平成３１年度 地域商談会（尾張会場） 発注企業 一覧
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企

業
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商談会番号 地域

企

業

名

1

愛知県 愛知 株式会社

40

愛知県 東久 株式会社

2

愛知県 愛知電機 株式会社

41

山梨県 株式会社 東京洗染機械製作所

3

愛知県 曙工業 株式会社

42

千葉県 東商ゴム工業 株式会社

4

愛知県 株式会社 浅野研究所

43

岐阜県 株式会社 東伸

5

愛知県 アスカ 株式会社 ロボットシステム事業部

44

愛知県 寿原 株式会社

6

大阪府 池田金属工業 株式会社

45

愛知県 株式会社 トヨトミ

7

愛知県 井上特殊鋼 株式会社 名古屋営業所

46

愛知県 株式会社 ナゴヤカタン

8

東京都 ＮＯＫ 株式会社

47

愛知県 株式会社 名古屋製作所

9

愛知県 有限会社 オーケイ機工

48

岐阜県 鍋屋バイテック会社

10

愛知県 株式会社 桶谷製作所

49

11

兵庫県 オリエント工機 株式会社

50

愛知県 日本エンバイロ工業 株式会社

12

愛知県 柏木産業 株式会社

51

愛知県 株式会社 日本精機

13

愛知県 株式会社 鬼頭精器製作所

52

大阪府 パナソニックプロダクションエンジニアリング 株式会

14

岐阜県 岐阜精機工業 株式会社

53

愛知県 株式会社 ハラタ

15

岐阜県 岐阜精工 株式会社

54

三重県 株式会社 光機械製作所

16

岐阜県 株式会社 キョウワ

55

愛知県 株式会社 ヒマラヤ化学工業所

17

愛知県 株式会社 金城螺子製作所

56

岐阜県 福田刃物工業 株式会社

18

京都府 株式会社 ゲートジャパン

57

愛知県 株式会社 フジキカイ

19

愛知県 興和精密工業 株式会社

58

大阪府 株式会社 不二鉄工所

20

岐阜県 株式会社 桜井グラフィックシステムズ

59

大阪府 フセハツ工業 株式会社

21

愛知県 サハシ特殊鋼 株式会社

60

岐阜県 ブレインシール 株式会社

22

愛知県 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社

61

愛知県 株式会社 マイセック

23

愛知県 有限会社 塩澤工業

62

愛知県 名新パイピング 株式会社

63

愛知県 メイティックス 株式会社

24

和歌山県 株式会社 島精機製作所

神奈川県 日産車体エンジニアリング 株式会社

25

愛知県 正保鉄工 株式会社

64

愛知県 株式会社 ヤガミ 名北商品センター

26

愛知県 昭和機械 株式会社

65

岡山県 ユアサシステム機器 株式会社

27

愛知県 株式会社 昭和電機製作所

66

愛知県 ユアサプロマテック 株式会社

28

愛知県 新栄機工 株式会社

67

愛知県 株式会社 豊電子工業

29

岐阜県 新興機械 株式会社

68

愛知県 株式会社 豊電子工業 配電制御ｼｽﾃﾑ事業部

30

愛知県 セントラルコンベヤー 株式会社

69

愛知県 横山興業 株式会社

31

熊本県 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 株式会

70

愛知県 理化精機 株式会社

32

愛知県 大栄工業 株式会社

71

東京都 株式会社 理工電気

33

滋賀県 ダイハツディーゼル 株式会社

72

愛知県 株式会社 竜製作所

34

愛知県 株式会社 大洋電機製作所

73

愛知県 株式会社 渡辺機械製作所

35

愛知県 株式会社 田邊空気機械製作所

36

愛知県 株式会社 中京治具

37

愛知県 株式会社 ツルタ製作所

38

京都府 株式会社 寺内製作所

39

岐阜県 株式会社 東海興産

平成３１年度 地域商談会（尾張会場） 発注企業
平成３１年３月２５日現在
1

愛知 株式会社

愛知県

春日井市如意申町5-8-7（春日井工場）

資本金 9,800 万円
http://www.axona-aichi.com

従業員数 232 名

資本金 405,300 万円

従業員数 852 名

生産品目 金属製家具
調達方針 品質の確かな製品を適正な価格で調達する。
発注品目 縫製・張り加工、木材加工
加工内容 同上
必要設備 木材加工：NC加工機、成型用プレス
要望事項

2
愛知県

愛知電機 株式会社
春日井市愛知町１番地

http://www.aichidenki.jp

生産品目 電力用機器、制御装置、モーター応用製品
調達方針 相互協力により優良品を世に送り出す良きパートナーとして、相互の信頼関係を保ち共存共栄の実現を図る。
発注品目 鋳造部品、アルミダイキャスト部品、プレス加工品、樹脂成型品、製罐
加工内容 当社図面による
必要設備
要望事項 小ロット多品種の対応が可能であること。短納期対応が可能であること。

3
愛知県

曙工業 株式会社
安城市里町南歌口55-1

資本金 3,400 万円
http://www.akevono.co.jp

従業員数 79 名

生産品目 自動車部品の試作～量産までの切削加工、治具・専用機・工作機械・ロボット・航空機関連部品の切削加工（単品/少量）、弱電・重電・
食品機械の切削加工（定期発注/Ｌｏｔ瀬さん）
調達方針 Ｑ・Ｃ・Ｄ管理が出来ている新規仕入れ先の開拓。材料/製品の引き取り・納入を自社で対応して頂くと共に簡単な検査表（納入時図面
チェック）を添付出来る事。
発注品目 加工部品全般。
加工内容 多岐に渡るサイズ・材質があり、プレス/板金/製缶/機械加工/各種熱処理/各種表面処理までの一括発注を考えていますが、部分発
注も可能です。
必要設備 ３・４・５軸の大型ＭＣ加工機、複合旋盤を所有し、短納期に自信が有る会社様、今はスピ-ドの時代なので常に短期間で見積もり提出
が出来る会社様を希望します。
要望事項 岐阜県各務ヶ原市に、株式会社澤田製作所（子会社）があり、おもに大物製缶部品の加工をしています。そちらとのお付き合いも視野
に入れています。

4
愛知県

株式会社 浅野研究所
愛知郡東郷町諸輪北山158番地の247

資本金 54,685 万円
http://www.asano-lab.co.jp

従業員数 125 名

生産品目 真空成形機の製造
調達方針 やはり品質・コスト・納期です。
発注品目 真空成形機の部品
加工内容 大物製缶・加工、中小物製缶・加工、板金、制御盤
必要設備 5面加工機、溶接機、フライス、汎用旋盤、レーザー加工機、ブレーキ
要望事項 受注生産なので多品種少量が得意な所が希望。材料は仕入先持ちなので材料屋は不可。

5
愛知県

アスカ 株式会社 ロボットシステム事業部
豊田市中根町大切50番地1

資本金 90,300 万円
http://www.aska.co.jp

従業員数 500 名

生産品目 自動化設備、制御装置
調達方針 短納期、低コスト、高品質
発注品目 機械加工品、板金品、製缶品、塗装、機械設計、電気設計、制御盤製作、自動車部品用溶接治具設計製作
加工内容 上記に準じる
必要設備 上記に準じる
要望事項 多品種少ロット品に対応できることが希望

