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長門市
㈲キャロットたむら 建築

小田産業㈱ 運送業、建設業
㈱リング 廃棄物リサイクル

アイセル㈱ 金型用ガイドポスト製造
㈱イチキン 鉄リサイクル加工、樹脂加工等
㈱環境造形 発泡スチロール利用による特殊化粧型枠製造
㈱環境ミネルバジャパン 省エネ商材研究・開発・販売
岐山化工機㈱ 化学工業装置、FRP製品、塩ビ・PP・PVDの加工等
岐陽機械㈱ 液晶ガラス搬送装置等製造
三光メディック㈱ カテーテル関連製品、押出成形、射出成形、ブロー成形等
情熱農園 特殊肥料製造販売、竹材関連リサイクル
新山陽剪断㈱ 鋼板の切断加工
太華工業㈱ ステンレス素材販売、ステンレス各種研磨加工販売
髙橋鉄工㈱ 各種金型・押出成形･治工具設計製作

中国特殊㈱ 浄化槽維持管理、下水道管渠調査・清掃等
徳山興産㈱ 半導体製造装置部品製造
㈱徳機製作所 鉄骨（建築鉄骨・プラント鉄骨）、曲げ加工、製缶工事
㈱松田鉄工所 切削加工、溶接加工、電気・計装工事
㈱ミヤハラ 自動化・省力化機械製造
日新製鋼㈱周南製鋼所 銑鉄
周南システム産業㈱ 建築・土木・産業廃棄物処理

㈱アネスティソフトウェア
医療修理業、コンピューターに関する企
画設計、開発業務等

大嶺日の丸燃料㈱ 煉炭・豆炭製造
㈱山城精機製作所 射出成形
㈱ジオパワーシステム 地中熱利用冷暖房システム
ＮＧＫエレクトロデバイス㈱ 半導体用パッケージ製品製造
㈲峰北舎 美術品・工芸品
薬仙石灰㈱ 石灰製造業

㈱アルジュ・ジャパン 工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｶｰｴｸｽﾃﾘｱ・ｲﾝﾃﾘｱ)
宇部樹脂加工㈱ プラスチック射出成形
㈱ＮＦデバイステクノロジー 組込用電子部品、基板実装
㈱エビス 海産物製造販売
神田地所㈱ 不動産・賃貸
㈱木原製作所 乾燥機械等製造
共同産業㈱ 成型木炭、スミレイ等
㈱クリヤマ技術研究所 商品・材料開発
積水ハウス㈱山口工場 住宅用部材製造
㈱ＴＡＭＡＲＵ 板金塗装、ｺﾝﾊﾞｰﾄＥＶ事業
㈲デジタル・マイスター ソフトウェア開発
東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱西日本支社山口支店 システム開発
㈱ニュージャパンナレッジ ソフトウエア開発
富士水産㈱ 海産物販売
三笠産業㈱ 電子写真現像剤トナー製造
㈱ＭＩＹＡＴＡ ｿﾌﾄｳｪｱ開発、ﾈｯﾄﾜｰｸ設計構築保守
㈱ＹＯＯＤＳ ソフトウエア開発
林建産業㈱ 集成材製造
㈱ワールドガレージドア 木製ガレージドア・家具・建具等

㈱アクシス
車両板金製造、半導体製造装置板金製造、
熱交換器板金製造等

㈱浅井 自動車部品、自転車部品製造
㈱一村製作所 液圧塑性製品、貯水機能付給水管等
植田鋳造㈱ 産業機械部品の鋳鉄素材の製造
㈱サントー 電気工事・管工事
産業電機㈱ 自動制御装置製造
ＪＲＣＳ㈱ 船舶の監視・制御システム
シクア㈱ 表面処理
下関鍍金㈱ 表面処理
新光電業㈱ 制御装置製造
（株）トータル・コーポレーション 光触媒応用製品
㈱ニシエフ FRP船並びに関連製品の製造販売等
㈱長府製作所 住宅設備機器製造
長山電機産業㈱ 電気・電子制御機器製造
日新リフラテック㈱ セラミックス製品製造
日本海洋産業㈱ 水素エンジン製造
㈱ひびき精機 半導体・液晶製造装置部品
水口電装㈱ 産業用電機機器製造
冨士物産㈱ 干物、味醂干等
㈱吉田総合テクノ 産業機械等の設計製作
山陽チップ工業㈱ リサイクル事業
㈱エス・エム・エイ ＬＥＤディスプレイの開発

