
ニッチトップ企業一覧
※推定シェアの掲載が可能な企業のみ掲載

企業名 所在地 トップシェア製品 推定シェア（％）

アール・ビー・コントロールズ㈱ 金沢市 電子点火装置 70

給湯器リモコン 40

アイナックス稲本㈱白山工場 白山市 業務用大型洗濯機・大型乾燥機 50

㈱明石合銅 白山市 建機向け油圧ポンプ用バイメタル製シリンダブロック 70（世界40）

アサヒ装設㈱ 白山市 業務用食品加工調理機（学校・集団給食他向け連続式揚げ物機） 70

新家工業㈱山中工場 加賀市 競輪用自転車リム 100

㈱石野製作所 金沢市 回転寿司コンベア機 70

伊藤工業㈱ 加賀市 時計製造用高精度プレス機 60

㈱江沼チヱン製作所 加賀市 フォークリフト用チエン 60

農機具用チエン 80

オリエンタルチエン工業㈱ 白山市 超小型チェーン 100

㈱木地リード 白山市 エアージェット機用プロファイルリード 50

京町産業車輌㈱ 金沢市 ロール反転リフト 50

㈱久世ベローズ工業所 津幡町 金属ベローズ 30

クリーンパイプ 50

継手 30

クマリフト㈱ 小松市 小荷物専用昇降機 50

ジェイ・バス㈱ 小松市 大型観光バス 50

シシクアドクライス㈱ 金沢市 緩衝用スプリングキャスタ（軽量タイプ） 80

緩衝用スプリングキャスタ（重量タイプ） 30

足場用キャスタ 70

澁谷工業㈱ 金沢市 びん詰機械 60

再生医療細胞用アイソレータ 80

BGAハンダボールマウンタ 80

昭和精工㈱ 白山市 ＣＮＣドリルマシン(平鋼材用) 60～70

カッターマシン（5種切断複合機） 70～80

精研工業㈱ かほく市 食品原料輸送装置 50以上

大同工業㈱ 加賀市 オートバイ用ドライブチェーン 70

オートバイ用アルミリム 70

トラクター用ホイール 70

飲料缶チェーン 70

㈱高井製作所 野々市市 豆腐・油揚げ製造機械 40

タカノクリエイト㈱ 加賀市 回転寿司チェーン向け寿司皿 70

高山リード㈱ 金沢市 リード（筬：おさ） 70

㈱月星製作所 加賀市 ESC（横すべり防止装置）構成部品 60

オルタネーター用ダイオード部品　　 60

スターター・オルタネーター締結ボルト 100

自動二輪向け中空シャフト 100

自動二輪向けスポーク・ニップル 95

津田駒工業㈱ 金沢市 織機（ジェットルーム） 65

サイジングマシン（経糸糊付け機） 世界90

㈱東振精機 能美市 軸受け組込み用円筒ころ 60

軸受け組込み球面ころ 80

土肥研磨工業㈱ 白山市 建設機械・産業機械向け旋回軸受 50

㈱永島製作所 羽咋市 医薬、飲料用ステンレス継手 70～80

中村留精密工業㈱ 白山市 全自動レンズ芯取機 50

㈱ニッポー技研北陸工場 宝達志水町 門型ノーブラシ洗車機 90

業務用スプレー洗車機 50

瞬間殺菌消毒洗浄機 95

㈱BBS金明 白山市 ウェハーエッジポリッシングマシーン 世界90

福井鋲螺㈱加賀工場、能登工場 加賀市、羽咋市 締付用中空リベット 70

パチンコの釘 40～50

アルカリ乾電池の芯棒 60
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企業名 所在地 トップシェア製品 推定シェア（％）

福井鋲螺㈱加賀工場、能登工場 加賀市、羽咋市 蛍光灯の差し込みピン 80

㈱富士精工本社 能美市 金庫室用大型扉 50

原子力発電所用放射線遮へい扉 70

フジタ技研㈱ 能美市 自動車部品用冷間鍛造パンチ 50

ホクショー㈱ 金沢市 垂直輸送機 40

松本機械工業㈱ 金沢市 放電加工機用NCロータリーテーブル　 60

村田機械㈱加賀工場 加賀市 自動ワインダー 99（世界40）

㈱村谷機械製作所 金沢市 医療用球面研磨機 80

明和工業㈱ 金沢市 農業施設用湿式集塵装置 90

農薬排水処理装置 40

森長電子㈱ 金沢市 高性能避雷器（電源ライン用） 20

ライオンパワー㈱ 小松市 （制御盤用）全自動電線加工機 100

㈱クロダレース　 小松市 カッティングフリーレース　 80

小松マテーレ㈱ 能美市 繊維改質技術 世界50

創和テキスタイル㈱ 羽咋市 企業用ユニフォーム生地 42

丸井織物㈱ 中能登町 合成繊維織物 28

村昭繊維興業㈱ 宝達志水町 素材難燃性加工糸 50

ユニベール㈱ 金沢市 既製品カーテン 20

㈱アイ･オー･データ機器 金沢市 液晶ディスプレイ 17

外付けハードディスクドライブ 20

TVチューナー 58

EIZO㈱ 白山市 医用画像表示用モニター 80

カラーマネージメントモニター 70

航空管制用モニター 90

㈱金沢村田製作所 白山市 表面波デバイス 世界50

㈱建設ドットウェブ 金沢市 建設会社向け原価管理システム 35～40

㈱白山 金沢市 多心光コネクタ部品（MTフェルール） 世界25

㈱ＰＦＵ かほく市 業務用イメージスキャナー 国内70

北米40

欧州33

㈱アースエンジニアリング 金沢市 小型廃棄物燃料化装置 20

㈱アクトリー 白山市 産業廃棄物等の処理装置 30～40

石川技研工業㈱ 白山市 建築金物用ステンレスクラッドパイプ 50

石川樹脂工業㈱ 加賀市 トライタン製食器 80

桂記章㈱ 金沢市 各種記念品・キーホルダー・メダル

校章・社章、団体参加章

金沢車輌㈱ 金沢市 手押しサービスワゴン 90以上

共伸工業㈱ 白山市 遺体保管庫 90

小松ウオール工業㈱ 小松市 パーティション

コマニー㈱ 小松市 パーティション

サンコー企画㈱ 津幡町 組込式貼付路面標示シート 50

㈱歯愛メディカル 白山市 歯科材料の通信販売 69

高桑美術印刷㈱ 金沢市 日本酒ラベル 20

㈱高澤ろうそく店 七尾市 和ろうそく 20

高松油脂㈱ 能美市 ポリエステル繊維用SR剤 60以上

㈱谷口 金沢市 木製碁笥 60

タマダ㈱ 金沢市 石油貯蔵地下タンク 70以上

タンク内面FRPライニング工法 25以上

㈱ダンボールワン　 金沢市 ダンボール・梱包材の専門通販サイト　 50

中本製箸㈱ 金沢市 国産間伐材割り箸 40

日機装㈱金沢製作所 金沢市 血液透析装置 50以上

㈱日本パーツセンター 金沢市 有孔折板を使用した防風柵等 60

㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ 白山市 快削性セラミックス 60

㈲みやけ食品 七尾市 鶏卵のチルド加工品 30
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