6
大阪府

池田金属工業 株式会社
大阪市西区新町4-7-11

資本金 2,000 万円

http://www.ikekin.co.jp/

生産品目 工業用ファスナー、金属部品の開発・製造・販売
調達方針 品質第一
発注品目 図面製作品
加工内容 切削、鍛造、板金、溶接、等
必要設備 NC旋盤、マシニング、クランクプレス、研削盤、等
要望事項 工程内検査、出荷前検査の実施している。一定期間、検査記録の保管している。

従業員数 100 名

7

井上特殊鋼 株式会社 名古屋営業所

愛知県

名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋24F

資本金 15,000 万円
http://www.issgrp.co.jp/

従業員数 330 名

生産品目 金属加工製品
調達方針
発注品目 金属加工部品
加工内容 １．プレス機のボルスター 1～2ヶ 不定期リピート 中～大物 材質 鉄orアルミ ２．パイプ旋盤加工 100～5,000ヶ 不定期リピート
～8インチ程度 材質 鉄 ３．工作機械部品 小物～大物 様々な案件ございます。
必要設備 マシニング、旋盤、など
要望事項 新しい仕事に意欲的に取り組んで頂ける企業様

8

ＮＯＫ 株式会社

東京都

港区三田3-13-12三田ＭＴビル

資本金 2,333,500 万円

従業員数 3,248 名

http://www.nok.co.jp/

生産品目 シール製品・工業用機能部品・油空圧機器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニクス製品・その他の製造・仕入・輸
入・販売
調達方針 ①法令・社会規範を遵守します②自由競争の理念の下、公平公正に機会を提供し、厳正に調達先を選定します③共存共栄の理念の
下、相互の利益を尊重します④調達先と風通しの良いコミュニケーションを行い、信頼関係を構築します⑤調達先と共同して、積極的
に改善活動を行います
発注品目 （Ａ）鋼管部品、（Ｂ）プレス部品、（C）プレス部品３（板ばね）
加工内容 （Ａ）φ12.2×φ26の鋼管素材（STKM12Cor13C）から長さ44ｍｍで切り出し、内外径機械加工、（Ｂ）厚さ0.05ｍｍの301Hの箔、厚さ0.06
ｍｍのSUS430Hの箔からそれぞれ330～420×90～110程度に打抜き（Ｃ）Φ30～φ40、厚さ0.3～0.5ｍｍのＳ60Ｃ材をばね環に成形。ま
た、オーステンパー処理も要
必要設備 （Ａ）鋼管素材を加工できるNC自動旋盤（Ｂ）150ｔ以上のサーボプレス機（Ｃ）高速順送プレス機又は110ｔサーボプレス、オーステンパー
処理炉（オーステンパー処理は外注可）
要望事項 品質の良いものを安く、短納期で納入いただける企業様を探しております。

9

有限会社 オーケイ機工

愛知県

資本金 300 万円

従業員数 3 名

名古屋市守山区西城二丁目8番7号

生産品目 一般産業機械等の特注精密部品受注販売
調達方針 品質管理、納期管理
発注品目 小物、中物 中心。材質は色々。
加工内容 精密機械加工、塑性加工品など。
必要設備 上記加工物に対応出来れば可。無ければ協力工場にて可。
要望事項 加工技術、経験および挑戦する意欲、提案力を希望します。

10

株式会社 桶谷製作所

愛知県

名古屋市守山区川宮町190

資本金 2,000 万円
従業員数 130 名
http://www.e-oketani.co.jp/company/about/

生産品目 大型機械加工・大型製缶加工 自動車、産業機械、重機械、建設機械、光学精密機械、造船、情報通信機器などの生産工場への工
具、用品、部品、治具、設備・装置等の製造販売
調達方針 鉄・ステンレス・アルミ・樹脂等の材質での大型から小物の製作可能企業
発注品目 鉄・ステンレス・アルミ・樹脂等の材質の板物・小物・大物加工製品
加工内容

計測機器・装置、工作機械、産業機械、電子機器、自動車用品、自動車整備機器、空調整備機器、自動車給油脂装置等の部品加工
必要設備 マシニング・旋盤・フライス・5軸加工機等
要望事項 精度のある旋盤ものや加工もの、その他板物等の製作可能企業

11

オリエント工機 株式会社

兵庫県

資本金 8,000 万円

従業員数 200 名

伊丹市藤ノ木2-3-6

生産品目 タイヤ製造設備装置・一般設備装置
調達方針 競合見積りによる選定
発注品目 設備装置の加工部品製作から組立
加工内容 大中小の機械加工部品及び板金製缶品
必要設備 マシニングセンター、NC旋盤 各種工作機械
要望事項

12
愛知県

柏木産業 株式会社
大府市北崎町福池70－5

生産品目 鉄鋼製品
調達方針 品質、納期、価格
発注品目 主に鉄パイプ等鉄製品、非鉄（ＳＵＳ、アルミ等）
加工内容 切断、曲げ、穴あけ、切削、端末加工、潰し等
必要設備 切断機、パイプベンダー、プレス、レーザー機等
要望事項 中小量の加工品に対応して頂ける企業様を希望しています。

資本金 1,000 万円
従業員数 16 名
http://www.kashiwagi-sangyo.com/

13

株式会社 鬼頭精器製作所

愛知県

豊田市中町中根50

資本金 2,000 万円
http://www.kitouseiki.co.jp/

従業員数 40 名

生産品目 スピンドル、シャフト、ハウジング、ブイブロック
調達方針 検査体制が充実しており、精密多品種小ロット短納期対応してくださる企業様
発注品目 精密加工品
加工内容 材料から完成まで（熱処理、表面処理含む）、または旋盤加工品、ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工品、研磨品等
必要設備 旋盤（NC、汎用、複合）、マシニングセンター（縦、横)、円筒研磨、内径研磨、平面研磨
要望事項 末永くお取引していただける企業様を要望します

14

岐阜精機工業 株式会社

岐阜県

岐阜市六条南1-9-6

資本金 40,000 万円

従業員数 230 名

http://www.gifuseiki.co.jp/

生産品目 ダイカスト金型・プラスチック金型・低圧鋳造金型の設計・製造
調達方針 品質確保、日程厳守、コスト低減（価格競争力の強化）
発注品目 各種金型の使用部品（主型・入子・スライドコア・押出コア・傾斜コア・ピン関係・取付板・押出板 等）の加工。配管部品・配線部品・ミガ
キ・表面処理・焼入れの調達
加工内容 ３次元形状加工、穴、タップ、ノック、ポケット加工、放電加工、ワイヤーカット加工
必要設備 ５軸加工機（中型、大型）、大型ＮＣ加工機、放電加工機、ワイヤーカット機、５ton/１０ton親子クレーン
要望事項 日程管理、品質保証体制が整っている。

