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生田  徹也 生田精密研磨(株） 144-0051 大田区西蒲田6-17-3-207 isk@aqua.famille.ne.jp http://www.great-master.jp/ikuta-sk/ 03-3732-2311 03-3732-2318 光学レンズ（球面/非球面）製造

阿部  博志 （株）ダイテックス 144-0052 大田区蒲田5-44-5-2F h_abe@daitex.co.jp http://www.daitex.co.jp/ 03-5703-0345 03-5703-0347 機械、関連機器の設計製図･モデリング･解析等

安藤  恵一 （株）安藤工業所 144-0043 大田区羽田2-22-6 info@ando-kogyo.jp www.ando-kogyo.Jp 03-3741-1721 03-3743-9045 アルミ表面処理（アルマイト）、シルク印刷

醍醐  正明 醍醐倉庫(株) 146-0081 大田区仲池上1-30-3 http://www.daigo-wh.co.jp/ 03-3752-5611 03-3754-4633 倉庫業、運送業

小宮  健嗣 東邦運送(株) 146-0095 大田区多摩川1-36-12 03-3758-3206 03-3759-3112 貨物自動車運送事業

小柳  雅彦 筑波鉄工(株) 144-0056 大田区西六郷3-3-6 info@tsukuba-tube.co.jp http://www.tsukuba-tube.co.jp 03-3732-7811 03-3732-7814 油圧配管等各種パイプの曲げ加工組立

武田  克巳 (株)恒陽社印刷所活版事業部 144-0056 大田区西六郷4-7-9 takeda-k@fc4.so-net.ne.jp 03-3735-1601 03-3735-1602 印刷業一般

竹元  盛也 日進工業(株) 146-0083 大田区千鳥2-39-2 http://www.nisshin-kogyo.jp 03-3750-7593 03-3757-4384 プラスチック成形、組立

中村  雄大 (有)中村鍍金工業所 144-0045 大田区南六郷1-20-16 y_mekky@nifty.com 03-3731-4939 03-3731-4939 銅、ニッケル、クローム各種メッキ

本釜  晃紀 大隅化工(株) 143-0015 東京都大田区大森西1-1-5 k-hongama@ohsumi.co.jp http://www.ohsumi.co.jp 03-5764-0261 03-5764-0265 GFRP、CFRP、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ切削加工部品製造

村上  哲夫 保険代理店ホワイト 140-0013 品川区南大井5-2-10 03-3763-1384 03-3763-1384 保険代理業

森川  喜英 (株)森川電機製作所 146-0083 大田区千鳥2-3-19 yh.moriden@morikawadenki.co.jp 03-3750-4203 03-3750-4206 プラスチック、および伸銅品の機械加工

藤邨  秀明 セントラル技研工業(株) 143-0013 東京都大田区大森南4-15-12 h-fujimura@cenken.co.jp http://www.cenken.co.jp 03-6423-6520 03-6423-6521 精密機器（空圧）設計・製作

吉田  利樹 (株)エポゾール 144-0033 大田区東糀谷6-4-17 http://homepage3.nifty.com/epsol/ 03-3745-2651 03-3745-1580 プラスチック（軟質）成形加工・販売

志村  英雄 アースアテンド（株） 141-0031 品川区西五反田4-9-7 hideo-s@earth-attend.co.jp www.earth-attend.co.jp 03-3490-5661 03-3490-5660 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ切削・溶接加工、ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ製造、ｶｰﾎﾞﾝ素材加工

滝浪  裕夫 （株）エス・ティー・ピー 140-0013 品川区南大井6-19-6 takinami@stp-net.com 03-3762-9921 03-3762-9922 治具設計製造、メディア販売、警備業

下島  康弘 （有）シモテック 230-0003 横浜市鶴見区尻手1-10-18 contact@shimotec.net http://www.shimotec.net 045-573-4261 045-573-4262 精密部品加工、難削材加工

前場  強 （株）前場技研 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-40-44 tsuyoshi@m-giken.com http://www.m-giken.com 045-783-0813 045-785-5876 ＭＣ精密部品加工

山田　明彦 山田金属（株） 144-0044 大田区本羽田3-22-1 y-tetukuzu@nifty.com 03-3742-7763 03-3745-0216 製鋼原料、非鉄金属

下原　英樹 （有）シモン精工 144-0044 大田区本羽田2-12-1-404 03-5705-1114 03-5705-1160 フライス系切削加工

渡辺　崇記 （有）磐梯工業 143-0015 大田区大森西1-19-10 t-watanabe@bandai-kg.com http://bandai-kg.com 03-3761-1818 03-3761-1118 金属プレス加工・金属プレス金型製作

中楯　久之 （有）甲信電化 144-0056 大田区西六郷1-12-9 hisayuki.525@mbp.nifty.com http://www.koushindenka.jp 03-3731-9577 03-3731-8155 亜鉛メッキ加工

