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 ㈱アートニクス 

■URL：http://www.artnics.co.jp 

■所在地：211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中 2-8-10 2F 

■問合先：営業部 常務取締役 今枝政行，営業部長 荻野良 

TEL:044-751-1541 

Mail:m.imaeda@artnics.co.jp，r-ogino@artnics.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板パターン設計 

プリント基板，部品実装 

各種ハーネス販売 

各種検査治具製造販売 

電子機器開発受託 

 

 ICAPE JAPAN ㈱ 

■URL：https://www.icape-group.com/ 

■所在地：150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-18 

■問合先：営業部 

TEL:03-6450-6463 

Mail:salesjapan@icape-group.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント回路基板全域 

テクニカルパーツ各種 

  

  

  

 

 ㈱愛工機器製作所 

■URL：http://www.aikokiki.co.jp 

■所在地：486-0933 愛知県春日井市愛知町 1-2 

■問合先：管理本部総務グループ 

TEL:0568-35-1680 

Mail:information@aikokiki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パッケージコア 

両面／多層プリント配線板 

ビルドアップ基板 

金属コア基板 

大電流基板 
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 ㈱会田プリント製作所 

■URL：http://www.aida-pwb.co.jp 

■所在地：183-0026 東京都府中市南町 5-38-30 

■問合先： 

TEL:042-364-1243 

Mail:info@aida-pwb.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

片面・両面・多層プリント基板 

プリント基板パターン設計 

電子部品実装 

各種電子部品販売 

  

 

 ㈱アイン 

■URL：http://www.ain-jpn.com 

■所在地：391-0213 長野県茅野市豊平 374-2 福沢工業団地内 

■問合先：管理部総務課 

TEL:0266-72-7003 

Mail:ain@valley.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板 

セラミックス配線板 

電子機器製造販売 

エッチャント再生システム 

セラミックスインク 

 

 アサダメッシュ㈱ 

■URL：http://www.asada-mesh.co.jp 

■所在地：580-0015 大阪府松原市新堂 4-23-7 

■問合先：営業技術部 

TEL:072-334-0550 

Mail:domestic@asada-mesh.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

スクリーン印刷用金網 

ろ過・篩用金網 

電磁波シールド用金網 
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 旭化成㈱ 

■URL：https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/ 

■所在地：100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-2 

■問合先：営業部（代表） 

TEL:03-6699-3995 

Mail:yoshida.mk@om.asahi-kasei.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ドライフィルムフォトレジスト 

ガラスクロス 

  

  

  

 

 朝日電材㈱ 

■URL：http://www.asahi-denzai.co.jp/ 

■所在地：531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-12-15 

■問合先：営業部（代表） 

TEL:06-6455-2790 

Mail:t_yamamoto@asahi-denzai.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

エッチング関連機材 

レジスト剥離関連機材 

パターン形成関連機材 

めっき関連機材 

機械加工関連機材 

 

 ㈱アスカエンジニアリング 

■URL： 

■所在地：362-0011 埼玉県上尾市大字平塚 2444-24 

■問合先： 

TEL:048-772-4001 

Mail:info@aska-eng.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板銅メッキ用不溶性酸化電極（特許） 

チタン白金メッキ電極 

チタン白金族複合電極 

チタン製品製作販売 

その他不溶性電極 
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 ㈱アスコーテック 

■URL：http://www.asuko-tec.co.jp 

■所在地：143-0016 東京都大田区大森北 3-1-14 大森 NSビル 6F 

■問合先：営業部 

TEL:03-5767-0351 

Mail:nakayama@asuko-tec.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板 

アルミ基板 

  

  

 

 ㈱アズマ 

■URL：http://www.kk-azuma.com 

■所在地：224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町 635 

■問合先：営業部 

TEL:045-934-1380 

Mail:kamegawa@kk-azuma.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板のめっき専業 

  

  

  

  

 

 ㈱アソピクス 

■URL：http://asopics.co.jp/ 

■所在地：169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-38-19 アセットデザインビル 3F 

■問合先： 

TEL:03-5925-3707 

Mail:ninomiya@asopics.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

アセットリカバリービジネス（余剰中古設備などの買取） 

アセットリカバリービジネス（半導体及び電子部品などの余剰在庫買取） 

ロジスティクス・コンサルティング（物流支援） 
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 ㈱ADEKA 

■URL：http://www.adeka.co.jp 

■所在地：116-8554 東京都荒川区東尾久 7-2-35 

■問合先：情報・電子ケミカル営業部 情電四グループ 

TEL:03-4455-2838 

Mail:adeka-jouden4@adeka.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

次世代超微細エッチング剤「アデカケルミカシリーズ」 

各種表面処理薬剤「アデカクリーナーシリーズ」 

各種レジスト剥離剤「アデカリムーバーシリーズ」 

過酸化水素硫酸系ソフトエッチング剤「アデカテックシリーズ」 

各種金属選択エッチング剤「アデカケルミカシリーズ」 

 

 ㈱アドテックエンジニアリング 

■URL：http://www.adtec.com 

■所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門 2-3-17 虎ノ門 2丁目タワー8階 

■問合先：Cooperate Planning & Accounting Dept. 

TEL:03-6369-9800 

Mail:sales@adtec-eng.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用露光装置（コンタクト式自動露光装置，直描式自動露光装置） 

各種 FA 装置 

精密部品成型金型 

セラミック粉末成形プレス 

  

 

 アトテックジャパン㈱ 

■URL：http://www.atotech.com/japan/ 

■所在地：226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2 

■問合先：エレクトロニクス事業部 

TEL:045-937-6133 

Mail:japan@atotech.com 

■代表的な製造・営業品目： 

めっき加工関連機材（薬液） 

めっき加工関連装置 

パターン形成関連機材，装置 

エッチング関連機材，装置 

その他化学処理関連機材，装置 
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 Avary Japan㈱ 

■URL：www.avaryholding.com 

■所在地：105-0004 東京都港区新橋 1-12-9 新橋プレイス 808 号 

■問合先： 

TEL:080-8546-3877 

Mail:shinichi.kashiwaya@avaryholding.com 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブル基板 

リジッド基板 

リジッドフレキシブル基板 

高密度プリント基板（HDI, MSAP 等） 

各種実装基板 

 

 アポロ技研㈱ 

■URL：http://www.apollo-g.co.jp 

■所在地：224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-6-25 

■問合先：管理部 

TEL:045-949-0700 

Mail:osd-apollo@apollo-g.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子機器開発に関する総合的な技術支援及び開発 

プリント基板設計・製造・販売 

オリジナル製品の開発・製造・販売 

  

  

 

 アユミ工業㈱ 

■URL：http://www.ayumi-ind.co.jp/ 

■所在地：671-0225 兵庫県姫路市別所町家具町 60 

■問合先： 

TEL:079-253-2771 

Mail:sales@ayumi-ind.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

接合装置 

リフロー・封止装置 

CVD/封止装置 

バルブ・フランジ等コンポーネント類 
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 荒川化学工業㈱ 

■URL：http://www.arakawachem.co.jp 

■所在地：541-0046 大阪市中央区平野町 1-3-7 

■問合先：事業本部 ファイン・エレクトロニクス事業部 エレクトロニクス営業部 営業課 

TEL:06-6209-8617 

Mail:info@arakawachem.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

熱可塑性ポリイミドワニス 

フラックス洗浄剤、及び洗浄システム 

ソルダペースト、ポストフラックス 

有機・無機ハイブリッド樹脂 

  

 

 ㈱有沢製作所 

■URL：http://www.arisawa.co.jp/ 

■所在地：943-8610 新潟県上越市南本町 1-5-5 

■問合先：電子材料技術部 

TEL:025-524-1642 

Mail:m-tai@arisawa.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブル銅張積層板 

カバーレイ 

ボンディングシート 

プリプレグ 

  

 

 ㈱アルト工業 

■URL：http://alto-ind.jp/ 

■所在地：224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町 906 

■問合先：営業部 

TEL:045-473-2221 

Mail:customer@alto-ind.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路の設計・製造， 

（多層プリント配線板，各種高密・難易度プリント配線板，各種材質プリント配線板等） 
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 ㈱アルメックステクノロジーズ 

■URL： 

■所在地：322-0014 栃木県鹿沼市さつき町 12-8 

■問合先：管理部 

TEL:0289-76-3110 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

全自動アルマイト装置 

プリント回路基板めっき装置 

電子部機能めっき装置 

各種自動めっき装置 

各種めっき用薬品 

 

 ㈱アロン社 

■URL：https://www.alone.co.jp 

■所在地：105-0014 東京都港区芝 2-5-22 

■問合先：総務部 

TEL:03-3453-3037 

Mail:web-master@alone.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面フレキシブルプリント配線板 

片面フレキシブルプリント配線板 

大型プリント配線板 

その他フォトエッチング製品全般 

精密エッチング＋拡散接合技術による 3次元立体加工製品 

 

 イー・エス・アイ・ジャパン㈱ 

■URL：http://www.esi.com 

■所在地：135-0005 東京都江東区高橋 14-3 盛市ビル 2F 

■問合先：営業部 

TEL:03-5625-5100 

Mail:Akira.Tajima@mksinst.com 

■代表的な製造・営業品目： 

UV レーザードリル装置 

Co2 レーザードリル装置 

MLCC 用特性選別試験装置 
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 ㈱石井表記 

■URL：http://www.ishiihyoki.co.jp 

■所在地：720-2113 広島県福山市神辺町旭丘 5 神辺工業団地 

■問合先：経営本部 

TEL:084-960-1247 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板研磨装置 

電子機器部品製造装置 

電子制御機器関連装置 

金属，樹脂印刷 

  

 

 石原ケミカル㈱ 

■URL：http://www.unicon.co.jp 

■所在地：652-0806 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 5-26 

■問合先：開発本部 

TEL:078-681-4801 

Mail:uchida-e@unicon.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

Sn（スズ）系めっき液の製造・販売 

Cu（銅）系めっき液の製造・販売 

現像液自動管理装置の製造・販売 

エッチング液自動管理装置の製造・販売 

めっき液プロセス自動管理装置の製造・販売 

 

 伊豆技研工業㈱ 

■URL：www.izugiken.co.jp 

■所在地：411-0833 静岡県三島市中 100-1 

■問合先：総務課 

TEL:055-983-1111 

Mail:ogawa.f@izugiken.ci.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板実装 

電子機器 半田付け、組立、検査 

電気機器の設計 
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 板橋精機㈱ 

■URL：http://www.itabashi.seiki.co.jp 

■所在地：170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-45-17 

■問合先：管理本部 

TEL:03-3984-9416 

Mail:info@itabashi-seiki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板（片面・両面・多層・アルミ・放熱基板） 

設計・アートワーク 

  

  

  

 

 伊原電子工業㈱ 

■URL：http://www.ihara-group.com 

■所在地：486-0801 愛知県春日井市上田楽町 2077 

■問合先： 

TEL:0568-81-6824 

Mail:email@ihara-group.com 

■代表的な製造・営業品目： 

各種高密度プリント配線板 

電子回路の論理設計及び機能設計 

プリント配線板設計 

プリント配線板実装 

色彩濃度計・色差計 

 

 イビデン㈱ 

■URL：https://www.ibiden.co.jp/ 

■所在地：503-8604 岐阜県大垣市神田町 2-1 

■問合先：経営企画本部 経営企画部 総務部 総務グループ 

TEL:0584-81-3111 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

IC パッケージ基板 

プリント配線板 

SiC-DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター） 

触媒担体保持・シール材 

特殊炭素製品 
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 イマヨシ電子㈱ 

■URL：http://www.imayoshi-e.co.jp 

■所在地：208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-76-4 

■問合先：総務部 

TEL:042-560-3101 

Mail:tokyo@imayoshi-e.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高多層穴あけ（大型サイズ，高板厚，高密度多層プリント配線板） 

  

  

  

  

 

 インスペック㈱ 

■URL：https://www.inspec21.com 

■所在地：014-0341 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷 79-1 

■問合先：管理部 

TEL:0187-54-1888 

Mail:shin.kobayashi@inspec21.com 

■代表的な製造・営業品目： 

基板 AOI,AVI 

インライン検査装置 

ロール toロール型検査装置 

リードフレーム検査装置 

ロール toロール型シームレス直描露光機 

 

 ㈱ウィング 

■URL：http://www.wing-web.co.jp/ 

■所在地：960-8057 福島県福島市笹木野字南中谷地 8-1 

■問合先：東京営業所 

TEL:03-6228-3825 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

基板実装・組立 

製造設備設計・製造 

検査設備設計・製造 
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 上村工業㈱ 

■URL：https://www.uyemura.co.jp 

■所在地：541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 3-2-6 

■問合先： 

TEL:06-6202-8518 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

ビルドアップ基板製造用銅めっき処理薬品 

銅への直接めっき処理 

めっき液自動管理装置 

PWB 垂直連続搬送式電気銅めっき装置 

プリント基板用金めっき処理薬品 

 

 ウシオ電機㈱ 

■URL：http://www.ushio.co.jp 

■所在地：100-8150 東京都千代田区丸の内 1-6-5 

■問合先： 

TEL:03-5657-1000 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

大面積投影露光装置 

TAB 露光装置 

紫外線瞬間乾燥装置 

紫外線ランプ 

ハロゲンランプ 

 

 ㈱海野技研 

■URL：http://www.unnogiken.com 

■所在地：205-0023 東京都羽村市神明台 4-1-4 

■問合先： 

TEL:042-554-0211 

Mail:info@unnogiken.com 

■代表的な製造・営業品目： 

スクリーン EG版（感光版） 

スクリーンマスク 

フイルムマスク（設計・作画・編集・出力） 

メタルマスク（レーザ・アディティブ・エッチング） 

印刷関連機械及び資材 
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 ㈱エイト工業 

■URL：http://www.eightkougyou.com 

■所在地：223-8588 神奈川県横浜市港北区綱島東 5-10-26 

■問合先：総務部 

TEL:045-542-0111 

Mail:general1@eightkougyou.com 

■代表的な製造・営業品目： 

高多層プリント配線板 

ビルドアップ配線板 

セラミック薄膜配線板 

片面・両面多層フレキシブルプリント配線板 

フレクスリジッドプリント配線板 

 

 ㈱エスト 

■URL：http://www.estcorp.co.jp 

■所在地：167-0042 東京都杉並区西荻北 2-12-6-202 

■問合先： 

TEL:03-5382-8501 

Mail:info@estcorp.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

切削工具（ルーター・ドリルビット） 

中古機器・装置 

USB スコープ・USB カメラキット 

洗浄機器・エアーブロー 

副資材（アクリル板 他） 

 

 ㈱エヌエフ回路設計ブロック 

■URL：http://www.nfcorp.co.jp/index.html 

■所在地：223-8508 神奈川県横浜市港北区綱島東 6-3-20 

■問合先：総務グループ 

TEL:045-545-8111 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

電子計測器 

電源機器 

電子部品 

カスタム応用製品 
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 エヌシー産業㈱ 

■URL：http://www.nc-industry.co.jp 

■所在地：613-0022 京都府久世郡久御山町市田新珠城 170-1 

■問合先：総務グループ 

TEL:0774-43-8851 

Mail:general@nc-industry.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

穴明け加工 

外形加工・ザグリ加工 

検査用治具の設計製作 

クリーンアイテムの販売、アクリル板製造・販売 

特殊加工 

 

 NTW Inc. ㈱ 

■URL：http://www.ntw-web.com 

■所在地：103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6  H¹O 日本橋小舟町 

■問合先：営業部 

TEL:03-6810-9410 

Mail:info@ntw-web.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板（片面～60 層／車載電装向け厚銅基板／通信向け高多層基板） 

多層ビルドアップ・IVH 基板 

フレキシブル基板／チップ・オン・フレキシブル 

（銅張積層板／プリプレグ）各種メタルマスク，実装治具，搬送キャリアなど 

EMS（基板実装，組立て加工など） 

 

 ㈱エヌビーシー 

■URL：http://www.nbc-corp.co.jp/ 

■所在地：503-0858 岐阜県大垣市世安町 4-31 

■問合先：営業部 

TEL:0584-81-3366 

Mail:eigyo@nbc-corp.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板（スルホールメッキあり） 

片面プリント配線板 

メタルプリント配線板 

プリント配線板設計（デジタル・アナログ） 

電子部品挿入及びチップ部品実装 
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 ㈱NBC メッシュテック 

■URL：http://www.nbc-jp.com 

■所在地：191-0053 東京都日野市豊田 2-50-3 

■問合先：スクリーン営業部 

TEL:042-582-2459 

Mail:screen_nbc@nisshin.com 

■代表的な製造・営業品目： 

スクリーン印刷用メッシュクロス製造 

産業資材用メッシュクロス製造 

自動車，家電用フィルター製造 

  

  

 

 ㈱FPC コネクト 

■URL：http://www.fpc-connect.com/ 

■所在地：227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 1-19-15 

■問合先：営業部 

TEL:045-974-0809 

Mail:info@fpc-connect.com 

■代表的な製造・営業品目： 

5G 向け高速材料 

フレキシブルプリント基板に関わる各種製造設備 

フレキシブルプリント基板に関わる各種薬品 

フレキシブルプリント基板に関わる各種材料（FCCL など） 

フレキシブルプリント基板に関わる各種技術コンサルティング 

 

 ㈱エムイーイー 

■URL：http://www.mee-jp.com/ 

■所在地：125-0041 東京都葛飾区東金町 1-18-3 

■問合先： 

TEL:03-3609-3300 

Mail:mee@mee-jp.com 

■代表的な製造・営業品目： 

各種自動投入機 

各種自動受取機 

各種ハンドリング装置 

各種搬送装置 

各種フィルム剥離装置 
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 ㈱エム・ディー・システムズ 

■URL：http://mdsystems.biz/ 

■所在地：243-0018 神奈川県厚木市中町 3-6-13 神奈中厚木第一ビル 5F 

■問合先：管理部 

TEL:046-295-7851 

Mail:hakkaku@mdsystems.biz 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路基板設計 

電子回路基板製造・実装 

  

  

  

 

 ㈱エリアデザイン 

■URL：http://www.area-design.jp 

■所在地：277-0813 千葉県柏市大室 1195-6 

■問合先：総務部 

TEL:04-7133-7770 

Mail:main@area-design.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

TAB、COF 製造装置 

FPC 薬液処理設備 

各種メッキ装置 

フープ材全般、巻出・巻取ユニット 

  

 