15

岐阜精工 株式会社

岐阜県

安八郡安八町南條1290番地1

資本金 1,000 万円
http://www.gifuseiko.jp/

従業員数 68 名

生産品目 各種専用機械の設計製作
調達方針 ①単品部品及びサブＡｓｓｙ調達品②設計から製作組立品（納期・品質・コスト厳守）
発注品目 ①一般加工部品（ｓｓ材・Ａｌ材・ＳＵＳ・樹脂）、製缶加工品（大物～小物）、軸の焼入研磨品など②専用機の設計から製作組立品
加工内容 ①フレーム・ベース等の大物～小物までの製缶加工・シャフト・ロール・ハウジング等の旋盤加工・リング、フランジ等のターニング加工・
ホッパー・シュート・ダクト等の板金・他各種部品加工②設計～製作組立品
必要設備 ①フレーム・ベース等の大物～小物までの製缶加工・シャフト・ロール・ハウジング等の旋盤加工・リング、フランジ等のターニング加工・
ホッパー・シュート・ダクト等の板金・他各種部品加工②設計～製作組立品
要望事項 材料調達から表面処理まで対応可能を希望

16

株式会社 キョウワ

岐阜県

関市志津野2935

資本金 2,000 万円

従業員数 40 名

http://www.kk-kyouwa.co.jp

生産品目 食品・医療品関係装置・搬送装置の部品加工及び装置組立
調達方針 多品種、小ロット、短納期に対応
発注品目 板金加工部品、機械加工部品、製缶溶接部品
加工内容 ①SS400、SUS板金加工及び溶接、表面仕上げ②機械加工（M/C、NC、フライス）
必要設備 ﾚｰｻﾞｰ、曲げプレス、機械加工設備
要望事項

17
愛知県

株式会社 金城螺子製作所
春日井市六軒屋町2丁目101番地

資本金 1,000 万円
http://www.kinjyorashi.co.jp

従業員数 27 名

資本金 1,000 万円

従業員数 25 名

生産品目 一般規格品、旋盤加工品
調達方針 サプライヤー拡大・相互信頼関係
発注品目 金属加工部品
加工内容 マシニング加工・旋盤加工・プレス加工・研磨
必要設備 マシニングセンタ・NC旋盤・プレス機・研磨機
要望事項 小ロット多品種の対応及び短納期対応頂けること

18
京都府

株式会社 ゲートジャパン
京都市伏見区竹田向代町9番地

http://www.gatejapan.co.jp

生産品目 プレス金型部品、モールド金型部品、自動機部品、治工具
調達方針
発注品目 精密金型部品、自動機部品全般
加工内容 切削、研削加工他
必要設備 旋盤、フライス、円筒研削、平面研削、マシニング、放電、ワイヤー、ジグ研削
要望事項 短納期対応

19
愛知県

興和精密工業 株式会社
豊明市栄町西大根30-183

資本金 5,000 万円
http://kohwa-grp.co.jp

従業員数 180 名

生産品目 自動車･弱電･機能部品製造(金属の精密切削･研削/樹脂成形/組付け等)
調達方針 自動車関連部品に実績があり 尚1.0万個～10.0万個/月 検討できる仕入先様
発注品目 ･EFP部品､INJ部品､ABS部品､空調部品､半導体関連部品、他
加工内容 ・NC自動盤､NC旋盤､樹脂成形機､ｻﾌﾞAssy、等
必要設備 ･NC自動盤､NC旋盤､樹脂成形､Assy、他
要望事項 ･ISO9001､ISO14001認証取得

20
岐阜県

株式会社 桜井グラフィックシステムズ
美濃市3951番地

資本金 36,700 万円

従業員数 151 名

http://www.sakurai-gs.co.jp/

生産品目 オフセット印刷機及びスクリ－ン印刷機、関連機器の製造販売
調達方針
発注品目 印刷機械部品
加工内容 ・SS400平板加工 溶接（手の平サイズ～1700㎜）・FC FCD鋳物部品の鋳造と加工・SS400 S45Cシャフト加工（100㎜～1000㎜）・各品
目ロット数（1～30程度）・多品種
必要設備 ・マシニングセンタ ・NC複合旋盤・溶接等
要望事項 ＱＣＤに積極的な企業

21
愛知県

サハシ特殊鋼 株式会社
名古屋市港区油屋町1-33

資本金 2,500 万円
従業員数 55 名
http://www.sahashi-steel.co.jp/

生産品目 特殊鋼販売、精密機械加工部品、プラント製作・施工、破砕機部品
調達方針 迅速な見積回答、しっかりとした検査体制（検査表添付 など）、デリバリー
発注品目 精密機械加工部品、製缶機械加工部品
加工内容 発注品目に準ずる
必要設備 発注品目に準ずる、三次元測定機があればなお良し
要望事項 短納期、特急対応

22
愛知県

ＪＦＥエンジニアリング 株式会社
名古屋市中村区名駅三丁目28-12（大名古屋ビルヂング30階）

資本金 1,000,000 万円

従業員数 4,000 名

http://www.jfe-eng.co.jp/

生産品目 エネルギー関連、社会インフラ、プラント建設、環境整備等を主としている。※多種多様のため詳細はHPをご参照ください。
調達方針 常に安全性を確保し競争力のある品質・価格・納期の提供
発注品目 ガス導管（埋設配管）、鋼構造物（橋梁・ケーソン等）、上下水道・水処理施設等、機械設備・プラント等のメンテナンス関連
加工内容 一品一様で大型製缶がメイン（ごみホッパ、ダクト、撹拌機、水中プロペラ等）
必要設備 発注品目の製作に必要とされる設備を保有
要望事項 多様な商品に対応可能な企業様との面談を希望

23
愛知県

有限会社 塩澤工業
小牧市三ツ渕原新田雉子野383-1

資本金 300 万円
http://shiozawa-k.co.jp

従業員数 130 名

生産品目 工作機械組立・機械オーバーホール
調達方針
発注品目 工作機械・産業機械組立仕上げ、AA級きさげ作業技能士による精度だし。工作機械 本機オーバーホール・メンテナンスサービス、整
備保全・修理。
加工内容 岐阜県に本社を構え、愛知県小牧市に３カ所、豊田市に１カ所、富山県に１カ所の拠点を持ち。お客様のニーズにお応えしております。
また、海外はアメリカ・ブラジル・メキシコ・中国・タイ・他などの対応も行っております。
必要設備
要望事項 工作機械、産業機械の電気設計。TOYOPUC及びライン機ソフト取扱の出来る企業希望。

24

株式会社 島精機製作所

和歌山県 和歌山市坂田85番地

資本金 1,485,980 万円

従業員数 1,394 名

http://www.shimaseiki.co.jp

生産品目 コンピュータ横編み機、デザインシステム、裁断機等の開発・製造・販売
調達方針 法令順守、公正かつ公平な取引、サプライヤー様とのWINWIN関係の構築、サプライヤー様とのコスト・技術面での協調
発注品目 産業機械部品
加工内容 アルミ鋳物、ＦＣ鋳物、鍛造の素材供給先、長尺ローラーの加工先
必要設備 自社の製品を正確に評価できる検査器具一式を揃えていること
要望事項 多品種少量の部品が供給可能な仕入先を希望します。ＶＡ提案が可能な仕入先