野村慎一郎  (有)野村商店 144-0044 大田区本羽田2-16-24 s-nomura@nomura-s.com http://www.nomura-s.com 03-3744-0421 03-3744-0422  ｽﾃﾝﾚｽ、特殊金属ｽｸﾗｯﾌﾟの買取り。ｽﾃﾝﾚｽ鋳物原料の販売。

須山　秀一 （株）スヤマ 143-0023 大田区山王3-18-6 03-3776-8783 03-3771-0029 花「秀花園」、冠婚葬祭プロデュース

宮澤　幸弘 （株）宮澤精機 144-0044 大田区本羽田2-12-1-411 03-5736-1050 03-5736-1064 精密自動単能プレス金型、部品加工

大門　博 （有）東京工房 146-0082 大田区池上8-8-5 03-3755-0211 軟質塩ビ高周波溶着、軟質プラスチック加工全般

笠井　道生 インターギア（有） 107-0052 港区赤坂7-2-17-504 ig_info@reddiamonds.com http://www.reddiamonds.com/ 03-3401-2048 ﾍﾞﾄﾅﾑｵﾌｼｮｱ開発・製造、ﾍﾞﾄﾅﾑ進出支援、ﾍﾞﾄﾅﾑｶｼﾞﾉ業務紹介

末永　浩司 （株）リベント 107-0062 港区南青山5-14-4　河合ﾋﾞﾙ3F 03-3499-3314 03-3499-3384 冠婚葬祭、イベント企画・運営、生花販売事業

田中　秀明 田中歯車工業（株） 144-0046 大田区東六郷1-17-14 http://www.tanaka-gear.com 03-3731-5963 03-3733-4165 歯車切削加工

吉田　清仁 （有）サンドブラスト工業 144-0045 大田区南六郷3-22-14 03-3732-8156 03-3732-8157 金属サンドブラスト加工

岩渕　泰道 （株）ヤマト 143-0015 大田区大森西3-3-2 yamato.co@k-yamao.jp http://k-yamato.jp/ 03-3763-6540 03-3766-5413 合成樹脂加工・非鉄金属加工

猪俣　弘行 (有)シード精工 144-0044 大田区本羽田2-12-1-204 03-5735-1855 03-5735-1856 MC金属加工

大崎　玄長 （株）エヌエフエー 146-0082 大田区池上7-10-7　ｼｰﾙｴﾝﾄﾞﾋﾞﾙ info@nfa-g.com http://www.nfa-g.com 03-5747-5880 03-5747-5881 一般労働者派遣事業

斎藤　勝 フィーサ（株） 146-0082 大田区池上7-12-11 http://www.fisa.co.jp 03-3754-0661 03-3754-0011 ﾎｯﾄﾗﾝﾅ成形装置、静電気除去器等の企画販売

柳井　宏和 （有）柳井熔接工業所 144-0044 大田区本羽田3-29-6 yanaiyousetu@dance.ocn.ne.jp 03-3741-3013 03-3741-4943 各種溶接加工業

木下　一真 （株）バイオクロマト 251-0053 藤沢市本町1-12-19 0466-23-8382 0466-23-8279 流体制御技術製品開発

内山　和広 （有）内山研磨工業所 144-0043 大田区羽田4-3-18 uchiyama-kenma@nifty.com http://www.uk-gansin.co.jp/ 03-3744-9830 03-3744-9835 真空加圧含浸処理加工

新川　隆司 金魚屋IT相談事務所 143-0023 大田区山王3-27-1ｶﾄﾞﾔ11ﾋﾞﾙ101号 info@kingyoya.ne.jp http://www.kingyoya.ne.jp/ 090-2414-5239 03-6429-8083 PC保守、情報管理、システム開発

星　孝明 フレスコ・パートナーズ株式会社 107-0052 港区赤坂7-3-37 ﾌﾟﾗｰｽ・ｶﾅﾀﾞ１階 thoshi@frescopartners.com 03-6894-7557 金融ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ及びM&Aｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ

広瀬　雅志 （株）TGI インディペンデント 108-6028 港区港南2-15-1 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨA棟28階 hirose@tgii.jp www.tgii.jp 03-6717-4034 就職、独立支援サービス、セミナー企画

神山　勲 （有）神山 146-0094 東京都大田区東矢口3-21-6 ukamiyama@nifty.com http://www.kamiyama.biz/ 03-3734-6898 03-3734-4928 内装業

赤石　篤洋 （株）RISE 145-0074 大田区東嶺町30-11-4F akaishi@rise-ins.jp http://www.rise-ins.jp/ 03-6459-8162 03-6459-8163 保険代理業

四元　圭介 （株）岩崎成型 144-0045 大田区南六郷1-20-17 keisuke_yotsumoto@iwasaki-seikei.com http://www.iwasaki-seikei.com 03-3732-9038 03-3733-2436 プラスチック成型・超音波溶着
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