 エルナープリンテッドサーキット㈱ 

■URL：https://epc.elnapcb.com/ 

■所在地：529-0142 滋賀県長浜市田町 30 

■問合先：人事総務部 

TEL:0749-73-3021 

Mail:komori.n@jp.elnapcb.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板 
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 LPKF Laser&Electronics㈱ 

■URL：http://jp.lpkf.com/ 

■所在地：273-0012 千葉県船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビルディング 8F 

■問合先：テクニカルセールス 

TEL:047-432-5100 

Mail:info.japan@lpkf.com 

■代表的な製造・営業品目： 

レーザー基板分割機 

基板加工機 

レーザ溶着機 

レーザー穴あけ装置 

ガラス基板受託加工 

 

 ㈱オーク製作所 

■URL：http://www.orc.co.jp 

■所在地：194-0295 東京都町田市小山ヶ丘 3-9-6 

■問合先：装置営業本部、管球営業本部 

TEL:042-798-5133 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

露光装置（手動／半自動／全自動コンタクト・半導体後工程用ステッパ・手動／全自動直描式） 

各種紫外線ランプ及び電源 

紫外線照射装置 

光計測器 

  

 

 大阪サーキット㈱ 

■URL：http://www.oscc.co.jp/ 

■所在地：564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-4-4 

■問合先：営業本部 

TEL:06-6338-4811 

Mail:kasiwagi@oscc.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路基板設計・解析 

プリント配線板販売 

プリント配線板実装 
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 大隅化工㈱ 

■URL： 

■所在地：143-0015 東京都大田区大森西 1-1-5 

■問合先： 

TEL:03-5764-0261 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

半導体検査機器用耐熱ボード 

基板用チェッカーボード 

ハンダパレット加工 

電気絶縁材料部品 

食品機械用トレイ 

 

 大西電子㈱ 

■URL：http://www.one-h.co.jp 

■所在地：523-0034 滋賀県近江八幡市若宮町 226-8 

■問合先：経営管理部 

TEL:0748-38-8145 

Mail:voice@one-h.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ベアボード治具 

ファンクション治具 

インサーキット治具 

フレキシブル基板治具 

各種検査機器 

 

 大船企業日本㈱ 

■URL：http://www.ofuna.co.jp 

■所在地：194-0005 東京都町田市南町田 5-1-30 

■問合先：営業部 

TEL:042-706-2340 

Mail:ofuna@ofunatech.com 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル穴明け機 

外形加工機（高精度ザグリ機能あり） 

各種スピンドル（穴明け，外形加工用） 

中古機買い取り販売 

各種検査装置 
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 ㈱オーロテック 

■URL：http://www.aurotek.co.jp/ 

■所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-7-8 秋葉原シグマビル 2F 

■問合先： 

TEL:03-5297-7028 

Mail:nishida@aurotek.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

基板分割機 

光デバイス自動調芯装置 

小型自動精密位置決めステージ 

1 軸アクチュエーター 

高速マシニングセンター 

 

 オカダジーエージェイ㈱ 

■URL：http://www.okadagaj.co.jp 

■所在地：182-0024 東京都調布市布田 3-28-10 

■問合先： 

TEL:042-443-2201 

Mail:okadagaj@okadagaj.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用超硬ドリルビット、ルータービット、再研磨、各種消耗品 

プリント基板用 CNC ドリル・ルーター&レーザーマシン 

工作機械、超音波マシニングセンタ、エンドミル 

プリント基板用検査器及び測定器、ホールアナライザー 

オイルラジェターヒーター、空気清浄機、省エネ機器、除湿冷却器 

 

 OKI サーキットテクノロジー㈱ 

■URL：https://www.oki-otc.jp/ 

■所在地：997-0011 山形県鶴岡市宝田 1-15-68 

■問合先：東京営業所 

TEL:03-5635-8322 

Mail:yoshida745@oki.com、kumaki257@oki.com 

■代表的な製造・営業品目： 

各種プリント配線板 

プリント配線板パターン設計 

プリント配線板設計シミュレーション 
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 沖電線㈱ 

■URL：http://www.okidensen.co.jp 

■所在地：370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久 3344-1 

■問合先：沖電線㈱ お客様相談窓口 

TEL:0120-087091 

Mail:oec-fpcsales@oki.com 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブルプリント配線板（FPC） 

高速伝送 FPC 

自立摺動 FPC 

立体形状 FPC 

パワーFPC 

 

 奥野製薬工業㈱ 

■URL：https://www.okuno.co.jp/ 

■所在地：538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東 1-10-25 放出第一工場 

■問合先：常務取締役 大塚 邦顕 

TEL:06-6968-6931 

Mail:k-otuka01@okuno.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子基板用めっき前処理薬品 

実装用無電解ニッケル／金めっきプロセス 

電子基板用電気銅めっき液添加剤 

鉛フリーはんだ Sn-Cu めっき用添加剤 

各種無電解めっき液 

 

 ㈱オサダコーポレーション 

■URL：https://osadacorp.co.jp 

■所在地：251-0871 神奈川県藤沢市善行 1-6-1 

■問合先：営業部 

TEL:0466-47-7546 

Mail:toiawase@osadacorp.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高密度・高精細電子基板用クリーンマシン，クリーニングローラー 

特殊プリント基板材料 
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 オリオン科学㈱ 

■URL：http://www.orion-science.co.jp 

■所在地：350-0833 埼玉県川越市芳野台 1-103-16 

■問合先：営業部 

TEL:049-222-5055 

Mail:orion@orion-science.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板 

パターン設計 

シミュレーション各種 

部品実装 

EMS 

 

 ㈱オンテック 

■URL：http://www.ontec.co.jp 

■所在地：564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-20-27 

■問合先：経営管理本部 

TEL:06-6338-8581 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板の設計 

プリント配線板の製造 

プリント配線板の組立 

システムソリューション事業 

ビデオコミュニケーション事業 
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 ガーディアンジャパン㈱ 

■URL：http://www.gardien.com 

■所在地：177-0033 東京都練馬区高野台 2-4-3 

■問合先：営業部 

TEL:03-3904-6230 

Mail:info.tctokyo@gardien.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板テスティングサービス及び治具作製・検査データ作製サービス 

Ucamco ユニバーサル CAM 編集機 

フライング・プローブ・テスター販売 

検査装置の保守アフターサービス 

ユニバーサル検査装置、AVI 最終外観検査装置販売 

 

 華正新材料㈱ 

■URL：www.wazam.com.cn 

■所在地：141-0044 東京都品川区東五反田 1-10-7 IAOS 五反田ビル 415 

■問合先：管理部 

TEL:080-9083-5702 

Mail:hanji.shan@hzccl.com 

■代表的な製造・営業品目： 

エポキシ樹脂両面プリント配線板用銅張積層板 

エポキシ樹脂多層プリント配線板用材料 

アルミベース銅張積層板 

コア材料 

プリプレグ材料 

 

 金井重要工業㈱ 

■URL：http://www.kanaijuyo.co.jp/ 

■所在地：530-0003 大阪府大阪市北区堂島 1-2-9 

■問合先：不織布事業部不織布営業 1G 

TEL:06-6346-3351 

Mail:f-contact@kanaijuyo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

不織布研磨材 

不織布研磨ホイール 
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 ㈱カネカ 

■URL：http://www.kaneka.co.jp 

■所在地：107-6028 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 

■問合先：E&I Technology Solutions Vehicle 情報通信材料グループ 

TEL:03-5574-8101 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

ポリイミドフィルム アピカル 

2 層銅張積層板用ポリイミド材料 ピクシオ 

  

  

  

 

 ㈱加美機工 

■URL：http://www.k-kami.co.jp/ 

■所在地：580-0031 大阪府松原市天美北 5-10-24 

■問合先： 

TEL:072-338-6501 

Mail:y.utsu@k-kami.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

自動メッキ装置 

自動ハンダレベラー 

その他、マテハン、実験設備など 

  

  

 

 ㈱カミツ 

■URL：http://www.kamitsu.com 

■所在地：610-0261 京都府綴喜郡宇治田原町岩山釜井谷 21-32 

■問合先：営業部 

TEL:0774-88-5292 

Mail:sales@kamitsu.com 

■代表的な製造・営業品目： 

セラミックロール 
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 河村産業㈱ 

■URL：http://www.kawamura-s.co.jp 

■所在地：512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 

■問合先：本社営業部 

TEL:059-337-1122 

Mail:info@kawamura-s.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高機能フィルム・金属箔のスリット加工、連続精密打抜加工、ラミネート加工 

高機能フィルム、金属箔の表面改質（プラズマ処理） 

透明ポリイミド樹脂の製造及び販売 

PET、ポリイミド、金属箔基材粘着テープ製造及び販売 

各種樹脂、基材の塗工受託加工（クリーンルーム） 

 

 カワムラ精機㈱ 

■URL：http://www.kawamura-seiki.co.jp 

■所在地：577-0067 大阪府東大阪市高井田西 2-2-32 

■問合先：総務 

TEL:06-6781-1601 

Mail:kawamura@kawamura-seiki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

V カット機、端子面取機の製造販売 

プリント基板エア洗浄装置の製造販売 

丸鋸切断機及び自動シャーリングの製造販売 

各種自動投入・受取装置，ロボット装置の製造販売 

V カット・切断・面取用ダイヤモンドカッターの製造販売 

 

 関西電資㈱ 

■URL： 

■所在地：631-0033 奈良県奈良市あやめ池南 7-530-13 

■問合先：営業部 

TEL:0742-41-6861 

Mail:kemco101@skyblue.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ウエットプロセス機器全般／All of Wet Process Module Lines 

穴検査機／HCF-4000, DQA-650、反り測定「FA-420 システム」（投入、OK・NG 振分受取機付き） 

自動印刷機・露光機／Automatic Printer & Exposure Machines 

各種マテハン機器／Automazing Machines 

クリーン・ロール機、粘着テープ類 
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 北川精機㈱ 

■URL：http://www.kitagawaseiki.co.jp 

■所在地：726-0002 広島県府中市鵜飼町 800-8 

■問合先：総務部 

TEL:0847-40-1200 

Mail:info@kitagawaseiki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板成形プレス製造販売 

合板プレス製造販売 

搬送機械製造販売 

真空ラミネータ 

  

 

 ㈱喜多製作所 

■URL：http://www.kita-mfg.com 

■所在地：590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 4-27 

■問合先：経営管理課 

TEL:0724-85-1900 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント回路検査用コンタクトピン 

半導体検査用ポゴピン 

検査治具用基準ピン 

精密金属加工品一式 

めっき 

 

 協栄産業㈱ 

■URL：https://www.kyoei.co.jp/ 

■所在地：150-8585 東京都渋谷区松濤 2-20-4 

■問合先：経営企画部 経営企画課 

TEL:03-3481-2111 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

レーザーキャビティモジュール基板 

スタックビアモジュール基板 

高周波用モジュール基板 

高放熱メタルコア，メタルベース基板 

大電流厚銅箔基板 
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 共栄電資㈱ 

■URL：https://www.kyoeidenshi.co.jp 

■所在地：162-8646 東京都新宿区馬場下町 14 

■問合先：総務本部 

TEL:03-3207-7120 

Mail:mari_kayano@kyoeidenshi.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子・工業材料・電気絶縁材料・合成樹脂材料販売及び加工販売 

エレクトロニクス関連部品販売 

プリント配線板用銅張積層板及びシールド板製造販売 

プリント配線板製造販売 

強化プラスチック（FRP)製品の製造販売 

 

 協栄二葉エンジニアリング㈱ 

■URL：http://www.kfehk.com/ja-jp/ 

■所在地：101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-4-3 

■問合先：管理部 

TEL:03-3526-5615 

Mail:tsutsumi@kyofuta.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板 

基板実装 

基板設計 

基板検査 

  

 

 協栄プリント技研㈱ 

■URL：http://www.kpg.jp/ 

■所在地：182-0025 東京都調布市多摩川 1-21-1 

■問合先： 

TEL:042-484-2151 

Mail:kpg@kpg.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

FPC 用精密金型 

PCB 用精密金型 

試作用金型 

COF・TAB 用精密金型 

各種治具 
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 ㈱京写 

■URL：https://www.kyosha.co.jp/ 

■所在地：613-0024 京都府久世郡久御山町森村東 300 

■問合先：営業企画管理部 

TEL:075-631-3341 

Mail:sales@kyosha.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

片面プリント配線板 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板 

金属ベース基板 

搬送治具 

 

 ㈱共伸精機製作所 

■URL： 

■所在地：312-0063 茨城県ひたちなか市田彦 999-36 

■問合先：経営部 

TEL:029-276-2700 

Mail:kss-.shusa@nifty.com 

■代表的な製造・営業品目： 

リジット基板用金型 

金属基板用金型 

基板分割用金型 

  

  

 

 京セラ㈱ 

■URL：http://www.kyocera.co.jp 

■所在地：612-8501 京都府伏見区竹田鳥羽殿町 6 

■問合先：東京事業所 半導体部品有機材料事業本部 マーケティング部 

TEL:03-6364-5612 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

有機パッケージ基板 

多層プリント配線板 

ビルドアップ配線板 

モジュール基板 

設計・シミュレーション 
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 ㈱キョウデン 

■URL：https://www.kyoden.co.jp/ 

■所在地：141-0022 東京都品川区東五反田 1-16-4 AJI ビル 6F 

■問合先：総合企画室 

TEL:03-5789-2273 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

試作・開発用小ロットプリント基板設計・製造 

量産プリント基板 

部品実装 

  

  

 

 京和工業㈱ 

■URL：http://www.kyowa-kogyo.jp 

■所在地：108-8577 東京都港区高輪 2-21-40 

■問合先：開発部 

TEL:03-5420-5811 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

銅張積層板 

プリント配線板 

実装基板 

あて板 

検査用治具他 

 

 ㈱キョウワテマス 

■URL： 

■所在地：213-0032 神奈川県川崎市高津区久地 159 

■問合先： 

TEL:044-844-1281 

Mail:hayaji@mountain.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

スクリーン印刷機 

版洗浄装置 

印刷スキージ 

製版現像機 

スキージ研磨機 
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 邦田工業㈱ 

■URL：http://www.kunita-kogyo.co.jp 

■所在地：485-0075 愛知県小牧市三ッ渕字惣作 1300 

■問合先：総務部 

TEL:0568-73-7161 

Mail:office1@kunita-kogyo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線基板(片面、両面、多層） 

アルミベース基板 

プリント配線基板設計 

  

  

 

 クラボウ 

■URL：http://www.kurabo.co.jp 

■所在地：572-0823 大阪府寝屋川市下木田町 14-30 

■問合先：検査計測システム部 検査システム課 

TEL:072-812-5207 

Mail:msg@kurabo-grp.com 

■代表的な製造・営業品目： 

基板外観検査装置 BBMaster シリーズ 

実体ベリファイ・バッドマーキングシステム 

シート外観検査装置 

撹拌・脱泡装置 マゼルスター 

ダイレクト製版システム 

 

 ㈱蔵持 

■URL：http://www.kk-kuramochi.co.jp 

■所在地：307-0017 茨城県結城市若宮 9-20 

■問合先：本社営業技術グループ 

TEL:0296-32-5454 

Mail:t.aoyama@kk-kuramochi.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

FPC, COF、IC カード等の加工及び検査 

電子部材、車載部品の加工 

FPC,COF 等の外形加工用プレス金型 

プラスチック及び金属部品加工用プレス金型 
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 クレトイシ㈱ 

■URL：http://www.kgw.co.jp 

■所在地：105-0013 東京都港区浜松町 2-1-5 

■問合先：CA事業部営業 

TEL:03-3432-6107 

Mail:jun.hotta@kgw.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用研磨ホイール 

スパイラルカッター 

SKY ホイール 

HSW ホイール 

ZERO ホイール 

 

 ㈱ケイツー 

■URL：http://www.k2p.jp 

■所在地：570-0043 大阪府守口市南寺方東通 4-13-22 

■問合先： 

TEL:06-6998-3867 

Mail:kawasaka@k2p.jp, ryuichi@k2p.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

多層，両面，片面小ロット試作から量産試作 

フレキ（両面，片面）小ロット試作から量産試作 

高周波基板(PTFE、PPE など) 

ビルドアップ基板(3 段ビルドまで) 

放熱基板(銅インレイ、メタルコア、厚銅など) 

 

 ケマーズ㈱ 

■URL：https://www.chemours.com/fr/chemours-japan/about-us 

■所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-17 神谷町プライムプレイス 7F 

■問合先：フロロ製品事業部 

TEL:050-3823-0554 

Mail:kazuya.kato@chemours.com 

■代表的な製造・営業品目： 

アドバンストパフォーマンスマテリアルズ事業 

サーマルスペシャライズドソリューション事業 

チタニウムテクノロジー事業 

特殊化学品事業 
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 ㈱ケミトロン 

■URL：http://www.chemitron.co.jp/ 

■所在地：160-0023 東京都新宿区西新宿 6-2-3 新宿アイランドアネックス 5F 

■問合先：技術グループ 

TEL:03-5324-6041 

Mail:k.fujimori@chemitron.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

自動めっき装置 

自動エッチング装置 

めっき・エッチング装置の附帯装置 

めっき・エッチング技術のコンサルティング 

各種めっき薬品及び封孔処理剤 

 

 ケンマージャパン㈱ 

■URL：http://www.kemmer.co.jp 

■所在地：182-0022 東京都調布市国領町 4-8-1 

■問合先： 

TEL:042-490-7388 

Mail:info@kemmer.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板加工用超硬ドリルビット，ルーター，エンドミル他 

ドリル加工用特殊エントリーシート；Wシート 

検査治具加工用極小径ドリル 

難加工材料用ダイヤモンドコーティングツール 

プリント回路基板の仕上寸法検査用高速測定装置 

 

 ㈱晃新工業所 

■URL：http://www.koshinkogyo-co.jp 

■所在地：145-0066 東京都大田区南雪谷 5-10-3 

■問合先：営業部 

TEL:03-3727-0842 

Mail:info@koshinkogyo-co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板外形ルーター化工、プレス加工 

プリント基板プレス用金型製造 

プリント基板実装用キャリア治具製造 

プリント基板の製造・実装・修理業務 

プリント基板パターン設計編集業務 
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 神津精機㈱ 

■URL：http://www.kohzu.co.jp 

■所在地：215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-15 

■問合先：営業部 

TEL:044-981-2131 

Mail:sale@kohzu.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

表面形状測定システム「Dyvoce」 

高精度アライメントステージ 

精密位置決めステージ 

  

  

 