25

正保鉄工 株式会社

愛知県

名古屋市港区寛政町4-21

資本金 4,300 万円
http://www.shoho-g.co.jp/

従業員数 67 名

生産品目 精密機械部品、治工具、金型部品、各種ゲージ、加工治具、組立治具の設計製作
調達方針
発注品目 高精度部品、短納期案件、組付含む製作
加工内容 金属加工全般
必要設備 金属加工全般（一部加工可）
要望事項

26
愛知県

昭和機械 株式会社
愛西市渕高町八畝割35番

資本金 9,000 万円

従業員数 60 名

http://www.showakikai.jp

生産品目 食品包装機、乾燥炉、他
調達方針 相互信頼関係
発注品目 製缶、機械加工、板金
加工内容 溶接から機械加工まで全部、板金加工から表面処理まで
必要設備 溶接機、五面加工機、旋盤、フライス、等
要望事項 短納期、小ロット対応できる企業

27
愛知県

株式会社 昭和電機製作所
春日井市西屋町字中新田84番地

資本金 5,000 万円
http://www.showa-e.co.jp

従業員数 101 名

生産品目 産業機械の各種制御システム設計と製作
調達方針 良い物をより安く短納期で
発注品目 1.制御盤及び操作盤（製函）の板金加工・塗装、2.制御盤及び操作盤の組立・配線
加工内容 1.制御盤及び操作盤(BOX)の板金加工(小型の操作盤からMAX、2350Hx2000Wx800Dくらいまで)、2.制御盤及び操作盤の組立・配線、
電線サイズ：0.3m㎡くらい～325m㎡くらいまでの盤
必要設備 1.材料の加工設備、搬送車両への積込・積み降ろし設備、2.補助材料の調達（相談に乗ります）
要望事項 個人又は少人数で作業を行っている企業（個人）が好ましいです。

28
愛知県

新栄機工 株式会社
名古屋市守山区中志段味南原2646

資本金 7,500 万円

従業員数 90 名

http://www.j-skk.co.jp

生産品目 一般産業機械、工業炉、乾燥炉
調達方針 少ロッド、多品目
発注品目 製缶部品(SUS)、ダクト部品、加工部品、組立
加工内容 (1)製缶部品(SUS)、(2)ダクト部品、(3)切削加工、(4)組立作業(弊社内作業)
必要設備 (1)、(2)溶接機等、(3)旋盤･フライス･マシニング等、(4)組立工具等
要望事項 リピート品は少数、短納期、低コスト

29
岐阜県

新興機械 株式会社
安八郡神戸町八条302

資本金 9,100 万円
http://shinko-kikai.co.jp/

従業員数 120 名

資本金 10,000 万円
https://www.centralcv.co.jp/

従業員数 130 名

生産品目 一般産業機械、自動化機械、省力化機械製造
調達方針 Ｑ・Ｃ・Ｄの向上に努める。
発注品目 機械加工部品（単品）
加工内容 旋盤加工、フライス加工、製缶・機械加工
必要設備 汎用旋盤、ＮＣ旋盤、フライス、ＭＣなど
要望事項 単品加工，小中物旋盤加工が得意な企業様希望。

30
愛知県

セントラルコンベヤー 株式会社
額田郡幸田町野場四ツ塚3-2

生産品目 コンベヤを始めとした、各種物流・搬送設備
調達方針
発注品目 ・多品種少量の小物機械加工部品（主に旋盤加工）・φ40×1200L程度のｼｬﾌﾄ
加工内容 ・汎用旋盤、ｷｰ溝加工・1200L程度の長尺物加工
必要設備
要望事項 短納期対応

31
熊本県

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 株
式会社
菊池郡菊陽町原水4000-1

資本金 2,425,000 万円

従業員数 9,300 名

https://www.sony-semiconductor.co.jp/

生産品目 半導体デバイス(イメージセンサ・システムLSI・レーザーなど)
調達方針 製造メーカーとの直取引きを希望
発注品目 半導体製造装置(東京エレクトロン・AMAT・Lam・日立ハイテクなど)に使われる、石英・シリコン・金属・樹脂などの消耗部品
加工内容 特に指定なし。
必要設備 特に指定なし。但し、ほとんどの部品で精密洗浄が必要。
要望事項 半導体製造装置メーカー、もしくは半導体デバイスメーカーと取引きしている企業を希望。

32
愛知県

大栄工業 株式会社
瀬戸市穴田町886番13

資本金 3,000 万円

従業員数 90 名

http://www.daieikogyo.co.jp

生産品目 自動車用及び各種金属部品
調達方針 品質、コスト、納期に優れ、安定継続取引できる企業求めます。
発注品目 プレス金型（順送型、トランスファー型、単発型）
加工内容 プレス金型及びトランスファー搬送アーム製作
必要設備 上記発注品目を製作できる設備及び、トライ用プレス機
要望事項 鉄鋼板が主ですが、非鉄材（アルミ等）も対応していただければ。

33
滋賀県

ダイハツディーゼル 株式会社
守山市阿村町45番地

資本金 243,430 万円
http://www.dhtd.co.jp

従業員数 840 名

生産品目 舶用発電用ディーゼルエンジン､舶用推進用ディーゼルエンジン、陸非常用ガスタービン
調達方針 目標価格提示による競合見積実施、サプライヤーとのＳＥ活動＝SimultaneousEngineering
発注品目 鋳物、鈑金、配管、製缶等ディーゼルエンジン部品、ガスタービン部品
加工内容 鋳物ＦＣ、ＦＣＤ、製缶品を素材自給し加工
必要設備 特に指定無し
要望事項 調達品を材共納入出来るサプライヤー様を希望

34
愛知県

株式会社 大洋電機製作所
名古屋市中川区平戸町1-1-8

資本金 5,000 万円

従業員数 65 名

http://www.kk-taiyo-el.co.jp

生産品目 制御盤
調達方針 品質・価格・納期を重視。複合受注の推進（ハード設計・鈑金・塗装・配線・検査）。
発注品目 制御盤に関わる、ハード設計・鈑金・塗装・配線・検査
加工内容 上記発注品目に必要な加工
必要設備 上記発注品目に必要な設備
要望事項 量産品ではなく、オーダー品に対応できること

35
愛知県

株式会社 田邊空気機械製作所
小牧市川西一丁目2番地

資本金 6,000 万円
http://www.tanacomp.co.jp

従業員数 173 名

生産品目 船舶用各種空気及びガス圧縮装置、高圧多段式空気及びガス圧縮装置、各種スクリュコンプレッサ装置、各種スクリュ及びレシプロ圧
縮機コンビ型空気及びガス圧縮機装置、工業用各種洗浄機
調達方針 安定調達を第一に、信頼関係を築き、長期的なお付き合いができるところ
発注品目 圧縮機の各種部品①多品種小ロット（単品）の機械加工（主に旋盤加工）②各種溶接加工品、等
加工内容 鋳造素材、鉄、ステンレス等の切削、研削加工、製缶および板金溶接加工
必要設備 上記の加工内容に関わる設備一式（汎用/NC旋盤、マシニングセンタ、各種研削盤、等）
要望事項 多品種小ロットの発注がメインとなります。価格、納期、品質共に対応ができる企業様を探しております。

