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私達は少数精鋭の企業を目指し、お客様のニーズに合わせたシステムのご提案、

改善ポイントなどを基に検討し、ベストを尽くします。

私たちは日本のものづくりを支え
ＦＡ部品のコンサルタントを目指します。

会社名 株式会社ＭＴＳ
所在地 〒544-0004

大阪府大阪市生野区巽北2丁目24番5号
TEL 06-6755-5008
FAX 06-6755-5009
設立 2015年9月16日
資本金 1,000万円
代表者 元林 稔
従業員数 12人

～企業概要～

～沿革～

2015年 大阪市生野区に株式会社MTS 設立
2018年 資本金1000万円に増資
2019年 大阪市生野区に新社屋を新設



加工品販売 旋盤加工・ロール加工・フライス加工・レーザー加工
放電加工・ワイヤー加工・製缶・板金加工・制御盤用板金・ヘラ絞り
焼付塗装(メラミン・ウレタン・吹付) ・表面処理
樹脂製品(機械加工品・カバー関係)
ゴム製品（機械加工品・ウレタンライニング・パッキン類）
台形ネジ・各種刃物

機械工具販売 伝導機器・油空圧機器・切削工具・測定工具・電動工具・作業工具
配管部品・環境機器・ＦＡ機器・マテハン機器

機械設計組立 省力化機械（検査装置・搬送装置・パーツフィーダー等）
産業ロボット

～事業内容～

加工製造機能・機械メーカー機能・工具商社機能を
併せ持つ独創的企業です。

当社は、あらゆるお客様からの相談を一手に引き受ける事が出来るようにな
りました。3つの顔を持つ事で単なる商社の提案営業とは異なり、あらゆる
角度からのコンサルティング営業（ご提案）が可能となりました。
業態の異なる3つのビジネスの相乗効果と、蓄積された豊富なノウハウの提
供により高い顧客満足を実現しています。

～MTSの強み～



機械加工部品一覧

～材質～
・スチール（鉄）

・ステンレス

・アルミ

・真鍮・銅

・樹脂



•～旋盤加工～

http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/ser5.png
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E6%97%8B%E7%9B%A4%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%80%806.png
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E6%97%8B%E7%9B%A4%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%80%801.png


～フライス加工～

http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A53.jpeg
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A55%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F.png
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A54.png
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A56.png
http://fa-buhin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A57%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F.jpg


•～板金加工～

～歯切り加工～

～樹脂加工～



取扱いメーカー

～伝導・駆動機器～
•アイセル㈱
•青木精密工業㈱
•㈱イマオコーポレーション
•㈱岩田製作所
•小倉クラッチ㈱
•オリエンタエルモーター㈱
•片山チエン㈱
•㈱カネミツ
•加茂精工㈱
•協育歯車工業㈱
•小原歯車工業㈱
•㈱三共製作所
•シンフォニアテクノロジー㈱
•住友重機械工業㈱
•㈱ツバキエマソン
•㈱椿本チエイン
•東芝産業機器システム㈱
•鍋屋バイテック会社
•ニッセイ㈱
•日本ギア工業㈱
•日本電産シンポ㈱
•バンドー化学㈱
•㈱日立産機システム
•富士電機機器制御㈱
•不二ラテックス㈱
•㈱マキシンコー
•三木プーリ㈱
•三菱電機㈱
•三ツ星ベルト㈱
•㈱三好キカイ
•㈱安川電機

～軸受・直動機器～
•旭精工㈱
•NOK㈱
•NTN㈱
•オイレス工業㈱
•小木曽工業㈱
•オザック精工㈱
•黒田精工㈱
•三協オイルレス工業㈱
•新日本オイルシール㈱
•大同メタル工業㈱
•THK㈱
•東洋シャフト㈱
•トックベアリング㈱
•㈱南海精工所
•日本精工㈱
•日本トムソン㈱
•日本ピローブロック㈱
•日本ベアリング㈱
•㈱不二越
•㈱冨士精密
•ミネベア㈱
•メカ工業㈱
•森本精密シャフト㈱
•㈱YSK

