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No. 企業名 代表者役職 代表者氏名

1 （株）英田エンジニアリング 代表取締役 万殿　貴志

2 （株）アイダメカシステム 代表取締役 丸山　隆行

3 （株）アイテック・ツリタニ 代表取締役 釣谷　育宏

4 アサゴエ工業（株） 代表取締役社長 藤原　宏嗣

5 （株）旭ポリスライダー 管理部長 實村　隆明

6 アジア工業（株） 代表取締役 片山　尚一

7 アスクラボ（株） 代表取締役 川嶋　謙

8 （株）アドバネット 代表取締役 ルドヴィコ・チフェリ

9 アロイ工業（株） 代表取締役 下井谷　絹子

10 イーグル工業（株）　ＡＩ・ＣＩ事業部 ＡＩ・ＣＩ事業部長 嶋田　雅英

11 池田精工（株） 代表取締役 池田　英雄

12 ＩＫＯＭＡロボテック（株） 代表取締役 生駒　徹志

13 （株）イデアス 代表取締役 三宅　誠治

14 院庄林業（株） 代表取締役 武本　哲郎

15 浮田建設（株） 代表取締役 浮田　佐平

16 エース設計産業（株）　津山事業所 所長 中垣　貴文

17 （株）エイワイテック　津山オフィス 専務取締役 野田　誠

18 （株）エクセディ精密 代表取締役 水田　博之

19 （株）エステック 代表取締役 久保　忠司

20 （株）エヌエスシイ　岡山工場 代表取締役 西村　康宏

21 （株）ＭＧＨ 代表取締役 永山　久夫

22 （株）オーエスケー 代表取締役 稲井　裕久

23 オーエヌ工業（株） 代表取締役 中村　政弘

24 大石金属工業（株）　岡山工場 代表取締役社長 大石　嘉久

25 大阪電具（株）　岡山第二工場 代表取締役 山本　朱紀

26 オカネツ工業（株） 代表取締役 和田　俊博

27 岡山コンクリート工業（株） 代表取締役 永山　修

28 （株）岡山村田製作所 管理部　部長 原　寿之

29 （株）小野製作所 代表取締役 小野　衛

30 尾浜プレス（株） 代表取締役 川村　太二

31 片山工業（株） 代表取締役 片山　昌之

32 （株）ガット 代表取締役 美甘　信吉

33 共和機械（株） 代表取締役 友末　琢磨

34 協和ファインテック（株） 代表取締役 橋本　宗幸

35 クリナップ（株）　岡山工場 工場長 髙橋　篤

36 コアテック（株）　阿曽工場 代表取締役 藤井　茂

37 (有)巧伸製作所 代表取締役 林　靖太郎

38 晃立工業（株） 代表取締役 福廣　匡倫

39 （株）興和製作所　岡山工場 代表取締役 福島　直樹

40 （株）コニック　岡山工場 代表取締役 大川　雅子

41 坂本工業（株） 代表取締役 坂本　幸一

42 作州機工（株） 代表取締役 下山　安彦

43 サムテック・イノベーションズ（株） 代表取締役 髙本　智茂仙

44 （株）三社電機製作所　岡山工場 岡山工場長 岸本　博明

45 山陽鉄工（株） 代表取締役 山口　茂範

46 山陽熱工業（株） 代表取締役 松島　康晴

47 山陽ロード工業（株） 代表取締役 秋田　英次

48 サンライズ（株） 工場長 光原　誠治

49 三和電子（株） 代表取締役 児嶋　一登

50 （株）ショウエイ 代表取締役 辻井　修一

津山高専技術交流プラザ会員名簿　　



2021.10.8現在

No. 企業名 代表者役職 代表者氏名

津山高専技術交流プラザ会員名簿　　

51 （株）ショウワコーポレーション 代表取締役 有元　稔

52 新晃工業（株）　岡山工場 取締役専務執行役員　生産本部長 谷口　武則

53 （株）新興製作所　津山工場 代表取締役 浅野　幸宏

54 進興電気製造（株）　岡山工場 代表取締役 出井　澄勇

55 （株）すえ木工 代表取締役会長 須江　英典

56 （株）セキサン 代表取締役 苅田　裕也

57 摂津金属工業（株）　美作工場 工場長 森本　優

58 セリオ（株） 代表取締役社長 本郷　旬

