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歴代役員 
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役職 氏名 企業名 役職 氏名 企業名

理事長 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所 理事長 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所

副理事長 豊田　正喜 株式会社巴製作所 副理事長 豊田　正喜 株式会社巴製作所

副理事長 夏原　四郎 株式会社ナツハラ 副理事長 夏原　四郎 株式会社ナツハラ

副理事長 土肥　雄治 日本パワーファスニング 副理事長 土肥　雄治 日本パワーファスニング

理事 松本　五男 松本ナット工業株式会社 専務理事 北井　啓之 ケーエム精工株式会社

理事 木本　寿夫 株式会社白天製作所 理事 木本　寿夫 株式会社白天製作所

理事 中谷　格 東和工業株式会社 理事 中谷　格 東和工業株式会社

理事 酒向　正和 株式会社酒向製作所 理事 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社

理事 古川　正昭 古川製鋲株式会社 理事 藤原　廣二 フジテック株式会社

理事 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社 理事 勝亦　良彰 三喜鋲螺株式会社

理事 勝亦　良彰 三喜鋲螺株式会社 理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所

理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所 理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社

理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社 理事 樫本　隆之 株式会社三和鋲螺製作所

理事 樫本　隆之 株式会社三和鋲螺製作所 理事 池田　裕之 池田金属株式会社

理事 池田　裕之 池田金属株式会社 理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所

理事 藤川　廣美 藤川螺子工業株式会社 理事 箕村　理 株式会社ダイロック

理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所 監事 柳原　三郎 ロックファスナー株式会社

理事 北井　啓之 ケーエム精工株式会社 監事 澤田　斉 大阪精工株式会社

監事 柳原　三郎 ロックファスナー株式会社 相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社

監事 澤田　斉 大阪精工株式会社 相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ

相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社

相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ

第一期　創立～平成１６年 第二期　平成１６年～１８年



歴代役員 
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役職 氏名 企業名 役職 氏名 企業名

理事長 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所 理事長 箕村　理 株式会社ダイロック

副理事長 箕村　理 株式会社ダイロック 副理事長 北井　啓之 ケーエム精工株式会社

副理事長 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社 副理事長 西　泰宏 西精工株式会社

副理事長 池田　裕之 池田金属株式会社 副理事長 中江　良一 紀州ファスナー工業株式会社

専務理事 中谷　格 東和工業株式会社 専務理事 池田　裕之 池田金属株式会社

理事 豊田　正喜 株式会社巴製作所 理事 中谷　格 東和工業株式会社

理事 木村　繁雄 株式会社冨士製作所 理事 木村　繁雄 株式会社冨士製作所

理事 北尾八三一 日産ネジ株式会社 理事 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社

理事 藤原　廣二 フジテック株式会社 理事 北尾八三一 日産ネジ株式会社

理事 勝亦　良彰 三喜鋲螺株式会社 理事 藤原　廣二 フジテック株式会社

理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所 理事 勝亦　良彰 三喜鋲螺株式会社

理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社 理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所

理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所 理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社

理事 樫本　宏志 株式会社三和鋲螺製作所 理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所

理事 中江　良一 紀州ファスナー工業株式会社 理事 樫本　宏志 株式会社三和鋲螺製作所

理事 夏原　和哉 株式会社ナツハラ 理事 夏原　和哉 株式会社ナツハラ

理事 西　泰宏 西精工株式会社 理事 松本　典丈 松本ナット工業株式会社

理事 北井　啓之 ケーエム精工株式会社 理事 柳原　考至 ロックファスナー株式会社

監事 柳原　三郎 ロックファスナー株式会社 理事 豊田　裕司 株式会社巴製作所

監事 田中　良典 田中熱工株式会社 理事 川端　康弘 株式会社オー・ピー・ジ

相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社 監事 大場　康弘 株式会社コクブ

相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ 監事 田中　良典 田中熱工株式会社

相談役理事 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所

相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社

相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ

第三期　平成１８年～２０年 第四期　平成２０～２２年



歴代役員 
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役職 氏名 企業名 役職 氏名 企業名

理事長 箕村　理 株式会社ダイロック 理事長 箕村　理 株式会社ダイロック

副理事長 北井　啓之 ケーエム精工株式会社 副理事長 北井　啓之 ケーエム精工株式会社

副理事長 西　泰宏 西精工株式会社 副理事長 西　泰宏 西精工株式会社

副理事長 中江　良一 紀州ファスナー工業株式会社 副理事長 中江　良一 紀州ファスナー工業株式会社

専務理事 池田　裕之 池田金属株式会社 専務理事 池田　裕之 池田金属株式会社

理事 中谷　格 東和工業株式会社 理事 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社

理事 池田　栄治 大洋ナット工業株式会社 理事 北尾八三一 日産ネジ株式会社

理事 北尾八三一 日産ネジ株式会社 理事 藤原　廣二 フジテック株式会社

理事 藤原　廣二 フジテック株式会社 理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所

理事 後藤　晴雄 株式会社朝日押捻子製作所 理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社

理事 久保　清一 金剛鋲螺株式会社 理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所

理事 今井　敏雄 株式会社丸菱ナット製作所 理事 樫本　宏志 株式会社三和鋲螺製作所

理事 樫本　宏志 株式会社三和鋲螺製作所 理事 大場　康弘 株式会社コクブ

理事 大場　康弘 株式会社コクブ 理事 夏原　和哉 株式会社ナツハラ

理事 夏原　和哉 株式会社ナツハラ 理事 行俊　明紀 株式会社竹中製作所

理事 松本　典丈 松本ナット工業株式会社 理事 松本　典丈 松本ナット工業株式会社

理事 柳原　考至 ロックファスナー株式会社 理事 柳原　考至 ロックファスナー株式会社

理事 豊田　裕司 株式会社巴製作所 理事 豊田　裕司 株式会社巴製作所

理事 川端　康弘 株式会社オー・ピー・ジ 理事 川端　康弘 株式会社オー・ピー・ジ

理事 松田　洋明 株式会社ヨット印・ダイワ 理事 由良　宜彦 嘉亀鋼業株式会社

監事 由良　宜彦 嘉亀鋼業株式会社 理事 松田　洋明 株式会社ヨット印・ダイワ

監事 田中　良典 田中熱工株式会社 監事 西川　倫史 日本鋲螺株式会社

相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社 監事 田中　良典 田中熱工株式会社

相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ 相談役 北井　正次 ケーエム精工株式会社

相談役 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所 相談役 嶋田　亘 株式会社フセラシ

相談役 田島　祥一 株式会社丸ヱム製作所

第六期　平成２４～２６年第五期　平成２２～２４年
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関西ねじ協同組合 

