
地区番号 区域 自治体 企業等

既指定１ 三菱重工業㈱大江工場周辺地区 名古屋市 三菱重工業㈱大江工場

東レ㈱名古屋事業場

今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定２ 県営名古屋空港周辺地区 名古屋市、春日井 県営名古屋空港

市、小牧市、豊山町 三菱重工業㈱小牧南工場

愛知県飛行研究エリア

今後民間航空機の生産・整備拠点を誘致

既指定３ 名古屋大学地区 名古屋市 名古屋大学

既指定４ 三菱重工業㈱岩塚工場地区 名古屋市 三菱重工業㈱岩塚工場

既指定５ 名古屋市内地区 名古屋市 愛知海運㈱

熱田起業㈱

㈱磯村製作所

㈱エアリス・エンタープライズ

尾張精機㈱

㈲加藤精密工業

木下精密工業㈱

㈱銀星

㈱グローバル・アシスト

㈱小池製作所

㈱小坂鉄工所

㈱三光刃物製作所

高砂電気工業㈱

髙木工業㈱

㈱ＴＥＫＮＩＡ

㈱テックササキ

㈱松原製作所

㈱山下工作所

渡辺精密工業㈱

変更１ 名古屋市内地区 名古屋市 プリズマット・ジャパン㈱　　　※追加企業・団体

既指定６ 豊橋市内地区 豊橋市 大羽精研㈱

シンフォニアテクノロジー㈱

三菱レイヨン㈱豊橋事業所

既指定７ 岡崎市内地区 岡崎市 ㈱髙木化学研究所

東レ㈱岡崎工場

既指定８ 一宮市内地区 一宮市 明光工業㈱

菱輝金型工業㈱

既指定９ 富士重工業㈱半田工場・半田西工場地区 半田市 富士重工業㈱半田工場・半田西工場

輸送機工業㈱

既指定１０ 半田市内地区 半田市 愛知海運㈱

既指定１１ 春日井市内地区 春日井市 ㈱真功社

玉川工業㈱

中村鉄工㈱

㈱フジワラ

マツダ化工㈱

既指定１２ 津島市内地区 津島市 伊藤鉄工㈱

㈱名光精機

変更２ 津島市内地区 津島市 伊藤鉄工㈱

㈱名光精機

既指定１３ 安城市内地区 安城市 曙工業㈱

㈱石川精工

大見工業㈱

㈱最新レーザ技術研究センター

㈱杉浦機械

東南精機㈱

南天工業㈱

既指定１４ 西尾市内地区 西尾市 高須工業㈱

㈱タマリ工業

東レハイブリッドコード㈱

㈱松江鉄工所

追加１ 蒲郡市内地区 蒲郡市　※追加自治体 ㈱蒲郡製作所　　　　※追加企業・団体

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」区域別事業者等一覧
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既指定１５ 犬山市内地区 犬山市 東洋航空電子㈱

既指定１６ セントレア・中部臨空都市地区 常滑市 中部国際空港㈱

今後製造物流に係る事業者を誘致

解除１ セントレア・中部臨空都市地区 常滑市 今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定１７ 江南市内地区 江南市 今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定１８ 三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所地区 小牧市 三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所

既指定１９ 小牧市内地区 小牧市 三友工業㈱

中部日本マルコ㈱

㈱中村鉄工所

㈱放電精密加工研究所

㈱松浦

㈱松原製作所

今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定２０ 稲沢市内地区 稲沢市 アイコクアルファ㈱

㈱池戸製作所

菱輝金型工業㈱

変更３ 稲沢市内地区 稲沢市 菱輝金型工業㈱

既指定２１ 新城市内地区 新城市 イズテック㈱

既指定２２ 東海市内地区 東海市 トーカロ㈱

既指定２３ 大府市内地区 大府市 ㈱吉見製作所

既指定２４ 知多市内地区 知多市 ㈱関山

既指定２５ 尾張旭市内地区 尾張旭市 旭精機工業㈱

㈱瑞木製作所

既指定２６ 豊明市内地区 豊明市 東陽工業㈱

既指定２７ 日進市内地区 日進市 荒川工業㈱

既指定２８ 愛西市内地区 愛西市 ㈱ＴＥＫＮＩＡ

既指定２９ 清須市内地区 清須市 ㈱和田製作所

既指定３０ 北名古屋市内地区 北名古屋市 加賀産業㈱

㈱三技

三洋機工㈱

㈱フジワラ

変更４ 北名古屋市内地区 北名古屋市 今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定３１ 川崎重工業㈱名古屋第一工場地区 弥富市 川崎重工業㈱名古屋第一工場