36
愛知県

株式会社 中京治具
名古屋市天白区井の森町80番地

資本金 1,000 万円

従業員数 30 名

http://www.chukyojig.co.jp/

生産品目 工作機械、産業機械用部品、試験装置用部品、治工具部品などの製作、樹脂金型、ダイカスト金型、専用機などの販売
調達方針 短納期対応・納期遵守
発注品目 工作機械、産業機械、試験装置、治工具などの機械加工部品
加工内容 機械加工～熱処理、表面処理～部品検査までの全工程、高精度な旋盤加工（多種少量）、超硬など多種材質を機械加工～部品検査
までの全工程
必要設備
要望事項 短納期対応や納期遵守ができる企業様を希望しております。

37

株式会社 ツルタ製作所

愛知県

刈谷市一里山町南大根12-1

資本金 1,200 万円
従業員数 200 名
http://www.katch.ne.jp/~turutass/

生産品目 金属プレス加工品
調達方針 アグレッシブにご対応頂ける会社様を歓迎致します。
発注品目 自動車部品・フォークリフト用部品・福祉車両用部品・事務機用部品など
加工内容 プレス加工、試作・板金加工、スポット溶接加工（ナット・ボルトのPRJ溶接・組付など）、アーク溶接加工、表面処理（亜鉛メッキ、脱脂、
ジオメット、カチオン塗装など）、金型・溶接治具・検査治具製作
必要設備 メカプレス（単発45t～500tクッション付き・順送80t～500tワイド）、ブレーキプレス、タレットパンチプレス、2Dレーザー、3Dレーザー、ス
ポット溶接機、アーク溶接機、ワイヤーカット、マシニング、NCフライス、NC旋盤、研磨機など
要望事項 刈谷周辺に便を仕立てられる会社様を希望致します。

38

株式会社 寺内製作所

京都府

京都市伏見区深草芳永町666

資本金 5,853 万円
従業員数 170 名
https://www.terauchi-mfg.co.jp

生産品目 航空機、宇宙、飛翔体、ジェットエンジン、発電用ガスタービン、医療関係の精密機械加工部品、機能部品、各種ねじ部品
調達方針 １．経営の安定、２．品質能力、３．加工技術力、４．納期対応力
発注品目 ブッシング、スペーサー、フィッティング、リング、ノズル
加工内容 切削機械加工
必要設備 ＮＣ旋盤、複合ＮＣ旋盤、マシニングセンター、三次元測定機
要望事項 ＪＩＳＱ９１００認証取得会社であれば尚よい。

39

株式会社 東海興産

岐阜県

不破郡垂井町宮代3031-1

資本金 1,000 万円
従業員数 85 名
http://tokai-kousan.com/company/

生産品目 省力化機械、各種専用機、油圧プレスの設計、製作、販売
調達方針 Q（品質）C（コスト）D（納期）を遵守できる事。（可能であれば所在地の近い所を希望します。）
発注品目 省力化設備の構造部品一式
加工内容 大物～中物の製缶部品加工、小物旋盤・フライス加工
必要設備 旋盤・フライス・横ﾌﾗｲｽ・平面研磨・円筒研磨・焼入れ・表面処理
要望事項 特に旋盤・フライス・製缶部品の短納期対応可能な協力会社を募集します。

40

東久 株式会社

愛知県

丹羽郡大口町余野1-60

資本金 13,500 万円

従業員数 390 名

http://www.tokyu-jp.com

生産品目 カーエアコンのコンプレッサー部品・鋳造機械・専用機
調達方針 確実な品質・原価改善の推進・納期短縮の追求
発注品目 製缶加工品・精密加工品・金型
加工内容 機械加工全般
必要設備 品質保証できる設備
要望事項

41
山梨県

株式会社 東京洗染機械製作所
山梨市東後屋敷707-1

資本金 30,000 万円
http://www.tosen.com/

従業員数 220 名

生産品目 ドライクリーニング、リネンサプライヤ-向け業務用洗濯、脱水、乾燥、アイロン機械の設計、製造、販売、アフターサービス
調達方針 相互互恵の永続的な取引
発注品目 制御盤、機器カバー、洗剤浴槽、洗濯機内槽等の板金加工、の溶接、塗装、組立、ベアリング、空気機器、SUS鋼板、薄板一般鋼材、
鍛工品、鋳物、断熱材、配管材
加工内容 SUS板金曲げ加工、ヘラ絞り、鋼管両端ねじ切、鍛工品、鋳物品の機械切削加工、C型チャンネルレール９0曲げ加工、プラスチック品
の機械加工、SUS製缶
必要設備 ３点ローラ曲げ機器、プレスブレーキ、アルゴン溶接機、半自動溶接機,NC機器、NC中グリ機器、スピニング機器
要望事項 提案型企業

42
千葉県

東商ゴム工業 株式会社
山武郡横芝光町中台808-1

生産品目 工業用ゴム製品
調達方針 小ロット多品種のご対応が叶う企業様
発注品目 金属シャフト・パイプなど、精密機器
加工内容 複合加工・量産・試作加工
必要設備 NC旋盤・複合旋盤など
要望事項 φ５～φ50くらい 50Lくらい～2000Lまで加工可能な企業様

資本金 4,800 万円

http://www.toshorubber.jp/

従業員数 40 名

43

株式会社 東伸

岐阜県

大垣市野口3-1

資本金 9,800 万円
http://www.cstoshin.co.jp

従業員数 85 名

資本金 5,000 万円

従業員数 80 名

生産品目 産業用機械（スリッター、リワインダー）
調達方針 短納期対応、品質・納期・価格の順で選定
発注品目 シャフト、ブラケット
加工内容 旋盤加工、製缶・フライス加工
必要設備 マシニングセンター、ＮＣフライス、ＮＣ旋盤、など
要望事項

44

寿原 株式会社

愛知県

稲沢市下津新町29-1

http://www.toshihara.co.jp

生産品目 印刷機及び周辺機器
調達方針 納期、品質、コストの両立
発注品目 大物製罐、製罐加工、フレーム加工
加工内容 ステー・フレームの加工、製罐品加工
必要設備 5面加工機、門型マシニング
要望事項

45

株式会社 トヨトミ

愛知県

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

資本金 10,000 万円
http://www.toyotomi.jp

従業員数 375 名

資本金 7,000 万円

従業員数 15 名

生産品目 石油暖房機
調達方針 ①品質②リードタイム/ロット③コスト④海外リスクの回避
発注品目 プレス部品、スポット溶接組立部品
加工内容 150ｔ以上の単発プレス加工、スポット溶接加工
必要設備
要望事項 移管金型物件について引き受けて頂ける企業を要望致します。