 

会員名簿 

（平成２４年８月付） 
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TEL番号
FAX番号

〒 ５５５-００１２ ０６-６４７４-０５８1
０６-６４７４-５７７０

〒 ５７７-００４７ ０６-６７８２-１３８１
０６-６７８８-０９５１

〒 ５８１-００３９ ０７２９-４９-０１５８
０７２９-４９-５２６４

〒 ５５３-０００６ ０６-６４４１-６２０１
０６-６４４１-２８８３

〒 ５７７-０８０７ ０６-６７８１-２７６６
０６-６７８７-３５９２

〒 ５９８-００７１ ０７２４-６３-２５２５
０７２４-６４-１１０５

〒 ５３５-０００４ ０６-６９２１-０２９７
０６-６９２８-７２３７

〒 ５７８-０９２１ ０７２９-６４-１３２９
０７２９-６４-８４７５

〒 ５７７-０８０５ ０６-６７２４-４７４１
０６-６７２４-４７４４

〒 ５９８-００３４ ０７２-４７９-６７７７
０７２-４６６-２７００

〒 ５８１-００２６ ０７２-９２２-１６９６
０７２-９９９-０４２７

〒 ５５７-００６３ ０６-６６５９-１３４５
０６-６６５８-２１５３

〒 ５７２-０８１４ ０７２-８２１-３４７１
０７２-８２１-５１１６

〒 ５７７-０００６ ０６-６７４４-３６３９
０６-６７４５-６５４８

〒 ５５９-００３１ ０６-６６１２-２２０３
０６-６６１３-１３２５

〒 ５９８-００７１ ０７２４-６３-６１０１
０７２４-６３-６２２８

〒 ５３７-０００１ ０６-６９７１-１７７８
０６-６９７６-３８４４

〒 ７０１-０２２１ ０８６-２９６-２２３６
０８６-２９６-５９３１

〒 ５７７-００６１ ０６-６７８１-５９５０
０６-６７８１-５９８５

〒 ５８３-０８４１ ０７２-９５７-５５４４
０７２-９５７-５５４０

〒 ５７７-００６７ ０６-６７８２-２２５５
０６-６７８２-３２５７

〒 ５７８-０９４３ ０６-６７２３-８８００
０６-６７２３-６５４５

〒 ５８２-００２７ ０７２９-７７-７３０６
０７２９-７７-８６６７

〒 ５７８-０９０３ ０７２９-６１-８１４６
０７２９-６６-４７４０

〒 ６３７-００１４ ０７４７-２６-３５７０
０７４７-２６-３５７６

〒 ５７７-００６６ ０６-６７８３-３８８６
０６-６７８７-５２８０

〒 ５７７-０８２７ ０６-６７２１-１４１３
０６-６７３６-２５１９

〒 ５５９-００１１ ０６-６６８５-４８８１
０６-６６８５-５１５９

〒 ５７８-０９８２ ０７２-９６６-４４６６
０７２-９６６-６６７７

〒 ７７９-３６３３ ０８８３-５２-０１７７
０８８３-５２-０１７３

高越鋼業株式会社 吉田ハルヱ
徳島県美馬市脇町井口

近畿螺旋工業株式会社 山口　正一
大阪市住之江区北加賀屋４-７-２４

ケーエム精工株式会社 北井　敬人
東大阪市吉田本町１-１０-１６

株式会社共進螺子製作所 福田　健二
東大阪市高井田本通２-５-３５

協和螺旋鋼業株式会社 梅林　　寛
東大阪市衣摺６-１０-３１

株式会社北螺子製作所 北　　喜次
東大阪市今米２-５-２４

株式会社協栄製作所 松本正三郎
奈良県五條市住川町１３８７

紀州ファスナー工業株式会社 中江　良一
東大阪市若江南町５-３-５３

北村精工株式会社 北村　幸信
柏原市円明町１０００-１１

鹿児島金属株式会社 倉津　孝夫
羽曳野市駒ケ谷２-１９７

株式会社神山鉄工所 神山　裕義
東大阪市高井田西５-４-８

株式会社小野製作所 小野　　衛
岡山県岡山市藤田６０２

株式会社角谷製鋲工作所 角谷　恒一
東大阪市森河内西１-１-８

株式会社岡井鉄工所 岡井　謙一
泉佐野市鶴原３-２-４１

株式会社織田螺旋製作所 織田　隆弘
大阪市東成区深江３-５-２

株式会社大西精工 大西　國隆
東大阪市楠根１-６-３６

株式会社オー・ピー・ジ 川端　康弘
大阪市住之江区南港東３-２-８６

株式会社大阪磨ナット製作所 延安　一平
大阪市西成区南津守６-７-３４

大西鋲螺株式会社 大西　　進
寝屋川市堀溝１-７-１１

オーアイテック株式会社 岡井　康治
泉佐野市長滝５８１-１

株式会社大阪金属工業所 牧　　康司
八尾市曙町１-４０

株式会社ウマノ 中川　一正
東大阪市水走５-５-４７

株式会社江浦製作所 江浦　善照
東大阪市宝持４-１３-１７

和泉工業株式会社 赤坂　真人
泉佐野市鶴原１８７３

株式会社伊藤戸車製作所 伊藤　弦治
大阪市旭区生江１-９-６

池田金属株式会社 池田　裕之
東大阪市菱屋西６-９-１８

株式会社朝日押捻子製作所 後藤　晴雄
東大阪市西堤楠町２-２-３８

株式会社朝日螺子製作所 松宮　成行
八尾市太田新町３-１０４

会　社　名 代 表 者 名

アイエスケー株式会社 石川　和夫
大阪市西淀川区御弊島１-１６-１１

住    所

株式会社アルテス 増田　哲哉
大阪市福島区吉野１-２０-３０

【 正 会 員 】 



 

