
門真市ものづくり企業ネットワーク　企業一覧

■ (敬称略・50音順)

企 業・機 関 名 住　　　所 代表者役職 代表者氏名

1 株式会社アード 四宮2丁目2番8号 代表取締役社長 井戸　剛

2 株式会社IHI技術教習所大阪センター 深田町22番1号 大阪センター所長 藤井　馨

3 有限会社アイ・ネット 泉町1番24号 代表取締役 野田　鉄男

4 株式会社天辻鋼球製作所 上野口町1番1号 代表取締役社長 杉本　美則

5 株式会社イーエーエスジャパン 柳町13番5号山口ビル 代表取締役 鶴　芳高

6 株式会社出雲 四宮3丁目9番18号 代表取締役 大坪　　勤

7 株式会社一瀬製作所 四宮6丁目2番23号 代表取締役 一瀬　勇樹

8 いづみ美術印刷株式会社 桑才新町24番1号 代表取締役 今井　勝也

9 井上樹脂工業株式会社 柳田町26番1号 代表取締役 井上　敬治郎

10 栄光技研株式会社 三ッ島4丁目20番2号 代表取締役 平岩　将幸

11 SST設計開発センター株式会社 元町7番7号　SSTビル 取締役社長 延岡　聡

12 株式会社エスユーアイ 小路町7番28号 代表取締役 臼谷　功

13 王子コンテナー株式会社大阪工場 三ツ島5丁目18番5号 大阪工場　工場長 前川　太一郎

14 オーエム工業株式会社 四宮3丁目9番28号 代表取締役 奥山　忠義

15 大阪ライティング株式会社 島頭3丁目18番21号 代表取締役社長 松永　純

16 大峰化学株式会社 岸和田3丁目29番1号 代表取締役 大西　康弘

17 御菓子處絹笠株式会社 常盤町2番3号 代表取締役 永山　宜泉

18 有限会社岡本精工 東江端町10番19号 代表取締役 岡本　安次

19 株式会社越智製作所 四宮4丁目3番8号 代表取締役 越智　一禎

20 株式会社カジテック 四宮3丁目8番43号 代表取締役 梶原　吉彦

21 株式会社 カタ技術 深田町9番8号 代表取締役 片山　　要

22 KAWAI-MILL 東江端町11番14号 社長 川相　正

23 川本研磨株式会社 四宮3丁目9番29号 代表取締役 石原　佑紀

24 株式会社菅野製作所 三ツ島4丁目4番8号 代表 菅野　道夫

25 北次株式会社 一番町15番7号 代表取締役 北次　孝得

26 協栄金属株式会社 東江端町5番31号 代表取締役社長 長谷川　禎

令和４年９月２日現在

市内ものづくり企業
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27 株式会社共伸技研 四宮5丁目6番33号 代表取締役 加藤　克典

28 株式会社協和巧芸 打越町9番11号 代表取締役 知識　静雄

29 株式会社銀扇 三ツ島6丁目11番1号 代表取締役 小林　孝敏

30 栗原木工株式会社 三ツ島5丁目19番1号 代表取締役社長 栗原　啓大

31 元古鉄工株式会社 柳田町30番28号 代表取締役社長 元古　隆司

32 株式会社広伸 四宮4丁目5番22号 代表取締役 石川　裕

33 河野工業株式会社 島頭3丁目6番12号 代表取締役 河野　佳弘

34 株式会社山協製作所 南野口町1番15号 代表取締役 新家　修

35 三洋金属工業株式会社 柳田町17番7号 代表取締役社長 下大川　丈晴

36 サンロール株式会社 四宮6丁目1番25号 代表取締役 若林　孝男

37 三和特殊鋼株式会社 三ツ島5丁目13番17号 代表取締役社長 勝野　　茂

38 株式会社三和歯車　 四宮6丁目1番10号 代表取締役 仲　龍彦

39 杉山金属株式会社　 桑才新町10番6号 代表取締役社長 大村　泰人

40 鈴木刺繍株式会社 三ツ島1丁目34番11号 代表取締役 鈴木　健太郎

41 株式会社スタッフ 新橋町1番4号 代表取締役 小山　栄一

42 株式会社スリーエフ技研 岸和田1丁目3番11号 代表取締役社長 札谷　啓介

43 セイキョク住設株式会社 四宮6丁目6番41号 代表取締役社長 西村　英一

44 タイガー魔法瓶株式会社 速見町3番1号 代表取締役社長 菊池　嘉聡

45 株式会社大京精研 桑才新町21番5号 代表取締役 京山　英治

46 大日運輸 株式会社 島頭3丁目7番3号 代表取締役 石井　肇

47 太平産業株式会社 北巣本町35番8号 代表取締役 川島　慶樹

48 株式会社大陽工業所 古川町12番9号 代表取締役社長 大田　隆弘

49 株式会社大和真空 四宮3丁目1番37号 代表取締役 西口　佳弘

50 大成研磨工業株式会社 桑才新町25番3号 代表取締役 中村　正明

51 株式会社タカゾノ 柳田町4番17号 代表取締役社長 冨士谷　伸

52 TakedaWorks株式会社 四宮5丁目1番1号 代表取締役 木村　年夫
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53 株式会社ティエラ 三ツ島6丁目25番3号 代表取締役 藤井　真紀