～空圧機器～
•SMC㈱
•㈱コガネイ
•㈱近藤製作所
•CKD㈱
•㈱TAIYO
•日本精器㈱
•㈱ニューエラー
•㈱妙徳

http://isel.jp/corp/corp-world.htm
http://www.e-aoki.co.jp/
https://www.imao.co.jp/
https://www.iwata-fa.jp/
http://www.oguraclutch.co.jp/
https://www.orientalmotor.co.jp/
http://www.kana.co.jp/
http://kanemitsu.co.jp/
https://www.kamo.co.jp/japan
http://www.kggear.co.jp/
http://www.khkgears.co.jp/
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/
http://www.sinfo-t.jp/
http://www.shi.co.jp/
http://www.tsubakimoto.jp/tem/
http://www.tsubakimoto.jp/
http://www.toshiba-tips.co.jp/
https://www.nbk1560.com/en/
http://www.nissei-gtr.co.jp/
http://www.nippon-gear.jp/index.html
http://www.nclassec-shimpo.co.jp/
http://www.bandogrp.com/
http://www.hitachi-ies.co.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/
https://www.fujilatex.co.jp/
http://www.makishinko.co.jp/
http://www.mikipulley.co.jp/JP/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html
http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/index.html
http://www.miyoshikikai.co.jp/
https://www.yaskawa.co.jp/
http://www.asahiseiko.co.jp/
http://www.nok.co.jp/
http://www.ntn.co.jp/japan/index.html
http://www.oiles.co.jp/
http://www.ogisokogyo.jp/
http://www.ozak.co.jp/
http://www.kuroda-precision.co.jp/
http://www.sankyo-oilless.co.jp/
http://www.snos.jp/
https://www.daclassometal.com/jp/
http://www.thk.com/?q=jp/
http://www.toyoshaft.co.jp/
http://www.tok-bearing.co.jp/
http://smtbearing.com/
http://www.jp.nsk.com/
http://www.ikont.co.jp/
http://www.fyhbearings.com/
http://www.nb-linear.co.jp/
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
http://www.fun.co.jp/
http://www.minebea.co.jp/
http://www.meka.co.jp/
http://www.e-mss.co.jp/
http://www.shaft.co.jp/
http://www.smcworld.com/en/
https://official.koganei.co.jp/
http://www.konsei.co.jp/
http://www.ckd.co.jp/
http://www.taiyo-ltd.co.jp/index_jp.html
http://www.nihonseiki.com/
http://www.newera.co.jp/
https://www.convum.co.jp/ja/


～荷役・運搬・保管～
•㈱井口機工製作所
•内村キャスター販売㈱
•オーエッチ工業㈱
•㈱大阪タイユー
•㈱岡本工機
•㈱キトー
•㈱サカエ
•三甲㈱
•ストラパック㈱
•トラスコ中山㈱
•ハンマーキャスター㈱
•㈱フリーベアコーポレーション
•㈱ユーエイキャスター

～電動工具・作業工具～
•京都機械工具㈱
•㈱スーパーツール
•TONE㈱
•トラスコ中山㈱
•日東工器㈱
•日立工機㈱
•㈱ベッセル
•㈱マキタ
•㈱ロブテックス

～切削工具 ツーリング～
•オーエスジー㈱
•京セラ㈱
•サンドビック㈱
•THE CUT
•㈱タンガロイ
•㈱不二越
•㈱彌満和製作所
•大昭和精機㈱
•㈱日研工作所

～チューブ・ホース・継手～
•SMC㈱
•カナフレックスコーポレーション㈱
•シーケー金属㈱
•㈱潤工社
•㈱昭和技研工業
•住友理工㈱
•タイガースポリマー㈱
•東拓工業㈱
•㈱トヨックス
•長堀工業㈱
•ニッタ㈱
•日本ピスコ㈱
•㈱フジキン
•プラス・テク㈱
•フローバル㈱

～集じん機～
•チコーエアーテック㈱

～ファン・ポンプ～
•有光工業㈱
•㈱アンレット
•㈱荏原製作所
•ギヤーエス工業㈱
•㈱工進
•三和ハイドロテック㈱
•昭和電機㈱
•㈱タクミナ
•㈱鶴見製作所
•㈱寺田ポンプ製作所
•テラル㈱

