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会社経歴書
商号 株式会社 村岡商会
所在地
本社 〒427-0042 静岡県島田市中央町16番5号
TEL 0547-36-5651（代表）FAX 0547-35-4347
E-mail info@muraoka-inc.co.jp
MRエンジニアリング株式会社 （島田本社内）
吉田営業所 〒421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻3050番地の95
TEL 0578-33-2288 FAX 0548-33-2289
菊川工場 （菊川ベース） 〒437-1503 静岡県菊川市川上2430-1
TEL 0537-28-8705 FAX 0537-28-8706

代表者 村岡真生
創業 昭和33年（1958年）9月20日 島田市幸町1848-11番地に個人創業
設立 昭和35年（1960年）6月14日 有限会社村岡商会設立 資本金100万円
昭和36年（1961）12月20日 資本金100万円を400万円に増資
昭和52年（1977）3月2日 住居表示変更により
島田市中河町から島田市中央町に町名変更
平成 ８年（1996）８月 ８日 有限会社村岡商会を株式会社村岡商会に組織変更
平成 22年（2010）11月 1日 静岡県掛川市金城111番地に掛川営業所を開設
平成 26年（2014）4月 7日 静岡県榛原郡吉田町川尻3050-95に吉田営業所を開設
平成 26年 (2014) 9月 3日 掛川営業所内にMRエンジニアリング株式会社設立
平成 27年 (2015) 6月 1日 掛川営業所を移転 菊川市吉沢491-1
令和 2年 (2020) 9月 1日 掛川営業所を閉鎖 菊川工場を新設 菊川市川上2430-1
令和 3年 (2021) 10月 1日 島田本社工場開所
令和 3年 (2021) 11月 1日 製造事業部設立（菊川ベース）
令和 4年 (2022) ４月 21日 菊川ベース 大型射出成型機増設
決算月 ９月
取引先銀行
静岡銀行島田支店 焼津信用金庫藤枝駅支店 島田信用金庫本店 清水銀行島田支店
掛川信用金庫島田支店 しずおか信用金庫藤枝駅前支店 三菱東京UFJ銀行静岡支店
商工中金静岡支店 日本政策金融公庫静岡支店 静岡中央銀行島田支店

認可・登録

一般建設業許可 管工事業：静岡県知事許可（般-23）第036729号
古物商許可：静岡県公安委員会許可／第491180081800号
エコアクション21 認証取得：認証：登録番号／0007202
労働者派遣事業 厚生労働省管拳 派22-300625
有料職業紹介事業：許可番号 22-ュ-300606
キャリアコンサルティング（職業能力開発促進法に基づくキャリアコンサルタント資格者）
シニア人材派遣・OB再雇用派遣
静岡プロフェッショナル人材侵略拠点

業種

機器工具商 人材事業 製造事業

業務内容

省力化機器・電動設備品・機械工具・物流管理・総合商社

取扱品目
●伝導機器●鋲螺・金物類●工作機械・ツーリング●油圧・空圧機器●ポンプ・配管材料●運搬・搬送機器
●理化学機器●測定工具●省力化自動化機器●油圧・空圧工具●各種作業工具●環境改善・安全用具
●ケミカル製品・樹脂製品●切削工具・研磨材●電熱機器設備保全●省力化機械の設計製作
●各種ポンプの修理・メンテナンス●各種空調設備●耐震工事●電気制御・電気工事●建築・リフォーム・修繕工事
●各種金型製作●各種配管工事●コンベアベルト交換工事●機械定修作業●金属加工・樹脂加工
●搬送機器設置・重量物移動●工場施設改善工事●各種プラント工事●遮音・防音・吸音工事