 交洋貿易㈱ 大阪オフィス 

■URL：http://www.kouyoh.co.jp 

■所在地：530-8553 大阪府大阪市北区太融寺町 2-22 梅田八千代ビル 

■問合先： 

TEL:03-6260-8337 

Mail:info@kouyoh.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

銅張積層板 

ドライフィルムフォトレジスト 

水溶性プリフラックス 

各種インキ 

封止剤 

 

 KOA㈱ 

■URL：http://www.koaglobal.com 

■所在地：399-4697 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 14016 

■問合先：経営管理イニシアティブ 総務センター 

TEL:0265-70-7171 

Mail:gac_qb@koaglobal.com 

■代表的な製造・営業品目： 

抵抗器 

温度センサ 

ヒューズ 

バリスタ 

LTCC 
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 互応化学工業㈱ 

■URL：http://www.goo-chem.co.jp 

■所在地：611-0043 京都府宇治市伊勢田町井尻 58 

■問合先：管理部 総務課 

TEL:0774-46-7777 

Mail:info@goo-chem.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

液状フォトレジストインク 

紫外線硬化型レジストインク 

穴埋めインク 

導電性インク 

スクリーン製版用感光性乳剤 

 

 小島化学薬品㈱ 

■URL：http://www.kojima-c.co.jp 

■所在地：350-1335 埼玉県狭山市柏原 337-26 

■問合先：表面技術事業部 渡邊 秀人 

TEL:04-2953-2112 

Mail:hwatanabe@kojima-c.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

貴金属電気めっき薬品 

貴金属無電解めっき薬品 

高純度貴金属化合物 

貴金属の回収・精製及び回収装置 

  

 

 コダック（同） 

■URL：https://www.kodak.co.jp 

■所在地：140-0002 東京都品川区東品川 4-10-13 KDX 東品川ビル 

■問合先：産業・エアリアルグループ 

TEL:050-3819-1470 

Mail:norishige.kubozoe@kodak.com 

■代表的な製造・営業品目： 

精密工業用フォトマスク用写真フィルム材料 
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 コミヤマエレクトロン㈱ 

■URL：http://www.komiyamae.co.jp 

■所在地：401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村 2278 

■問合先：営業部 

TEL:0555-85-2844 

Mail:info@komiyamae.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

真空成膜装置 

表面改質装置 

リニアイオンソース 
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 ㈱サーマプレシジョン 

■URL：http://www.cerma.co.jp 

■所在地：135-0041 東京都江東区冬木 16-1 

■問合先：営業本部 

TEL:03-3643-2921 

Mail:nakamura@cerma.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フルパネル量産投影露光装置、一括投影露光装置、R&D 用マニュアル投影露光装置、 

投影レンズ設計製造、UV-LED 光源ユニット、UV 平行光照射装置、カスタムオーダ光学特注品 

塗布ライン装置（洗浄、塗布、乾燥装置）、露光用フォトマスク・レチクル管理システム 

基板製造ウエットライン装置（現像・エッチング・剝離装置等）、シャドウモアレ加熱反り測定装置 

めっき液添加剤分析装置（CVS）、酸化膜金属膜厚測定装置（SERA） 

 

 サイバネットシステム㈱ 

■URL：http://www.cybernet.co.jp 

■所在地：101-0022 東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフトビル 

■問合先：CAE 事業本部 CAE 第 1 事業部 エレクトロニクス技術部 

TEL:03-5297-3324 

Mail:ito@cybernet.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

解析設計サービス、コンサルティング 

電子設計情報管理システム「M-SeeCⅡ」 

高周波 3次元電磁界解析ソフトウェア「Ansys HFSS」 

プリント基板、BGA パッケージ向け SI・PI・EMI 解析ソフトウェア「Ansys SIwave」 

電子部品向け寄生パラメータ抽出ソフトウェア「Ansys Q3D Extractor」 

 

 栄電子工業㈱ 

■URL：http://www.sdk.gr.jp 

■所在地：355-0018 埼玉県東松山市松山町 1-3-26 

■問合先：総務部 

TEL:0493-22-4311 

Mail:sdk-h@sdk.gr.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パネル銅スルホール，レーザービアめっき 

スルホールフィルド，ビアフィルドめっき 

無電解厚付け，フラッシュ金めっき 

銅直金めっき 

デスミア処理，プラズマ処理，穴埋め 
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 相模ピーシーアイ㈱ 

■URL：http://www.s-pci.co.jp 

■所在地：252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 3039-28 

■問合先：営業統括部 本社営業課 

TEL:042-763-1551 

Mail:h.shibuya@s-pci.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル穴あけ加工 

レーザ穴あけ加工 

ルーター加工 

ザグリ・段穴・タップ加工 

  

 

 ㈱サトーセン 

■URL：https://www.satosen.co.jp/ 

■所在地：557-0062 大阪府大阪市西成区津守 3-7-27 

■問合先：経営企画部 

TEL:06-6657-0777 

Mail:m_nagasawa@satosen.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板 

メタルベース配線板 

リジットフレックスプリント配線板 

短納期試作プリント配線板 

 

 サムスン電機ジャパン㈱ 

■URL：http://www.samsungsem.com 

■所在地：108-0075 東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー9F 

■問合先：企画グループ 

TEL:03-6369-6461 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

PKG 基板 

多層 FLEX 基板 

MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor) 

通信 Module 

Camera Module 
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 ㈱サヤカ 

■URL：http://www.sayaka.co.jp 

■所在地：143-0002 東京都大田区城南島 2-3-3 

■問合先：営業部 

TEL:03-3790-8911 

Mail:sayakasa@blue.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ルーター式実装プリント基板分割装置 

乾式ダイシングマシン 

各種検査装置 

各種組立装置 

  

 

 山栄化学㈱ 

■URL：http://www.san-eikagaku.com/ 

■所在地：365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 362-23 

■問合先：電子材料営業部 

TEL:048-569-2803 

Mail:koga-y@san-eikagaku.com 

■代表的な製造・営業品目： 

永久穴詰インク PHP-900 シリーズ 

アンダーコートインク UCP シリーズ 

  

  

  

 

 サンエー技研㈱ 

■URL：http://www.sanei-giken.co.jp 

■所在地：660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町 1-3-30 

■問合先：総務部 

TEL:06-6481-3010 

Mail:g-division@sanei-giken.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

全自動露光装置 

オートカットラミネーター 

Pre-Heater 

Post-Heater 

  



一般社団法人日本電子回路工業会 会員名簿 

 

38 
 

 ㈱サンケンプリンティング 

■URL：http://www.sanken-p.co.jp 

■所在地：252-0254 神奈川県相模原市中央区下九沢 62-17 

■問合先： 

TEL:042-774-6800 

Mail:m-nakagawa@sanken-p.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板 

片面プリント配線板 

多層プリント配線板 

フレキシブル配線板 

設計及び実装 

 

 三晃技研工業㈱ 

■URL：http://www.sgk-sanko.co.jp 

■所在地：550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-3-2 Being 四ツ橋ビル 8F 

■問合先： 

TEL:06-6531-2127 

Mail:osaka@sgk-sanko.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル・ルータービット、アルミエントリーシート、薬品、ドライフィルムその他副資材販売 

独シュモール製穴明・ルーターマシン、台湾ウインタンク製ホールアナライザー・ホールチェッカー 

瑞西ポザラックス製フェムトレーザーマシン、ガラス加工用 SACE マシン 

各種プリント基板製造設備及び中古機販売 

穴明・ルーター加工，電気検査治具製造，電気検査サービス，ドリルビット再研磨加工 

 

 山水エレクトロニクス㈱ 

■URL：http://www.sansui-elc.co.jp 

■所在地：547-0001 大阪府大阪市平野区加美北 7-7-7 

■問合先：総務 

TEL:06-4303-8881 

Mail:t.matsui@sansui-elc.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板表面処理 
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 ㈱サンテック 

■URL：http://toagrp.jp/ 

■所在地：467-0012 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通 2-4 

■問合先：営業部 

TEL:052-852-5231 

Mail:toadenshi@toagrp.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路板（実装） 

設計 

アートワーク 

特機事業 

  

 

 三洋プリント工業㈱ 

■URL：https://www.sanyo-print.co.jp 

■所在地：335-0012 埼玉県戸田市中町 2-3-1 

■問合先：営業部 

TEL:048-287-3961 

Mail:spk@sanyo-print.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

多層プリント配線板（設計～特急試作～量産） 

両面プリント配線板（設計～特急試作～量産） 

片面プリント配線板（設計～特急試作～量産） 

各種プリント配線板 部品実装 

  

 

 ㈱サンヨー工業 

■URL：http://www.nagano.sanyo-pwb.co.jp 

■所在地：391-0296 長野県茅野市豊平 1526-1 

■問合先：本社 管理部 

TEL:0266-73-0034 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板（4～30 層） 

高難易度プリント配線板（BGA, CSP 基板） 

インビーダンスコントロールプリント配線板 
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 サンワ化学工業㈱ 

■URL：http://www.sanwa-chemical.com 

■所在地：359-0011 埼玉県所沢市南永井北一本木 840-2 

■問合先：営業部 井上 淳 

TEL:04-2945-8881 

Mail:info@sanwa-chemical.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用レジストインキ全般（リジッド/フレキ/エッチング/マーキング/ポリイミド） 

ソルダーペースト（一般用，鉛フリー，融点変化ソルダーペースト），導電塗料 

LED 用ソルダーレジスト・ポリミイド（フォトフリタイプ・熱硬化タイプ） 

無電解めっき（無電解すずめっき，無電解銀めっき） 

LCD，PDP の接着剤及びコーティング保護剤 

 

 三和電子サーキット㈱ 

■URL：http://www.se-circuit.co.jp 

■所在地：530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 2-4-17 千代田第 1ビル 

■問合先：管理本部 

TEL:06-4301-0431 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

高多層高密度各種基板（ビルドアップ基板、IVH 基板含む） 

放熱対策、高密度実装等用特殊基板 

高密度両面スルーホール基板、金属ベース基板 

デバイス基板、薄板曲げ基板、フレキシブル基板、フッ素樹脂基板 

CAD 設計、試作実装 

 

 CSi Global Alliance㈱ 

■URL：https://www.csieda.co.jp 

■所在地：531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 3-1-22 淀川 6番館 4F 

■問合先： 

TEL:06-6377-2451 

Mail:matsuda@csieda.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路設計 CAD/CAM 開発・販売・サポート 

PCB 高周波伝送線路シミュレータ・特性インピーダンス測定システム 販売・サポート 

EMC ノイズ可視化スキャナ 販売、サポート 

高周波用プローブステーション 販売、サポート 

プリント基板レイアウト設計、基板製造、部品調達、実装 
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 JE インターナショナル㈱ 

■URL：www.jetech.co.jp 

■所在地：500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野 4-144-2 

■問合先：検査装置部門 

TEL:058-216-1917 

Mail:jeitech@jeinternational.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

R to R AOI/AVI（FPC, TSP, ディスプレー） 

シートタイプ AOI/AVI（FPC, TSP, ディスプレー） 

R to R Via Hole AOI 

メタルマスク/ガラスマスク用 AOI 

その他 カスタマイズ AOI/AVI 

 

 ＪＸ金属㈱ 

■URL：https://www.nmm.jx-group.co.jp/company/industry/functional/ 

■所在地：105-8417 東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラ プレステージタワー 

■問合先：機能材料事業部 

TEL:03-6433-6000 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

圧延銅箔 

電解銅箔 

CAC 箔 

表面処理材料 

  

 

 ㈱JCU 

■URL：http://www.jcu-i.com/ 

■所在地：110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 16F 

■問合先：経営戦略室 

TEL:03-6895-7004 

Mail:kikaku@jcu-i.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板・半導体用めっきプロセス 

装飾・防錆分野用めっきプロセス 

プリント基板・半導体用エッチングプロセス 

全自動表面処理装置 

プラズマ処理装置 
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 J-RAS㈱ 

■URL：https://j-ras.com 

■所在地：191-0011 東京都日野市日野本町 3-14-16 馬場ビル 4F 

■問合先： 

TEL:042-513-4630 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

エレクトロケミカル（イオン）マイグレーションテスター ECM-100 ECM-500 

導通信頼性評価システム RTm-100 RTm-30DC 

高電圧絶縁信頼性評価システム HVUα-1000/2000/3000/4000 

  

  

 

 ㈱シグナス 

■URL：https://www.signus.co.jp/ 

■所在地：615-8073 京都府京都市西京区桂野里町 49-11 

■問合先：管理部 

TEL:075-383-5747 

Mail:akihiro.michibata@signus.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板製造 

プリント基板設計 

プリント基板実装 

プリント基板実装用部品調達 

  

 

 四国化成工業㈱ 

■URL：http://www.shikoku.co.jp 

■所在地：261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3-B16 

■問合先：ファインケミカル営業部 電子化学材料営業課 

TEL:043-296-4104 

Mail:fctokyo@shikoku.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

タフエース（水溶性プレフラックス） 

GliCAP（密着性向上プロセス） 

グリブライト（銅粗化薬剤） 

プリント基板用レジストインク 
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 ㈱システム・プロダクツ 

■URL：http://www.sys-pro.co.jp 

■所在地：205-0023 東京都羽村市神明台 1-16-2 

■問合先：技術営業課 

TEL:042-554-5265 

Mail:sales@sys-pro.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板設計 

プリント基板製造・販売 

部品調達・実装 

SI シミュレーション 

EMI シミュレーション 

 

 ㈱SIMMTECH GRAPHICS 

■URL：http://www.simmtechgraphics.com 

■所在地：391-8531 長野県茅野市塚原 1-8-37 

■問合先：支援センター 総務チーム 

TEL:0266-72-7131 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

半導体パッケージ用サブストレート（P-BGA・CSP） 

各種モジュール基板 

超薄型基板・微細配線基板 

  

  

 

 下平電子工業㈱ 

■URL：http://seic.co.jp 

■所在地：581-0067 大阪府八尾市神武町 1-10 

■問合先：㈱下平電機製作所 営業部営業 2課 

TEL:0729-91-1182 

Mail:doumoto@shimohira.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

マイコン制御基板 

キーボード基板（テンキーボード） 

各種小型コントロールユニット 

電子部品実装基板 

メタル基板（アルミニウムなど）半田付け 
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 ㈱写真化学 

■URL：https://www.shashin-kagaku.co.jp/skp/solution/ 

■所在地：525-0058 滋賀県草津市野路東 7-2-10 

■問合先：第一営業グループ 

TEL:077-566-1208 

Mail:ishikawatomoki@shashin-kagaku.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

精密自動測長機 SQ-9000 

ファイバー式膜厚モニター 

撹拌脱泡装置 kakuhunter シリーズ 

  

  

 

 ジャパンコーヨン㈱ 

■URL：https://japankohyoung.com/ 

■所在地：261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 WBG マリブイースト 24F 

■問合先：管理部 

TEL:043-297-0711 

Mail:info-japan@kohyoung.com 

■代表的な製造・営業品目： 

3D ハンダ印刷検査装置 

外観検査装置 

  

  

  

 

 ジャブロ工業㈱ 

■URL：http://www.jaburo.co.jp/ 

■所在地：224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 3508-3 横浜テクニカルセンター 

■問合先：営業部 

TEL:045-939-3351 

Mail:info@jaburo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

JP バフ 

JP ブラシ 

各種ロール 

JB 耐熱ゴミ取りシート 

SUS 板研磨 
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 ㈱ジュッツジャパン 

■URL：http://www.jutze.co.jp 

■所在地：213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク東棟 410 

■問合先：営業部 

TEL:044-712-5509 

Mail:info.jp@jutze.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

実装基板向け外観検査装置 

レーザーマーキング装置 

  

  

  

 

 ㈱省栄プリント製作所 

■URL：http://www.syoeiprint.co.jp 

■所在地：359-0013 埼玉県所沢市大字城 673 

■問合先：営業部 

TEL:04-2968-8450 

Mail:eigyobu@syoeiprint.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

産業機器用プリント配線基板 

銅厚プリント配線基板 

  

  

  

 

 昭立電気工業㈱ 

■URL：https://www.shoritsudenki.co.jp/ 

■所在地：212-0025 神奈川県川崎市幸区古川町 81-2 

■問合先：営業グループ 

TEL:044-511-5511 

Mail:k-kikuchi@shoritsudenki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板実装組立 

サイクロン式はんだごてクリーナー 

セル生産式自動はんだ付け装置 
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 昭和電工マテリアルズ㈱ 

■URL：http://www.mc.showadenko.com 

■所在地：100-6606 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 

■問合先：ブランド・コミュニケーション部 広報・IR グループ 

TEL:03-5533-7000 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用銅張積層板 

プリント配線板用感光性フィルム 

プリント配線板用感光性ソルダーレジスト 

  

  

 

 ショーダテクトロン㈱ 

■URL：http://www.stech.co.jp 

■所在地：431-1104 静岡県浜松市西区桜台 5-1-1 

■問合先：営業部 国内営業課 

TEL:053-414-6122 

Mail:k-yamada@stech.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

V カットマシン 

プリント基板材料切断機 

プリント基板端面面取機 

多層基板外形切断面取機 

各種投入，受取装置 

 

 シライ電子工業㈱ 

■URL：http://www.shiraidenshi.co.jp 

■所在地：615-0901 京都府京都市右京区梅津南広町 46-2 

■問合先：経営管理部 

TEL:075-861-8100 

Mail:info@shiraidenshi.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板（両面プリント配線板・多層プリント配線板・その他各種プリント配線板） 

プリント配線板外観検査機 

プリント配線板製造ソリューション商品（ホールアナライザー、インライン型 AOI、TREAMY 等） 

透明フレキシブル基板（SPET シリーズ）、銅ピン挿入基板（S-MIT） 
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 ㈱白土プリント配線製作所 

■URL：http://www.shirato-print.co.jp 

■所在地：311-1251 茨城県ひたちなか市山崎 80 

■問合先：営業 

TEL:029-265-8211 

Mail:shirato@shirato-print.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

片面基板～多層基板（8層貫通） 

メタルベースプリント基板 

高周波対応プリント基板 

インピーダンスコントロールプリント基板 

IC カード 

 

 新旭電子工業㈱ 

■URL：https://www.s-asahi.co.jp/ 

■所在地：520-1511 滋賀県高島市新旭町藁園 2588 

■問合先：総務部 

TEL:0740-25-5333 

Mail:office@s-asahi.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

銅スルーホール両面プリント配線板 

ノンスルーホール両面プリント配線板 

片面プリント配線板 

多層プリント配線板 

ビルドアッププリント配線板（山梨のみ） 

 

