
【記入例】

企業データベース登録申請書

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

1

非公開

・提出先　job@kitakami.ne.jp
・この登録申請書で回答いただいた内容は、原則としてインターネット上に公開されます。
・情報の公開基準等は「北上雇用対策協議会「北上市企業データベース」運用規約」に従います。
・市に対して情報提供いただけるもので、インターネット上では非公開にしたいものにはチェックをして
下さい。

御担当者について

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

氏名

フリガナ

所属部署

メールアドレス

北上　太郎

キタカミ　タロウ

非公開

御担当者様あてに登録内容に関する連絡やメンテナンス情報等の連絡をいたします。

事業所について

総務部総務課

taro@kitakamidb.co.jp

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

事業所の名称

フリガナ

年 月 日

郵便番号

カブシキガイシャ　キタカミ　エヅリコジギョウショ

4 1事業所の開設日(西暦)

024-0071

株式会社　北上　江釣子事業所

岩手県北上市上江釣子○○

事業所に関する情報を以下にご記入ください。（他所にある事業所等を含まない内容）

1994

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページURL

代表者氏名

0197-12-3456

0197-12-3457

kitakami@kitakamidb.co.jp

岩 県 市 江釣

http://www.kitakamidb.co.jp

北上 花子

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

代表者氏名

フリガナ

代表者職名

従業員について ( 年 月 日現在）

男 名 女 名 計 名

従業員平均年齢 歳

従業員数（パート、アル
バイト、期間雇用を含
む。派遣除く。）

40 5

50 100

北上事業所長

北上　花子

キタカミ　ハナコ

2012 4 1

50

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

従業員平均年齢 歳40.5

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

苗字と名前の間を1文
字あける。

苗字と名前の間を1文
字あける。

1



【記入例】

主要製品、商品、サー
ビス等

自動車用プラスチック部品製造

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

2

ビス等

株式会社○○ 株式会社××

仕入先

株式会社○○、株式会社××

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

所属団体

株式会社○○、株式会社××

得意先

北上商工会議所、北上工業クラブ、北上ネットワー
クフォーラム、北上調理師会、北上地区技能士会

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

本事業所が本社

住所

本社、他事業所、親会社について 非公開

所属団体

本社が別の
場所にある

岩手県北上市芳町○-○

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

年 月 日

資本金 円

直近の年間売上高 円

横川目営業所（北上市）、宮城工場（宮城県大崎
市）、東京事業所（東京都大田区）

1

10,000,000

4

10,000,000

1975創業年月日(西暦)

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

他事業所の所在地

親会社なし

親会社あり 社名

住所

宮城県仙台市青葉区○○

株式会社　東北

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

住所

西暦で入力
昭和10年→1935年
昭和20年→1945年
昭和30年→1955年
昭和40年→1965年
昭和50年→1975年
昭和60年→1985年
平成元年→1989年
平成５年→1993年
平成10年→1998年
平成15年→2003年
平成20年→2008年

事業所での製品、
サービス等を記入して
ください。
他事業所の業務は記
入しないでください。

事業所名（市町村名）
を記入。

2



【記入例】

産業分類

該当する業種すべてにチェックしてください。
（分類は日本標準産業分類（平成19年11月改定）より）

非公開

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

3

農業，林業

漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

製造業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

金融業，保険業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・
技術サービス業

鉱業，採石業，砂利採取業

林業農業

水産養殖業漁業（水産養殖業を除く）

総合工事業 職別工事業(設備工事業を除く)

設備工事業

食料品製造業 飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

家具・装備品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品製造業

プラスチック製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

化学工業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

熱供給業

電気業

その他の製造業

水道業

ガス業

通信業 放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

道路貨物運送業

航空運輸業

運輸に附帯するサービス業

物品賃貸業

インターネット附随サービス業

学術・開発研究機関

道路旅客運送業

水運業

倉庫業

郵便業（信書便事業を含む）

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

繊維・衣服等卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

機械器具小売業

無店舗小売業

広告業 技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

補助的金融業等

不動産取引業 不動産賃貸業・管理業

協同組織金融業

金融商品取引業，商品先物取引業

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

3



【記入例】

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業 娯

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

4

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サ ビス業

生活関連サービス業，娯
楽業

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

分類不能の産業

サービス業
（他に分類されないもの）

公務
（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

非公開

当社はプラスチック製品の金型製造から射出成型まで一貫した製造をしておりま
す。短納期、小ロットに対応いたします。

アピールポイントについて

PRコメント

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

資格取得者
技能検定旋盤1級　2名、第1種電気工事士　1名

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

受賞歴（会社）
緑化優良工場等経済産業大臣賞(2004)