                                 （第４章）組合員名簿 
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TEL番号
FAX番号

〒 ５７７-００６７ ０６-６７８１-３１５５
０６-６７８１-３１５7

〒 ５７７-００３７ ０６-６７８８-６４５６
０６-６７８８-６５３８

〒 ５７９-８０５２ ０７２９-２４-７２８２
０７２９-２４-９０４３

〒 ６３４-０８３６ ０７４４-２５-７８７８
０７４４-２５-４８４８

〒 ５８３-０８４１ ０７２-９５９-３３００
０７２-９５９-３３０１

〒 ５７７-００１６ ０６-６７４４-３２５５
０６-６７４４-２１８８

〒 ５８２-０００９ ０７２９-７２-０６９６
０７２９-７１-５４８８

〒 ５７７-０８３５ ０６-６７２７-１６４３
０６-６７２８-６４３６

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８３-３５００
０６-６５８３-４６８０

〒 ６１３-００３４ ０７７４-４３-７０１０
０７７４-４１-７１２３

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-３５３６
０６-６５８１-３５３８

〒 ５５７-００３２ ０７２-２３６-０３８１
０７２-２３６-０１００

〒 ５７８-０９８２ ０７２９-６３-０３８１
０７２９-６４-５５０２

〒 ５５１-００３１ ０６-６５５４-４１２３
０６-６５５４-４４１２

〒 ５７７-００２３ ０６-６７２５-１２２３
０６-６７２５-１２２８

〒 ５４４-００１２ ０６-６７５７-７５２１
０６-６７５７-７５２４

〒 ５７９-８００３ ０７２９-８８-３１３５
０７２９-８８-１７６８

〒 ５９６-００１１ ０７２４-３８-７７７９
０７２４-３８-７４９９

〒 ５８７-００４２ ０７２-３６１-３６０１
０７２-３６２-５２０４

〒 ５５０-００２２ ０６-６５８１-０２３１
０６-６５８１-０２３３

〒 ５８１-０８１５ ０７２９-９６-６０７５
０７２９-９６-７５８１

〒 ５７８-０９２１ ０７２９-６６-６１１６
０７２９-６６-６６０７

〒 ５７８-０９７８ ０７２９-６１-６２８１
０７２９-６１-６２８５

〒 ５５７-００５５ ０６-６６５８-３４１０
０６-６６５７-０８２３

〒 ５８１-００６６ ０７２９-９３-１２６１
０７２９-９１-５６００

〒 ６０１-８３４４ ０７５-６８１-１４１６
０７５-６８１-８５０８

〒 ６３６-０１０３ ０７４５-７４-０７７１
０７４５-７４-４７４５

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８２-１５２４
０６-６５８２-３０７８

〒 ６６１-０９６５ ０６-６４９９-３７９７
０６-６４９９-４８７５

〒 ５５０-００２４ ０６-６５８３-０５０４
０６-６５８３-１８８６

株式会社ダイロック 箕村　　理
大阪市西区九条南２-５-２４

大和興発株式会社 小瀬 裕成
兵庫県尼崎市次屋３-３-３

太陽精工株式会社 山下　貴嗣
京都市南区吉祥院蒔絵町２１

大洋ナット工業株式会社 池田　栄治
奈良県生駒郡斑鳩町幸前２-６-１２

株式会社高野製作所 高野　継雄
大阪市西区境川２-２-４４

大東金属株式会社 井上　一郎
大阪市西成区千本南２-１６-４３

大平鋲螺株式会社 平石正一郎
八尾市北亀井町２-２-３

相互ネジ株式会社 杉田　　淳
東大阪市水走３-３-２８

大東鋼業株式会社 浅田　隆司
東大阪市東鴻池町２-２-６２

株式会社杉本製作所 杉本　堅次
大阪市西区本田４-３-２３

株式会社スザキ 須崎　敏充
八尾市宮町６-９-５２

有限会社新城製作所 新城　　忠
岸和田市木材町１７-６

末廣精工株式会社 西村　光洋
堺市美原区木材通４-１４-１４

株式会社白河捻子製作所 白河　　登
大阪市生野区巽西４-１-２１

株式会社新興螺子 鷺森　　満
東大阪市日下町３-７-１８

株式会社島村鉄工所 島村　和用
大阪市大正区泉尾７-１-３３

城東製鋲株式会社 隅田　彰三
東大阪市金物町２-１２

三和精工株式会社 木村　進次
大阪市西成区旭３-４-２４

株式会社三和鋲螺製作所 樫本　宏志
東大阪市吉田本町２-７-９

阪村産業株式会社 山上　賢司
京都府久世郡久御山町佐山新開地５-１

有限会社三協鉄工所 田中　栄史
大阪市西区九条南３-２１-１１

有限会社サカエ製鋲所 橋本惣次郎
東大阪市柏田西２-２-１０

株式会社酒向製作所 酒向　正博
大阪市西区九条南３-１４-８

金剛鋲螺株式会社 久保　清一
東大阪市長田西３-５-１

株式会社酒井製鋲所 酒井　三男
柏原市大正３-４-２０

株式会社コクブ 大場　康弘
奈良県橿原市新堂町２２２-１

株式会社粉室製作所 粉室　各伸
羽曳野市駒ケ谷５-３０

光洋製鋲株式会社 岡本　光弘
東大阪市高井田西５-１-４４

東大阪市御厨西ノ町１-４-１２

会　社　名 代 表 者 名

光洋テック株式会社 本小　英一

住    所

株式会社五枝精工 五枝　義次
東大阪市上四条町８-１１

【 正 会 員 】 