㈲アセンティー
生分解性油吸収材・生分解性土壌改良材開
発、販売等

アボンコーポレーション㈱ 鋳鉄製パネル枠「鋳田籠」

中国電化工業㈱ 半導体製造装置向け表面処理

中村被服㈱ 自動車用シート製作

ＰＡＴＥＣ㈱ 軽合金製ホイール

㈱防府鉄工所 精密大型機械加工

㈱山口機械 自動化・省力化装置製造
ＵＴＳ ユーテクニカルサポート 硬質皮膜の研究、開発、製造等

ユアブランド㈱
カーインテリア・カーエクステリアの企画・製造・
販売、自然栽培米、野菜の販売

㈱Ｉ２Ｃ技研 チャンキィ黒鉛対策の解析ソフトの開発・事業化

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾏﾃﾘｱﾙ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 真空装置、プラズマ装置の開発・設計・製造

㈱アノード
液体吐出装置、各種無線機器、自動計測装置、各種電子機器
の開発

㈱アルモウルド 一般機械器具製造
㈱アワセルブス システム開発、3Dﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、ﾚｰｻﾞｰ加工、ファブラボ運営
宇部協立産業㈱ 玉砂利採掘・加工・販売等
宇部興産機械㈱ ダイカストマシン
宇部興産㈱建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ
資源ﾘｻｲｸﾙ事業部

セメント、資源リサイクル

㈱宇部情報システム 情報処理サービス
㈱エイム コンピュータシステム設計
エコマス㈱ エネルギー監視システム
㈱エムビーエス スケルトンはく落防災コーティング
㈱エヌ・エス・エイ研究所 情報サービス
キタミ技研 技術コンサルティング
㈲協和工業 板金製品製造
(同）グルーオンラボ 電子材料用感光性材料
㈱グロリアﾀﾞｯｼｭ プラスチック射出成形
㈱コトガワ セメント瓦、コンクリートブロック製造、卸販売等

新光産業㈱
土木・建設設計施工、橋梁、水門、油圧フランジ、クランプ継手、
熱交換機 等

㈱末永理化学 分析科学装置メンテナンス
㈱スペック 情報処理システム設計
㈲テクノ精密 超小物精密部品一般産業機械部品
㈱中央サービス 節水システム製造
㈲トラステック システム開発
㈱長門製作所 熱処理工場 表面改質
中村建設㈱ 土木、建築工事の設計・施工等
日本新工芯技㈱ シリコン単結晶部品製造、コンサルタント
日立建設㈱ 総合建設業
ハイペリオン㈱ 遮断・断熱コーティング材
㈱広島企業 宇部TRC 混合廃プラスチックのリサイクル
㈱ミトモ 増改築、建設工事の企画・設計・管理・請負
㈲ﾒﾃﾞｲｶﾙｿﾌﾄｳｴｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 情報システム構築
㈱ヤナギヤ 食品機械製造
山口興産㈱ 再生重油の製造
和興産業㈱宇部工場 プラスチック射出成形

エアロテック㈱ 溶射

小野田ビニール工業㈱ 特殊大型アルミラミネート袋

㈱オーネックス山口工場 浸炭焼入焼きもどし加工
キャニヨン㈱山口工場 プラスチック製トリガー製造
共英製鋼㈱山口事業所 鉄鋼製品の製造・加工・販売
共英リサイクル㈱ 廃棄物リサイクル
㈲コスモデザイン 組込システムの設計・開発

㈱島津商会
ポリエチレンフィルムのリサイクル、フィ
ルム作成

ジャパンファインスチール㈱ ソーワイヤ製造
ＴＨＫ㈱山口工場 直動案内機器（ＬＭガイド）製造
㈱テーオーピー 機械部品、電気めっき業
日鍛バルブ㈱山陽工場 自動車用エンジンバルブ製造

