on making only pressure vessels
for energy and transportation sectors

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０

We are the pioneer of brewery machines



producers in various industries

CO., LTD.
 K.C.C.SHOKAI
Leading mosaic panel (lumibloc mosaic panel) in the

industry to support traffic control and civil infrastructure

INTERNATIONAL CORPORATION
 KOBE
Design and manufacture premium lights for inside /

NIPPON NOZZLE CO., LTD.
Top nozzle brand for chemical fiber manufacture for
top-notch environment, medical industries with our
ultraprecise micromachining technique

ELECTRIC CO., LTD.
 SHINKO
Specialized on linear variable differential transformer

with acquisition of 71 patents and utility models

CO., LTD.
 MARTEC
Trading company and manufacturer for lifting products.
Offering safe, labor-saving, user-friendly, productive
items

PRECISION MANUFACTURING LIMITED KOBE CO., LTD.
 MAEDA
Research and development support and manufacture
for micro precision gears and parts

MOLDS INDUSTRY CO., LTD.
 WADA
Expanding parts productions such as gas turbine

components based on the skills built by creating mold
designing and manufacturing

Manufacture of business oriented machinery
OKAZAKI MANUFACTURING COMPANY
One of the world-leading companies for temperature
and heat for various fields

SOHTETSU SANSO CO., LTD
 YAMANA
3 technical areas come together; producing precise
items from the size of palm to 2m, gas distribution
system and equipment sales

ELECTRIC WORKS CO., LTD.
 YAMAMOTO
The leading company of fine differential pressure gauge
for air conditioning.
Outstanding development ability with system control
technology

ENGINEERING CO., LTD.
 ROKKO
Develops and manufactures freezing, refrigerated, or
warm containers.
Rent or sale of containers as well

Electronic parts, devices and electronic circuits



in Japan.
Professional of power distribution and control system

NIPPON JABARA CO., LTD.
Young imagination is our power ! In-house made
machines !
Fusion of new technologies and craftsmen’s skills

FUKUHARA WORKS CO., LTD.
 PRECISION
Changing the quality of the world’s knitting products



Manufacture of electrical machinery, equipment and supplies

KYOKKO ELECTRIC CO., LTD.
Developing new standard for the original sensor and
control technologies

SOKKI CO., LTD.
 TSUBOTA
Expert on large-current, high-density, and multiple-

layered board mounting for small-lot orders and multiple
production

ELECTRIC CO., LTD.
 TOYO
Specialized in industrial electronics, we create robots,
construction machine, medical equipment

outside.
Offering safe and comfortable innovative spaces

(LVDT) sensors.
With 60 years of history, we provide technologies that
can be used in any environment

(JAPAN), CO., LTD.
 ZIPPERTUBING
Global “cover” manufacturer to protect things from heat,
electromagnetic waves, and damages. EMI-prevention
components and wire tubes are our specialties

CO., LTD.
 HANSHINKIKI
Craftsmanship to support in various ways such as

construction, industrial machines to help the social
infrastructures

INDUSTRY CO., LTD.
 MURAMORO
Aiming to become all-round manufacturer.



motorcycles and other industries with innovative ideas

Miscellaneous manufacturing industries

CO., LTD.
 IDEA
Specialized on creating prototypes, with more than

20,000 models to support new innovations with our
techniques

SYSTEMS LABORATORY CO., LTD.
 SOHATSU
Offers new technologies for the tunnel ventilation system
to vehicle detector to support the social infrastructure

FLOW ONE CO., LTD.
 TECHNO
Contributing the society with functional coating

technologies for a comfortable and safe environment

CO., LTD.
 NIPPONJIKKOU
Corrosion-protect expert for water and sewerage
facilities and construction to support the social
infrastructures

Manufacture support (Material test, analysis)

BYORI INC., INSTITUTE OF PATHOLOGY
 KYODO
We are an expert on pathology for medicine and

medical researches, as a registered medical technology
lab

MEIKO INDUSTRIAL CO., LTD.
Designs to manufacture electric and transportation
industries with the concept of safe environment and
health

CO., LTD.
 SHIMIZUTECH
One-stop solution for producing prototypes and testing

microfabrication to the size of hand

KOUKI CO., LTD.
 UEMURA
Gas turbine engine part supplier for land, sea and air.
Challenging to construct production management
system for international aerospace business



RUBBER INDUSTRIES CO., LTD.
 YASUFUKU
Manufactures industrial rubber products for cars,

MATERIAL TESTING LABORATORY CO., LTD.
 KOBE
Test, analyze, and evaluate important components from

CO., LTD.
 IFUKUSEIMITSU.
Our high-quality discharge system is available for



precision products.
We can work to process complicated shapes or
materials

We create equipment for cars, AV, information and
industrial machines

Manufacture of transportation equipment



KOUSAKUSYO LLC.
 MATSUMOTO
Processing aircraft engine parts and other ultra

ONAGA CO., LTD.
High skills and quality for aircraft component
processing for engines to other parts
KAKO TECHNOS CO., LTD.
“Stopping” technology for 3 business scopes; “ trains”,
“electricity” and “industrial equipment”. We deliver
safety to the society
SANKYO SEIKO CO., LTD.
Large to small, our processing technology deals with
small-lot and multi-products orders, mainly on turbine
components

the start to finish on contracts. The leading research lab
to challenge the world

materials.
We provide results promptly

Information services

CO., LTD.
 ANDOR
Provides integrated engineering services with our
japanese 2-D or 3-D CAD/CAM system

CO., LTD
 COMNET
One of the leading companies for laser processing

machine sales volume and number of items offered.
System development for printing, wrapping or signing
businesses

CO., LTD.
 JUPITER
Consultation for food manufacturing to installation
of industrial IoT, we provide systems to suite each
customer needs

CORPORATION
 DAWN
Contributing for a safe society for electricity and electric
communications of government.
25 years of experience as a pioneer of Japan’s GIS
engine

IRONWORKS CO., LTD.
 NAKATANI
High-precision processing technology to create turbine
and aircraft engine components sustains the world
standard

PRECISION CO., LTD.
 HYOGO
Based on our production capability for high precision

aircraft products, let us be your best business partner
to ensure quality, delivery date and price

神 戸 発・優 れ た技 術２０２０
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