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平成28年1月15日 現在
一般社団法人日本ねじ工業協会

注文(受注)後2か月
以内に供給可能か。

供給可能
ねじの呼び(サイズ)

供給可能
強度区分

供給可能
数量（本）

社名 他

可能 M12～M36 4.6、6.8、8.8
100本～10,000本
　　※熱間鍛造

会社名：株式会社平戸製作所
住　所：墨田区緑4-20-9
TEL/FAX：03-5669-1391／03-3634-2098

可能 M6～M20 4.6、4.8、6.8、8.8、10.9 全数で月間 2,000,000本
会社名：株式会社東京ネジ製作所
住　所：葛飾区西新小岩5-3-18
TEL/FAX：03-3696-6661／03-3696-6664

可能　※要調整の場合有 （受注生産）M10～M64 4.6、4.8、6.8、8.8、10.9 受注生産：個別打合せ要する
会社名：ユニタイト株式会社
住　所：兵庫県神戸市西区高塚台3丁目1番地12号
TEL/FAX：078-991-2233／078-991-1825

可能　（４か月） M16・M20・M22・M24 4.6、4.8、5.6、8.8、9.8、10.9

M16：2.0万本以上
M20、M22：1.4万本以上
M24：0.6万本以上
　　※少ロットでも状況に応じて対応可能

会社名：株式会社後関製作所
住　所：東京都葛飾区立石6-16-1
TEL/FAX：03-3691-4121／03-3694-9797

可能　※数量による
M8・M10・M12・M14・M16・M20・M22・M24・M27・M30・
M33・M36・M39・M42・M48・M52・M56・M60・M64

4.6、6.8、8.8、9.8、10.9
数量1～2,000程度まで（サイズにもよる）
それ以上の数量になると納期を必要とします。

会社名：株式会社竹中製作所
住　所：大阪府東大阪市菱江6丁目4番35号
TEL/FAX：06-6789-1555／06-6782-2053

可能　※要調整の場合有
M6・M8（～100）・M10・M12・M14・M16（～330）・M18・
M20・M22・M24（～300）
 　※呼びの後の(）は、可能な首下長さ

4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9

M6～M16：10万本/月（*2）
M18～M24：10万本/月（*2､*3）
　 *2 設備状況により要調整の場合有
　 *3 首下長さにより要調整の場合有

会社名：株式会社メイドー
住　所：愛知県豊田市三軒町4丁目5番地
TEL/FAX：0565-31-0330／0565-31-2153

可能
（全ネジ） M6～M22
（呼び径ボルト）M6～M20
　　※首下長さ150まで

4.8 要問合せ
会社名：由良産商株式会社
住　所：大阪市西区立売堀4-8-17
TEL/FAX：06-6532-1331／06-6532-1369

可能 M6～M24 各サイズ 4.8 受注状況による
会社名：株式会社ヒラノファステック
住　所：徳島市国府町観音寺582-1
TEL/FAX：088-642-1039／

可能　（３か月）
M6・M16・M24
　　※今後各サイズ作成予定／今後在庫予定

4.8
M6：10万本
M16：5万本
M24：5万本

会社名：株式会社朝日押捻子製作所
住　所：大阪府東大阪市西堤楠町2丁目2番38号
TEL/FAX：06-6782-1381～8／06-6788-0951

可能
（4.8） M6・M8・M16・M20・M24
（8.8,10.9） M6・M8・M10・M12・M14・M16・M20・M22・
M24

4.8、8.8、10.9 各サイズ共に5万本
会社名：金剛鋲螺株式会社
住　所：東大阪市長田西3丁目5番1号
TEL/FAX：06-6744-3255／06-6744-2188

可能 M5～M30（4.8、8.8、10.9） 4.8、8.8、10.9 ∞
会社名：日本鋲螺株式会社
住　所：大阪府東大阪市吉田4-4-32
TEL/FAX：072-962-0761／072-965-5514

可能 M24・M27・M30・M33・M36・M39・M42 8.8、10.9
会社名：ボルトワン株式会社
住　所：茨城県猿島郡境町1155-5
TEL/FAX：0280-87-1055／0280-87-1057

可能 M6・M8・M10・M12・M16・M20 10.9 100万本でも可能です
会社名：株式会社極東製作所
住　所：東大阪市若江本町3丁目5番29号
TEL/FAX：06-6722-1251／06-6722-1259

本体規格品（六角ボルト、六角ナット）供給体制
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平成28年1月15日 現在
一般社団法人日本ねじ工業協会

注文(受注)後2か月
以内に供給可能か。

供給可能
ねじの呼び(サイズ)

