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旭川機械工業株式会社
〒079-8453 北海道旭川市永山北3条7丁目1番地-11
http://www.asahikawakikai.com
TEL 0166-48-7261
アミテック株式会社
〒467-8580 名古屋市瑞穂区内浜町31番25号
http://www.amitec.co.jp/
飯田工業株式会社
〒485-8655 愛知県小牧市大字村中153番地
http://www.iidakg.com/
石田エンジニアリング株式会社
〒426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋193-18
http://www.jade.dti.ne.jp/~iec2111
井上電設株式会社
〒460-0022 名古屋市中区金山4丁目3番17号
http://www.inoue-d.co.jp/company.html
岩田機械産業株式会社
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西7-9-32
http://www.iwatakikai.co.jp/
株式会社

ウロコマシナリー
〒040-0071 北海道函館市追分町6番12号
http://www.uroko-mc.co.jp/

木工機械

合板機械・木工機械
TEL 052-822-7161

木工機械
TEL 0568-75-5321

製材機械
TEL 054-641-2111

集塵装置
TEL 052-322-5271

搬送装置
TEL 03-3687-1171

合板用機械
TEL 0138-45-3478

エーティーエー
〒114-0023 東京都北区滝野川7-11-3 板橋ビル
http://www.ata.ne.jp
TEL 03-5961-5866

計量計測機器

エーテーオー株式会社
〒462‐0037 愛知県名古屋市北区志賀町5丁目17番地
http://www.ato-nagoya.com
TEL 052-915-4311

焼却炉

エノ産業株式会社
〒071-1426 北海道上川郡東川町北町10丁目1番1号
http://www.eno-sangyo.co.jp/ja/index.html
TEL 0166-82-4000

製材機械・乾燥機

株式会社

株式会社

株式会社

大井製作所
〒427-0103 静岡県島田市中河218番地
http://www.ohi-s.co.jp
奥村機械製作所
〒761-0450 香川県高松市三谷町177番地2
http://www.okumurakikai.com

製材機械・乾燥機・ボイラー
TEL 0547-38-2141

木工機械
TEL 087-889-7175

兼房株式会社
〒480-0192 愛知県丹羽郡大口町中小口1丁目1番地
http://www.kanefusa.co.jp/
TEL 0587-95-2821
キクカワエンタープライズ株式会社
〒516-8686 三重県伊勢市朝熊町3477-36
http://www.kikukawa.co.jp/
キタガワエンジニアリング株式会社
〒726-0001 広島県府中市本山町10530-297
http://www.kitagawa-engineering.co.jp/

機械刃物

製材機械・集成材機械・木工機械
TEL 0596-21-2120

合板機械・木工機械
TEL 0847-40-1551

キャリアネット株式会社
〒468‐0049 愛知県名古屋市天白区福池1丁目13番地
http://career-net.co.jp
TEL 052-891-2003

ソフト

株式会社

集塵機

合資会社

株式会社

株式会社

九州エアーテック
〒877-0089 大分県日田市山田町626-3
https://www.kyushuairtec.com/
協栄鉄工所
〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町奥山新田7-1
TEL
共和キカイ
〒929-0447 石川県河北郡津幡町旭山19番
http://www.kyowa-str.co.jp/
協和製作所
〒509‐0249 岐阜県可児市姫ケ丘2丁目12番地
http://www.kyowass.com

玄々化学工業株式会社
〒496‐0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74
http://www.gen2.co.jp
小林機械工業株式会社
〒411-0822 静岡県三島市松本60番地
https://www.koba-kk-main.co.jp/
株式会社

シーケイエス・チューキ
〒721-8505 広島県福山市箕島町6280-10
http://www.ckschuki.co.jp

TEL 0973-22-1791

木工機械
0532-45-6351

製材機械・木工機械
TEL 076-288-5677

木工機械・樹脂／アルミ加工機
TEL 0532-45-6351

塗装機械・塗料
TEL 0567-28-9207

集成材機械・木工機械・合板機械
TEL 055-977-3611

製材機械・チップ機械
TEL 084-920-3311

庄田鉄工株式会社
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目9番2号
http://www.shoda.com/
TEL 053-428-6234

木工機械

シンクス株式会社
〒421-0211 静岡県焼津市吉永125
http://www.shinx.co.jp

木工機械

株式会社

株式会社

株式会社

株式会社

株式会社

新柴設備
〒070‐8046 北海道旭川市忠和6条8丁目
http://www.shin-shiba.co.jp
真誠
〒430‐0841 静岡県浜松市南区寺脇町745番地
http://www.shinsei-tools.com
新東工機製作所
〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府2218-1
http://kshinto.co.jp
杉井鉄工所
〒452‐0905 愛知県清須市須ケ口354番地
http://www.sugii-m.com
鈴工
〒516-0001 三重県伊勢市大湊町656番地
http://www.suzuko-inc.com/

TEL 054-662-1711

乾燥機
TEL 0166-61-6000

機械刃物
TEL 053-441-2677

集塵機・焼却炉
TEL 058-327-0023

合板機械・塗装装置
TEL 052-400-0456

木工機械・集成材機械
TEL 0596-36-4320

大気テクノ株式会社
〒731‐0135 広島県広島市安左南区長束6丁目10‐1
http://www.taiki-techno.co.jp
TEL 082-850-1616

集塵装置・焼却炉・ボイラー
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株式会社

太平製作所
〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田宮前955-8
http://www.taihei-ss.co.jp/
TEL 0568-73-6411