46

株式会社 ナゴヤカタン

愛知県

名古屋市港区九番町四丁目5番地

http://www.nagoyakatan.com

生産品目 鋳造品・ロストワックス鋳造品・アルミ押出し・焼結金属・フラットバー・鍛造品・製缶品・プレス品・プラスチック製品・ゴム製品
調達方針 品質・コスト・納期・継続性が担保できるメーカと調達を行います
発注品目 鋳造品・鋳鋼品・切削品の機械加工・板金溶接品・OEM品製造(機械加工～組立～検査)
加工内容 鋳造品（FC・FCD・アルミニウム及び青銅（BC3/BC6/BC7/BC8）、黄銅）・ロストワックス鋳造品（鋳綱・ステンレス・アルミ・FCD）、切削加
工
必要設備 横MC・縦MC・NC旋盤・NCフライス盤等
要望事項

47
愛知県

株式会社 名古屋製作所
名古屋市熱田区花表町21-2

資本金 2,000 万円
http://www.nagoyamfg.co.jp/

従業員数 100 名

資本金 9,600 万円
https://www.nbk1560.com/

従業員数 459 名

生産品目 キュービクル、バッテリーBOX、ステンレスBOX、機械カバー他
調達方針 誠実で公正な資材調達を行っています。
発注品目 上記主な生産品
加工内容 上記主な生産品の板金
必要設備 レーザー（タレパン）ブレーキ溶接機
要望事項 コラボできる企業様を探しています

48
岐阜県

鍋屋バイテック会社
関市桃紅大地1番地

生産品目 FC、FCD鋳造、機械加工(SUS、アルミ、鉄)、ねじ加工(SUS、アルミ、難削材)など
調達方針 積極的でチャレンジ精神があり品質及び納期管理能力がある企業を求めます。
発注品目 FC、FCD鋳造、機械加工(SUS、アルミ、鉄)、ねじ加工(SUS、アルミ、難削材)など
加工内容 マシニング加工、旋盤加工、キー加工、転造、鋳造
必要設備 マシニング、NC旋盤、ブローチ盤、鋳造設備一式
要望事項 機械加工：数個～数百個、～数千個が対応できる企業を求めます。

49

日産車体エンジニアリング 株式会社

神奈川県 平塚市堤町4-4

資本金 4,000 万円
http://www.ns-eng.jp/

従業員数 460 名

生産品目 生産設備・治具の設計・製作・施工など、各種溶接サブライン、自動車車体用治具、治具＆ロボット、設備改造工事等
調達方針 新規発注を機会に今後、お互いに発展しあえる関係を築いていく
発注品目 各種車体溶接サブライン、自動車車体用治具、治具＆ロボット、設備改造工事、各種搬送設備、ハンドリング設備、パレタイズシステ
ム、ロボット付帯設備
加工内容 上記発注品各種必要設備
必要設備 上記発注品各種必要設備
要望事項 機械加工、生産設備・治具の設計製作、制御設計、配線工事が可能な企業。近年、東海地方での客先案件が増えており、ご協力いた
だける企業様をさがしております。

50

日本エンバイロ工業 株式会社

愛知県

岩倉市大山寺町神田25番地

資本金 6,000 万円
http://www.j-enviro.co.jp/

従業員数 29 名

資本金 4,000 万円
http://www.nihon-seiki.jp

従業員数 80 名

資本金 10,000 万円

従業員数 700 名

生産品目 化学機及び、公害防止機器の開発・製造・販売
調達方針 相互信頼関係による、細く長く、無理のない関係
発注品目 製缶部品、機器加工部品、現地工事（搬入据付、配管、配線）
加工内容 製缶加工、機器加工、工事施行、重量物運搬
必要設備 加工内容に応じた設備
要望事項

51
愛知県

株式会社 日本精機
名古屋市守山区中志段味西原2799

生産品目 ダイカスト金型の設計製作からメンテナンス、及び金型部品製作
調達方針 相互信頼関係
発注品目 金型部品
加工内容 3Dモデルによる形状切削加工
必要設備 マシニングセンター、及びCAM環境
要望事項 低コスト、短納期

52
大阪府

パナソニックプロダクションエンジニアリング 株
式会社
門真市松葉町2番7号

http://www.panasonic.com/jp/company/ppe.html

生産品目 生産設備・開発設備
調達方針
発注品目 ①架台②丸・角物加工品③樹脂加工品④制御盤⑤ハーネス
加工内容 ①製缶②③小物～大物精度モノ⇒①高500～1000・幅1000～5000②③各種サイズ有り④制御盤の製作⑤ハーネス製作⇒④横1600×
高さ1800×幅600⑤1本8m程度×400本/台
必要設備 ①五面加工機（無くても可）②複合旋盤③特に無し、平研・円研・内研等研削設備関係があれば尚良い④板金加工、塗装、各種配線圧
着工具⑤各種配線圧着工具等
要望事項 ・１品１様に対応可能な事（少量生産・大量生産両方に対応可能であれば尚良い）・コスト力・対応力がある事

53
愛知県

株式会社 ハラタ
刈谷市今岡町西吹戸3-10

資本金 2,200 万円
http://www.harata.co.jp/

従業員数 55 名

生産品目 自動車部品の生産設備装置専用機、顧客生産現場の改善・修繕部品および工事
調達方針 市場動向を見据えた自立型サプライチェーンの構築（多品種少量、迅速、適正品質）
発注品目 ①顧客工場内現場工事②製缶構造物の一貫対応③洗浄装置等の組立請負（弊社内も可）
加工内容 ①弊社営業と同行し現場にてスケッチして製作、取り付け工事までの作業（製作は不可でも可、豊田系の現場作業資格は必須）②弊
社の図面通りに材料の手配から溶組、焼なまし製缶構造物の完成、検査までを一貫対応③洗浄装置や専用機の弊社内での組立委
託作業、あるいは貴社内での組立請負作業
必要設備 ①工具類および資格類等②溶接機、フライス盤、検査機器等③工具類および資格類等
要望事項 長期にわたり顧客との信頼を共に築き上げていただける個人・法人様

54
三重県

株式会社 光機械製作所
津市一身田中野8-1

資本金 4,000 万円
http://www.hikarikikai.co.jp/

従業員数 99 名

生産品目 工作機械（研削盤）
調達方針 国内及び海外、品質にこだわり、ﾘﾋﾟｰﾄ品発注業者を固定することでﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ・ｺｽﾄの削減も目指します
発注品目 工作機械部品全般（多品種小ロット）、鋳物部品（完成品）、大型研磨含むﾍﾞｯﾄﾞ・ｺﾗﾑ（製缶・鋳物）、工作機械カバー（塗装共）
加工内容 一般的な公差の物から高精度を要する加工まで幅広く。旋盤、ﾌﾗｲｽ、ﾏｼﾆﾝｸﾞ、研磨、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ、ﾚｰｻﾞｰ、ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ他
必要設備 旋盤、ﾌﾗｲｽ、ﾏｼﾆﾝｸﾞ、研磨、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ他
要望事項 材料調達から研磨含め完成品での納品