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TEL番号
FAX番号

〒 ５４３-００４３ ０６-６７７０-１９８７
０６-６７７０-１９８８

〒 ５７８-０９８４ ０６-６７８９-１５５５
０６-６７８２-２０５３

〒 ５６４-００３５ ０６-６３８２-１６６１
０６-６３８１-５６１０

〒 ５５０-００２４ ０６-６５８２-３４４９
０６-６５８２-４６２８

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８２-１７４６
０６-６５８２-２３２７

〒 ５５２-００２２ ０６-６５７２-２９５１
０６-６５７５-０７６９

〒 ５７３-１１３２ ０７２-８５７-３６３４
０７２-８５７-３０３１

〒 ５４４-００３２ ０６-６７４１-６１２５
０６-６７４１-６１２９

〒 ５８１-００３５ ０７２９-４８-２３７６
０７２９-４８-１７４３

〒 ５９２-８３５２ ０７２-２６８-０２３６
０７２-２６８-０２４０

〒 ５２２-０２１１ ０７４９-２２-７７３７
０７４９-２４-５２６３

〒 ６６０-００９２ ０６-６４１６-６２００
０６-６４１６-２０９６

〒 ５７７-００６６ ０６-６７８７-８７２１
０６-６７８７-８７２２

〒 ５７８-０９８４ ０７２９-６１-２７４８
０７２９-６５-０５８１

〒 ５５０-００２３ ０６-６５８１-９３９１
０６-６５８１-５４０３

〒 ５５２-０００７ ０６-６５７１-２１７１
０６-６５７２-８８５８

〒 ５５４-００２４ ０６-６４６５-０５５１
０６-６４６５-０５５６

〒 ７７０-０００５ ０８８６-３１-７１７７
０８８６-３２-７６２６

〒 ８８９-３１５１ ０９８７-２７-１３１１
０９８７-２７-２３４８

〒 ６３２-００６３ ０７４３-６６-３３３８
０７４３-６６-３３７８

〒 ５５０-００２１ ０６-６５８３-２６００
０６-６５８４-１７８９

〒 ５８０-００４６ ０７２３-３３-１４５１
０７２３-３７-１４４５

〒 ６２３-００５４ ０７７３-４２-８０２０
０７７３-４２-２５５０

〒 ５７８-０９２４ ０７２９-６２-０７６１
０７２９-６５-５５１４

〒 ５３８-００４１ ０６-６９６８-１８００
０６-６９６１-３６２１

〒 ５５０-００２２ ０６-６５８２-７３３４
０６-６５８２-７４７２

〒 ５５０-００２７ ０６-６５８１-１６３３
０６-６５８１-１６３４

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-２９８１
０６-６５８１-２２３５

〒 ６７１-０２２４ ０７９２-５２-１３９１
０７９２-５３-７５５１

〒 ５７８-０９０３ ０７２９-６１-６５５５
０７２９-６３-２２６３

光　精工株式会社 辻田　　稔
東大阪市今米２-５-１１

株式会社橋本製作所 橋本　元伸
大阪市西区九条南４-２０-６

原　鉄工株式会社 原　　孝史
兵庫県姫路市別所町佐土９７５

株式会社野島製作所 野島　　淳
大阪市西区本田４-３-２０

株式会社白天製作所 木本　壽夫
大阪市西区九条２-３-１８

日本鋲螺株式会社 西川　倫史
東大阪市吉田４-４-３２

日本ファスナー工業株式会社 村上　浩隆
大阪市鶴見区今津北４-７-１８

日産ネジ株式会社 北尾八三一
松原市三宅中８-４-４１

日東精工株式会社 塩田　展康
京都府綾部市井倉町梅ヶ畑２０

株式会社日滉精螺製作所 田中　祥元
奈良県天理市西長柄町４９２-１

ニッコーボルト工業株式会社 川浦　孝司
大阪市西区川口３-７-１３

西　精工株式会社 西　　泰宏
徳島市南矢三町１-１１-４

株式会社ニチワ 橋本　佳隆
宮崎県日南市上方１７６５

浪速鉄工株式会社 堀川　忠彦
大阪市港区弁天３-６-１５

ナルト金属株式会社 来田　忠義
大阪市此花区島屋４-２-４６

中村螺子株式会社 中村　勇夫
東大阪市菱江４-６-５４

株式会社ナツハラ 夏原　和哉
大阪市西区千代崎２-２２-２２

株式会社巴製作所 豊田  裕司
兵庫県尼崎市鶴町７-１３

有限会社永井製作所 岩田　千春
東大阪市高井田本通２-４-２１

東和工業株式会社 中谷　　格
堺市西区築港浜寺西町７-２０

株式会社トコロ製作所 所　庄五郎
滋賀県彦根市法土町７６

株式会社東工舎金属製作所 東瀬　いく
大阪市生野区中川西３-７-２２

東洋ナット株式会社 江本　将三
八尾市西弓削２-２１７

帝国製鋲株式会社 鈴木　典和
大阪市港区海岸通３-２-２１

株式会社テクニス 西田　和子
枚方市招堤田近１-１０

筒井鉄工株式会社 筒井吉太郎
大阪市西区九条南２-１８-２

大阪市西区境川２-５-２０

株式会社タクシン 山崎　伸也
大阪市天王寺区勝山１-４-８

会　社　名 代 表 者 名

株式会社棚原ネジ製作所 棚原　憲吉
吹田市中の島町１-１９

玉船螺旋株式会社 野口　健二　

住    所

株式会社竹中製作所 行俊　明紀
東大阪市菱江６-４-３５

【 正 会 員 】 
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TEL番号
FAX番号

〒 ５７７-０８２７ ０６-６７２８-８５５８