取扱主要メーカー

(株）荏原製作所 日本精工(株) ＮＴＮ(株) オリエンタルモーター(株) 三ツ星ベルト(株） バンドー化学(株)
ハバジット日本(株) (株)ＴＡＩＹＯ (株)日立製作所 (株)三甲 ＳＭＣ㈱ (株)パナソニック (株)マキテック
(株)日本ピスコ オーエスジー(株) ㈱不二越 (株)マキシンコー (株)コガネイ 日本ベアリング(株)
(株)椿本チエイン ＣＫＤ(株) (株)みつわポンプ製作所 ㈱イワオコーポレーション (株)ダイフク
アネスト岩田(株) ピカコーポレーション(株) (株)キッツ (株)キトー オークラ輸送機(株)
東洋バルヴ(株) 日本精器(株) トラスコ中山(株) (株)サカエ 日東工器(株) ＴＨＫ(株) (株)ミツトヨ
(株)トヨックス (株)スイデン 日本ホイスト(株) オーエヌ工業(株) 日立バルブ(株)
㈱シンフォニアテクノロジー 日本トムソン(株) 住友重機械工業(株) 三菱電機(株) (株)小原歯車製作所
タイコフロートコン(株) ラコス(株) 富士電機(株) AURALSONIC㈱ PIAB社 大阪サニタリー(株) タニコー(株)
(株)ダルトン TOTO㈱ (株)宝泉製作所 (株)エスコ

主要納入先

日機装㈱ ネスレ日本㈱島田工場 サカイ・コンポジット㈱ 新東海製紙㈱ シミックCMO㈱ AGCテクノグラス㈱
日清紡ホールディングス㈱ ㈱村上開明堂 日研フード㈱ 科研製薬㈱ 岡山イーグル㈱ 大和ハウス工業㈱
日医工㈱ 日本ペットフード㈱ ㈱グリーンループ ㈱山本山 サンエー化研㈱ 官庁関係
㈱ソニー・ミュージックソリューションズ アステラス製薬㈱ タイコ エレクトロニクス ジャパン（同）
㈱トライフ 日清食品㈱ 富士フィルム㈱ 島田理化工業㈱ 富士食品工業 アロエ製薬㈱ 島田テクノロジー㈱
JX金属プレシジョンテクノロジー㈱ 南部化成㈱ 味の素ベーカリー㈱ エスエスケイフーズ㈱ フジオーゼロックス㈱
東芝キャリア㈱ ㈱籠清 中外製薬工業㈱ アステラスファーマテック㈱ ダイオーペーパープロダクツ㈱ 沼津溶銅㈱
エリエールペーパー㈱ 富士フィルムオプトマテリアルズ㈱ ㈱明治 東海工場 ハラダ製茶㈱ 焼津水産化学工業㈱
NOK㈱ 味の素製薬㈱ ㈱プレテック静岡 ダイオ化成㈱ 三笠製薬㈱ ユニオンパーツ工業㈱ 日研フーズ㈱ 丸七製茶㈱
TDK㈱ サカイ産業㈱ 日清紡テキスタイル㈱ 大王パッケージ㈱ 第一三共㈱ オカモト㈱ ㈱伊藤園 ABB㈱
日本ハムファクトリー イーグル工業㈱ 藤森工業㈱ ㈱クメタ製作所 ㈱大輝 フライスター㈱ ㈱ヤギショー
川研ファインケミカル㈱ ㈱中部プログレス株式会社ヤナギハラメカックス 株式会社バスクリン 児玉化学工業株式会社
株式会社大和製作所 株式会社ライフプラテック 住友不動産株式会社 株式会社パナホーム静岡 木内建設株式会社
株式会社もちひこ 順不同 他100社以上

アクセス to 村岡商会本社

【車】東名高速「吉田 I.C.」より２０分
▶「吉田I.C」を下りて左折▶島田市街方面へ ▶島田中央郵便局東側
【JR】JR東海道本線「島田駅」より徒歩1０分
▶「吉田I.C」を下りて左折▶島田市街方面へ ▶島田中央郵便局東側

村岡商会本社

（機械工具商社・人材事業部）
〒427-0042 静岡県島田市中央町16-5
℡ 0547-36-5651（代）
FAX 0547-35-4347

村岡商会吉田営業所
（営業部・工事部）

MRエンジニアリング株式会社
〒421-0302 静岡県榛原町吉田町川尻3050-95
℡ 0548-33-2288
FAX 0548-33-2289

株式会社 村岡商会 島田本社
電話：0547-36-5651
メール：info@muraoka-inc.co.jp
住所：427-0042 静岡県島田市中央町16-5
ウェブサイト：www.muraoka-inc.co

村岡商会のマスコットキャラクター
『やりがい君』

村岡商会菊川ベース

（製造事業部）
〒437-1503 静岡県菊川市川上2430-1
℡ 0537-28-8705
FAX 0537-28-8706