59 （株）ソフィア 代表取締役 全本　親民

60 大松精機（株） 代表取締役 松永　光弘

61 大日化成（株）　岡山工場 代表取締役 小林　直樹

62 （株）椿本チエイン　岡山工場 工場長 辻　千早

63 津山ガス（株） 代表取締役 苅田　善嗣

64 津山工業原料（株） 代表取締役 尾関　茂之

65 津山信用金庫 理事長 松岡　裕司

66 DMノバフォーム（株）　岡山工場 工場長 三宅　裕治

67 デジタル総合印刷（株） 代表取締役 河内　克之

68 （株）デンソー勝山 代表取締役 岩松　正晴

69 トーステ（株）サニタリー生産本部 専務取締役サニタリー生産本部長 竹内　豊明

70 DOWAホールディングス　（株）柵原事業所 事業所長 吉田　隆

71 東部電子工業（株） 代表取締役 安東　大輔

72 トリツ機工（株） 代表取締役 鳥津　実

73 内外電機（株）　津山工場 工場長 岡本　典祥

74 （株）ナカモト 代表取締役 久常　敦之

75 中山石灰工業（株） 代表取締役 中山　尚啓

76 （株）ナテック 代表取締役 西江　健治

77 西尾レントオール株式会社　東中国営業部 部長 田中　浩二

78 （株）ニッカリ 代表取締役 杉本　宏

79 日本圧着端子製造（株）院庄生産技術センター 執行役員 内田　佳秀

80 日本ゴア（同） 代表取締役 スティーブン・バルド

81 日本植生（株） 代表取締役 柴田　明典

82 ノーテープ工業（株） 取締役　工場長 西城　弘

83 （株）野田テック　岡山工場 代表取締役 野田　雄之

84 萩原工業（株） 取締役　常務執行役員 笹原　義博

85 パナソニック（株）コネクティッドソリューションズ社　ストレージ事業開発センター津山工場 工場長 寺原　範晃

86 ハリキ精工（株）　岡山工場 常務取締役 小林　孝一

87 （株）ハル技術研究所 代表取締役 万代　晴夫

88 （株）P・Sヒロハマ　勝央工場 代表取締役 瀧川　孝

89 備商（株） 代表取締役 上野　雅史

90 (有)ファインアートかわばた 代表取締役 牛垣　和弘

91 （株）フェクト 代表取締役 安田　海人

92 フクシマガリレイ（株）　岡山工場 工場長 高谷　収三

93 福田農機（株） 代表取締役 福田　順也

94 （株）藤岡エンジニアリング 代表取締役 藤岡　譲

95 フジコピアン（株）　岡山工場 上席執行役員 曽我部　淳

96 冨士端子工業（株）　作東工場 代表取締役 本郷　辰也

97 （株）フジックス 代表取締役 橋本　修

98 （株）フロロコート 事業部長 坪井　豊和

99 (有)マキシステム 代表取締役 牧　幹程

100 （株）マルイ 代表取締役 松田　欣也
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101 （株）水エコプラザ津山 取締役 河津　義孝

102 （株）三井E&Sマシナリー 代表取締役 髙橋　岳之

103 （株）光岡製作所 代表取締役 光岡　宏文

104 ミック工業（株） 代表取締役 正木　心平

105 三橋サンブリッジ（株） 代表取締役 三橋　宏

106 銘建工業（株） 代表取締役 中島　浩一郎

107 （株）メイト 代表取締役 赤岩　修次

108 明和化学工業（株） 代表取締役 福井　雄亮

109 （株）本山合金製作所 代表取締役 松本　秀彦

110 モランボンプロダクツ（株）　津山工場 工場長 小佐野　智彰

111 モリマシナリー（株） 代表取締役 森　郁夫

112 （株）山田養蜂場　本社 代表取締役社長 山田　英生

113 ユニカス工業（株） 代表取締役 山下　龍二

114 ライト電業（株）津山営業所 代表取締役 岡本　典久

115 レプタイル（株） 代表取締役 丸尾　宜史

116 （株）ワードシステム 代表取締役 全本　和由

117 （株）脇木工 代表取締役 脇　優太