０６-６７２８-８５２４

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-５９４５
０６-６５８１-５９４９

〒 ５７９-８０６３ ０７２９-８２-３２８１
０７２９-８２-８７１５

〒 ５４４-０００４ ０６-６７５３-０５６１
０６-６７５３-１７７８

〒 ５４４-００３４ ０６-６７３１-２４０４
０６-６７３１-２４８２

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-１８２２
０６-６５８１-１８７８

〒 ７７９-３１２３ ０８８６-４２-１０３９
０８８６-４２-７０４４

〒 ６４９-６２１３ ０７３６-６２-３６５７
０７３６-６３-１２２２

〒 ５７８-０９８４ ０７２９-６４-２２７０
０７２９-６４-０３７１

〒 ５７７-００４７ ０６-６７８８-７０２０
０６-６７８８-７０２１

〒 ５７７-００５３ ０６-６７８９-７１２１
０６-６７８１-１７３４

〒 ５５２-０００７ ０６-６５７４-５３２１
０６-６５７５-１８９２

〒 ５２１-１１１２ ０７４９-２５-４６１１
０７４９-２５-４６１３

〒 ５３８-００３７ ０６-６９１１-９６９６
０６-６９１１-９４２２

〒 ５３６-００１７ ０６-６９６８-４９８１
０６-６９６８-４９３２

〒 ５８０-０００６ ０７２-３３２-０７１０
０７２-３３２-０７１４

〒 ５４２-００８６ ０６-６２８１-０１８５
０６-６２８１-０１９８

〒 ５８４-００２２ ０７２１-２４-９６００
０７２１-２４-９６１８

〒 ５８１-０８５２ ０７２９-９９-１６４１
０７２９-９９-５１８１

〒 ５４６-００４１ ０６-６７１４-７８８１
０６-６７１４-０６８０

〒 ５８１-００６６ ０７２-９９４-８０１１
０７２-９９３-２５２１

〒 ５７７-００５４ ０６-６７８２-３１５１
０６-６７８３-３７８７

〒 ５８１-０８５１ ０７２９-９８-６３１４
０７２９-９９-９４３３

〒 ５８２-０００７ ０７２９-７１-１７０１
０７２９-７１-２５７３

〒 ５５２-０００２ ０６-６５８３-２３３１
０６-６５８１-３６３０

〒 ５７２-０８４５ ０７２-８２０-０８６０
０７２-８２０-０８６６

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-６５３６
０６-６５８２-１６２６

〒 ５６４-００４３ ０６-６３１８-１８５５
０６-６３１８-１８５６

〒 ５９０-０００８ ０７２２-２９-０８８３
０７２２-２８-３８７６

〒 ５７９-８０６５ ０７２９-８２-１８６２
０７２９-８８-３２４１

株式会社矢野鉄工所 矢野　佳彦

株式会社山川鋲螺製作所 山川　佳秀
東大阪市新池島町３-１２-１６

吹田市南吹田１-９-１

株式会社山上製作所 山上　智宏
堺市堺区南庄町２-３-９

株式会社モリシタ 田井　　聡
寝屋川市楠根北町３-１

株式会社山慶製作所 山本　浩平
大阪市西区九条南３-２-１６

向井　克政
大阪市港区市岡元町１-５-３９

三星産業貿易株式会社 中村　重三
東大阪市高井田元町２-１５-１２

株式会社ミナミダ 南田　豊司
八尾市上尾町５-２０-１

三喜鋲螺株式会社 勝亦　良彰
大阪市東住吉区桑津１-７-１５

瑞穂工業株式会社 加藤　征士
八尾市北亀井町２-５-２

株式会社ミヤガワ 宮川資夫
柏原市上市１-６-２８

株式会社ムカイ

丸共ナット株式会社 濵中雷太郎
富田林市中野東２-４-１５

株式会社丸菱ナット製作所 今井　敏雄
八尾市西高安町１-１７

松本ナット工業株式会社 松本　典丈
松原市大堀１-８-１

株式会社丸ヱム製作所 松元　　収
大阪市中央区西心斎橋１-１０-２８

株式会社松平精工 松平　禎煥
大阪市鶴見区焼野３-２-１３３

マツダ株式会社 松田　英成
大阪市城東区新喜多東２-４-１９

増永産業株式会社 増永　　勉
大阪市港区弁天５-１１-２０

松金工業株式会社 松本　　隆
滋賀県彦根市金沢町１-１

フジテック株式会社 藤原　廣二
東大阪市西堤楠町３-５-４

株式会社フセラシ 嶋田　　守
東大阪市高井田１１-７４

藤川螺子工業株式会社 藤川　壽廣
和歌山県岩出市西国分１４８

株式会社富士製作所 木村　繁雄
東大阪市菱江６-４-２８

七宝産業株式会社 小西　健治
大阪市生野区巽北１-１３-１９

株式会社ヒラノファステック 平野敬太郎
徳島市国府町観音寺５８２-１

平田　政弘

平井鋲螺工業株式会社 平井　幹員

平田ネジ株式会社

大阪市生野区桃谷２-２６-２

大阪市西区九条南３-２８-１７

光ビョーラ工業株式会社 堀内　康司
大阪市西区九条南３-２２-４

日高鉄工株式会社 赤坂　　修
東大阪市横小路町４-３-３０

株式会社光　製作所 小西　義幸
東大阪市衣摺５-５-２３

住    所会　社　名 代 表 者 名

【 正 会 員 】 
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正会員１３０社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL番号
FAX番号