 新ケミカル商事㈱ 

■URL：https://www.nctcl.co.jp/outline.html 

■所在地：101-0021 東京都千代田区練塀町 85 JEBL 秋葉原スクエア 

■問合先：樹脂事業部 先端材料営業部 

TEL:03-5297-7872 

Mail:epoxy@nctcl.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

エポキシ樹脂販売 

CCL 販売 

建材、化学品、樹脂、肥料、炭素材、コークスの販売 
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 ㈱伸光製作所 

■URL：http://www.shinkoss.co.jp/ 

■所在地：399-4692 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 12238 

■問合先：営業部 

TEL:0265-79-1327 

Mail:Sales_Shinko@smm-g.com 

■代表的な製造・営業品目： 

各種高密度プリント配線板の製造 

各種プリント配線板の製造 

  

  

  

 

 新興電気㈱ 

■URL：https://www.shinkou-denki.co.jp/ 

■所在地：103-0026 東京都中央区日本橋兜町 4-3 兜町ビル 

■問合先：東京統括本部 電子デバイス営業部 

TEL:03-3662-5269 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

PWB 関連材料 

PWB 関連装置 

合成樹脂 

化学薬品 

  

 

 ㈱SCREEN GP ジャパン 

■URL：http://www.screen-gpj.co.jp 

■所在地：135-0044 東京都江東区越中島 1-1-1 ヤマタネ深川 1号館 

■問合先：PE営業統轄部 

TEL:03-5621-8269 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

直接描画装置 

検査装置（AOI・AVI） 

スルーホール及びビア検査装置 

リペア装置（AOR） 

レーザープロッター 
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 ㈱SCREEN PE エンジニアリング 

■URL：http://www.screen-peeg.co.jp 

■所在地：170-0013 東京都豊島区東池袋 2-32-22 大塚東池袋ビル 3F 

■問合先：ソリューションサポート部 

TEL:03-5953-2656 

Mail:Solution-S@ml.screen-peeg.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

LDI，AOI 機器群の搬入設置調整作業 

プリント配線板用機器群の保守サービス事業 

運用コンサルティングサービス 

中古機器事業 

教育・トレーニング業務請負 

 

 ㈱SCREEN PE ソリューションズ 

■URL：http://www.screen.co.jp 

■所在地：602-8585 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る 4丁目天神北町 1-1 

■問合先：営業統轄部 営業部 

TEL:075-417-2651 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

直接描画装置 

AOI システム 

最終外観検査装置 

  

  

 

 ㈱図研 

■URL：http://www.zuken.co.jp/ 

■所在地：224-8585 神奈川県横浜市都筑区荏田東 2-25-1 

■問合先：コーポレートマーケティング室 

TEL:045-942-1511 

Mail:zuken-eda@jp.zuken.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路設計・生産用 CAD/CAM システムの開発・販売・サポート 

IT・技術情報インフラ構築用システムの開発・販売・サポート 
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 ステイ電子機器㈱ 

■URL：http://www.staydenshi.jp/ 

■所在地：252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下 3-13-11 

■問合先：営業部 

TEL:042-774-4555 

Mail:stay_4555@staydenshi.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

試作短納期 FPC（片面，両面） 

高密度細線パターン FPC 

量産向け FPC（片面、両面） 

  

  

 

 ステラ㈱ 

■URL：https://www.stella.co.jp 

■所在地：141-0001 東京都品川区北品川 5-5-25 

■問合先：電子機材部〔エコシステム部〕 

TEL:03-5798-4402〔03-3753-4455〕 

Mail:funabashi@stella.co.jp〔stella-station@stella.co.jp〕 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル穴明機、外形加工機、レーザ穴明機、レーザカッタ装置、穴位置検査装置、各種中古装置 

超硬ドリル、ルータビット、エンドミル、工業用精密ナイフ、古い電子機器やパソコン修理サービス 

3D ファイバーレーザ刻印機、各種材料へのレーザ加工受託､微細機械加工受託 

FD レス(オンライン対応)､パトライト監視システム､腕時計型 IoT 通報システム､監視カメラシステム 

プリント基板用 CAD データ変換ソフトウェア開発販売、省エネルギー・エコロジー関連商品 

 

 ㈱ステラ・コーポレーション 

■URL：http://www.stellacorp.co.jp 

■所在地：273-0024 千葉県船橋市海神町南 1-1544-7 

■問合先：カスタマサポート部 

TEL:047-432-5031 

Mail:support@stellacorp.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

Stella Vision for Java 

レーザープロッター（Silver Writer） 

ST シリーズ 
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 住友金属鉱山㈱ 

■URL：http://www.smm.co.jp 

■所在地：105-8716 東京都港区新橋 5-11-3 

■問合先：機能性材料事業本部 パッケージ材料事業部 テープ材料営業グループ 

TEL:03-3436-7865 

Mail:jun.sasaki.c5@smm-g.com 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブル基板材料 

  

  

  

  

 

 住友重機械工業㈱ 

■URL：http://www.shi.co.jp 

■所在地：141-6025 東京都品川区大崎 2-1-1 

■問合先：メカトロニクス事業部営業部 

TEL:03-6737-2545 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

CO2 レーザドリル装置 

  

  

  

  

 

 住友ベークライト㈱ 

■URL：http://www.sumibe.co.jp 

■所在地：140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル 

■問合先：アジア営業本部 統括回路営業部 

TEL:03-5462-8931 

Mail:todaa@sumibe.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子基板用材料 紙基材フェノール樹脂銅張積層板 

電子基板用材料 ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板（CEM-3，FR-4） 

電子基板用材料 多層プリント配線板用（コア材，プリプレグ，RCC） 

電子基板用材料 アルミ基材銅張積層板 
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 スリーパームス P&A㈱ 

■URL：https://three-palms-pa.jp 

■所在地：253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮 5-14-57 

■問合先：本社 

TEL:0467-75-8981 

Mail:kadota@three-palms-pa.com 

■代表的な製造・営業品目： 

アルカリ現像液（汎用・高精度）及びアミン・非アミン系剥離剤の開発・販売 

DES/PSR ライン用各種槽洗浄薬品（G・5000 シリーズ）の開発・販売 

消泡剤/分散剤及びレジスト除去剤/洗浄剤の開発・販売 

ソフトエッチング剤・密着増強剤・各種リンス剤の開発・販売 

汚れ改質装置（PAM システム）・管理システムの設計・販売 

 

 セイコータイムクリエーション㈱ 

■URL：http://www.seiko-stc.co.jp/ 

■所在地：270-2222 千葉県松戸市高塚新田 563 

■問合先：タイムシステム・FA 事業本部 生産技術統括部 FA 部 PB 課 

TEL:047-709-7322 

Mail:makoto.mikami@seiko-stc.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

クロック事業 

設備時計 

スポーツ計時計測 

プリント基板関連設備 

自動化設備 

 

 ㈱関口製作所 

■URL：http://www.sekiguchi-mfg.co.jp 

■所在地：211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内 2-23-12 

■問合先：総務課 

TEL:044-766-9465 

Mail:info@sekiguchi-mfg.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブル基板用金型 

TAB/COF 用金型 

BGA/CSP 用金型 

サーボプレス 
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 ㈱セリアコーポレーション 

■URL：https://www.seria.co.jp 

■所在地：114-8539 東京都北区東田端 2-4-4 

■問合先：販売推進部 販売促進課 

TEL:03-3800-3911 

Mail:s_sumi@seria.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板製造機器 製造販売 

プリント基板用スクリーン製版 製造販売 

液晶，OLED 関連製造機器 製造販売 

PE 関連製造機器 製造販売 

スクリーン印刷関連資材販売 

 

 千住金属工業㈱ 

■URL：www.senju.com 

■所在地：120-8555 東京都足立区千住橋戸町 23 

■問合先：CSR・広報宣伝部 広報宣伝課 

TEL:03-3888-5151 

Mail:web@senju.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電子機器組み立て用、はんだ付け材料各種 

プリント基板実装用、鉛フリーソルダペースト「エコソルダペースト」シリーズ 

半導体組み立て用「ソルダプリフォーム」「ソルダボール」半導体用フラックス「デルタラックス」 

窒素雰囲気リフロー炉「SNR-GTⅡ」シリーズ、真空 N2リフロー炉「SVR」シリーズ 

自動はんだ付け装置「エコパスカル」シリーズ、局所はんだ付けシステム「ソルゼウス」シリーズ 

 

 綜合銘板工業㈱ 

■URL：http://www.sogo-meiban.com/ 

■所在地：252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下 3-11-14 

■問合先：総務部 

TEL:042-773-7151 

Mail:somu@sogo-meiban.com 

■代表的な製造・営業品目： 

片面プリント配線板 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板 

設計，プリント配線設計（デジタル設計，アナログ設計） 
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 双日プラネット㈱ 

■URL：https://www.sojitz-planet.com/jp/ 

■所在地：100-8691 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 8F 

■問合先：モビリティ・エレクトロニクス BU 第 2課 

TEL:03-6871-2460 

Mail:wang.hua@sojitz-planet.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電子部品販売・輸出入、電子機器受託生産(EMS) 

中国広東生益科技銅張積層板 

電子材料分野での高機能性樹脂、フィルム等 

銅張積層板向けエポキシ樹脂等樹脂原料 

  

 

 創信日本㈱ 

■URL：http://www.chuangxin.jp 

■所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-28 アクア神田ビル 9F 

■問合先：営業部 

TEL:03-6206-8525 

Mail:m-hoshimiya@xiatec.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板加工用マイクロドリル＆ルーター 

金属加工用ドリル＆エンドミル 

タングステン（超硬）スクラップ回収 

超硬、PCD、CVD 材料および工具 

炭化物系溶射材 

 

 ㈱Sohwa&Sophia Technologies 

■URL：http://www.ss-technologies.co.jp 

■所在地：215-0034 神奈川県川崎市麻生区南黒川 6-2 

■問合先：第 1事業部 

TEL:044-989-7253 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

電子機器開発者向け製品販売 

受託開発・製造 
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 ㈱ソフミックス 

■URL：http://www.sofmix.com 

■所在地：435-0016 静岡県浜松市東区和田町 214-1 

■問合先： 

TEL:053-411-7340 

Mail:yoshida@sofmix.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板加工機の開発・製造（多層基板外周仕上切断機、Vカットマシン） 

プリント基板加工機の開発・製造（端子面取り機、測長機・測定機 他） 

産業工作機の開発・製造 

メンテナンスネットワークの開発・製造 

  

 

 ソマール㈱ 

■URL：http://www.somar.co.jp 

■所在地：104-8109 東京都中央区銀座 4-11-2 

■問合先：高機能材料営業部 

TEL:03-3542-2162 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

粘，接着フィルム（（R）ソマタック）製造・販売 

電子部品接着，封止用樹脂（（R）ソマコート）製造販売 

FPC 用ポリイミドフィルム販売 

ドライフィルム（（R）リストン）販売 

洗浄剤（スリーパームス） 
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 大英エレクトロニクス㈱ 

■URL：https://www.daiei-e.jp 

■所在地：193-0834 東京都八王子市東浅川町 555-5 

■問合先：管理部 

TEL:042-663-3131 

Mail:general@daiei-e.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高密度基板の設計 

フライングチェッカーを利用した各種基板の検査・解析サービス 

各種試作基板の設計～実装まで 

3D-MID 設計から製造まで 

  

 

 タイガースチール工業㈱ 

■URL：http://www.tiger-steel.com 

■所在地：146-0093 東京都大田区矢口 2-27-16 

■問合先： 

TEL:03-5741-7751 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

金型用部品（ピン，パンチ，ポンチ） 

  

  

  

  

 

 ㈱大昌電子 

■URL：http://www.daisho-denshi.co.jp/ 

■所在地：145-0071 東京都大田区田園調布 2-16-5 

■問合先： 

TEL:03-3722-2151 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

ファインピッチ BGA･CSP･MCM 

ビルドアップ配線板 

フレックスリジッドビルドアップ配線板 

マジックレジンキャリア 

部品実装、組み立て 
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 ㈱対松堂 

■URL：http://www.taishodo.co.jp 

■所在地：442-0837 愛知県豊川市川花町 1-34 

■問合先：電子事業部 

TEL:0533-84-4011 

Mail:kenichi_higashiura@taishodo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

PCB 実装 

プリント基板設計（アナログ，デジタル） 

電子ユニット設計製造 

プリント基板 ASSY 検査治具製造 

電子部品販売 

 

 大成ラミネーター㈱ 

■URL：http://www.taisei-laminator.co.jp 

■所在地：176-0003 東京都練馬区羽沢 3-29-6 

■問合先：総務経理部 

TEL:03-3993-6431 

Mail:jpca@taisei-laminator.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

（ドライフィルム用・テープ BGA 用・ウエハ CSP 用）ラミネーター機 繰出し巻取り機 

真空ラミネーター他 オーダーメイドラミネーター機，スリッター機，協調ロボット 

ラミネート加工 スリット加工 抜き加工 

ラミネート用各種資材 フィルム ホログラム 

ファーストグラファイト（カーボングラファイト） 

 

 ㈱ダイセル 

■URL：http://www.daicel.com 

■所在地：530-0011 大阪府大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワーB 

■問合先：IR 広報グループ 

TEL:06-7639-7171 

Mail:public_relations@jp.daicel.com 

■代表的な製造・営業品目： 

酢酸セルロース 

カプロラクトン、エポキシ樹脂 

フォトレジストモノマー、ポリマー 

電子材料用有機溶剤 

自動車エアバッグ用インフレータ 
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 ダイナトロン㈱ 

■URL：http://www.dynatron.co.jp 

■所在地：114-0023 東京都北区滝野川 7-2-13 ベルテックス 5F 

■問合先：営業部 

TEL:03-3940-9081 

Mail:sales@dynatron.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

PCB 統合 CAM システム PC-AutoCAM，クラウド PCB 製造支援テレファクトリー 

レーザーフォトプロッターRPシリーズ,メタルマスク加工機 TANNLIN 

部品実装支援システム PC-MountCAM 

部品実装関連装置 リードクリンチ，実装基板塗布装置，実装治具加工装置 

ガーバー基準 2次元自動測長装置 Master SCALE Ⅱ, ホールアナライザー 

 

 大日工業㈱ 

■URL：http://www.dnk-mekki.com 

■所在地：124-0011 東京都葛飾区四つ木 5-16-11 

■問合先：営業部 

TEL:03-3691-9501 

Mail:marketing@dnk-mekki.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板上へのニッケル金メッキ 

  

  

  

  

 

 ㈱大日光・エンジニアリング 

■URL：http://www.dne.co.jp 

■所在地：321-2342 栃木県日光市根室 697-1 

■問合先：総務部 

TEL:0288-26-3930 

Mail:akizawa@dne.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子部品実装事業 

機構組立事業 

事務機器販売事業 

光学機器組立事業 

電源ユニット開発・製造事業 
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 大丸興業㈱ 

■URL：http://www.daimarukogyo.co.jp 

■所在地：541-0051 大阪府大阪市中央区備後町 3-4-9 輸出繊維会館 

■問合先：電子デバイス部 電子デバイスチーム 

TEL:06-6205-1019 

Mail:morishita@daimarukogyo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板 

FPC/FPC アセンブリ品 

ケーブル類（USB、HDMI 等） 

銅張積層板 

電子部品（各種半導体）・機構部品（コネクタ・スイッチ等） 

 

 太陽インキ製造㈱ 

■URL：http://taiyo-hd.co.jp/jp/group/ink/ 

■所在地：355-0215 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤 900 

■問合先：営業部 業務課 

TEL:0493-61-2724 

Mail:info-taiyoink2010@taiyoink.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

アルカリ現像型ソルダーレジスト（リジット基板・パッケージ基板・フレキシブル基板用） 

熱硬化型・紫外線硬化型ソルダーレジスト 

熱硬化型永久穴埋めインキ 

熱硬化型マーキングインキ 

層間絶縁材料，導電性ペースト（タッチパネル用） 

 

 太洋工業㈱ 

■URL：http://www.taiyo-xelcom.co.jp/ 

■所在地：640-8390 和歌山県和歌山市有本 661 

■問合先：総務部 

TEL:073-431-6311 

Mail:info@taiyo-xelcom.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブルプリント配線板の設計・製造 

プリント配線板用各ベアボードテスタの開発・製造・販売 

産業用ロボットのシステムインテグレーションサービスの提供 

特殊エレクトロフォーミング加工による治具製作 

電子機器及び化成品等の代理店販売 
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 ㈱太洋工作所 

■URL：http://www.taiyomfg.co.jp 

■所在地：535-0013 大阪府大阪市旭区森小路 1-2-27 

■問合先：第 1事業開発部 

TEL:06-6952-3179 

Mail:info@taiyomfg.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各種プリント基板へのパネル銅めっき 

各種プリント基板への NC穴あけ 

各種プリント基板への電解・無電解金めっき 

電子部品・電子モジュールの開発 

各種めっき加工 

 

 太陽ホールディングス㈱ 

■URL：http://www.taiyo-hd.co.jp 

■所在地：171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 メトロポリタンプラザビル 16F 

■問合先：内部監査部 

TEL:03-5953-5200 

Mail:https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/contact/ 

■代表的な製造・営業品目： 

アルカリ現像型ソルダーレジスト（リジット基板・パッケージ基板・フレキシブル基板用） 

熱硬化型・紫外線硬化型ソルダーレジスト 

感光性カバーレイ 

層間絶縁材料（熱硬化型・感光性） 

ストレッチャブル導電ペースト、異方導電性接着剤 

 

 ㈱ダイワ 

■URL：https://www.daiwa-coltd.jp 

■所在地：503-2122 岐阜県不破郡垂井町表佐 850-1 

■問合先：営業課 

TEL:0584-23-3233 

Mail:sales@daiwa-coltd.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板マテハン装置・その他の産業用自動化設備 
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 ㈱ダイワ工業 

■URL：http://www.daiwa-kg.co.jp/ 

■所在地：394-0004 長野県岡谷市神明町 4-1-25 

■問合先：営業部 

TEL:0266-22-5758 

Mail:sales@daiwa-kg.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板（両面・多層） 

放熱基板（DPGA 基板・銅ベース基板・アルミベース基板） 

大電流基板 

  

  

 

 ダイワ電機精工㈱ 

■URL：http://www.dcm-net.com 

■所在地：360-0831 埼玉県熊谷市久保島 597-2 

■問合先： 

TEL:048-532-7100 

Mail:headoffice@dcm-net.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板打抜型 