55

株式会社 ヒマラヤ化学工業所

愛知県

あま市北苅二反田108番地

資本金 1,000 万円
http://www.himaraya-c.com

従業員数 57 名

生産品目 家庭日用品プラスチック、自動車内外装部品、建材部品、遊技部品
調達方針 発注する場合、弊社支給の場合と、自達（サプライヤー様購入）を状況にて相談致します。
発注品目 家庭日用品プラスチック、自動車内外装部品、建材部品、遊技部品
加工内容 射出成型品、50ｔ～850ｔクラスのプラスチック製品
必要設備 射出成形機、50ｔ～850ｔ。ホッパードライヤー乾燥機。温調器。
要望事項

56

福田刃物工業 株式会社

岐阜県

関市小屋名353

資本金 3,000 万円

従業員数 96 名

http://www.fukuda-web.co.jp/

生産品目 工業用機械刃物、工業用機械部品、治工具
調達方針 公平・公正な取引
発注品目 材料･熱処理・研磨加工込み全加工品、研磨加工のみ、機械加工のみ
加工内容 機械加工・熱処理・研磨
必要設備 マシニングセンタ・研磨機・熱処理設備(協力会社含む)
要望事項 見積回答3日以内希望です。製作納期は30日程度で差し支えありません。単品+小ロット品可能・1500mm以上の加工が可能だと助かり
ます。

57

株式会社 フジキカイ

愛知県

名古屋市西区中小田井4-380

資本金 9,477 万円
従業員数 640 名
https://www.fujikikai-inc.co.jp/

生産品目 包装機の製造・販売
調達方針 少量多品種生産
発注品目 包装機械部品、全加工発注
加工内容 ・搬送機器の設計施工・フライ加工・製缶加工・歯切加工・ステンレの製缶、機械加工
必要設備
要望事項 ＱＣＤの厳守とこれらについて積極的提案が可能

58

株式会社 不二鉄工所

大阪府

交野市星田北5-57-3

資本金 10,000 万円

従業員数 150 名

http://www.fujitekko.co.jp/

生産品目 巻取り機、スリッター
調達方針 相互信頼関係に基ずく調達
発注品目 ①小物部品の溶接～加工まで②長尺旋盤加工品③中型旋盤加工品（Φ200～Φ500）
加工内容 溶接・機械加工（旋盤加工、マシニング加工）
必要設備 溶接機・旋盤・マシニング・五面加工機
要望事項

59

フセハツ工業 株式会社

大阪府

東大阪市西堤本通西1丁目3-43

資本金 1,250 万円
http://www.fusehatsu.co.jp

従業員数 48 名

生産品目 引きバネ・押しバネ・キックバネ・線加工・板ばね・ﾘﾝｸﾞばね・その他アッセンブリ
調達方針 耐熱ﾊﾞﾈ・インコネル、ハステロイ、チタン材料の小売り頂ける企業
発注品目 弊社バネのメーカーです。板ばね薄板ばねから厚板ばね・ゼンマイばね・溶接バット溶接やアルゴン溶接など様々な分野に特化された
企業と商談させて頂きたいです。
加工内容 銅の鍍金や、ニッケル鍍金・溶接・板バネ
必要設備 上記3件鍍金・溶接・板バネ・加工に関する設備のある企業
要望事項 ・ISO9001取得企業・ものづくり匠企業・1個からの試作や量産も受けて頂ける企業

60

ブレインシール 株式会社

岐阜県

大垣市築捨町4-87

資本金 1,000 万円

従業員数 108 名

http://www.bsk-brain.com/

生産品目 工業用精密ゴムの製造販売
調達方針 品質・コスト面での最適調達に取り組み、強いコスト競争力をつける。
発注品目 ゴム金型、ゴム成形品、金具プレス(小物)、金具切削(小物)。樹脂成形品。
加工内容 金具プレス品、金具切削品においては、ゴムとの複合成形を行うため、精度は必要です。
必要設備 ・ゴム成形：100t、150t、200t真空プレス。・金具プレス：総抜き、順送仕様。・金具切削：φ10～φ30棒材からの削り出しがメイン。・樹脂
成形：100t横型射出成形機
要望事項

61

株式会社 マイセック

愛知県

名古屋市西区笠取町3-54

資本金 1,600 万円
http://www.misec.co.jp/

従業員数 45 名

生産品目 計測器器販売、産業用ヒータ設計、製造
調達方針 オリジナルシステム品の製作時のソフト、ハードの作成（リピート品ではない）
発注品目 治具作成、ソフト作成（ＶＢなど）
加工内容 毎回違う
必要設備 特に無
要望事項

62

名新パイピング 株式会社

愛知県

名古屋市南区弥次ヱ町3丁目77番地

資本金 1,000 万円

従業員数 26 名

https://meisin-piping.co.jp

生産品目 配管の製作、施工及び製缶品の製作。
調達方針 自社工場を保有のこと。
発注品目 SUS・SS素材のタンク、歩廊、サポートの製作。
加工内容 ①穴あけ加工②曲げ加工③メッキ加工
必要設備 ・溶接機（TIG、アーク、半自動）・バンドソー・フレア加工機（有ればで結構です。）・型鋼加工機・ベンダー・メッキ槽
要望事項 製作図の読解

63

メイティックス 株式会社

愛知県

西尾市中畑町安左東18

資本金 4,800 万円
http://www.matix.co.jp/

従業員数 270 名

生産品目 自動車部品、設備部品（半導体関連）
調達方針 Good Quality, Good Communication.の会社スローガンの下、公明正大な取引により信頼関係を構築。
発注品目 自動車部品（機関、駆動部品）
加工内容 切削加工（一部、組付けも有り）
必要設備 マシニングセンター、NC旋盤
要望事項 自社にて治具設計、手配対応可能。ISO14001、9001取得。少量、多品種対応可能。

64

株式会社 ヤガミ 名北商品センター

愛知県

小牧市久保一色東1-18

資本金 78,729 万円

従業員数 110 名

https://www.yagami-inc.co.jp/

生産品目 理化学機器及び学校保健に関わる品目
調達方針 品質安定を前提としたコストダウン及び、小ロット対応
発注品目 ①ステンレス製収納庫②電子パーツを組み込んだ実験器③学校保健機器及び、測定器（医療機器）
加工内容 金属加工、樹脂加工、電子部品アセンブリなど
必要設備 上記加工に必要な機器
要望事項 ①ステンレス加工②回路設計～開発～製造③医療機器製造販売業取得企業。①～③共通：部材調達から製造梱包までできる企業を
探しています。