〒 ５５９-００３１ ０６-６６１２-２３２１
０６-６６１２-３３８８

〒 ５９４-１１０３ ０７２５-５６-１１９９
０７２５-５６-０４０１

〒 ５８６-００３８ ０７２１-５４-５８００
０７２１-５４-５９７０

〒 ５５１-００３１ ０６-６５５１-１７８８
０６-６５５１-１９７２

〒 ５８１-０８１３ ０７２９-２２-７７８３
０７２９-２２-７７８４

〒 ５５０-００２５ ０６-６５８１-７７２３
０６-６５８２-２３１４

〒 ５４７-０００１ ０６-６７９１-７１２０
０６-６７９４-３５３１

〒 ５８１-００４２ ０７２９-９１-０４１４
０７２９-９１-０４１５

〒 ５８１-０８１４ ０７２９-９７-９９９０
０７２９-９７-０１１５

〒 ５３７-０００１ ０６-６９８１-６３７１
０６-６９８１-６３７３

山大鉄工株式会社 山崎　　博
大阪市住之江区南港東３-２-９３

ユウキ産商株式会社 青木　信介
大阪市大正区泉尾６-６-２

義川製鋲株式会社 義川　修一
八尾市泉町３-４０

株式会社大和螺子製作所 紀村征一郎
和泉市浦田４８２-１

株式会社ヤマヒロ 梅村　賢治
河内長野市上原西町４-１

会　社　名 代 表 者 名 住    所

渡辺螺旋工業株式会社 渡辺　忠弘
大阪市東成区深江北１-５-１５

株式会社吉川鉄工所 吉川　雅博
大阪市西区九条南４-２３-９

ロックファスナー株式会社 柳原　三郎
八尾市楠根町４-２２-３

株式会社ヨット印・ダイワ 松田　洋明
八尾市南木ノ本１-１

嘉亀鋼業株式会社 由良　豊一
大阪市平野区加美北３-６-３０

TEL番号
FAX番号

〒 ５８１-００３５ ０７２９-４８-０２４４
０７２９-４８-０２９８

〒 ５３０-０００２ ０６-４７９８-１１７０
０６-４７９８-１１７１

〒 ５７２-０１３１ ０７２-８５８-０１１５
０７２-８５９-２９４３

〒 ４８８-８６８８ ０５６１-５３-１２１２
０５６１-５３-２７２１

〒 ５４４-００１２ ０６-６７５１-１１３３
０６-６７５１-１１３５

〒 ５３７-０００１ ０６-６９７１-５３３４
０６-６９７１-５３３５

〒 ５７８-０９１４ ０７２９-６３-２０００
０７２９-６３-２８８１

〒 ５７８-０９７３ ０７２-９６４-２３７７
０７２-９６４-０９９７

〒 ５３０-００４４ ０６-６３５１-８８４８
０６-６３５１-８８５７

〒 ５５５-００４１ ０６-６４７１-０１１０
０６-６４７２-０５５４

〒 ５６５-０８０１ ０６-６８７７-２４２１
０６-６８７５-１６４１

〒 ５７９-８０１４ ０７２９-８２-２７２１
０７２９-８７-１０９４

〒 ５３７-０００３ ０６-６９８１-３９２１
０６-６９８１-４９３６

大阪精工株式会社 澤田　　斉
東大阪市中石切町５-７-５９

株式会社大阪ナット製作所 石田　佳史
大阪市東成区神路１-１２-９

株式会社オーアンドケー 奥　　隆雄
大阪市淀川区中島２-８-８１

株式会社オーエスアイツール 板谷　和夫
吹田市青葉丘北１-２

株式会社エコー 上田　　健
東大阪市東鴻池町２-３-２９

株式会社オ・エス・ワイ 尾原　信治 大阪市北区東天満１-６-１２

株式会社今井信二鉄工所 今井　淳二
大阪市東成区深江北３丁目７-３０

株式会社上田鋼機 上田　大輔
東大阪市箕輪３-５-７

旭サナック株式会社 甘利　昌彦
愛知県尾張旭市旭前新田洞５０５０

因幡鍍金工業株式会社 寺西　義輝
大阪市生野区巽西４-９-７

株式会社アイル 岩本　哲夫
大阪市北区曽根崎新地２-１-２３

アカマツフォーシス株式会社 赤松　憲一
枚方市春日野２-２-１７

会　社　名 代 表 者 名 住    所

有限会社アールケイ興産 森嶋　　勲
八尾市西弓削２-６

【 正 会 員 】 

【 賛 助 会 員 】 
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TEL番号
FAX番号

〒 ５７７-０８１８ ０６-６７２１-４７９３
０６-６７２４-６５８８

〒 ５７７-００１６ ０６-６７４６-７９４４
０６-６７４６-８０６８

〒 ５８１-００５１ ０６-６７０９-６１５６
０６-６７０７-１７４３

〒 ６５０-００２４ ０７８-３９１-１７０１
０７８-３９１-２３３３

〒 ５７８-０９０３ ０７２-９８８-６７５１
０７２-９８８-６７５３

〒 ５４７-０００１ ０６-６７５７-４８３１
０６-６７５４-１３０４

〒 ５３７-０００２ ０６-６９７６-５３３１
０６-６９７４-４９０３

〒 ５５７-００６２ ０６-６６５９‐１１５１
０６-６６５９-１１５３

〒 ６１３-００３５ ０７７４-４３-７００７
０７７４-４４-５１９０

〒 ５８１-０８１３ ０７２９-２４-３５５５
０７２９-２４-３５５６

〒 ５７７-００６７ ０６-６７８２-５９２１
０６-６７８１-４１６４

〒 ５５０-００１２ ０６-６５３９-３５３４
０６-６５３９-３５４６

〒 ５６７-００５７ ０７２-６４０-３４１３
０７２-６４０-３４１１

〒 ４８６-０８３９ ０５６８-８１-８４１１
０５６８-８３-５８４４

〒 ５９５-００７５ ０７２５-２１-６６６１
０７２５-２１-３２６２

〒 ５３７-０００２ ０６-６９７３-５５５５