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務

受賞歴（個人）
北上市技能功労者表彰(2006)

分類不能の産業

宿泊業 飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

娯楽業

その他の生活関連サービス業

学校教育 その他の教育，学習支援業

保健衛生

協同組合（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

廃棄物処理業 自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

その他のサービス業

機械等修理業

その他の事業サービス業

宗教

政治・経済・文化団体

国家公務外国公務

地方公務
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【記入例】

勤務時間

福利厚生について 非公開

8：30～17：30（休憩1時間）※部署により勤務時間
は異なります。

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

5

休日

年間休日数

土、日、祝日

120日

家庭と仕事の両立支援

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

年以上)
加入保険等

10

教育訓練・人材育成に
ついて力を入れている
こと(自由記載)

新入社員研修、リーダー研修、管理職研修、階層
別プログラム

最寄駅、バス停からの
距離、時間

北上駅から900m(徒歩12分)、○○バス停から
100m(徒歩1分)

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

過去5年以内に採用実績がある、あるいは今後採用見込みがある企業は以下にご記入ください。

非公開

その他福利厚生で特記
する事項

新卒採用に関すること

年末年始休暇、夏期休暇、ボランティア休暇、資格
手当、ゆうあいサービスセンター加入

こと(自由記載)

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

採用後の勤務地

○○高校、××大学、△△専門学校
採用実績校

北上市、金ケ崎町、奥州市

今後の新卒者の採用計
画

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

新卒者の給与（初任給）

賞与 あり なし

企業見学受入 可能 不可

140,000円(高卒）、170,000円(大卒)

画について

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。

インターンシップ受入 可能 不可

ものづくりに興味がある人。コミュニケーション能力
のある人。要運転免許。

求める人材像、資格、
技術、技能等

交替制、フレックスタ
イムなど自由にご記
入ください。

徒歩の目安：1分80m

または
140,000～170,000円
（職種による）
など自由に記入してく
ださい。

育児休業取得実績あり

看護休暇取得実績あり

介護休業取得実績あり

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形

退職金制度（勤続 退職金共済

時間短縮実績あり

あり　( 大卒以上)専門・専修卒 高専・短大卒高卒

なし 未定

北上市内の事業所で
勤務のほか、それ以
外での勤務、または
転勤の可能性がある
場合、その勤務先を
ご記入ください。
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【記入例】

御社への就職を目指す方に向けて、若手社員の方からのメッセージを掲載したいと考えています。
メッセージにご協力いただける場合には以下にご記入ください。

非公開若手社員の方から求職者へのメッセージ

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

6

若手社員の方の氏名

性別

所属部署

入社年(西暦)

私は子供の頃からものづくりに興味があり、工業高校で機械加工を学びました。
就職するにあたり自分の技術が生かせる地元企業として 自動車のプラスチック

御社への入社を志望した理由は何ですか。

2008

金型製造部

メッセ ジにご協力いただける場合には以下にご記入ください。

年入社

北上　一郎

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

就職するにあたり自分の技術が生かせる地元企業として、自動車のプラスチック
部品を製造している当社を希望しました。

現在の仕事の内容を教えてください。
プラスチック部品の製造に使用する金型のメンテナンスを行っています 金型は使

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

プラスチック部品の製造に使用する金型のメンテナンスを行っています。金型は使
うにつれて徐々に形が変形してしまい、それにより製品の形が変わってしまい不
良品となってしまいます。このため定期的にメンテナンスが必要です。私は劣化し
た金型部品を交換したり、壊れた部品は機械加工で作製したりもします。

仕事でやりがいを感じたこと 印象に残 ていることは何ですか

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

仕事でやりがいを感じたこと、印象に残っていることは何ですか。
自分が関わっている金型を使ってできた製品を見たときやりがいを感じます。これ
が自動車に乗っている世界中の人々に使われていると思うと、安全のためにも正
確な製品を作らなければならないと気持ちが引き締まります。

