
MJG とは、Manufacturing Japan Group 
（マニュファクチャリングジャパングループ）
日本の製造業企業グループを意味しています。
世界に日本の優れた工業製品を販売・流通させることを目指します。
Distribution of Japanecase Industrial Products to the world.

OUR VISION / OUR VALUE

事業継承
後継者不在の企業の

経営を引継ぎ

事業再生
廃れたビジネスモデル、
硬直した組織を改善

CORPORATE PROFILE

社名 MJG株式会社 - Manufacturing Japan Group -

設立 2017年(平成29年)7月

所在地 本社：
〒105-0013 東京都港区浜松町1-3-1 浜離宮ザ・タワー3階

ニューヨーク拠点：
MJGインターナショナルニューヨーク
248 E.50TH ST. #2N NEW YORK, NY 10022

代表者 代表取締役会長 田邑 元基

資本金 2,000万円（利益準備金3億7,767万円）2023/2月現在

グループ売上高 10,798,555千円

TEL   03-5631-7750 FAX   03-6740-6403

事業改革
最新のデジタル技術を
導入、業務の効率化

ブランディング
蓄積した技術の価値を創造し、
世界市場への販売・流通を実現

MJG 株式会社 会社案内
日本の製造企業グループ



GROUP COMPANIES

FA機器製造グループ

株式会社エフエイシステムズ
[事業内容] 検査機器、計測装置、省力化機械、組立装置等、自動機の開発・設計・製造/制御機器、検査機器等の組
み込みソフト、アプリケーションソフト等各種ソフトウェア開発/バーコードシステム開発
〒305-0023 茨城県つくば市陣場E23街区8画地 <TEL> 029-886-9091 <URL> https://www.fa-tsukuba.jp

株式会社マテックス精工
[事業内容] 小型クランクプレス、小型油圧プレス、ハンドプレス、各種専用機等の開発・設計・製造
〒300-1245 茨城県つくば市高崎字丸金1498 <TEL> 029-878-3370 <URL> http://matex-seiko.com

株式会社エフエイティ
[事業内容]半導体・電子部品関連の検査製造設備、設計・開発エンジニアリング、医療機器OEM
〒214-0031 神奈川県川崎市多摩区東生田1-10-18 <TEL> 044-935-1872 <URL> http://fat.ne.jp

晃栄産業株式会社
[事業内容]粉粒体総合機器、液体処理機器、板金、溶接加工等の設計製作
〒477-0032 愛知県東海市加木屋町円畑77 <TEL> 0562-32-6623 <URL> http://www.koeisangyo.co.jp

ケイエスリンクス株式会社
[事業内容] 振動ふるい設備機事業、プラントエンジニアリング事業、精密デバイス・産業機械事業
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-2 スヂノビル5F 502 <TEL> 03-5823-5408 <URL> http://www.kslynx.co.jp

フィレスタ販売株式会社
[事業内容] 食品加工機械の開発・設計・製造
〒216-0012  神奈川県川崎市宮前区水沢3丁目4番56号 <TEL> 044-978-2520 <URL> https://suisankikai.com/

金属加工製造グループ

星光工業株式会社
[事業内容] 精密機器部品のプレス量産加工・金型製作/ターレットパンチ、レーザー加工機、プレスブレーキによる
試作・非量産加工/板金部品加工・溶接組立/マシニングセンターによる切削加工
〒302-0038 茨城県取手市下高井1257-2 <TEL> 0297-78-1511 <URL> http://seikoukogyo.jp

同和軽金属株式会社
[事業内容] アルミ溶接加工品製造、アルミ素材卸
〒354-0001 埼玉県富士見市大字東大久保592-3 <TEL> 049-253-5715 <URL> https://dowakeikinzoku.co.jp

有限会社金子製作所
[事業内容] 精密機器部品のブレス・板金加工/筐体設計・製作・量産/電子機器・三次元工作機器の組立
〒376-0041 群馬県桐生市相生町3-520-10 <TEL> 0277-54-8080 <URL> https://www.knk-j.com

有限会社中條工機
[事業内容] 産業機械、省人化機械部品、治工具製造
〒992-0083 山形県米沢市広幡町成島字六月在家2059-3 <TEL> 0238-37-3176 
<URL> https://nakajo-kouki.jimdo.com