木工機械

高木機工株式会社
〒501-3217 岐阜県関市下有知2600-2
TEL 0575-23-5521
株式会社

タカハシキカン
〒466‐0058 愛知県名古屋市昭和区白金三丁目7番地8号
http://www.ktboiler.co.jp
TEL 052-871-6731

高橋刃物工業株式会社
〒430-0842 静岡県浜松市南区大柳町626番地
http://takahashi-tools.jp
株式会社

株式会社

田辺鉄工所
〒920-0844 石川県金沢市小橋町5番35号
http://www.hidaka.gr.jp/

東北通商株式会社
〒010-0062 秋田県秋田市牛島東7-9-10
http://www.tohoksdm.com
東洋鐵工所
〒431-3113 静岡県浜松市東区大瀬町460番地
http://www.toyoiron.co.jp/

常盤工業株式会社
〒504-0957 岐阜県各務原市金属団地58番地
http://www.tokiwakk.co.jp/
株式会社

トモエ・エンジニアリング
〒370‐0046 群馬県高崎市江木町1263番地
http://tomoe-e.com

TEL 053-425-1022

木工機械
TEL 0767-32-3663

機械刃物
TEL 0538-23-6111

乾燥機
TEL 018-832-7055

木工機械
TEL 053-434-2888

木工機械
TEL 058-382-2295

乾燥機
TEL 027-321-7348

TEL 027-361-2121

西野製作所
〒929-1174 石川県かほく市浜北イ50番地
http://www.nishino-ss.co.jp

日新興産株式会社
〒174-0071 東京都板橋区常盤台4-13-3
http://www.nisshin-koosan.co.jp/
日本機械鋸・刃物工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8
http://www.nokohamono.org

機械刃物

搬送装置

巴産業株式会社
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町3-5-7
http://www.tomoe-sangyo.com/
株式会社

焼却炉・ボイラー

機械刃物

中京
〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目65番地
http://www.chukyo-corp.co.jp/
TEL 052-361-5531

天龍製鋸株式会社
〒437‐1195 静岡県袋井市浅羽3711番地
http://www.tenryu-saw.com/ja/

株式会社

合板機械・木工機械・チップ機械

木工機械
TEL 076-283-3202

木工機械
TEL 03-3550-6311

刃物メーカー団体
機械振興会館
TEL 03-3431-2482

橋本電機工業株式会社
〒444-1301 愛知県高浜市新田町5丁目1番地17
http://www.hdk-co.com/
TEL 0566-53-1866

合板機械

ヒグマ乾燥機株式会社
〒078-8253 北海道旭川市東旭川北３条5丁目3番19号
http://www13.plala.or.jp/higumakansouki/
TEL 0166-36-7705

乾燥機・ボイラー
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ヒルデブランド株式会社
〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1
http://www.hilde.co.jp
TEL 0263-81-5550
株式会社

ヒロタ
〒427-0102 静岡県島田市大柳南532番地
http://www.hirotacorp.jp

富士鋼業株式会社
〒426-8510 静岡県藤枝市仮宿1357番地
http://www.fujikogyo.co.jp
株式会社

富士製作所
〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町11番11号
http://www.fujiseisakusholtd.co.jp

フナソー株式会社
〒106‐0045 東京都港区麻布十番4‐4‐1
http://www.funasaw.co.jp
株式会社

平安コーポレーション
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-5-2
http://www.heiancorp.com/

乾燥機・ボイラー

製材機械・木工機械
TEL 0547-38-3211

製材機械・チップ機械
TEL 054-643-3211

製材機械
TEL 055-921-2233

機械刃物
TEL 03-3452-8415

木工機械
TEL 053-428-5321

株式会社

松岡カッター製作所
〒420-0812 静岡県静岡市葵区古庄2丁目18番46号
http://matsuoka-cutter.jp/
TEL 054-261-1877

機械刃物

株式会社

丸仲鐵工所
〒421-0111 静岡県静岡市駿河区丸子新田175番地の1
http://www.marunaka-jp.com/
TEL 054-259-8111

木工機械

宮川工機株式会社
〒441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪53番地
http://www.miyagawakoki.co.jp/
TEL 0532-31-1251

製材機械・木工機械

名南製作所
〒474-8543 愛知県大府市梶田町3丁目130番地
http://www.meinan.co.jp/
TEL 0562-47-2211

合板機械

株式会社やくしん
〒078-8273 北海道旭川市工業団地3条1丁目2番21号
http://www.yakushin-s.jp/index.html
TEL 0166-36-3817

搬送装置

弥栄鉄工株式会社
〒435-0026 静岡県浜松市南区金折町147
http://www.yasaka-co.jp

木工機械

株式会社

株式会社

ヤスダコーポレーション
〒441‐1231 愛知県豊川市一宮町上新切413
http://www.yasuda-corporation.com

TEL 053-426-1216

木工機械
TEL 0533-93-3500

山本ビニター株式会社
〒543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐6丁目3番12号
http://www.vinita.co.jp
TEL 06-6771-0606
横山鐵工株式会社
〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡358-1
http://www.yiw.jp/
株式会社

了生
〒490‐1112 愛知県あま市上萱津深見51番地
http://www.ryosei-gc.co.jp

木工機械

製材機械・木工機械
TEL 0548-34-0700

集塵機
TEL 052-442-0041

レコルト株式会社
〒599‐8253 大阪府堺市中区深阪4丁15番47号
http://www.recolt.jp
TEL 072-234-4001

木工機械
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