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

御社への就職を目指す方に向けてメッセージをお願いします。
当社では会社全体でより良いものづくりを目指し取り組んでいます。先輩方も技術
的なことから社会人としての心構えなど、優しく丁寧に教えてくれます。

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。

男 女

匿名を希望の場合は
記入しないか、非公開
にチェックしてくださ
い。可能ならば顔写真
を添付してください。
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【記入例】

製造業者、および該当する方は7～11ページの製造業に関する項目に回答ください。
それ以外の方は13ページのアンケートにお進みいただき御回答くださいますようお願いいたします。

ISO9001 ISO14001

その他

過去実績あり 現在実施中 なし

7

研究・開発部門 あり （人数 名） なし5

以下の項目は製造業者の技術を公開することにより取引拡大を促進するものです。また、北上市基
盤技術支援センターや市に対して市内外の企業から外注先について照会があった場合に参考にさせ
ていただくものです。

製造業事業所詳細について 非公開

ISO9001 ISO14001

その他

過去実績あり 現在実施中 なし

営業部門 あり （人数 名） なし

トヨタアクアのドアトリム、コンソール当社の製品はこんなとこ
ろで使われています。
（御社の部品を使用した

終製品などをご記入下
さい。）

ISO9001 ISO14001

その他

過去実績あり 現在実施中 なし

共同研究先

研究テーマ

保有特許数 件

大学・研究機関との共
同・受託研究開発

岩手大学工学部

射出成形金型中の樹脂流動解析

3

ISO9001 ISO14001

その他

過去実績あり 現在実施中 なし

ISO等認証取得

敷地面積 m2

建物面積 m2

エコアクション21、医療用具GMP 

2,000

1,000

ISO9001 ISO14001

その他

過去実績あり 現在実施中 なし

7



【記入例】

鋳造

保有技術について

・御社の保有する技術に関して、以下の当てはまるものにチェックをして下さい。

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

8

鋳造

鍛造

樹脂成型

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

樹脂成型

プレス加工

製缶

板金加工

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

溶接

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

塗装

メ キ 表面加工

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

メッキ・表面加工

熱処理

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型

生砂型鋳造法 自硬性鋳型鋳造法 ガス硬化型鋳造法

消失模型鋳造法(フルモールド法) Vプロセス鋳造法 シェルモールド鋳造法

ロストワックス鋳造法 重力鋳造法(グラビティ法) ダイカスト法

遠心鋳造法 その他鋳造

自由鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造

その他鍛造

熱間鍛造（1000℃以上） 温間鍛造（650℃～900℃） 冷間鍛造（常温）

射出成型 インサート成型 インモールド成型

ブロー成型 圧縮成型 押し出し成型

積層成形 カレンダー成形 その他樹脂成型

単発型 順送型 トランスファー型

その他プレス加工

製缶 その他製缶

シャーリングカット（せん断・切断） タレパン加工 レーザー加工

ワイヤー加工（ワイヤーカット） エッチング（フォトエッチング） 金型プレス加工

タッピング・バーリングタップ加工 皿もみ加工（皿ざぐり加工） バリ取り

プレスブレーキ（曲げ） 絞り 深絞り

ベンディング、フランジ スピニング（へら絞り） ローリングプレス

その他板金加工

酸素アセチレン溶接 ティグ溶接（TIG溶接） プラズマ溶接

被覆アーク溶接 サブマージアーク溶接 炭酸ガスアーク溶接