岡本産業㈱ 半導体製造装置部品等製造

㈱黒磯製作所 半導体製造装置部品等製造
鋼鈑工業㈱硬質材料工場 硬質材料製造
㈱光洋金属防蝕 湿式表面処理、表面改質
三和産業㈱ 金属研磨
ＴＩＳ西日本㈱山口事業所 ソフトウエア開発
竹和工業㈱ クリーンアイスクリーニングシステム
日進工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ
山県精巧㈱ 自動化・省力化機械製造
㈱山下工業所 鉄道車輌部品製作

㈲ワイズ 設備用ｿﾌﾄｳｪｱ設計開発・ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ

白井興業㈱ 産業機械製造
光工業㈱ ストラップ等製作
ケイアンドアイ技術開発㈲ 機械の設計製作等

㈱朝日製作所 精密機械加工

シンテック㈱
液晶表示器開発設計支援
用ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

大晃機械工業㈱ 真空ポンプ他各種ポンプ等

㈱サン精機 精密治具、精密金型
㈱サンワ 太陽光発電、地中熱利用、冷暖房設備、電気自動車充電装置等
㈲須佐自動車整備工場 自動車整備業
萩ガラス工房㈲ ガラス工芸品、ファインセラミックスの製造

会員数：185企業
（令和2年6月1日現在）やまぐちブランド技術研究会 会員企業マップ

旭興産㈱ 工場の自動化機械製造

吉川林産興業㈱ 不動産事業、林業事業

帝人エンジニアリング㈱岩国
営業所

石油精製・化学工業向け、圧力容器等製造

㈱山陽精機 半導体用精密部品

㈱網膜情報診断研究所
任意の網膜血管径を測定するプロトタイプソフ
トの自社開発

美栄樹脂㈱ プラスチック製品の製造

光井興産㈲ 製鉄・非鉄・製紙原料加工販売業

エムテックス㈲ 蒟蒻等農水産品の加工
㈱福本工務店 石膏ボードリサイクル

柳井市
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社会福祉法人南風荘 食品製造（菓子）
㈱大畠産業 米・堆肥
NPO法人ぐうですぐう ジェラート・焼き菓子・豆腐等製造販売
㈱エフエルシー 食肉卸

三井ヘルプ㈱ 食品加工（ヤーコン）

がんね栗の里 食品加工
藤井製麺㈱ 米粉加工
旭酒造㈱ 清酒・焼酎
うまもん㈱ 食品製造販売

㈲ほうえい堂 菓子製造販売

㈱秋川牧園 食品の生産、加工
礒金醸造工場 醤油・味噌・麹加工
とくぢ味噌㈱ 食品製造（味噌）
㈲名田島農産 麦・米・大豆生産、餅加工
㈱木原製作所 製造
㈲山口蒟蒻 蒟蒻製造・販売

やまいもまつり㈲ 食品加工（自然薯）
㈲鹿野ファーム 食肉加工
㈱シマヤ だしの素、味噌、つゆ

桑田醤油㈲ 食品製造（醤油）
㈲ほうふ外郎本舗 食品製造（和菓子）
㈱岡虎 水産練製品製造

小川うに㈱ 食品製造（うに）
大和食品㈱ 水産加工・製造
古賀産業㈱ 3DFreezer 食品機械
廣田道久（廣田養蜂場） 養蜂
冨士物産㈱ 干物、味醂干等
金子一広(金子農園） 農産物(みかん・米・キャベツ等）生産

ミヨシノ醤油㈲ 醤油・その他調味料

神協産業㈱ 貿易・農業資材・畜産飼料

㈲中屋うに本舗 食品製造（うに）
㈲大小早川商店 水産加工

【事務局】

山口県商工労働部新産業振興課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号

TEL 083-933-3143 FAX 083-933-3159

E-mail： a16900@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県産業技術センター産学公連携室
〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ4丁目1番1号

TEL 0836-53-5052 FAX 0836-53-5071

E-mail: sangaku@iti-yamaguchi.or.jp

（公財）やまぐち産業振興財団
〒753-0077 山口県山口市熊野町1-10 NPYﾋﾞﾙ 10F

TEL 083-922-3701 FAX 083-921-2013

E-mail: info@ymg-ssz.jp

【食品加工技術分科会】

会員企業マップ