既指定３２ 弥富市内地区 弥富市 ㈱エアロ

既指定３３ みよし市内地区 みよし市 ピーピージー・ジャパン㈱

既指定３４ あま市内地区 あま市 ㈱弘和鉄工所

㈱三光製作所

㈱和田製作所

変更５ あま市内地区 あま市 ㈱美和製作所　　　 ※追加企業・団体

既指定３５ 大口町内地区 大口町 ㈱青山製作所

㈱カマタ製作所

既指定３６ 蟹江町内地区 蟹江町 ㈱近藤機械製作所

既指定３７ 三菱重工業㈱飛島工場地区 飛島村 三菱重工業㈱飛島工場

既指定３８ 川崎重工業㈱名古屋第二工場地区 飛島村 川崎重工業㈱名古屋第二工場

既指定３９ 飛島村内地区 飛島村 ㈱エアリス・エンタープライズ

㈱エアロ

㈱関山

㈱西村製作所

既指定４０ 岐阜市内地区 岐阜市 ㈱信立

早川精機工業㈱

既指定４１ 大垣市内地区 大垣市 ㈱オイダ製作所

㈱大橋鉄工所

既指定４２ 関市内地区 関市 イワヰ工業㈱

㈱光製作所

㈱水野鉄工所

㈱瑞穂製作所

メイラ㈱

㈱ヤシマ

既指定４３ 中津川市内地区 中津川市 ㈱加藤製作所
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既指定４４ 美濃市内地区 美濃市 ㈱天野工業

今井航空機器工業㈱

㈱太平洋久世製作所

既指定４５ 瑞浪市内地区 瑞浪市 瑞浪精機㈱

既指定４６ 恵那市内地区 恵那市 恵那機器㈱

㈲角野製作所

㈲フジワテック

既指定４７ 美濃加茂市内地区 美濃加茂市 ㈲ケーテクニカ

㈲名古路鉄工所

名北工業㈱

㈱マルケン工業

追加２ 土岐市内地区 土岐市　※追加自治体 金属技研（㈱　　　※追加企業・団体

既指定４８ 川崎重工業㈱岐阜工場周辺地区 各務原市 川崎重工業㈱岐阜工場

川崎岐阜協同組合

天龍エアロコンポーネント㈱

岩戸工業㈱

榎本ビーエー㈱

㈱加藤製作所

㈱佐々木製作所

誠和工業㈱

早川工業㈱

㈱和興

今後航空宇宙関連企業を誘致

既指定４９ 各務原市内地区 各務原市 今井航空機器工業㈱

イワヰ工業㈱

ＡＰＣエアロスペシャルティ㈱

㈲大堀研磨工業所

各務原航空機器㈱

㈱加藤製作所

㈱佐々木製作所

誠和工業㈱

徳田工業㈱

㈱ナベヤ精機

㈱ヤシマ

既指定５０ 可児市内地区 可児市 今井航空機器工業㈱

偕行産業㈱

徳田工業㈱

鳥羽工産㈱

既指定５１ 郡上市内地区 郡上市 ㈱郡上螺子

㈱ＴＥＫＮＩＡ

既指定５２ 海津市内地区 海津市 近藤技研㈱

既指定５３ 笠松町内地区 笠松町 ㈱光製作所

既指定５４ 垂井町内地区 垂井町 ナブテスコ㈱

㈱服部精工

既指定５５ 神戸町内地区 神戸町 ㈱オイダ製作所

東邦テナックス㈱

既指定５６ 輪之内町内地区 輪之内町 アイギ工業㈱

変更６ 輪之内町内地区 輪之内町 ㈱ペテマス　　　※追加企業・団体

既指定５７ 安八町内地区 安八町 旭金属工業㈱

変更７ 安八町内地区 安八町 旭金属工業㈱

日電精密工業㈱　　　　※追加企業・団体

既指定５８ 大野町内地区 大野町 ヨシテク工業㈱

既指定５９ 坂祝町内地区 坂祝町 葵工機㈱

日本プレス工業㈱

変更８ 坂祝町内地区 坂祝町 葵工機㈱

日本プレス工業㈱

既指定６０ 川辺町内地区 川辺町 天龍コンポジット㈱

既指定６１ 御嵩町内地区 御嵩町 ㈱小坂鉄工所

槌屋ティスコ㈱

既指定６２ 津市内地区 津市 ㈱光機械製作所

マコトロイ工業㈱
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追加３ 四日市市内地区 四日市市　※追加自治体 ㈱中村製作所　　　※追加企業・団体