供給可能
強度区分

供給可能
数量（本）

社名 他

本体規格品（六角ボルト、六角ナット）供給体制

可能
（在庫有）M6・M8・M10・M12・M16・M20
（製造可能）M14・M18・M22・M24

A1・A2・A3・A4・A5：50・70・80
C1：50・70・110
C3：80
C４：50・70
F1：45・60
D2･D4･D6･D8：70･80･100（二相鋼）

在庫があるものは1本でも可能
会社名：光精工株式会社
住　所：大阪府東大阪市今米2-5-11
TEL/FAX：072-961-6555／072-963-2263

可能
M16・M20・M22・M24・M27・M30・M36・M39・M42・M52・
M56・M60・M64

A2-50 (SUS304)
A4-50 (SUS316)

各サイズ総量6万本/月間
会社名：株式会社巴製作所
住　所：兵庫県尼崎市鶴町7-13
TEL/FAX：06-6416-6200／06-6416-2096

可能 M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
A2-50・70・80 / C1-50
A4-50・70・80 / F1-45・60

各サイズ　5,000本以上程度
会社名：株式会社丸ヱム製作所
住　所：大阪府大東市野崎4-7-12
TEL/FAX：営業部 072-863-0100／072-863-0161

可能 M5～M24（A2-70） A2-70 ∞
会社名：日本鋲螺株式会社
住　所：大阪府東大阪市吉田4-4-32
TEL/FAX：072-962-0761／072-965-5514

可能 切削品 M10・M12・M14 ステンレス切削品 A2-50
M10：5万
M12：3万
M14：2万

会社名：株式会社五枝精工
住　所：大阪府八巻市西高安町1-11-1
TEL/FAX：072-924-7282／072-924-9043

可能 M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12 5～8 各サイズ共に10万本
会社名：大阪フォーミング株式会社
住　所：大阪府岸和田市河合町894-2
TEL/FAX：072-446-3034／072-446-3040

可能　（３か月） M3～M16 5～12
M6：30万個以上受注生産
M16：2万個以上受注生産

会社名：ケーエム精工株式会社
住　所：東大阪市吉田本町1-10-16
TEL/FAX：072-966-4466／072-966-6677

可能　※数量による
M8・M10・M12・M14・M16・M20・M22・M24・M27・M30・
M33・M36・M39・M42・M48・M52・M56・M60・M64

6、8、10、12
数量1～2,000程度まで（サイズにもよる）
それ以上の数量になると納期を必要とします。

会社名：株式会社竹中製作所
住　所：大阪府東大阪市菱江6丁目4番35号
TEL/FAX：06-6789-1555／06-6782-2053

可能　（要サイズ確認） M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24 要問合せ

M10：18万個、M12：12万個、
M14：6万個、M16：5万個、
M18：4万個、M20：3万個、
M22：2万個、M24：1.4万個
※基本的に2tｺｲﾙ 1束単位からです

会社名：東和工業株式会社
住　所：大阪府堺市西区築港浜寺西町7番地の20
TEL/FAX：072-268-0236／072-268-0240

可能　※数量による M12～M64 5、6、8、10、12 1本から
会社名：濱中ナット販売株式会社
住　所：姫路市白浜町甲770番地
TEL/FAX：079-245-1741／079-245-1742

可能　（４か月） M14・M16・M18・M20・M22・M24 5、6、8 5万～10万個
会社名：原鉄工株式会社
住　所：兵庫県姫路市別所町佐土975
TEL/FAX：079-252-1391／079-253-7551

可能 M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20 5、6、8、10 各サイズ20万本/月
会社名：松本ナット工業株式会社
住　所：大阪府松原市大堀1-8-1
TEL/FAX：072-332-0710／072-332-0714

可能　※要調整の場合有
（在庫有）強度区分10 - M16・M20・M22・M24・M30・M36
（受注生産）M10～M64

5、6、8、10
在庫有：1本より可能
受注生産：個別打合せ要する

会社名：ユニタイト株式会社
住　所：兵庫県神戸市西区高塚台3丁目1番地12号
TEL/FAX：078-991-2233／078-991-1825

可能　（３か月） M3～M16 A2-70､A4-70
M6：30万個以上受注生産
M16：2万個以上受注生産

会社名：ケーエム精工株式会社
住　所：東大阪市吉田本町1-10-16
TEL/FAX：072-966-4466／072-966-6677

可能 M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12 A2-70 各サイズ共に10万本
会社名：大阪フォーミング株式会社
住　所：大阪府岸和田市河合町894-2
TEL/FAX：072-446-3034／072-446-3040
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