実装基板分割型 

実装基板分割装置 

銘板，文字板抜型 

彫刻刃型 

 

 ㈱タケウチ 

■URL：http://www.tkuc.co.jp 

■所在地：244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 187 

■問合先：営業部 

TEL:045-864-0025 

Mail:webmaster@tkuc.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板高速穴位置検査機 

ドリル穴明機 

ルーター加工機（ドリルルーター含む） 

プリント基板用自動基準穴明ピン打ち込み機 

プリント基板テープ貼り機 
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 田代電化工業㈱ 

■URL：http://tashirodenka.com/ 

■所在地：183-0001 東京都府中市浅間町 2-19-5 

■問合先：営業部 

TEL:055-282-3881 

Mail:ntashiro@tashirodenka.com 

■代表的な製造・営業品目： 

無電解 Ni-Au めっき（薄付け） 

無電解 Ni-Au めっき（厚付け） 

電解 Ni-Au めっき 

電解 Ag めっき 

  

 

 タツタ電線㈱ 

■URL：https://www.tatsuta.co.jp/ 

■所在地：619-0216 京都府木津川市州見台 6-5-1 

■問合先：タツタテクニカルセンター 

TEL:0774-66-5551 

Mail:https://www.tatsuta.co.jp/contact/functional-film/ 

■代表的な製造・営業品目： 

FPC 用シールドフィルム 

FFC 用シールドフィルム 

穴埋用非導電性&導電性ペースト 

EMI 対策基板用導電性銅ペースト 

  

 

 ㈱タテヤマ 

■URL：http://www.tateyama.cc/ 

■所在地：101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-8 蔵町ビル 3F 

■問合先：営業部 

TEL:03-3518-8411 

Mail:information@tateyama.cc 

■代表的な製造・営業品目： 

X 線画像解析機の販売 

印刷 

展示会ブースのデザイン及び施工 

太陽光発電所のメンテナンス事業 
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 ㈱棚澤八光社 

■URL： 

■所在地：579-8013 大阪府東大阪市西石切町 2-1-10 

■問合先：営業部 

TEL:0729-82-1701 

Mail:k-tani-p@tanazawa.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

片面プリント配線板 

両面プリント配線板 

  

  

  

 

 ㈱ダブル・エー・ピー 

■URL：http://www.wap-japan.com 

■所在地：323-0819 栃木県小山市横倉新田 315-38 

■問合先：営業部 

TEL:0285-28-3822 

Mail:mng@wap-japan.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路設計（論理設計） 

プリント配線板設計（デジタル・アナログ設計） 

モジュール基板設計（BGA，PGA，CSP） 

プリント配線板販売（片面，両面，4～12 層） 

アッセンブリ試作・量産 

 

 ㈱タムラ製作所 

■URL：https://www.tamura-ss.co.jp/ 

■所在地：350-1328 埼玉県狭山市広瀬台 2-3-1 デバイス棟 2階 

■問合先：電子化学実装営業本部 

TEL:04-2934-6131 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

液状ソルダーレジスト 

ソルダーペースト 

フラックス 

リフローはんだ付け装置 

フローはんだ付け装置 
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 ㈱ちの技研 

■URL：http://www.chino-giken.co.jp/ 

■所在地：391-0213 長野県茅野市豊平 376-1 

■問合先：営業部 

TEL:0266-72-5349 

Mail:info@chino-giken.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面・多層プリント配線板 

ビルドアップ多層プリント配線板 

高耐熱プリント配線板 

アルミベース基板 

銅ベース基板 

 

 チューリップ㈱ 

■URL：http://www.tulip-japan.co.jp 

■所在地：733-0002 広島県広島市西区楠木町 4-19-8 

■問合先：営業本部 営業 3課 

TEL:082-238-1144 

Mail:info@tulip-japan.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路基板検査用プローブの製造・販売 

  

  

  

  

 

 超高効率電子回路生産システム研究会 

■URL： 

■所在地：167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F 

■問合先：（一社）日本電子回路工業会内 

TEL:03-5310-2020 

Mail:EESMAP@jpca.org 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路超高効率生産システム支援要素研究活動 
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 ㈱千代田エレクトロニクス 

■URL：http://www.chiyoda-electronics.co.jp/ 

■所在地：171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7F 

■問合先：営業本部 営業部 東京営業所 

TEL:03-6907-1401 

Mail:eigyou@chiyoda-electronics.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

産業用直流電源装置 

  

  

  

  

 

 ㈱角田ブラシ製作所 

■URL：http://www.tsunoda-brush.co.jp 

■所在地：140-0004 東京都品川区南品川 2-17-30 

■問合先：営業部 

TEL:03-3471-4611 

Mail:honsha@tsunoda-brush.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板研磨用バフ 

工業用ブラシ 

ゴムローラー 

スポンジローラー 

転写テープ 

 

 DIC㈱ 

■URL：http://www.dic-global.com/ 

■所在地：103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20 

■問合先：新事業統括本部 E-2 プロジェクト 

TEL:03-6733-5917 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブルプリント配線板用途配線形成用めっきシード材料 
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 ㈱ティー・エム・ケイ 

■URL： 

■所在地：190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 2-25 

■問合先： 

TEL:042-556-8990 

Mail:tmk@cello.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

N.C ルーター外形加工 

V カット加工 

プレス加工 

ザグリ加工 

  

 

 ティーシーティー・ジャパン㈱ 

■URL： 

■所在地：271-0046 千葉県松戸市西馬橋蔵元町 100 

■問合先： 

TEL:047-349-5899 

Mail:jp@tct-tool.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用超硬ドリルビット 

プリント配線板用超硬ルータビット 

  

  

  

 

 ㈱ディケーシー 

■URL：http://www.dkc-inc.com/ 

■所在地：605-0981 京都府京都市東山区本町 11-718 

■問合先： 

TEL:075-531-2735 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板（スルホールめっきあり，なし） 

多層プリント配線板（4層以下，5～9層，10～12 層） 

プリント配線板設計 

金型製作 

チップ部品実装 
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 DDP スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン㈱ 

■URL：https://www.dupont.co.jp/ 

■所在地：100-6111 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 

■問合先：エレクトロニクス&イメージング事業 インターコネクトソリューションズ セールスサポート 

TEL:03-5521-8407 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

無電解銅めっき薬品 

過マンガン酸プロセス関連薬品 

高密度エッチング用フォトレジスト 

電解銅めっき薬品 

無電解ニッケル・金めっき薬品 

 

 テクノアルファ㈱ 

■URL：http://www.technoalpha.co.jp 

■所在地：141-0031 東京都品川区西五反田 2-27-4 明治安田生命五反田ビル 

■問合先： 

TEL:03-3492-7421 

Mail:aoshima@technoalpha.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ベーパーフェイズリフロー装置 

温度プロファイル計 

接着剤 

ダイボンダー 

レーザーリフロー装置 

 

 デンオン機器㈱ 

■URL：http://www.denondic.co.jp 

■所在地：177-0052 東京都練馬区関町東 1-26-10 

■問合先：営業部 

TEL:03-3929-6000 

Mail:t.okawa@denondic.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

BGA リワーク装置 

プリヒーター装置（鉛フリー対応） 

はんだ吸取器（鉛フリー対応） 

はんだごて（鉛フリー対応） 
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 デンカ㈱ 

■URL：http://www.denka.co.jp 

■所在地：103-8338 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー 

■問合先：電子・先端プロダクツ部門 電子部材部 

TEL:03-5290-5542 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

高熱伝導性アルミニウム基板「HITTPLATE」 

  

  

  

  

 

 （一社）電子情報技術産業協会 

■URL：http://www.jeita.or.jp 

■所在地：100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 

■問合先：総務部 

TEL:03-5218-1050 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

  

  

  

  

  

 

 電子プリント工業㈱ 

■URL：http://www1a.biglobe.ne.jp/dpk/ 

■所在地：661-0976 兵庫県尼崎市潮江 1-3-30 KDI ビル 4F101 号室 

■問合先：営業部 

TEL:06-6491-6077 

Mail:hc-dpk@xvh.biglobe.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高難易度片面プリント配線板，多品種少ロット両面・多層プリント配線板 

設計 

金型製作 
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 ㈱デンソー 

■URL：http://www.denso.co.jp/ja/ 

■所在地：448-8661 愛知県刈谷市昭和町 1-1 

■問合先：インダストリアルソリューション事業部 

TEL:0566-55-9863 

Mail:motoki.shimizu.j7x@jp.denso.com 

■代表的な製造・営業品目： 

カーエアコンシステム 

ガソリン／ディーゼル エンジンマネジメントシステム 

ハイブリッド車・電気自動車用製品 

カーナビゲーションシステム 

走行支援システム用センシングシステム 

 

 天竜精機㈱ 

■URL：http://www.tenryuseiki.co.jp 

■所在地：399-4321 長野県駒ヶ根市東伊那 5650 

■問合先：営業本部 営業グループ 

TEL:0265-82-5111 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

コネクター自動組立機 

クリームハンダ全自動印刷機 

ディスクリート品カット＆フォーミングマシン 

電池関連自動機 

各種自動組立機 

 

 東海神栄電子工業㈱ 

■URL：http://www.tsk-pcb.co.jp 

■所在地：509-7201 岐阜県恵那市大井町 630-1 

■問合先：総務部 

TEL:0573-25-4414 

Mail:harada@tsk-pcb.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線基板 

多層プリント配線基板 

表面実装用メタル版 
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 ㈱東京ウエルズ 

■URL：https://tokyoweld.com 

■所在地：143-0021 東京都大田区北馬込 2-28-1（本社） 

277-0871 千葉県柏市若柴 178-4 柏の葉キャンパス 148 街区 2 ショップ&オフィス棟 606 号室（柏オフィス） 

■問合先：新商品企画統括部 柏研究所 

TEL:柏研：070-4178-5301（遠藤携帯）、080-1023-9095（マッケンジー携帯） 

Mail:m-endoh@tokyoweld.com, mackenzie@tokyoweld.com 

■代表的な製造・営業品目： 

テーピング機 

外観検査機 

測定分類機 

電極塗布機 

自動リール巻取機 

 

 東京化工機㈱ 

■URL：http://www.tokyo-kakoki.co.jp/ 

■所在地：399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 14017-50 南原工業団地 

■問合先：管理部 

TEL:0265-79-8041 

Mail:soumu@tokyo-kakoki-n.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板製造装置(現像・エッチング・剥離・各種前処理） 

洗浄装置 

フラットパネル全般の表面処理装置 

納入装置改造/オーバーホール 

  

 

 東京ドロウイング㈱ 

■URL：http://www.todraw.co.jp 

■所在地：143-0023 東京都大田区山王 2-36-12 

■問合先：営業部 

TEL:03-5742-8117 

Mail:eigyou@todraw.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

デバイス開発（ASIC,FPGA） 

ボード開発（回路設計,プリント基板設計,各種 SIM,試作・評価等） 

システム開発（仕様設計,機能設計から試作・評価） 

製品開発（構造設計,熱 SIM,試作等） 

ソフト開発（組込ソフトウェア開発、アプリケーション開発） 



一般社団法人日本電子回路工業会 会員名簿 

 

71 
 

 東京マシン・アンド・ツール㈱ 

■URL：http://www.tokyo-mt.com/ 

■所在地：154-0014 東京都世田谷区新町 2-18-5 

■問合先：営業部 

TEL:03-5450-4611 

Mail:numa@tokyo-mt.com 

■代表的な製造・営業品目： 

NC ドリル加工機・NC ルータ加工機・レーザー加工機 

PWB 超硬ドリル・ルータービット 

直接描画装置・光学式外観検査装置・X線検査装置・目視検査装置 

インクジェットプリンター・レーザーマーカー・コンプレッサー・UPS・基板分割機 

不織布バフ・セラミック研磨材 

 

 ㈱東光高岳 

■URL：https://www.tktk.co.jp 

■所在地：135-0061 東京都江東区豊洲 5-6-36 豊洲プライムスクエア 8F 

■問合先：光応用検査機器事業本部 検査機器営業部 

TEL:03-6371-5434 

Mail:fa_sys@tktk.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

三次元検査装置 

画像処理装置 

モータ，ドライバ 

フォトマスク検査装置 

  

 

 東洋電子技研㈱ 

■URL：http://www.teeys.co.jp 

■所在地：270-0031 千葉県松戸市横須賀 1-27-9 

■問合先：営業部 

TEL:0473-46-1201 

Mail:toyo1201@teeys.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

超高密度検査治具 

微細プローブコンタクト 

各種電子デバイス検査ヘッド 

半導体テストソケット 

LED 点灯テストユニット 
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 東洋紡㈱ 

■URL：https://www.toyobo.co.jp/ 

■所在地：530-8230 大阪府大阪市北区堂島浜 2-2-8 

■問合先：バイロン・ハードレン国内営業部 

TEL:03-6887-8891 

Mail:keiji_mabuchi@toyobo.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

FPC 用接着剤 

FFC 用接着剤 

センサー基板用銀ペースト 

  

  

 

 東レエンジニアリング㈱ 

■URL：http://www.toray-eng.co.jp/ 

■所在地：103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-22 八重洲龍名館ビル 

■問合先：メカトロファインテック事業本部 第一事業部 営業部 

TEL:03-5962-9773 

Mail:hirokazu_okuzono@toray-eng.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

Roll to Roll フィルムパターニング装置 

実装装置 

µLED 製造装置 

レーザートリミング装置 

塗布装置 

 

 東レ・デュポン㈱ 

■URL：https://www.td-net.co.jp 

■所在地：103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-1-1 METLIFE 日本橋本町ビル 

■問合先：カプトン営業部 

TEL:03-3245-5061 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

ポリイミドフィルム“カプトン®” 

アラミド繊維“ケブラー®” 

ポリエステル・エラストマー“ハイトレル®” 
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 東和プリント工業㈱ 

■URL：https://www.twp.co.jp/company.html 

■所在地：193-0832 東京都八王子市散田町 5-6-5 

■問合先：営業部 

TEL:042-666-0272 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

リジット基板 

フレキシブル基板 

  

  

  

 

 トーヨーケム㈱ 

■URL：www.toyo-chem.com 

■所在地：104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1 

■問合先：情報・通信材営業本部 機能性フィルム営業課 

TEL:03-3272-0905 

Mail:muneo.toda@toyoinkgroup.com 

■代表的な製造・営業品目： 

粘接着剤 

粘接着シート 

導電材料 

絶縁材料 

FPC 関連シート材 

 

 トッパン・フォームズ㈱ 

■URL：http://www.toppan-f.co.jp 

■所在地：105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3 

■問合先：総務本部 広報部 

TEL:03-6253-5730 

Mail:koho@toppan-f.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プラスチック素材への印刷配線（開発品） 
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 ㈱トッポイント・ジャパン 

■URL：http://www.topoint.tw/ 

■所在地：273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 4-9-61 

■問合先：営業 

TEL:047-710-9056 

Mail:nishimoto@topoint.tw 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリルビット 

ルータービット 

再研磨 
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 ㈲長岡電機製作所 

■URL： 

■所在地：547-0023 大阪府大阪市平野区爪破南 2-1-21 

■問合先： 

TEL:06-6702-6222 

Mail:nagaoka@nc-nagaoka.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板（穴あけ加工） 

  

  

  

  

 

 ㈱ナックプロ 

■URL：http://www.nak-pro.com 

■所在地：175-0091 東京都板橋区三園 2-18-12 

■問合先：総務部 

TEL:03-6909-9180 

Mail:info@nak-pro.com 

■代表的な製造・営業品目： 

産業用電子機器の設計・製造 

基板アッセンブリ及び組立配線 

プリント基板設計・製作 

電子部品販売 

  

 

 ナミックス㈱ 

■URL：http://www.namics.co.jp 

■所在地：950-3131 新潟県新潟市北区濁川 3993 

■問合先：営業本部 

TEL:025-258-5600 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

積層コンデンサ用内部・外部電極材料 

太陽電池 Si セル用電極材料 

液状半導体封止材料 

オーバーコート用ペースト 

熱硬化型導電接着剤 
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 ナラサキ産業㈱ 

■URL：http://www.narasaki.co.jp 

■所在地：104-8530 東京都中央区入船 3-3-8 

■問合先：電機本部 メカトロシステム部 メカトロ課 

TEL:03-6732-7367 

Mail:miyagawatt@narasaki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

三菱電機㈱製 CO2 レーザ加工機 

三菱電機㈱製 UV レーザ加工機 

三菱電機㈱製 放電加工機 

セラミックス治工具 

エンジニアリングプラスティクス治工具 

 

 ㈱ニソール 

■URL：https://www.nisoul.co.jp 

■所在地：350-1306 埼玉県狭山市富士見 2-2-12 

■問合先：営業企画部 

TEL:04-2958-8600 

Mail:info@nisoul.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板設計 

CAD/CAM システム開発・販売 

CAD/CAM ソフト及び関連ソフト業務 

その他 電子回路関連業務 

  

 

 ニッカン工業㈱ 

■URL：http://www.nikkan-ind.co.jp 

■所在地：152-8907 東京都目黒区大岡山 1-35-22 

■問合先：ラミネート営業部 

TEL:03-3723-9853 

Mail:fcm@nikkan-ind.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用銅張積層板 

フレキシブルプリント配線板用材料 

電気絶縁材料用チューブ・クロス・電線 

食品包装紙・各種貼合せ品 
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 ニッコー・マテリアルズ㈱ 

■URL：http://www.nikko-materials.com 

■所在地：221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 3-1 コンカード横浜 5F 

■問合先：営業部 

TEL:045-620-9480 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

ALPHO（ドライフィルムレジスト） 

真空加圧式ラミネータ 

ETERTEC（ドライフィルムレジスト） 

  

  

 

 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ 

■URL：https://www.nscm.nipponsteel.com 

■所在地：103-0027 東京都中央区日本橋 1-13-1 日鉄日本橋ビル 

■問合先：機能材料事業部エスパネックス部 

TEL:03-3510-0332 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

無接着剤タイプポリイミド銅張積層板 

絶縁材料 

変性エポキシ樹脂 

  

  

 

 日東電工㈱ 

■URL：http://www.nitto.co.jp/ 

■所在地：519-0193 三重県亀山市布気町 919 

■問合先：ICT 事業部門 企画統括部 

TEL:0595-82-1151 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブルプリント配線板 

  

  

  

  



一般社団法人日本電子回路工業会 会員名簿 

 