既指定６３ 伊勢市内地区 伊勢市 伊勢金型工業㈱

キクカワエンタープライズ㈱

シンフォニアテクノロジー㈱

既指定６４ 三菱重工業㈱松阪工場地区 松阪市 三菱重工業㈱松阪工場

㈱加藤製作所

㈱小池製作所

航空機部品生産協同組合

㈱小坂鉄工所

真和工業㈱

東洋精鋼㈱

㈱松原製作所

㈱水野鉄工所

追加４ 松阪市内地区 松阪市 ＳＷＳ西日本㈱　　　※追加企業・団体

既指定６５ 桑名市内地区 桑名市 ＮＴＮ㈱

扶桑工機㈱

既指定６６ 鈴鹿市内地区 鈴鹿市 ㈱トピア

㈱南条製作所

三重樹脂㈱

変更９ 鈴鹿市内地区 鈴鹿市 長谷川機工㈱　　　　※追加企業・団体

既指定６７ 亀山市内地区 亀山市 ㈱南条製作所

既指定６８ いなべ市内地区 いなべ市 扶桑工機㈱

既指定６９ 木曽岬町内地区 木曽岬町 大起産業㈱

既指定７０ 東員町内地区 東員町 エバ工業㈱

大起産業㈱

追加５ 岡谷市内地区 岡谷市　※追加自治体 イデアシステム㈱　　　　※追加企業・団体

㈱牛越製作所　　　※追加企業・団体

㈱小野製作所　　　※追加企業・団体

㈱ダイヤ精機製作所　　　※追加企業・団体

㈱西山精密板金　　　※追加企業・団体

日本ミクロン㈱　　　※追加企業・団体

㈱平出精密　　　※追加企業・団体

㈲丸高製作所　　　※追加企業・団体

㈲横河計器製作所　　　※追加企業・団体

既指定７１ 飯田市内地区 飯田市 ㈲愛光電子

アイビーテクノクリエイション㈱

加賀ワークス㈱

山京インテック㈱

三和ロボティクス㈱

㈱ＪＭＣ

多摩川航空電装機器㈱

多摩川精機㈱

多摩川テクノクリエイション㈱

多摩川パーツマニュファクチャリング㈱

多摩川マイクロテップ㈱

㈱ティーエー・システム

㈱ＮＥＸＡＳ

㈲野中製作所

㈱浜島精機

㈱林精機

㈱ピーエーイー

㈱マルヒ

㈱丸宝計器

㈲森脇精機

㈲矢崎製作所

㈲ユーズテック

㈱ヨシカズ

変更１０ 飯田市内地区 飯田市 ㈱ＪＭＣ

今後航空宇宙関連企業を誘致

追加６ 諏訪市内地区 諏訪市　※追加自治体 ㈱デジタル・スパイス　　　※追加企業・団体

日東光学㈱　　　※追加企業・団体
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㈱松本精密　　　※追加企業・団体

追加７ 伊那市内地区 伊那市　※追加自治体 ㈱テク・ミサワ　　　※追加企業・団体

㈱ハイデックス　　　※追加企業・団体

追加８ 駒ヶ根市内地区 駒ヶ根市　※追加自治体 塚田理研工業㈱　　　※追加企業・団体

平和産業㈱　　　※追加企業・団体

追加９ 茅野市内地区 茅野市　※追加自治体 ㈱デジタル・スパイス　　　※追加企業・団体

追加１０ 下諏訪町内地区 下諏訪町　※追加自治体 ㈱共進精工　　　※追加企業・団体

大和電機工業㈱　　　※追加企業・団体

追加１１ 富士見町内地区 富士見町　※追加自治体 ㈱なかみつ　　　※追加企業・団体

追加１２ 辰野町内地区 辰野町　※追加自治体 ㈱ＩＨＩエアロマニュファクチャリング　　　※追加企業・団体

㈱小野製作所　　　※追加企業・団体

追加１３ 箕輪町内地区 箕輪町　※追加自治体 シキボウ㈱　　　　※追加企業・団体

㈲伸和工作　　　※追加企業・団体

追加１４ 飯島町内地区 飯島町　※追加自治体 ㈱南信精機製作所　　　※追加企業・団体

既指定７２ 松川町内地区 松川町 ㈲大島電子

㈱協電社

既指定７３ 高森町内地区 高森町 ㈱アップルハイテック

飯田精密㈱

㈱乾光精機製作所

㈱協和精工

コーエー精機㈱

三洋工具㈱

㈱しなの工業

既指定７４ 喬木村内地区 喬木村 飯田精機㈱

既指定７５ 豊丘村内地区 豊丘村 クロダ精機㈱

㈱タカモリ

㈱ピーエーイー

既指定７６ 浜松市内地区 浜松市 アイティーオー㈱

㈱オリオン工具製作所

㈱桜井製作所

庄田鉄工㈱

富士工業㈱

㈱平安コーポレーション

マシン・テック・ヤマシタ㈲

変更１１ 浜松市内地区 浜松市 アツミ工業㈱　　※追加企業・団体

解除２ 浜松市内地区 浜松市 ㈱ブローチ研削工業所の敷地の一部

追加１５ 磐田市内地区 磐田市　※追加自治体 ㈱テクノ・モーターエンジニアリング　　　※追加企業・団体