０６-６７８２-８８８４

〒 ５７８-０９３５ ０６-６７２４-９５０１
０６-６７２４-９１０１

〒 ５８２-００２７ ０７２-９７７-０１１２
０７２-９７７-０１２２

〒 ５７７-００１５ ０６-６７８９-０４５６
０６-６７８９-０５５３

〒 ５７７-００６６ ０６-６７８１-００２２
０６-６７８２-７５２１

〒 ５６６-００５２ ０７２-６５４-４９２０
０７２-６５０-２０１８

〒 ４５０-０００３ ０５２-５６４-７３００
０５２-５６４-７３１０

〒 ５９０-０８３１ ０７２-２４１-８４０１
０７２-２４１-７１１８

〒 ５９５-００７５ ０７２５-２１-２１８１
０７２５-２１-８８９１

〒 ５７７-００３３ ０６-６７８７-２３１７
０６-６７８７-２３２７

〒 ５８０-００３２ ０７２-３３１-１２１２
０７２-３３１-２１２２

〒 ５７０-００４３ ０６-６９９３-０１０１
０６-６９９１-００１０

〒 ５７８-０９２１ ０７２-９６６-１７６１
０７２-９６６-１７６６

〒 ５４２-００８２ ０６-６２５１-１８３３
０６-６２５１-１８３２

〒 ５１８-０１３１ ０５９５-２６-７８１８
０５９５-２６-７８３６

会　社　名 代 表 者 名 住    所

株式会社共立ヒートテクノ 山川　耕司
八尾市竹渕西４-２８

ケイライントラベル株式会社 森部　真一
兵庫県神戸市中央区海岸通８番

株式会社関西電工 大住ヒサ子
東大阪市小若江３-３-１

北角紙器株式会社 北角　尚弘
東大阪市長田西３-４-１２

サカイ工機株式会社 小林　洋介
大阪市東成区深江南１-１６-１７

酒井精工株式会社 八馬　厚雄
大阪市西成区津守３‐２‐１０

株式会社小畠鉄工所 小畠　浩次
東大阪市中石切町７-４-５１

有限会社サーフェイス太平 一居　洋子
大阪市平野区加美北２-３-１２

株式会社佐々木鍍金 佐々木俊和
東大阪市高井田西４-１-１９

サンコーインダストリー株式会社 奥山　淑英
大阪市西区立売堀１-９-２８

株式会社阪村機械製作所 中野　孝之
京都府久世郡久御山町下津富ノ城４６

サカモト工業株式会社 坂元　正樹
八尾市泉町１-３８-２

株式会社サンロック　オーヨド 井隼　敏明
泉大津市臨海町２-１２

株式会社ジー・ティー・オノエ 尾上　廣司
大阪市東成区深江南２-１２-２６

株式会社サンテックパーツ 林　　克美
茨木市豊川４-３４-１３

株式会社三明製作所 谷口　光雄
愛知県春日井市六軒屋町西３-９-１

株式会社信光ステンレス 西居慎一郎
東大阪市長田３-５-１５

末廣鋼業株式会社 西村　光洋
東大阪市高井田本通４-３-３

株式会社下西製作所 下西　　巌
東大阪市若江東町６-８-２５

株式会社松徳工業所 横尾　準次
柏原市円明町１０００-３０

住金精鋼株式会社 木村　和成
堺市堺区出島西町１

大一機工株式会社 多田　　茂
泉大津市臨海町１-１

スギムラ化学工業株式会社 守田　貴吉
摂津市鳥飼本町３-３-２２

鈴木住電ステンレス株式会社 松本　昭二
愛知県名古屋市中村区名駅南２-１３-１８

田中熱工株式会社 田中　良典
守口市南寺方東通４-２４-８

谷垣金属株式会社 谷垣　敏彦
東大阪市水走３-７-１２

太陽電鍍工業株式会社 福田　壯吉
東大阪市御厨東２-１４-１６

タケダツール株式会社 竹田　朋子
松原市天美東４-２４７-２

株式会社ティ-・アイ・ジー大阪 浅井　　勲
大阪市中央区南船場４-６-１０

株式会社ティーコム 池田　夏来
三重県上野市ゆめが丘７-５

【 賛 助 会 員 】 
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TEL番号
FAX番号

〒 １４４-００３３ ０３-３７４３-５３２１
０３-３７４４-５２５３

〒 ２１３-００３２ ０４４-８１１-７０２１
０４４-８１１-７０２６

〒 ５７９-８００４ ０７２９-８５-００８５
０７２９-８７-５２６３

〒 ５８７-００１１ ０７２-３６２-１６６１
０７２-３６２-６３７５

〒 ５８１-０８５１ ０７２９-２３-４９８２
０７２９-９８-９１８８

〒 ７４３-００２１ ０８３３-７１-００９２
０８３３-７２-０２２９

〒 ８３４-０１９６ ０９４３-３２-４３３１
０９４３-３２-５１３４

〒 ５９１-８００４ ０７２-２５５-６１８８
０７２-２５５-６２０５

〒 ５７９-８０３７ ０７２９-８７-２７５５
０７２９-８７-２７５６

〒 ５８３-０８７４ ０７２９-３６-１７１１
０７２９-３６-１７２２

〒 ５５２-００１１ ０６-６５８１-５１０１
０６-６５８１-５１０４

〒 ６３１-０８０３ ０７４２-３３-４３９８
０７４２-３４-３５２８

〒 ５８４-００４８ ０７２１-３３-３０８５
０７２１-３５-７５１１

〒 ５７９-８０２５ ０７２９-８１-８７３５
０７２９-８１-８７３７

〒 ５７７-００６６ ０６-６７８３-３００１
０６-６７８３-１４１７

〒 ５７７-００６７ ０７２９-６１-１３３１
０７２９-６５-０２０３

〒 ５４３-００４２ ０６-６７７２-２０２１
０６-６７７０-２２５３

〒 ５３７-０００１ ０６-６９７１-３６８６
０６-６９７４-３６５０

〒 ５８１-００３５ ０７２-９４８-１６９９