～ブラシ～
・㈱錦

http://www.isb-iguchi.com/
http://www.uchimura-caster.com/
http://www.ohnet.co.jp/
http://www.osaka-taiyu.co.jp/
http://www.okamotokoki.co.jp/
http://www.kito.co.jp/
http://www.sts-sakae.co.jp/
http://www.sanko-kk.co.jp/
http://www.strapack.co.jp/
http://www.trusco.co.jp/
http://www.hammer-caster.co.jp/
http://www.freebear.co.jp/
http://www.yueicaster.co.jp/
http://ktc.co.jp/index.html
http://www.supertool.co.jp/index.php
http://www.tonetool.co.jp/
http://www.orange-book.com/
http://www.nitto-kohki.co.jp/
http://www.hitachi-koki.co.jp/
http://www.vessel.co.jp/
https://www.makita.co.jp/
http://www.lobtex.co.jp/
http://www.osg.co.jp/
http://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html
http://www.sandvik.coromant.com/ja-jp/pages/default.aspx
http://www.thecut.co.jp/
http://www.astt.co.jp/item.html
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
https://www.yamawa.com/jp/index.html
http://www.big-daishowa.co.jp/
https://www.nikken-kosakusho.co.jp/
http://www.smcworld.com/en/
http://www.kanaflex.co.jp/
http://www.ckmetals.co.jp/
http://junkosha.co.jp/
http://www.sgk-p.co.jp/
http://www.sumitomoriko.co.jp/
http://tigers.jp/
http://www.totaku.co.jp/
https://www.toyox.co.jp/
http://www.nac-corp.co.jp/
https://www.nitta.co.jp/
http://www.pisco.co.jp/
http://www-ng.fujikin.co.jp/
http://www.plas-tech.co.jp/
http://flobal.jp/
http://chiko-airtec.jp/
http://www.arimitsu.co.jp/
https://www.anlet.co.jp/
http://www.ebara.co.jp/
http://www.gear-esu.co.jp/
http://www.koshin-ltd.jp/
http://www.sanwapump.co.jp/
http://www.showadenki.co.jp/
http://www.tacmina.co.jp/
http://www.tsurumipump.co.jp/
http://www.teradapump.co.jp/
http://www.teral.net/


～コンベア・搬送～
•伊東電機㈱
•NKE㈱
•オークラ輸送機㈱
•㈱協和製作所
•三機工業
•㈱寺内製作所
•㈱マキテック
•マルヤス機械㈱
•三ツ星ベルト㈱

～油圧機器～
•イハラサイエンス㈱
•㈱正和
•ダイキン工業㈱
•㈱TAIYO
•日本オイルポンプ㈱
•㈱不二越
•㈱フジトク
•不二ラテックス㈱
•㈱堀内機械
•油研工業㈱
•理研機器㈱
•リューベ㈱

～コンプレッサ～
•アネスト岩田
•日立工機
•明治機械製作所
•東芝産業機器システム
•北越工業
•コベルコ・コンプレッサ
•三井精機

～工作機械～
•DMG森精機
•オークマ
•マザック
•ジェイテック
•牧野フライス
•OKK
•ファナック
•不二越
•滝澤
•アマダ
•ブラザー
•ソディック
•シチズン
•光洋機械工業

～ロボット～
•ファナック
•不二越
•芝浦機械
•安川電機
•THK
•IAI
•川崎重工業
•セイコーエプソン

http://www.itohdenki.co.jp/
http://www.nke.co.jp/
http://www.okurayusoki.co.jp/
http://www.kyowa-mfg.co.jp/
http://www.sanki.co.jp/
http://www.tsconveyor.co.jp/
http://www.makitech.co.jp/
http://www.maruyasukikai.co.jp/
http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/index.html
http://www.ihara-sc.co.jp/
https://www.net-showa.co.jp/
http://www.daikin.co.jp/
http://www.taiyo-ltd.co.jp/index_jp.html
http://www.nopgroup.com/
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
http://www.2219.co.jp/
https://www.fujilatex.co.jp/
http://www.horiuchi.co.jp/www/index.asp
http://www.yuken.co.jp/
http://www.rikenkiki.co.jp/
http://www.lube.co.jp/japanese/
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