セルフシールドアーク溶接 エレクトロスラグ溶接 電子ビーム溶接

レーザービーム溶接 スポット溶接 プロジェクション溶接

シーム溶接 鍛接 摩擦圧接

爆発圧接（テルミット溶接） その他溶接ろう接 ろう付け・はんだ付け

ハケ塗り、ローラー塗り シルクスクリーン印刷 吹付塗装

エアレススプレー ロールコーター 焼付け塗装

浸漬塗り 電着塗装 静電塗装

粉体塗装 紫外線硬化塗装 その他塗装

電気めっき／電解めっき 無電解めっき 溶融亜鉛メッキ

拡散めっき 真空めっき・蒸着 溶射

プラスチックライニング セラミックコーティング ホットスタンピング

熱転写 金属印刷 陽極酸化

クロメート処理 りん酸塩処理・パーカーライジング 黒染め（四三酸化鉄皮膜）

古美処理 ラミネート加工化学研磨・キリンス

ショットブラスト・サンドブラスト 研磨・ラップ その他メッキ・表面加工

焼入れ 焼き戻し 焼きなまし

焼きならし 磁気焼鈍 析出硬化

高周波焼入れ 火炎焼入れ 浸炭

窒化 レーザ焼入れ 浸硼

浸硫 ショットピーニング その他熱処理

ロボット型
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【記入例】

金型製作 プレス金型製作 鍛造型製作 鋳造型製作

ダイカスト金型製作 射出成形型製作 ブロー成形型製作

その他金型製作

旋盤 ボール盤 中ぐり盤

フライス盤 研削盤 歯切り盤

ワイヤーカット放電加工機 形彫放電加工機 マシニングセンタ加工

ターニングセンター その他機械加工

ガラス成形 ガラス研磨 セラミックス成形

セラミックス研磨 ゴム成形

治具製作 工具製作 その他

射出成形金型設計 プレス金型設計 ダイカスト金型設計

順送型設計 トランスファー金型設計 押出成形金型設計

ガラス・ゴム金型設計 はん用機械器具設計 生産用機械器具設計

業務用機械器具設計 電子部品・デバイス・電子回路設計 電気機械器具設計

情報通信機械器具設計 輸送用機械器具設計 家庭用品・日用品設計

治工具設計 電子回路設計プリント配線板設計

ソフトウェア・ファームウェア設計 NCデータ作成 3DCAD

CAM 流体・熱解析

はん用機械器具組立 生産用機械器具組立 業務用機械器具組立

電子部品・デバイス・電子回路組立 電気機械器具組立

情報通信機械器具組立 輸送用機械器具組立 その他組立

3次元測定 放射能測定

その他

その他検査・分析

その他設計

成分分析

9

機械加工

治工具製作 

ゴム・ガラス・セラミッ
クス加工

プレス金型製作 鍛造型製作 鋳造型製作

ダイカスト金型製作 射出成形型製作 ブロー成形型製作

その他金型製作

旋盤 ボール盤 中ぐり盤

フライス盤 研削盤 歯切り盤

ワイヤーカット放電加工機 形彫放電加工機 マシニングセンタ加工

ターニングセンター その他機械加工

ガラス成形 ガラス研磨 セラミックス成形

セラミックス研磨 ゴム成形

治具製作 工具製作 その他

射出成形金型設計 プレス金型設計 ダイカスト金型設計

順送型設計 トランスファー金型設計 押出成形金型設計

ガラス・ゴム金型設計 はん用機械器具設計 生産用機械器具設計

業務用機械器具設計 電子部品・デバイス・電子回路設計 電気機械器具設計

情報通信機械器具設計 輸送用機械器具設計 家庭用品・日用品設計

治工具設計 電子回路設計プリント配線板設計

ソフトウェア・ファームウェア設計 NCデータ作成 3DCAD

CAM 流体・熱解析

はん用機械器具組立 生産用機械器具組立 業務用機械器具組立

電子部品・デバイス・電子回路組立 電気機械器具組立

情報通信機械器具組立 輸送用機械器具組立 その他組立

3次元測定 放射能測定

その他

その他検査・分析

その他設計

成分分析

治 具製作

設計

プレス金型製作 鍛造型製作 鋳造型製作

ダイカスト金型製作 射出成形型製作 ブロー成形型製作

その他金型製作

旋盤 ボール盤 中ぐり盤

フライス盤 研削盤 歯切り盤

ワイヤーカット放電加工機 形彫放電加工機 マシニングセンタ加工

ターニングセンター その他機械加工

ガラス成形 ガラス研磨 セラミックス成形

セラミックス研磨 ゴム成形

治具製作 工具製作 その他

射出成形金型設計 プレス金型設計 ダイカスト金型設計

順送型設計 トランスファー金型設計 押出成形金型設計

ガラス・ゴム金型設計 はん用機械器具設計 生産用機械器具設計

業務用機械器具設計 電子部品・デバイス・電子回路設計 電気機械器具設計