広沢工業株式会社
[事業内容] 金属プレス製造・加工・組立
〒144-0052 東京都港区浜松町1-3-1浜離宮ザ・タワー3階 <TEL> 03-3733-2661 
<URL> http://www.hirosawa-kogyo.co.jp/

株式会社NNH
[事業内容] マグネシウムダイカスト製造
〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上176-11 <TEL> 055-929-0150 <URL> http://www.nnh-mg.co.jp/

https://www.fa-tsukuba.jp/
http://matex-seiko.com/
http://fat.ne.jp/
http://www.koeisangyo.co.jp/
http://www.kslynx.co.jp/
https://suisankikai.com/
http://seikoukogyo.jp/
https://dowakeikinzoku.co.jp/
https://www.knk-j.com/
https://nakajo-kouki.jimdo.com/
http://www.hirosawa-kogyo.co.jp/
http://www.nnh-mg.co.jp/


鋼構造物工事・建築資材製造グループ

豊工業株式会社
[事業内容] 鋼構造物製造・工事（国土交通大臣認定Mグレード）
〒583-0857 大阪府羽曳野市譽田1692-3 <TEL> 072-956-9543

有限会社クサオ
[事業内容] 鋼製階段・鋼製手摺・鋼構造物製造
〒583-0845 大阪府羽曳野市広瀬171 <TEL> 072-956-2130

株式会社メタツ
[事業内容] 建築金物、建築資材等の販売及びステンレス等の金物製造・施工
〒496-0035 愛知県津島市東愛宕町3-90 <TEL> 0567-25-1122 <URL> http://www.metatsu.co.jp/

樹脂・特殊加工製造グループ
日ノ出樹脂工業株式会社
[事業内容] 合成樹脂着色加工、樹脂着色剤、添加剤、特殊樹脂/開発・製造
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-18-11 <TEL> 049-222-7207 <URL> http://www.hinoderesin.jp/

東京日進ジャバラ株式会社
[事業内容] ジャバラ製品製造・非金属伸縮継手製品 / FNテープ・グリーンカバーの開発・設計・製造
〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目5番11号 <TEL> 03-3252-2947  <URL> http://www.green-tnj.co.jp

東京ホイル株式会社
[事業内容] 各種熱転写箔の製造
〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-5 <TEL> 04-2945-9224 <URL> http://tokyofoil.jp

株式会社オキドキ
[事業内容] ライセンスキャラクター製品の企画・設計・製造
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目3番2号36階 <TEL> 03-6459-0043

山内紙器株式会社
[事業内容] パッケージ、紙・段ボール製品の開発・企画・製造
〒615-0852  京都府京都市右京区西京極西川町15番地 <TEL> 075-312-3557 <URL> https://yamapac.co.jp/

株式会社エンプラ
[事業内容]プラスチック成形、金型設計・製作、組立アッセンブリ
〒385-0012 長野県佐久市根々井15番地5 <TEL> 0267-67-2371 <URL> http://www.enpura.co.jp/

食品製造グループ
幸栄ベーカリー株式会社
[事業内容] 調理・菓子パン製造/給食・米飯供給
〒510-0951 三重県四日市小古曽2丁目7番27号 <TEL> 059-347-9600

株式会社アトラスプランニング
[事業内容]  加工食品の開発及び製造、特殊機能性食品の商品開発及び製造、その他加工食品の開発・受託加工サポート
〒160-0022  東京都新宿区1丁目2番5号 <TEL> 03-3356-8331 <URL> http://www.atlas-p.co.jp/

有限会社ばくばく工房
[事業内容] 食品企画製造卸
〒160-0022  東京都新宿区1丁目2番5号 <TEL> 03-3356-83315 
<URL> http://www.atlas-p.co.jp/bakubaku/index.html#top
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株式会社HS Technology
[事業内容] 業務システムの開発、製造、販売/広告・出版事業/物流・倉庫事業/店舗運営事業/金属資材の調達・管理・
供給/食品加工技術開発/設備設計/eコマース事業
〒131-0032 東京都墨田区東向島6-45-8  <TEL> 03-5631-7750  <URL> http://www.rfidgps.co.jp

株式会社スーパーネット・ジャパン
[事業内容] WEB制作、サーバー管理、業務システム開発設計
〒921-8824 石川県野々市市新庄5丁目6番地 <TEL> 076-214-6147 <URL> https://www.supernet.co.jp/
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