78 
 

 日東紡績㈱ 

■URL：http://www.nittobo.co.jp 

■所在地：102-8489 東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル 

■問合先：グラスファイバー事業部門 電材営業部 

TEL:03-4582-5200 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

グラスファイバーヤーン 

グラスファイバークロス 

  

  

  

 

 ㈱日放電子 

■URL：http://www.nippoe.co.jp/ 

■所在地：215-0034 神奈川県川崎市麻生区南黒川 8-1 

■問合先：営業本部 

TEL:044-989-9129 

Mail:Shoki2_eigyou@nippoe.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プラズマ処理装置 

プラズマコンポーネンツ 

電子機器システム開発・製造 

ソフトウェア開発 

  

 

 ㈱二宮システム 

■URL：http://www.ninomiya-sys.co.jp 

■所在地：557-0061 大阪府大阪市西成区北津守 3-9-50 

■問合先：統括本部 

TEL:06-6567-0126 

Mail:nishida@ninomiya-sys.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

タッチパネル用現像，エッチング，剥離ライン（ロール toロール，枚葉） 

プリント基板用現像，エッチング，剥離ライン（ロール toロール，枚葉） 

ケミカルミーリング用現像、エッチング、剥離ライン 

洗浄装置（ガラスパネル，フィルム） 

化学処理装置（表面粗化，酸洗） 
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 日本アクア㈱ 

■URL：https://www.jaqua.co.jp 

■所在地：562-0035 大阪府箕面市船場東 2-6-1 

■問合先：総務部 

TEL:072-726-6665 

Mail:kanri@jaqua.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

計測機器製造業 

メンテナンス・サービス業 

  

  

  

 

 日本アグフアマテリアルズ㈱ 

■URL：http://www.agfa.co.jp 

■所在地：141-0032 東京都品川区大崎 1-6-1 大崎ニューシティビル 1号館 5F 

■問合先：営業部 

TEL:03-5487-8260 

Mail:kazunobu.nagase@agfa.com 

■代表的な製造・営業品目： 

マスクフィルム（レーザープロッター用・アナログ・反転用，ハイレゾ） 

インクジェット用シンボルインク 

自動現像機掃除用クリーニングフィルム 

インクジェット用エッチングレジストインク 

インクジェット用ソルダーレジストインク 

 

 日本エバレット・チャールス㈱ 

■URL：http://www.ectinfo.co.jp/ 

■所在地：231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町 1-18 

■問合先： 

TEL:045-242-2556 

Mail:ecj@ectinfo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

atg 社 フライング・プローブ・テスター 

atg-LM 社 自動ユニバーサルテスター 

MASON 社 自動ユニバーサルテスター 

各種検査装置用治具 

テスト・プローブ 
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 日本オルボテック㈱ 

■URL：http://www.orbotech.com/jpn/ 

■所在地：153-0042 東京都目黒区青葉台 4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 

■問合先：PCB 事業部 営業統括部 

TEL:03-6367-2505 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用光学式自動外観検査装置・自動シェイピング装置 

ダイレクトイメージング装置「Paragon」、「Nuvogo」、「Diamond」シリーズ 

UV レーザードリル装置「Apeiron」、 「Emerald」シリーズ 

アートワーク作成・編集システム「InCAM Pro」、 他エンジニアリングソフトウェア 

インクジェット・インボル印刷装置「Sprint」シリーズ 

 

 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 

■URL：http://www.cadence.co.jp 

■所在地：222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-100-45 新横浜中央ビル 

■問合先：マーケティング本部 

TEL:045-475-2221 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

PCB 自動配置配線レイアウトツール販売 

PCB 電気解析ツール販売 

IC パッケージ／モジュールレイアウト設計ツール販売 

設計環境構築サービス 

  

 

 日本航空電子工業㈱ 

■URL：http://www.jae.com/jp 

■所在地：196-8555 東京都昭島市武蔵野 3-1-1 

■問合先：商品開発センター 

TEL:042-549-9215 

Mail:nakajimash@jae.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 
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 日本高純度化学㈱ 

■URL：https://www.netjpc.com 

■所在地：179-0081 東京都練馬区北町 3-10-18 

■問合先：営業部 

TEL:03-3550-1048 

Mail:jpc@netjpc.com 

■代表的な製造・営業品目： 

貴金属めっき薬品の開発・製造及び販売 

  

  

  

  

 

 日本シイエムケイ㈱ 

■URL：http://www.cmk-corp.com/ 

■所在地：163-1388 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー43F 

■問合先：総務部 総務一課 

TEL:03-5323-0231 

Mail:ホームページ内「お問い合わせ」 

■代表的な製造・営業品目： 

民生用・産業用各種プリント配線板及び電子デバイスの開発・製造・販売 

  

  

  

  

 

 日本テクノ㈱ 

■URL：http://www.ktpc.or.jp/kp/101600/ 

■所在地：146-0085 東京都大田区久が原 2-14-10 

■問合先：総務課 田中富美子 

TEL:03-3754-1661 

Mail:supervib@jptechno.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

小孔プリント基板用高速高品位表面処理装置 

チップ専用めっき装置（ソニックバレルシステム） 

殺菌洗浄兼用攪拌装置（バクテリアブレーククリーナー） 

超高速アルマイト処理装置 

高速電解酸化処理装置（BC ナイン） 
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 日本電解㈱ 

■URL：http://www.nippon-denkai.co.jp 

■所在地：308-0851 茨城県筑西市下江連 1226 

■問合先：営業部 

TEL:0296-28-5551 

Mail:https://www.nippon-denkai.co.jp/contact 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用電解銅箔 

リチウムイオン電池用電解銅箔 

IC パッケージ用電解銅箔 

フレキシブル配線板用電解銅箔 

  

 

 日本電気化学㈱ 

■URL：https://www.ndkgk.com 

■所在地：607-8356 京都府京都市山科区西野後藤町 18 

■問合先：営業部 

TEL:075-591-0380 

Mail:eigyo@ndkgk.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

産業用電子回路基板 

シール・シートの製造 

電子機器の設計・製造 

NDK パネルスイッチの設計・製造 

立体パネル（精密板金・塗装・シルク印刷） 

 

 日本電産リード㈱ 

■URL：http://www.nidec-read.com 

■所在地：615-0854 京都府京都市右京区西京極提外町 10 

■問合先：営業本部 

TEL:075-315-8558 

Mail:kyoto@nidec-read.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

半導体パッケージ・半導体部品用各種検査装置 

プリント基板用各種検査装置 

PCB 検査用治具、半導体ウェハプローブカード 

半導体パッケージ・半導体ウェハ用光学式 2D/3D 検査装置 

フレキ基板・ディスプレイ関連各種検査装置 
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 日本フイルコン㈱ 

■URL：http://www.filcon.co.jp/ 

■所在地：206-8577 東京都稲城市大丸 2220 

■問合先：ファインエレクトロニクスカンパニー 

TEL:042-378-2801 

Mail:nf-es@filcon.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

金属フォトエッチング加工 

複合フィルムエッチング加工 

フォトマスク 

紙パルプ用網 

水処理装置 

 

 日本ポリテック㈱ 

■URL：http://www.nptcorp.com 

■所在地：193-0822 東京都八王子市弐分方町 370-1 

■問合先：営業部 

TEL:042-652-0216 

Mail:info@nptcorp.com 

■代表的な製造・営業品目： 

FPC 用液状フォトソルダーレジスト 

COF 用熱硬化レジスト 

  

  

  

 

 日本ミクロン㈱ 

■URL：https://www.nihon-micron.co.jp 

■所在地：394-0048 長野県岡谷市川岸上 3-4-5 

■問合先：営業部 

TEL:0266-23-8373 

Mail:nmadpt@nihon-micron.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

センサーパッケージ用基板 

小型半導体パッケージ基板 

LED 用基板 

タグ用基板 

パワーモジュール基板 
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 日本ミルテック㈱ 

■URL：www.mirtec-j.com 

■所在地：104-0033 東京都中央区新川 1-3-17 新川三幸ビル 101 

■問合先：管理部 

TEL:03-3523-2301 

Mail:info@mirtec-j.com 

■代表的な製造・営業品目： 

AOI 外観検査装置 

SPI 外観検査装置 

静電気可視化システム 

  

  

 

 ㈱日本理化工業所 

■URL：http://www.nipponrika.jp/ 

■所在地：140-8503 東京都品川区大井 1-20-6 

■問合先：電子材料営業部 

TEL:03-3771-0174 

Mail:mcpcb@nipponrika.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

マイカテープ・シート 

コイル 

メタルベースプリント配線板用銅張積層板 

メタルベースプリント配線板(MCPCB) 

メタルベースパワーモジュール 

 

 ㈱野田スクリーン 

■URL：http://www.nodascreen.co.jp/ 

■所在地：485-0821 愛知県小牧市大字本庄字大坪 415 

■問合先：企画管理本部 企画管理部 

TEL:0568-79-0222 

Mail:inquiry@nodascreen.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子部品（プリント配線板、半導体パッケージ基板）加工 

化学材料の開発・製造・販売 

電子部品製造装置販売 
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 ハイウィン㈱ 

■URL：http://www.hiwin.co.jp 

■所在地：651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 4-2-20 三宮中央ビル 3F 

■問合先：ロボット課 

TEL:078-262-5413 

Mail:a-hosogi@hiwin.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ボールねじ 

リニアガイドウェイ 

工業ロボット 

  

  

 

 伯東㈱ 

■URL：http://www.hakuto.co.jp/ 

■所在地：160-8910 東京都新宿区新宿 1-1-13 

■問合先：システムプロダクツカンパニー 営業四部 

TEL:03-3225-8082 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

オートカットラミネータ 

自動露光装置 

外観検査装置 

投影型自動露光装置 

プリント基板用ドライクリーナー 

 

 パスコン㈱ 

■URL：http://www.passcon.co.jp/ 

■所在地：431-3101 静岡県浜松市東区豊町 3183 

■問合先：営業課 

TEL:053-582-7130 

Mail:eigyo@passcon.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

開発 

プリント基板設計 

試作短納期支援（設計、基板、実装、部品調達、実装、組立） 

量産支援 ESM（部品調達、組立、検査装置） 

検査治具製作（ICT,FCT 他） 
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 八光電子工業㈱ 

■URL：https://hachiden.co.jp/ 

■所在地：578-0921 大阪府東大阪市水走 2-17-2 

■問合先：営業部 

TEL:072-962-0301 

Mail:info@hachiden.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

片面両面プリント配線板 

両面スルホールプリント配線板 

多層（4層～20層）プリント配線板 

両面フレキシブルプリント配線板 

フレクスリジッドプリント配線板 

 

 パナソニック㈱インダストリ―社 

■URL：https://industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials/products 

■所在地：571-8506 大阪府門真市大字門真 1006 

■問合先：電子材料事業部 企画センター 経営企画部 プロモーション企画課 

TEL:06-6904-2603 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

多層基板材料「MEGTRON」,「HIPER」シリーズ,「プレマルチ（内層回路入り）」 

半導体パッケージ基板材料「LEXCM GX」シリーズ 

ガラスコンポジット基板材料（セムスリー） 

フレキシブル基板材料「FELIOS」シリーズ 

紙フェノール基板材料 

 

 パナソニック デバイスマテリアル販売㈱ 

■URL：http://www.panasonic.com/jp/corporate/is/pdf/pidms.pdf 

■所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門 3-4-10 

■問合先：第一営業本部 営業一部 営業課 

TEL:03-5404-5167 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

銅張積層板 

プリント配線板 

化学材料 

車載電子部品 

デバイス商品 
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 ㈱羽野製作所 

■URL：https://hano-ss.co.jp 

■所在地：812-0061 福岡県福岡市東区筥松 1-1-12 

■問合先：営業部 

TEL:092-611-3777 

Mail:info@hano-ss.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各種高密度プリント配線板（30 層まで）設計・製造 

高難易度プリント配線板設計・製造 

電子機器開発（回路，ソフト，メカ） 

電子機器実装・組立 

各種銘板，フィルムシート，板金加工品 

 

 ハムジャパン㈱ 

■URL：http://www.ham-japan.com 

■所在地：144-0052 東京都大田区蒲田 4-29-5 高千穂ビル 4F 

■問合先： 

TEL:03-3739-8686 

Mail:info@ham-japan.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用ドリルビット 

プリント基板用ルータービット 

  

  

  

 

 ㈱ハラダ製作所 

■URL：http://www.harada-s-s.com/ 

■所在地：367-0108 埼玉県児玉郡美里町下児玉 558 

■問合先：総務部 

TEL:0495-76-3800 

Mail:t-kurosawa@harada-s-s.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線基板の穴明け加工 

プリント配線基板のドリル再研磨 

各種素材の切削加工 
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 ビアメカニクス㈱ 

■URL：http://www.viamechanics.com 

■所在地：243-0016 神奈川県厚木市田村町 9-32 

■問合先：営業本部 東日本営業部 

TEL:046-203-9688 

Mail:furuno@viamechanics.com 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル穴明機 

レーザー加工機 

その他電子部品加工装置 

  

  

 

 ㈱ピーバンドットコム 

■URL：https://www.p-ban.com 

■所在地：102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F 

■問合先：P 板.com サポート窓口 

TEL:0120-439-296 

Mail:info@p-ban.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板 

  

  

  

  

 

 ㈱ビームセンス 

■URL：http://www.beamsense.co.jp 

■所在地：564-0041 大阪府吹田市泉町 2-19-16 

■問合先：本社 

TEL:06-6384-9563 

Mail:info@beamsense.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

マイクロフォーカス X線透視装置 

マイクロフォーカス X線 CT 装置 

ナノ・フォーカス X線 CT装置 

X 線透視撮影受託業務 

プリント基板パターン CAD 図化受託常務 
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 日置電機㈱ 

■URL：http://www.hioki.co.jp 

■所在地：386-1192 長野県上田市小泉 81 

■問合先：テストシステム部 販売サービス課 

TEL:0268-28-0555 

Mail:info@hioki.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ベアボード検査装置・パッケージ検査装置・実装基板検査装置 

記録装置 

電子測定器 

現場測定器 

  

 

 ㈱平山ファインテクノ 

■URL：http://www.hrym.com 

■所在地：211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 174 

■問合先：営業部 

TEL:044-422-3213 

Mail:eigyo@hrym.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板設計・シミュレーション 

高多層(30 層)・高密度(狭ピッチ BGA・IVH)対応プリント配線板製造 

高周波・インピーダンスコントロール・バックドリル対応プリント配線板製造 

高電流(厚銅・CTI600V 両面・多層)対応プリント配線板製造 

永久穴埋め・側面めっき・大型基板(バーインボード)・環境対応プリント配線板製造 

 

 ヒロセ電機㈱ 

■URL：https://www.hirose.com/jp/ 

■所在地：224-8540 神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-6-3 

■問合先：グローバルマーケティング部 販売促進課 

TEL:045-620-3543 

Mail:isamu.saito.3k@hirose-gl.com 

■代表的な製造・営業品目： 

コネクタ 
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 ㈱ファーネス 

■URL：http://www.furnace.jp 

■所在地：168-0081 東京都杉並区宮前 4-29-3 

■問合先：営業部 

TEL:03-3335-8631 

Mail:siza0429@furnace.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パッケージ基板専用穴ウメ塗布コーター 

静電スプレーシステム 

一般基板用ロールコーターシステム 

クリーンオーブン 

薄板対応投入受取システム 

 

 ㈱ファシリティ 

■URL：http://www.facility.co.jp 

■所在地：252-0234 神奈川県相模原市中央区共和 2-1-23 

■問合先：PCB 営業部 

TEL:042-776-1231 

Mail:facility@facility.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

めっき装置 

回路形成装置 

投入受取機 

水処理、薬液処理装置 

  

 

 ㈱フィッシャー・インストルメンツ 

■URL：https://www.helmutfischer.jp 

■所在地：101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-6 S-GATE 秋葉原ビル 7F 

■問合先：東京本社 

TEL:03-3864-6101 

Mail:contact@fischer-japan.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

蛍光 X線分析・膜厚測定器 

電磁式・渦電流式膜厚計 

電気抵抗式膜厚計 

導電率計 

微小硬さ試験システム 
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 ㈱ブイ・テクノロジー 

■URL：http://www.vtec.co.jp/ 

■所在地：240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 YBP イーストタワー9F 

■問合先：PCB 事業推進室 

TEL:045-338-1980 

Mail:vtj-nb-pcb@vtec.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フォトマスク用描画装置 

非接触電気チェッカー 

  

  

  

 

 フェイス㈱ 

■URL：http://www.faith-ltd.co.jp 

■所在地：252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-61 

■問合先：営業部 

TEL:042-759-4868 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

挿入実装 

チップ部品実装 

装置組立，検査修理 

制御機器設計開発 

  

 

 福田金属箔粉工業㈱ 

■URL：https://www.fukuda-kyoto.co.jp 

■所在地：607-8305 京都府京都市山科区西野山中臣町 20 

■問合先：営業本部 

TEL:075-581-2161 

Mail:https://www.fukuda-kyoto.co.jp/inquiry/ 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用電解銅箔、表面処理圧延銅箔 

エレクトロニクス材料用金属箔（銅・アルミ・ニッケル他）、めっき箔（スズ・ニッケル）、開孔箔 

医薬・食品・エレクトロニクス包装材料用アルミ箔、アルミ箔関連素材 

建築・サインディスプレイ用アルミ樹脂複合板（カラーエース）その他金属樹脂複合板 

金属粉（粉末冶金、触媒、顔料、導電材、表面硬化・接合材、摺動、摩擦その他の材料用途） 
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 富士化学工業㈱ 

■URL：http://fuji-chem.jp/ 

■所在地：276-0046 千葉県八千代市大和田新田 655-7 

■問合先：営業部 

TEL:047-450-5511 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

表面処理薬剤の受託製造 

  

  

  

  

 

 ㈱フジ機工 

■URL：http://www.fujik.co.jp 

■所在地：332-0004 埼玉県川口市領家 3-24-11 

■問合先：経営企画部 

TEL:048-224-5177 

Mail:shimizu_teruyuki@fujik.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パターン形成装置（現像・エッチング・剥離） 

表面処理装置（ソフトエチング・ブラウン処理・OSP 処理） 

メッキ関連装置（デスミア装置・無電解銅メッキ装置） 

ロール toロール生産装置 

縦型搬送生産装置 

 

 富士通インターコネクトテクノロジーズ㈱ 

■URL：https://www.fujitsu.com/jp/fict/ 

■所在地：211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1 

■問合先：事業戦略グループ 

TEL:044-754-2260 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板の開発・設計・製造・販売 
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 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 