54 株式会社テクノメタル 北巣本町23番3号 代表取締役 西田 悟

55 株式会社DENIK(デニック) 守口市菊水通4丁目14番22号 代表取締役 伊藤　淳一

56 株式会社東穂 江端町2番16号 代表取締役 國本　雅也

57 東和薬品株式会社 新橋町2番11号 代表取締役社長  吉田　逸郎

58 株式会社ト－モク 深田町4番11号 代表取締役社長 斎藤　英男

59 有限会社ナカタテクスタ 深田町6番7号 代表取締役 中田　憲雄

60 株式会社西村製作所 三ツ島5丁目6番12号 代表取締役 西村　勝美

61 株式会社日栄塗装工業所 殿島町6番9号 代表取締役 金谷　佳治

62 株式会社日惠製作所 桑才新町33番9号 代表取締役 恩田　恵

63 日研ツール株式会社 四宮5丁目3番26号 代表取締役社長 成田　宏一

64 株式会社ニューロータリー 江端町8番8号 代表取締役 藤村 俊之

65 有限会社野木工機 四宮6丁目1番12号 代表取締役社長 野木　猛

66 パーカー加工株式会社 江端町1番19号 門真工場工場長 川口　義雄

67 株式会社はくぶん 新橋町23番1号 代表取締役社長 牧内　三長

68 株式会社　畑山金属工業所 三ツ島6丁目25番28号 代表取締役 畑山　賢治

69 パナソニックホールディングス株式会社大字門真1006番地
代表取締役　社長執行役

員　グループＣＥＯ
楠見　雄規

70 株式会社ファスト 四宮4丁目5番11号 代表取締役 岡林　　卓

71 フジテック株式会社 岸和田2丁目2番23号 代表取締役会長 藤原　　洋

72 扶桑金属工業株式会社 四宮4丁目3番22号 代表取締役社長 大野　　満

73 二名工業株式会社 四宮3丁目9番1号 代表取締役 橋本　恒之

74 有限会社古川製作所 四宮4丁目5番39号 代表取締役社長 古川　日出男

75 株式会社古谷鉄工所 三ツ島5丁目7番27号 代表取締役 西川　信之

76 フロンティア産業株式会社 江端町6番7号 代表取締役社長 小田島　進

77 平和工業株式会社 四宮4丁目3番12号 代表取締役 根岸　和昭

78 細田工業株式会社 岸和田2丁目2番30号 代表取締役 細田　祥成
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79 牧野精工株式会社 桑才新町8番16号 代表取締役社長 牧野　洋一

80 マルイチエクソム株式会社 ひえ島町17番30号 代表取締役 新谷　幹夫

81 丸山塗装工業株式会社 殿島町14番13号 代表取締役社長 丸山　紘邦

82 有限会社南元製作所 深田町18番2号 代表取締役 北川　昌弥

83
株式会社 メタルワン・スチール
サービス　門真SC

三ツ島5丁目5番2号
大阪支店　大阪生産部部

長
山本　正博

84 有限会社森田製針所 東田町23番24号 代表取締役 森田　祐輔

85 森脇鉄工株式会社 三ツ島6丁目22番1号 代表取締役社長 森脇　　巖

86 株式会社柳澤製作所 柳町17番1号 代表取締役社長 粥川　昇一

87 株式会社ヤマゲン 桑才新町19番5号 代表取締役 上田　哲三

88 株式会社ヤマトウ 柳田町30番1号 代表取締役 當麻　吉克

89 ヨーホー電子株式会社 四宮6丁目6番46号 代表取締役 辻  　吉典

90 株式会社リバイタライズ 三ツ島5丁目8番44号 代表取締役 大和　　孝

91 株式会社リマ 四宮3丁目7番9号 代表取締役社長 中原　聖美

92 ロータリー株式会社 江端町8番1号 代表取締役社長 藤村　祐介

93 和田電器株式会社 東田町16番18号 代表取締役社長 和田　晃一

94 株式会社渡辺護三堂 三ツ島5丁目18番5号　王子コンテナー内 代表取締役社長 宮田　　玲
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