65

ユアサシステム機器 株式会社

岡山県

岡山市北区吉備津2292-1

資本金 5,000 万円
従業員数 50 名
https://www.yuasa-system.jp/

生産品目 自動車関連等省力化設備、耐久試験システム
調達方針 QCDに基づくサプライヤーチェーンの拡充及び集約購買
発注品目 機械加工品、板金類、その他、量産ではなく、1個から2個の部品を特注で発注します。
加工内容 材質は、SS、SPCC、SUS、S45C、ｱﾙﾐ、ﾌﾟﾘﾊｰﾄﾞﾝ、MC901、POM、等、ｻｲｽﾞは、2,500x5,500程の架台から300x300xH300未満の物まで
多種、加工内容は、ﾌﾗｲｽ,旋盤,製缶加工,焼入れ後に研磨、等、ﾒｯｷや塗装を含む板金。
必要設備 三次元測定器で幾何公差等の測定結果書面を提出して頂く場合があります。表面処理及び焼入れ、塗装込みで依頼する場合が多い
です。
要望事項 構想設計から装置一式を手掛けることのできる業者様も探しております。もしくは、図面弊社支給で、OEMにて組立までできる業者様も
対象。
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ユアサプロマテック 株式会社

愛知県

名古屋市名東区高社2-171

生産品目 機械構成部品の販売
調達方針
発注品目 機械構成部品
加工内容 金属加工品・製缶・板金・専用機の設計製作
必要設備 マシニングセンター、NC旋盤等
要望事項

資本金 30,500 万円
http://www.ypm-jp.com

従業員数 68 名
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株式会社 豊電子工業

愛知県

刈谷市一ツ木町沖田60

資本金 4,500 万円
http://www.ytk-e.com/

従業員数 461 名

生産品目 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売
調達方針 高品質、低コスト、短納期での調達、原価低減の提案を相互に行える企業からの調達
発注品目 ・製缶+機械加工部品 ・切削加工品（角・丸物）・板金加工品・精密加工（研磨品含む）・産業機械の機械設計業務（構想設計・組図・部
品図の作図）・産業用ﾛﾎﾞｯﾄのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成及び教示業務・ｼｰｹﾝｻｿﾌﾄ作成業務・制御盤ﾊｰﾄﾞ設計業務・専用機の機械組付～機内配線
までのユニット製作
加工内容 ・溶接加工・フライス加工・旋盤加工・研磨加工（平研・円筒・内研）・Solid Works<３次元）、AUTO CAD（２次元）
必要設備 加工：MC加工機、門型五面加工機、NC旋盤、溶接機、中ぐり盤、板金加工機、等・Solid Works<３次元）、AUTO CAD（２次元）
要望事項 多品種少量生産の加工が得意な業者を募集しています。部品製作（特に製缶加工）と組立・配線までの一貫生産が可能な業者を募集
しています。産業機械の設計（ﾒｶ・電気・ｿﾌﾄ）が対応可能な業者。
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株式会社 豊電子工業 配電制御ｼｽﾃﾑ事業部

愛知県

刈谷市一ツ木町5丁目12番地9

資本金 4,500 万円
https://www.ytk-e.com/

従業員数 461 名

生産品目 高低圧受配電盤、分電盤、制御盤等の電力供給設備
調達方針 低ｺｽﾄで高品質、製造部門の生産性向上に寄与、又海外調達を積極的に推進し、世界市場での競争力をつける。
発注品目 受配電盤、分電盤、制御盤の設計、製作。
加工内容 受配電盤、分電盤、制御盤等の図面構築ないし機器取り付け配線加工
必要設備 図面作図の為CAD設備、盤組立の為工具（圧着工具、電動ﾄﾞﾘﾙ等）
要望事項 設計のみでも組立のみでも可能です。組立のみの場合は、部品部材、板金物全て弊社より支給致しますので工具さえあれば可能で
す。
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横山興業 株式会社

愛知県

豊田市大見町1-61

資本金 4,000 万円
従業員数 200 名
http://www.yokoyama-co.com

生産品目 自動車部品（シート部品、排気部品、ボディ部品など）
調達方針 相互信頼、QCD
発注品目 量産金属加工部品
加工内容 プレス加工（順送・単発）・スポット溶接・アーク溶接・メッキ加工・カチオン塗装、など
必要設備 順送プレス機（～600ｔ）、単発プレス（～400ｔ）、スポット機、溶接機、塗装ライン
要望事項 量産対応 納期厳守にてお願いします。
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理化精機 株式会社

愛知県

丹羽郡大口町豊田3丁目260番地

資本金 3,000 万円

従業員数 105 名

http://rikaseiki.co.jp/

生産品目 自動車製造用生産機器・治工具などの製作
調達方針 コスト、納期、品質の徹底管理
発注品目 ①図面支給の部品製作、治工具製作から組付まで②製品評価ゲージの設計・製作・測定まで
加工内容 一般機械加工（材質：Ｓ４５Ｃ、ＳＳ４００、ＳＫＤ１１、Ａ５０５２、SUS３０３、３０４etc.)、表面・熱処理まで含む
必要設備 工作機械全般、放電加工機、ワイヤーカット、レーザー加工機（板もの）、３次元測定機、※設備がなくても貴社から依頼できる協力会
社を持っていれば可。
要望事項 小ロット短納期対応 もしくは量産品の対応が可能
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株式会社 理工電気

東京都

品川区東五反田5-22-37(本社工場は岩手県）

資本金 3,000 万円
https://rikohdenki.jp/

従業員数 80 名

生産品目 全自動機・制御盤・精密切削・ケーブルアッセンブリー・電子部品、精密機器受託生産・射出成形
調達方針 ＰＤＣＡを含めた各種記録が整理されている、また品質管理が整っている事
発注品目 ①自動機(組立検査梱包）の設計、製作②制御盤の設計製作(板金塗装含む）③①②に関連するケーブルアッセンブリー及び切削加工
(今回は①を中心に強く面談希望）
加工内容 上記発注品各種必要設備
必要設備 上記発注品各種必要設備
要望事項 ①契約の締結(特に機密保持など）は必要です②価格・品質・納期にご協力を頂きたい
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株式会社 竜製作所

愛知県

大府市北崎町清水ヶ根111番地

資本金 4,000 万円

http://www.ryuuss.co.jp

生産品目 自動車、半導体、液晶業界の専用機設計製作
調達方針 納期、コスト対応、長期取引
発注品目 専用機、冶工具・試作品等の部品加工 ・組立・電気配線・シーケンス調整
加工内容 ①精密部品加工②組付作業③制御盤、機内配線④ＰＬＣ調整、いずれかでも可。
必要設備 ①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、ＮＣ旋盤、円筒研削盤、平面研削盤等の加工機械、②③④工場設備等
要望事項

従業員数 165 名

73
愛知県

株式会社 渡辺機械製作所
知立市西町宮後66

資本金 4,000 万円
http://www.wmm.co.jp/

従業員数 130 名

生産品目 自動車関係設備の設計、製作、組立、制御、工場への納品までを一括で請け負う、省力化装置、搬送装置等の設備
調達方針 品質、納期、原価で協力いただけるパートナーを必要としています。
発注品目 一括請負できる会社、また設計、製作、制御の部分的仕事でも応援可能な会社
加工内容 機械、制御図面作成、製缶加工設備、機械加工、組立、配線工事、機械調整、搬入据付
必要設備 機械設計、制御設計ＣＡＤ、製缶加工設備、機械加工設備、組立工場のいずれかを有する会社
要望事項 従来仕事の合間に対応いただける会社も歓迎します。