情報通信機械器具設計 輸送用機械器具設計 家庭用品・日用品設計

治工具設計 電子回路設計プリント配線板設計

ソフトウェア・ファームウェア設計 NCデータ作成 3DCAD

CAM 流体・熱解析

はん用機械器具組立 生産用機械器具組立 業務用機械器具組立

電子部品・デバイス・電子回路組立 電気機械器具組立

情報通信機械器具組立 輸送用機械器具組立 その他組立

3次元測定 放射能測定

その他

その他検査・分析

その他設計

成分分析

組立

検査・分析

その他

プレス金型製作 鍛造型製作 鋳造型製作

ダイカスト金型製作 射出成形型製作 ブロー成形型製作

その他金型製作

旋盤 ボール盤 中ぐり盤

フライス盤 研削盤 歯切り盤

ワイヤーカット放電加工機 形彫放電加工機 マシニングセンタ加工

ターニングセンター その他機械加工

ガラス成形 ガラス研磨 セラミックス成形

セラミックス研磨 ゴム成形

治具製作 工具製作 その他

射出成形金型設計 プレス金型設計 ダイカスト金型設計

順送型設計 トランスファー金型設計 押出成形金型設計

ガラス・ゴム金型設計 はん用機械器具設計 生産用機械器具設計

業務用機械器具設計 電子部品・デバイス・電子回路設計 電気機械器具設計

情報通信機械器具設計 輸送用機械器具設計 家庭用品・日用品設計

治工具設計 電子回路設計プリント配線板設計

ソフトウェア・ファームウェア設計 NCデータ作成 3DCAD

CAM 流体・熱解析

はん用機械器具組立 生産用機械器具組立 業務用機械器具組立

電子部品・デバイス・電子回路組立 電気機械器具組立

情報通信機械器具組立 輸送用機械器具組立 その他組立

3次元測定 放射能測定

その他

その他検査・分析

その他設計

成分分析

プレス金型製作 鍛造型製作 鋳造型製作

ダイカスト金型製作 射出成形型製作 ブロー成形型製作

その他金型製作

旋盤 ボール盤 中ぐり盤

フライス盤 研削盤 歯切り盤

ワイヤーカット放電加工機 形彫放電加工機 マシニングセンタ加工

ターニングセンター その他機械加工

ガラス成形 ガラス研磨 セラミックス成形

セラミックス研磨 ゴム成形

治具製作 工具製作 その他

射出成形金型設計 プレス金型設計 ダイカスト金型設計

順送型設計 トランスファー金型設計 押出成形金型設計

ガラス・ゴム金型設計 はん用機械器具設計 生産用機械器具設計

業務用機械器具設計 電子部品・デバイス・電子回路設計 電気機械器具設計

情報通信機械器具設計 輸送用機械器具設計 家庭用品・日用品設計

治工具設計 電子回路設計プリント配線板設計

ソフトウェア・ファームウェア設計 NCデータ作成 3DCAD

CAM 流体・熱解析

はん用機械器具組立 生産用機械器具組立 業務用機械器具組立

電子部品・デバイス・電子回路組立 電気機械器具組立

情報通信機械器具組立 輸送用機械器具組立 その他組立

3次元測定 放射能測定

その他

その他検査・分析

その他設計

成分分析
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【記入例】

所有機器について

御社で所有している工作機械について以下にご記入ください。

能力（最大
加 でき

10

1CNC自動旋盤

シチズン
マシナ
リーミヤ
ノ

Cincom A12 φ12x135mm 金属等

台数 非公開

射出成型機 東芝 EC50SX 410x360x300 エンプラ 1

機器名称 メーカー 型番 加工精度
能力（最大

ワーク寸法、
トン数など）

加工でき
る材料
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【記入例】

御社で所有している測定機械について以下にご記入ください。

機器名称 メーカー 型番 測定精度
能力（最大

ワーク寸法、
トン数など）

測定でき
る材料

台数 非公開

11

1

真円度測定器 ミツトヨ RA-736
0.02+6H/1000
0μm以下

φ420mm 金属等 1

CNC三次元測定器
カール・
ツァイス

UPMC850 S-
ACC

軸精度0.4＋
L/900μm
空間精度0.7
＋L/600μm

850x1200x600 金属等

トン数など）
る材料

企業データベース登録申請書は以上です。
続いてアンケートにご協力いただきますようお願いします。
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