■URL：http://ffgs.fujifilm.co.jp 

■所在地：106-0031 東京都港区西麻布 2-26-30 

■問合先：チャネル営業部 

TEL:03-6419-0300（代表） 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

フォトマスク用フイルム 

計測ソリューション 

フォトマスク用フイルム自動現像機 

印刷製版用資機材 

  

 

 富士プリント工業㈱ 

■URL：http://www.fujiprint.com 

■所在地：192-0154 東京都八王子市下恩方町 315-11 

■問合先：本社営業部 

TEL:042-650-8181 

Mail:info@fujiprint.com 

■代表的な製造・営業品目： 

高密度プリント配線板 

IVH，インピーダンス整合，EMI 対策等 

特殊基板（部品内蔵基板、ビルドアップ基板） 

海外生産品の販売（国内・海外対応可） 

部品実装 

 

 藤森工業㈱ 

■URL：http://www.zacros.co.jp/ 

■所在地：112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー22階 

■問合先：情報電子事業本部 電子・モビリティ部材事業部 

TEL:03-5804-4221 

Mail:takahiro-imura@zacros.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

光学用表面保護フィルム：マスタック®TFB 

耐熱工程用微粘着フィルム：マスタック®PC シリーズ 

剥離フィルム：フイルムバイナ® 

メタシール/タブフィルム 
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 ㈱フジユキ 

■URL：http://www.fujiyuki.com 

■所在地：213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根 710-5 

■問合先： 

TEL:044-850-0070 

Mail:oendo@fujiyuki.com 

■代表的な製造・営業品目： 

多品種少量～量産品高精度穴あけ 

特殊材穴あけ 

  

  

  

 

 ㈱藤原電子工業 

■URL：http://www.fdk-ltd.jp/ 

■所在地：581-0042 大阪府大阪市八尾市南木の本 2-51 

■問合先：総務課 

TEL:072-991-3927 

Mail:info@fdk-ltd.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板プレス加工 

プリント基板金型製作 

プリント基板 Vカット加工 

プリント基板ルーター加工 

産業用ロボット開発 

 

 プラメックス㈱ 

■URL：http://www.e-plamex.co.jp 

■所在地：146-0082 東京都大田区池上 5-22-11 

■問合先：総務部 

TEL:03-3754-2211 

Mail:atobe0110@e-plamex.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板銅スルーホールめっき 

プリント基板全面金めっき 

プリント基板ロールトゥロール銅めっき 
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 フリージア・オート技研㈱ 

■URL：http://www.pban-a.com 

■所在地：101-0042 東京都千代田区神田東松下町 17 

■問合先：営業部 

TEL:03-6635-1840 

Mail:noriobata220@gmail.com 

■代表的な製造・営業品目： 

シールド板 

プリント基板 

  

  

  

 

 ㈱プリント回路設計 

■URL：http://www.printkairo.co.jp 

■所在地：192-0904 東京都八王子市子安町 1-15-1 テクノビル 4Ｆ 

■問合先：経営管理室 

TEL:042-645-7070 

Mail:printkairo-information@printkairo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板の実装設計 

回路図入力 

アセンブリー試作 

伝送線路シミュレーション等 

  

 

 ㈱プリント電子研究所 

■URL：http://www.pdk21.com 

■所在地：211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 177-4 

■問合先： 

TEL:044-411-4991 

Mail:kyanami@pdk21.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板のパターン設計、CAD 設計、フォト作画 

プリント基板等の製造(フレキシブル、テフロン等、特殊基板にも対応) 

フレックスリジッド、多層フレキシブルの製造 

超大型基板、超長尺基板の製造 

高周波対応プリント配線板 
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 古河電気工業㈱ 

■URL：http://www.furukawa.co.jp/ 

■所在地：100-8322 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

■問合先：機能製品統括部門 銅箔事業部門 銅箔営業部 

TEL:03-6281-8500 

Mail:akira.morii@furukawaelectric.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電解銅箔（リチウムイオン電池用銅箔） 

電解銅箔（回路基板用銅箔） 

  

  

  

 

 ㈱ブルックスジャパン 

■URL：https://www.brux.jp/ 

■所在地：812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-1 日本生命博多南ビル 6F 

■問合先： 

TEL:092-473-6455 

Mail:info@brux.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

メタルマスクレーザー加工機 

メタルマスク用ステンレス板 

SMT ライン用ローラークリーナー 

基板用ローラークリーナー 

ハンドローラー 

 

 ㈱プロセス・ラボ・ミクロン 

■URL：http://www.lab-micron.co.jp 

■所在地：350-0833 埼玉県川越市芳野台 1-103-52 

■問合先： 

TEL:049-226-3111 

Mail:sales-kawagoe@lab-micron.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

メタルマスク 

SMT 周辺ツール 
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 ㈱ベアック 

■URL：http://www.beac.co.jp 

■所在地：399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合字南原山 9984-1097 

■問合先：総務部 

TEL:0266-62-6858 

Mail:behp@beac.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高速・フィルム・パンチャー 

精密サーボ抜きプレス 

フィルム貼合わせ装置 

プロキシミティ露光装置 

高精度補強板搭載機 

 

 ㈱ペントロンジャパン 

■URL：http://www.pentron.co.jp 

■所在地：359-1113 埼玉県所沢市喜多町 17-11 3F 

■問合先：総務部 

TEL:04-2968-8672 

Mail:info@pentron.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

展示会事業 

  

  

  

  

 

 北部通信工業㈱ 

■URL：http://www.hokubu.co.jp 

■所在地：960-8154 福島県福島市伏拝字沖 27-1 

■問合先：東京支店 

TEL:03-6758-7052 

Mail:web_eigyo@hokubu.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各高密度基板実装 

アセンブリ・電子基板試作 

パッケージ実装 

モジュール基板設計 

電子回路設計（論理設計・機能設計） 
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 ㈱保土ケ谷製作所 

■URL： 

■所在地：240-0062 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 179-1 

■問合先： 

TEL:045-331-5008 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用精密金型（耐久性あり） 

金型開発・試作 
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 マイクロクラフト㈱ 

■URL：http://www.microcraft.jp 

■所在地：700-0951 岡山県岡山市北区田中 617-17 

■問合先：営業部 

TEL:086-241-6681 

Mail:sales@microcraft.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

オンデマンド・インクジェット印刷システム 

ムービングプローブテスタ 

インピーダンス測定装置 

検査データ設計ツール 

ベアボード用オートローダ・アンローダ 

 

 マイクロモジュールテクノロジー㈱ 

■URL：http://www.micro-module.co.jp 

■所在地：230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町 1-1-40 横浜市産学共同研究センター内 

■問合先：事業推進室 

TEL:045-510-3080 

Mail:mm-tech@micro-module.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

半導体実装モジュールの受託開発・試作 

半導体実装モジュールの受託生産 

各種センサパッケージ，カメラモジュール 

各種パワーモジュール 

  

 マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン㈱ 

■URL：http://www.macdermid.co.jp 

■所在地：254-0082 神奈川県平塚市東豊田 480-28 

■問合先：営業部 

TEL:0463-73-7737 

Mail:Japan.Sales@macdermid.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用導通処理剤（ダイレクトプレーティング） 

多層プリント基板層間導通接続用銅めっき処理剤（HT-360） 

多層プリント基板層間接続用処理剤（M-Speed HF・マルチボンド） 

レジスト密着促進処理剤（MultiPrep） 

プリント基板用最終表面処理剤（水溶性プリフラックス Entek Plus HT） 
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 ㈱升岡金型製作所 

■URL：www.masuoka-kk.co.jp/company/ 

■所在地：570-0005 大阪府守口市八雲中町 3-12-18 

■問合先：営業部 

TEL:06-6906-5161 

Mail:eigyobu-2@masuoka-kk.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各種高難易度プリント配線板用プレス精密金型 設計製造 

精密部品加工 

アクリル：ポリカ：ペット：炭素繊維：ハードコート品：両面粘着シートの 精密剪断金型製造 

医療用精密金型 設計製造 

ＥＶバッテリー トリミング金型製造 

 

 マスターエレクトロニクス㈱ 

■URL：http://www.master-electronics.co.jp/ 

■所在地：410-0843 静岡県沼津市蓼原町 17-2 

■問合先：営業課 

TEL:055-963-6846 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

パターン設計 

部品実装（鉛フリー対応） 

基板販売 

電子部品販売 

筐体組立 

 

 松田産業㈱ 

■URL：http://www.matsuda-sangyo.co.jp 

■所在地：163-0558 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 6F 

■問合先：貴金属材料事業部 化学品部 

TEL:03-3346-2319 

Mail:yamaguchi-t@matsuda-sangyo.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

低濃度貴金属めっき液：トータルコストダウンに貢献、プロセスウィンドウが広いめっき液の販売 

オーロシグマシリーズ：高集積・微細配線用純金、緻密かつ均質な膜質が得られる硬質金めっき液 

パラシグマシリーズ：薄膜、高バリア性を有する純パラジウム、合金めっき液、精密電鋳用めっき液 

シアン化金、亜硫酸金、パラアシスト(ジクロロテトラアンミンパラジウム溶液)等の貴金属補充塩 

金・銅ボンディングワイヤー、スパッタリングターゲット、蒸着材などのドライプロセス材料の販売 
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 ㈱丸源鐵工所 

■URL：http://www.marugen-t.co.jp/ 

■所在地：421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷 2139 

■問合先：営業部 高橋 文治 

TEL:054-278-3655 

Mail:sales@marugen-t.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

研磨機 3種（ベルト研磨機、バフロール研磨機、平面研磨、特殊仕様機） 

高圧洗浄機 

超音波洗浄機 

水洗乾燥機 

特殊研磨・洗浄ライン 

 

 ㈱マルコム 

■URL：http://www.malcom.co.jp 

■所在地：151-0071 東京都渋谷区本町 4-15-10 

■問合先：総務部 

TEL:03-3320-5611 

Mail:info@malcom.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

粘度計（スパイラル粘度計） 

温度計（リフロー・チェッカー） 

リフローシミュレーター 

ペースト混練機（ソルダソフナー） 

ディップテスター 

 

 ㈱マルフジ製作所 

■URL：http://www.marufuji-ss.co.jp 

■所在地：116-0001 東京都荒川区町屋 1-27-1 

■問合先：営業部 

TEL:03-3895-5987 

Mail:info@marufuji-ss.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各種プリント配線板の設計 

各種プリント配線板の製造・販売（2層～12層） 

各種プリント配線板の試作及び実装 

  

  



一般社団法人日本電子回路工業会 会員名簿 

 

102 
 

 三井金属鉱業㈱ 

■URL：http://www.mitsui-kinzoku.co.jp 

■所在地：141-8584 東京都品川区大崎 1-11-1 

■問合先：機能材料事業本部 銅箔事業部 上尾事業所 営業課 

TEL:048-777-2702 

Mail:douhaku_hp@mitsui-kinzoku.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

非鉄金属地金（銅，亜鉛，金等） 

電子材料（銅箔・金属粉等） 

無機化学品（各種酸化物等） 

伸銅品（条・棒等） 

自動車部品（ドアロック等） 

 

 ミツイ精密㈱ 

■URL：http://www.mitsui-s.com 

■所在地：243-0033 神奈川県厚木市温水 1947-2 

■問合先：管理部 

TEL:046-294-3642 

Mail:mitsui-hpmail@mitsui-s.com 

■代表的な製造・営業品目： 

精密プレス用金型設計・製作 

精密プラスチック用金型設計・製作 

精密自動プレス加工 

精密射出成形加工 

コネクタ射出成形加工 

 

 三菱ガス化学㈱ 

■URL：http://www.mgc.co.jp/ 

■所在地：100-8324 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル 

■問合先：機能化学品事業部門 電子材料事業部 積層材料営業グループ 

TEL:03-3283-4740 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

エポキシ樹脂系多層 PCB 用材料 

半導体パッケージ用 BT材料 

高周波基板・チップオンボード LED・バーンインボード用 BT 材料 

プリント配線板孔あけ補助材料 LEシート 

各種シールド板 
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 三菱電機㈱ 

■URL：http://www.mitsubishielectric.co.jp/ 

■所在地：100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 

■問合先：本社 マイクロレーザ事業推進部 マイクロレーザグループ 

TEL:03-3218-6581 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

重電システム 

産業メカトロニクス 

情報通信システム 

電子デバイス 

家庭電器 

 

 皆見電子工業㈱ 

■URL：http://www.mdk-j.com 

■所在地：572-0025 大阪府寝屋川市石津元町 10-32 

■問合先：営業部 

TEL:072-829-7371 

Mail:h.soga@mdk-j.com 

■代表的な製造・営業品目： 

薄板対応印刷ライン 

極小径 0.1～NC 穴加工 

金型レス対応可：外形ルータ加工機 

パワーモジュール基板（厚銅対応） 

各種加工（特殊材料）：カーボン/ガラス/銅/繊維/ポリカ/フィルム/その他 

 

 ㈱ミノグループ 

■URL：http://www.mino.co.jp 

■所在地：501-4101 岐阜県郡上市美並町上田 8-2 

■問合先：営業部 

TEL:03-3577-1611 

Mail:kazuro@mino.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

スクリーン印刷機 

スクリーンインク 

乾燥機 

スクリーン製版機 

スキージゴム 
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 ㈱ミマス 

■URL：http://www.mimasu-inc.com 

■所在地：162-0808 東京都新宿区天神町 41 

■問合先：管理部 

TEL:03-6280-8498 

Mail:info@mimasu-inc.com 

■代表的な製造・営業品目： 

少，中量短納期品を中心としたプリント配線板（10 層まで） 

プリント基板の設計 

プリント基板の実装 

機械組立 

各種銘板 

 

 ミヤマ㈱ 

■URL：http://www.miyama.net/ 

■所在地：381-2283 長野県長野市稲里 1-5-3 

■問合先：営業本部 

TEL:026-285-4166 

Mail:eigyou@miyama.net 

■代表的な製造・営業品目： 

環境整備事業（産業廃棄物処理・リサイクル） 

環境装置事業（廃水処理装置設計施工） 

環境地質事業（土壌汚染調査） 

環境検査計測事業（環境計量証明、ダイオキシン類分析） 

環境機械事業（環境機械・機能性薬剤販売） 

 

 武蔵エンジニアリング㈱ 

■URL：http://www.musashi-engineering.co.jp 

■所在地：181-0013 東京都三鷹市下連雀 8-7-4 

■問合先：マーケティング戦略本部 

TEL:0422-76-7111 

Mail:eikai@musashi-engineering.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ディスペンサコントローラ 

高精度吐出専用シリンジ&プランジャ＆ノズルおよび各種周辺機器 

定量吐出バルブ，液送タンク 

高精緻卓上型/直交型塗布ロボット 

全自動ディスペンサ装置 
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 ㈱村上電子工学 

■URL：http://www.murakami-elec.co.jp 

■所在地：547-0002 大阪府大阪市平野区加美東 2-4-20 

■問合先：本社工場営業部 

TEL:06-6793-5546 

Mail:info@murakami-elec.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

高多層配線板（20層以上）設計製造 

両面プリント配線板設計多層プリント配線板設計製造 

各種プリント配線板試作及び量産 

フレキシブル配線板設計製造 

回路設計、部品実装、組立 

 

 ㈱ムラキ 

■URL：http://www.muraki-ltd.co.jp/ 

■所在地：103-0027 東京都中央区日本橋 3-9-10 

■問合先：電子機器部 

TEL:03-3273-7530 

Mail:yonezawa@muraki.com 

■代表的な製造・営業品目： 

多点振分式 X線 2軸穴明機 

全自動型 X 線プリアライメント装置 

オートアライメント ウェルディングマシン 

  

  

 

 ㈱ムラタ 

■URL：http://www.muratanet.co.jp 

■所在地：651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町 2-2-8 

■問合先：管理部 

TEL:078-221-7071 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路用前処理剤 

電子回路用表面処理資材 

電子回路用後処理剤 
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 ㈱メイコー 

■URL：http://www.meiko-elec.com/ 

■所在地：252-1104 神奈川県綾瀬市大上 5-14-15 

■問合先：人事総務部 

TEL:0467-76-6001 

Mail:info@meiko-elec.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板 

EMS（基板実装・組立品） 

映像用画像処理装置 

メカトロニクス製品 

  

 

 名東電産㈱ 

■URL：http://www.mieto-densan.co.jp 

■所在地：485-0075 愛知県小牧市三ツ渕 119-1 

■問合先：営業部 

TEL:0568-72-2233 

Mail:sales@meito-densan.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板（両面，多層，高周波，放熱，金属，片面） 

フィルム，絶縁材料等，プレス加工品 

金属プレス加工品（順送プレス加工） 

金属プレス加工用プレス金型 

産業設備施工・販売（メンテナンス含む） 

 

 メック㈱ 

■URL：https://www.mec-co.com/ 

■所在地：660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町 3-4-1 

■問合先：事業本部 

TEL:06-6401-8160 

Mail:info@mec-co.com 

■代表的な製造・営業品目： 

銅表面超粗化剤 

マイクロエッチング剤 

選択エッチング剤 

積層前処理剤 
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 メッシュ㈱ 

■URL：http://www.mesh.co.jp 

■所在地：530-0047 大阪府大阪市北区西天満 3-3-5 

■問合先：本社総務部 

TEL:06-6363-3731 

Mail:info@mesh.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フォトマスク 

スクリーン印刷用マスク 

スクリーン印刷関連資機材 

金鋼製品等の製造販売 

  

 

 メッツエレクトロン㈱ 

■URL：http://www.mets.co.jp 

■所在地：181-0004 東京都三鷹市新川 2-16-14 

■問合先：総務部 

TEL:0422-45-3181 

Mail:somu@mets.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路基板の設計・製造・販売 

  

  

  

  

 

 メルテックス㈱ 

■URL：http://www.meltex.com 

■所在地：103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-8-2 

■問合先：経営企画室 

TEL:03-3279-0571 

Mail:sales@meltex.com 

■代表的な製造・営業品目： 

ハイスロー用・ビアフィリング用硫酸銅めっき薬品 

無電解銅めっき薬品（一般用、特殊素材用、水平用） 

SAP、MSAP 用薬品（ドライフィルム剥離、無電解銅シード層エッチング） 

超浸透性脱脂剤（BVH 及び高アスペクト基板用） 

プリント配線板用 ENIG プロセス、ENEPIG プロセス 
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 ㈱モトロニクス 