０７２-９４８-５９２６

〒 ５９１-８０１１ ０７２-２５５-４０４１
０７２-２５５-４０４５

〒 ５４７-０００４ ０６-６７９１-９２３３
０６-６７９１-９５３３

〒 ５８７-００１２ ０７２-３６３-３１６２
０７２-３６１-０４５０

〒 ５９６-０００１ ０７２-４３９-７９５８
０７２-４３６-２３２２

〒 ５９０-０９８３ ０７２-２２７-６４６７
０７２-２２７-６３９９

〒 ５７９-８０３７ ０７２-９８４-６２４６
０７２-９８１-８０１６

〒 ５８１-００３９ ０７２９-４８-０７９２
０７２９-４８-１７５０

〒 ５５９-００３１ ０６-４７０３-０７７７
０６-４７０３-０７００

深江鋼業株式会社 藤田　耕司
大阪市東成区深江北３-３-３６

株式会社平和化研 浦崎　憲清
八尾市西弓削２-７

株式会社三宏ダイテクノ 岡田　政宏
堺市美原区多治井５６４-１

村上鉄工株式会社 村上　正徳
岸和田市磯上町６-８-１

株式会社マエカワ 前川　信雄
堺市北区南花田町４３３-５

マコト産業株式会社 池田　栄治
大阪市平野区加美鞍作３-２-４４

和光金属工業株式会社 山本　　茂
大阪市住之江区南港東３-４-４６

株式会社ヤリステ 久保　慎二
堺市堺区山本町２-６６-１

株式会社ユタカ 安田　憲司
東大阪市新町２４-１２

株式会社ローラーテクニカ 小林　永典
八尾市太田新町７-１１１

日之出金属熱錬株式会社 谷口えり子
東大阪市古箕輪１-１４-７

枚岡合金工具株式会社 古芝　保治
大阪市天王寺区烏ヶ辻２-１-２

東田機工株式会社 東田　勇人
東大阪市高井田本通２-３-３

ハイテン工業株式会社 田中　伸和
富田林市西板持町７-５-３８

有限会社浜岡鍍金工業所 浜岡　康夫
東大阪市宝町１１-３１

有限会社野間田鍍金工場 島　　信司
大阪市港区南市岡１-１-２９

株式会社野村工具製作所 野村　修一
奈良市山陵町１１３番地

二藤レール株式会社 阪本　　薫
東大阪市新町１２-２７

日本テクノシェーン株式会社 三木　年正
羽曳野市郡戸３３-５

株式会社中島田鉄工所 中島田正宏
福岡県八女郡広川町日吉１１６４-４

ナカツジ精鍛株式会社 中辻　康内
堺市北区蔵前町１２３４

内藤鍍金工業所 内藤　至彦
八尾市上尾町６-１２-３

永岡鋼業株式会社 永岡　栄之
山口県光市浅江５-２３-２１

東伸商事株式会社 尾垣　　衛
東大阪市布市町１-３-２７

東洋炉工業株式会社 酒井　知行
堺市美原区丹上２７０

東京タッピングマシン製作所㈱ 島津　孝治
東京都大田区糀谷１-２０-１６

株式会社東京メタル 竹田　弘二
神奈川県川崎市高津区久地１６６

会　社　名 代 表 者 名 住    所

【 賛 助 会 員 】 

賛助会員 ７０社 
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皆様方の温かいご支援により平成２４年１０月をもちまして関西ねじ協同組合は創立１０

周年を迎えることと相成りました。 

平成２５年１月には創立１０周年記念講演と記念式典を大勢の皆様にご参加いただき無事

終える事ができましたこと深く感謝しております。 

この度、創立１０周年を記念して「１０年のあゆみ」と題した小冊子を発刊致します。 

制作にあたっては当組合事務局のスタッフ２名が得意のパソコンを駆使し、過去１０年の

情報や資料を整理し、ねじの生産統計など付記して年度ごとに分り易く纏めて頂きました。 

また各委員会の活動方針や事業内容を写真と共に整理し、１０年の記録を一目瞭然となる

よう纏めてみました。 （多くの写真は組合機関紙「結」からのものです。） 

 

ここで少し寄り道をいたします・・・♪表紙を飾る花についてのウンチクを((^^ゞ♪ 

花がらせん階段のように並び咲く螺旋花（ねじばな）は蘭科の一種です。 

蘭は一般的に環境の変化に弱く、人里離れた山間でひっそりと咲くと植物とされています。 

ただその中でも表紙を飾る螺旋花（ねじばな）は大変珍しい一種で、自然から離れた都会

で生育し、学校や公園などの芝生を好みますが、定期的な芝刈りや草刈りで、雑草と間違わ

れてその度に排除されてしまいます。 それから再び這い出し成長していきます。 

！！何故かねじの様に逞しい(^_^)v！！ 

また螺旋花（ねじばな）は根元側から順に咲いていくので、上にいくほど花弁は新しく、

蜂は螺旋階段を上りつつ蜜のありかを探しあて、この花の優しさを感じる事と思われます。 

花がらせん状に咲く植物は他にもありますが、普通は花と花との間隔が広いために分り難

く、ですがこの螺旋花（ねじばな）は適度に間隔を詰め、その名の通り『ねじ』の様に見え

るのです。 

螺旋花（ねじばな）は個々の花弁は小さいのですが、螺旋状に寄り添い連なる事で一つの

大きな花に見せ、花粉を運ぶ蜂や昆虫達に遠くからでも目立つようにアピールしているのか

もしれません。 

 

寄り道が長くなりましたが、これからも螺旋花（ねじばな）の例えのように、皆様方と一

致協力して、逞しく、優しく、そして環境の変化に対応できるよう、ねじ業界が発展してい

く事をひとえに期待致します。 そしてこの記念誌がその一助となれば幸いです。 

 

最後に、この記念誌作成にご協力頂きました全ての皆様方に心より御礼申し上げます。 

有難うございました。 