■URL：http://www.motoro.co.jp 

■所在地：185-0035 東京都国分寺市西町 5-27-22 

■問合先：総務 

TEL:042-576-5500 

Mail:motoro@motoro.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

多層板 X線基準穴あけ機（高多層，フレキ基板対応）・CCD 穴あけ機 

自動ピン打ち・テープ貼り機 

洗浄ノズル 

洗浄機（プリント基板、スクリーン製版） 
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 ㈱ヤコー 

■URL：http://www.yako-co.com 

■所在地：192-0056 東京都八王子市追分町 18-17 

■問合先：営業部 

TEL:042-627-1812 

Mail:info@yako-co.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用薬品全般の販売 

プリント基板製造装置の製作販売 

プリント基板製造装置洗浄用薬品の製造販売 

プリント基板製造装置の修理及びメンテナンス 

プリント基板製造に関する資材の販売 

 

 ㈱矢島製作所 

■URL：http://yajimass.o.oo7.jp/ 

■所在地：190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井 30-5 

■問合先：営業部 

TEL:042-588-7755 

Mail:yajimass@nifty.com 

■代表的な製造・営業品目： 

片面，両面，多層プリント配線板を 1枚から量産 

  

  

  

  

 

 ヤハタ精工㈱ 

■URL：http://www.yahata-seiko.co.jp/ 

■所在地：391-0013 長野県茅野市宮川 1386-6 

■問合先：営業部 

TEL:0266-72-1565 

Mail:yahata@yahata-seiko.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ドリル穴明け加工 

レーザー穴明け加工 

MID レーザー加工(LDS) 
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 山勝電子工業㈱ 

■URL：http://www.yamakatsu.co.jp 

■所在地：213-0013 神奈川県川崎市高津区末長 1-37-23 

■問合先：営業本部 

TEL:044-866-2411 

Mail:y-kanakutsu@yamakatsu.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線基板回路設計・製作 

電子機器・設計・製作 

半導体検査装置設計・製作 

LED 照明製造・販売 

  

 

 山下マテリアル㈱ 

■URL：http://www.yamashita-net.co.jp 

■所在地：140-0004 東京都品川区南品川 3-5-13 

■問合先：総務部〔本社〕 

TEL:046-254-3300〔03-3474-0611〕 

Mail:soumug@yamashita-net.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

フレキシブルプリント配線板 

実装 

銅張積層板 

ドライフィルム 

プリント配線板製造装置 

 

 ヤマハ㈱ 

■URL：https://www.yamaha.com/ja/ 

■所在地：430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1 

■問合先：品質保証部 製品コンプライアンスグループ 

TEL:053-460-2240 

Mail:ichiro.kamo@music.yamaha.com 

■代表的な製造・営業品目： 

（子会社のヤマハファインテックが製造販売） 
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 ヤマハ発動機㈱ 

■URL：http://www.yamaha-motor.co.jp 

■所在地：433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町 127 

■問合先：ロボティクス事業部 

TEL:053-525-7061 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

SMT 関連機器 

産業用ロボット 

  

  

  

 

 ヤマハファインテック㈱ 

■URL：https://www.yamahafinetech.co.jp/ 

■所在地：435-8568 静岡県浜松市南区青屋町 283 

■問合先：FA事業部 FA営業部 

TEL:053-467-3601 

Mail:fa-info-ML@music.yamaha.com 

■代表的な製造・営業品目： 

電気検査機（導通絶縁検査機・高周波特性検査機） 

基準穴パンチャー（Roll to Roll 式、シート式 穴明け装置） 

異形穴パンチャー（Roll to Roll 式、シート式 金型/刃型加工装置） 

フィルムプレーサー（材料/部材の位置決め・貼付け搭載装置） 

スクライバー（セラミック基板用分割装置） 

 

 ㈱山本製作所 

■URL：http://www.yamamoto-mfg.jp 

■所在地：174-8666 東京都板橋区清水町 4-4 

■問合先：プリント板事業本部営業部門 

TEL:03-3961-4601 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

各種高密度高多層プリント配線板の試作から量産製造 
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 山本電器㈱ 

■URL：http://www.ibara.ne.jp/~ymdenki/ 

■所在地：715-0022 岡山県井原市下出部町 653-2 

■問合先： 

TEL:0866-67-0053 

Mail:ymdenki@ibara.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パチスロ基板 

  

  

  

  

 

 ユアサシステム機器㈱ 

■URL：https://www.yuasa-system.jp/ 

■所在地：701-1341 岡山県岡山市北区吉備津 2292-1 

■問合先：営業部 

TEL:086-287-9030 

Mail:sales@yuasa-system.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

耐久試験システム 

FA 省力化機器 

  

  

  

 

 ＵＨＴ㈱ 

■URL：http://www.uht.co.jp 

■所在地：470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田 446-268 

■問合先：営業部 

TEL:0561-38-2101 

Mail:yamaguchi@uht.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用基準穴明け機 

プリプレ/銅箔用穴明け機 

集積回路基板用穴明け機 

レーザ加工機 

切断機 
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 ユニオンツール㈱ 

■URL：https://www.uniontool.co.jp 

■所在地：140-0013 東京都品川区南大井 6-17-1 

■問合先：営業管理部 営業支援課 

TEL:03-5493-1020 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板用超硬ドリル・ルーター 

  

  

  

  

 

 ㈱ユニオン電子工業 

■URL：http://www.union-elec.co.jp/ 

■所在地：474-0071 愛知県大府市梶田町 1-134 

■問合先：営業技術部 

TEL:0562-43-8568 

Mail:okada@union-elec.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

数値制御装置 

コントロール機器 

温度制御装置 

FA 機器用 表示器 

  

 

 ユニチカ㈱ 

■URL：http://www.unitika.co.jp 

■所在地：103-8321 東京都中央区日本橋本石町 4-6-7 日本橋日銀通りビル 

■問合先：ガラス繊維事業部 電子材料営業部 

TEL:03-3246-7752 

Mail:ic-cloth@unitika.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板用処理ガラスクロス 
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 ユニテク㈱ 

■URL：http://www.unitechkk.co.jp 

■所在地：359-1152 埼玉県所沢市北野 1-25-10 

■問合先：電子機械営業部 

TEL:04-2949-9151（代） 

Mail:sales@unitechkk.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

実装基板表面クリーニングマシン（インラインタイプ） 

SMT 関連設備機器全般販売代理 

実装請負業務全般(OEM 事業他) 

ペット等生活用品等製造販売 

  

 

 ユニテック電子㈱ 

■URL：http://www.ute.co.jp/ 

■所在地：553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-17-21 

■問合先：営業 

TEL:06-6147-3210 

Mail:toiawase@ute.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子回路設計 

プリント基板設計 

プリント基板販売 

プリント基板実装，販売 

電子部品販売，ハーネス加工，板金加工 

 

 ユニマイクロンジャパン㈱ 

■URL：http://www.unimicron-ｊ.co.jp 

■所在地：061-1405 北海道恵庭市戸磯 573-19 

■問合先：総務部 

TEL:0123-34-5001 

Mail:narita-takatugu@unimicron-j.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

部品内蔵基板 

薄板ビルドアップ基板 

各種モジュール基板（通信・カメラ・電源） 

フラットコイル基板 

多層リジット・フレックス基板 
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 ㈱ヨシミツ理化 

■URL：http://www.yosimiturika.com 

■所在地：189-0001 東京都東村山市秋津町 2-17-7 

■問合先： 

TEL:042-393-2311 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

貴金属メッキ 

プリント基板製造 
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 ㈱ライズエレクトロニクス 

■URL：http://www.rise-e.com 

■所在地：555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里 3-13-48-909 

■問合先：総務経理課 

TEL:06-6886-0111 

Mail:info@rise-e.com 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント基板 

フレキシブル基板 

プリント基板材料（KING BOARD 社 日本総代理店） 

実装用メタルマスク 

実装作業，実装品，プリント基板改造 

 

 ㈱リード産業 

■URL：http://www.leadsangyo.co.jp/ 

■所在地：960-8254 福島県福島市南沢又字上並松 33-3 

■問合先： 

TEL:024-559-2729 

Mail:lead@jeans.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

各種計測機器回路板 

各種医測機器回路板 

試作・開発等の回路板 

  

  

 利昌工業㈱ 

■URL：http://www.risho.co.jp/ 

■所在地：530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-1-9 

■問合先：営業管理課 

TEL:06-7175-7108 

Mail:info@risho.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

ハイパフォーマンス銅張積層板 

内層回路入多層銅張積層板 

高耐熱性ガラスエポキシテープ材 

金属ベースプリント配線板材料 

放熱基板製作用高熱伝導接着シート 
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 RITA エレクトロニクス㈱ 

■URL：http://www.ritael.co.jp 

■所在地：461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-15-31 千種ニュータワービル 14F 

■問合先：管理本部 管理部 

TEL:052-930-6151 

Mail:support@ritael.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

パターン設計・シミュレーション 

プリント配線板製造（国内工場・海外協力工場） 

コンサルティング（実測、シミュレーション） 

  

  

 

 ㈱リョウワ 

■URL：http://www.ryowacoltd.co.jp 

■所在地：391-0216 長野県茅野市米沢 245 

■問合先：営業技術部 

TEL:0266-73-5470 

Mail:kubokawa@ryowacoltd.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

両面プリント配線板 

多層プリント配線板（6層以下） 

リジット系モジュール基板 

  

  

 

 ㈱レヨーン工業 

■URL：https://www.rayon.co.jp/ 

■所在地：305-0841 茨城県つくば市御幸が丘 8-2 

■問合先：営業部 

TEL:029-852-2160 

Mail:head@rayon.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

クリーンローラー 

非接触クリーナー 

実装向けクリーンローラー 

クリーンロール 

粘着テープ 
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 碌々産業㈱ 

■URL：http://www.roku-roku.co.jp 

■所在地：108-0074 東京都港区高輪 4-23-5 

■問合先：総務部 

TEL:03-3447-3421 

Mail:sales@mail.roku-roku.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線基板専用 CNC 超高速高精度穴明機（Σ-621D） 

プリント配線基板専用 CNC 超高速高精度外形加工機（Σ-621R） 

検査冶具加工専用機（X-80J） 

モジュラー式大判薄板加工専用機 

高精度高速小径微細加工機（MEGA-SSS） 
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 ㈱ワイイーエス 

■URL：http://www.yes-gp.co.jp 

■所在地：222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 4F 

■問合先： 

TEL:045-534-5276 

Mail: 

■代表的な製造・営業品目： 

回路設計 

電磁界解析シミュレーション 

基板設計 

基板製造 

部品実装 

 

 ワイエステクノ㈱ 

■URL：http://www.ystechno.com 

■所在地：231-0023 神奈川県横浜市中区羽衣町 1-3-1 太陽生命関内ビル 3階 

■問合先：基板事業部 

TEL:045-305-6689 

Mail:yst@herb.ocn.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板の設計，試作，量産 

フレキシブルプリント基板の設計，試作，量産 

LED バックライトの開発，販売 

電磁波シールドの開発，販売 

アンテナ基板の開発，製造，販売 

 

 ㈱Ｙ.Ｋ.Ｍ. 

■URL：http://www.ykm.jp/ 

■所在地：673-0848 兵庫県明石市鷹匠町 10-12 

■問合先：技術部 

TEL:078-911-2340 

Mail:h.kido@ykm.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電解端子金めっき加工 

無電解フラッシュ 

共晶はんだ HAL 加工（竪式&水平式） 

鉛フリーはんだ HAL 加工（竪式&水平式） 

電解銀メッキ加工，電解ロジウムメッキ加工 
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 ㈱ワイケーシー 

■URL：http://www.ykc-j.com 

■所在地：208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-32 

■問合先：営業部 

TEL:042-560-3511 

Mail:ykc@ykc-j.com 

■代表的な製造・営業品目： 

両面，多層基板 

薄板リジッド基板（0.1t, 0.06t） 

SBH 基板 

フレキシブル基板 

高周波用無線回路内蔵基板 
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 Aoshikang Technology Co., Ltd 

■URL：http://www.askpcb.com 

■所在地：413000 Changchun Industrial Park,413000 Yiyang, Hunan ,China 

■問合先：営業 

TEL:86-0737-2223-303 

Mail:tanisha@askpcb.com 

■代表的な製造・営業品目： 

高多層（2～20）プリント配線板 

ビルドアッププリント配線板 

車載、民生品、NB、通信,Mini Led 

  

  

 

 ㈲エービーシー 

■URL：http://abc-corp-jp.com/ 

■所在地：350-1213 埼玉県日高市高荻 618-1 駒井ビル 2F 

■問合先： 

TEL:042-986-0966 

Mail:info-abc-ul@ymail.plala.or.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

UL 申請代行 

UL 運営に関するコンサルティング 

翻訳業務 

  

  

 

 川崎重工業㈱ 

■URL：https://robotics.kawasaki.com/ 

■所在地：105-8315 東京都港区海岸 1-14-5 

■問合先：ロボットディビジョン 

TEL:03-3435-2501 

Mail:khi_robot_info@khi.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

産業用ロボット 

油圧機器 

航空機 

モーターサイクル 

鉄道車両 
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 ㈱ケミトックス 

■URL：http://www.chemitox.co.jp 

■所在地：145-0064 東京都大田区上池台 1-14-18 

■問合先：PWB/デバイス信頼性評価事業部 

TEL:03-3727-7111 

Mail:to-sumida@chemitox.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線板の信頼性評価および故障解析，LED 基板の評価 

プリント配線板，積層板，プラスチック材料などの ULを始めとする各種安全規格に基づく評価・申請 

太陽電池の評価 

自動車用部品・パワー半導体デバイスの信頼性評価 

RoHS 規制，有害物質の環境分析，REACH コンサルティング 

 

 特定非営利活動法人サーキットネットワーク 

■URL：http://npo-c-net.jp 

■所在地：236-0046 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 3-21-18 

■問合先：理事 本多 進 

TEL:045-783-8953 

Mail:mhr11650@biglobe.ne.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

プリント配線版・実装に関わる技術調査・技術指導 

プリント配線板・実装に関わる教育普及 

プリント配線板・実装に関わる翻訳・技術記事執筆・出版編集 

プリント配線板・実装に関わる研究会・講演会 

  

 

 Schmoll Maschinen GmbH 

■URL： 

■所在地：63322 Rödermark, Odenwaldstrasse 67, Germany 

■問合先：三晃技研工業㈱ 関東営業所（シュモール正規代理店） 

TEL:045-594-9181 

Mail:Ryo.Akutsu@sgk-sanko.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

PCB 用ドリリングマシン 

PCB 用ルーターマシン 

PCB 用レーザードリリングマシン 

PCB 用ダイレクトイメージングマシン 

ファクトリーオートメーション 
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 南亜新材料科技股份有限公司 

■URL：http://www.ccl-china.com 

■所在地：201802 中国上海市嘉定区南翔鎮昌翔路 158 号 

■問合先：崔 栄華 

TEL:+86-021-69178517/+86-13917922323 

Mail:cuirhua@163.com 

■代表的な製造・営業品目： 

ハロゲンフリーミドル TG材料 NY3150HF，ハイ TGNY3170HF 

高速高周波回路伝送材 NY6200，NY6300 

高多層板用の高耐熱低 Z-CTE 値材料 NY2170 

高熱伝導材料 NY9810HF（CEM-3） 

自動車用高性能鉛フリー材料：ノーマル TgNY-A0，ミドル TgNY-A1，ハイ TgNY-A2 

 

 日興運送㈱ 

■URL：http://www.nikko-trans.co.jp/ 

■所在地：300-0871 茨城県土浦市荒川沖東 2-10-34 

■問合先：本社 

TEL:029-841-2138 

Mail:takamizawa@nikko-trans.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

一般貨物自動車運送 

製品倉庫管理 

航空貨物運送 

船舶貨物運送 

産業廃棄物収集運搬及び処理業務 

 

 ㈱ネオライン 

■URL：http://www.neo-line.jp 

■所在地：236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-8-16 

■問合先：営業部 

TEL:045-370-8760 

Mail:okada@neo-line.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

貴金属含有スラッジ及びメッキスラッジの有価買取 

メッキ工場、プリント基板製造工場より排出される金属の回収、買取 

非鉄金属、貴金属スクラップ卸売業 

基板等の買取 
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 ㈱花岡金属商会 

■URL：http://www.hana-kin.jp 

■所在地：239-0835 神奈川県横須賀市佐原１－１－４７ 

■問合先： 

TEL:0468-87-0597 

Mail:info@hana-kin.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

電子部品製造時に発生する銅および貴金属含有スクラップ 

ダミー銅板 

メッキスラッジ 

使用済みチタンケースおよび金属治具 

効率良い金属リサイクルの提案、環境コンサルティング 

 

 国際臭素協議会 BSEF Japan （ビーセフジャパン） 

■URL：http://www.bsef-japan.com/ 

■所在地：100-0014 東京都千代田区 2-9-6 十全ビル 101 号 

■問合先：代表 木下 智彦 

TEL:03-6205-4201 

Mail:tomohiko.kinoshita@bsef-japan.com 

■代表的な製造・営業品目： 

臭素系難燃剤（TBBPA 他） 

  

  

  

  

 

 富士通㈱ 

■URL：http://jp.fujitsu.com/ 

■所在地：211-8588 川崎市中原区上子田中 4-1-1 

■問合先：ミッションクリティカルシステム事業本部 実装技術開発部 共通基盤技術部 

TEL: 

Mail:mukoyama@jp.fujitsu.com 

■代表的な製造・営業品目： 

テクノロジーソリューション 

ユビキタスソリューション 

デバイスソリューション 
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 ㈱UL Japan 

■URL：http://japan.ul.com 

■所在地：100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 6F 

■問合先：カスタマーサービス 

TEL:03-5293-6200 

Mail:customerservice.jp@ul.com 

■代表的な製造・営業品目： 

製品安全試験・認証 

EMC／無線測定・各国電波法認可取得支援 

環境関連サービス 

セミナー／情報提供 

工場検査・ラベルサービス 

 

 ユーキャン㈱ 

■URL：https://www.ucan.co.jp/ 

■所在地：193-0832 東京都八王子市散田町 5-6-19 

■問合先：総務部 

TEL:042-665-8846 

Mail:info@ucan.co.jp 

■代表的な製造・営業品目： 

超音波加湿器 

電熱式蒸気加湿器 

気化式加湿器 

空調機ドレン真空吸引装置 

PTC 蒸気加湿器 
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