マッチングフェアinなごや2020（愛知・岐阜・三重広域商談会） 発注企業一覧
商談会番号 地域

企

業

名

商談会番号 地域

企

業

名

1

愛知県 愛知製鋼 株式会社

40

愛知県 株式会社 昭和電機製作所

2

滋賀県 Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社 滋賀工場

41

愛知県 新栄機工 株式会社

3

岐阜県 アイテック 株式会社

42

愛知県 真永工業 株式会社

4

滋賀県 葵機械工業 株式会社

43

岐阜県 新興機械 株式会社

5

愛知県 株式会社 旭工業所

44

愛知県 新光機器 株式会社

6

愛知県 熱田起業 株式会社

45

東京都 進和テック 株式会社

7

埼玉県 株式会社 アドバンス

46

岐阜県 株式会社 関ケ原製作所

8

愛知県 井澤金属 株式会社 名古屋支店

47

愛知県 株式会社 ゼン

9

愛知県 井上特殊鋼 株式会社 名古屋営業所

48

愛知県 ダイトロン 株式会社 D&Pカンパニー装置事業部門

10

愛知県 株式会社 エージェンシーアシスト

49

滋賀県 ダイハツディーゼル 株式会社

11

愛知県 株式会社 エデックリンセイシステム

50

京都府 太陽機械工業 株式会社

12

愛知県 エヌティーテクノ 株式会社

51

愛知県 株式会社 大洋電機製作所

13

広島県 株式会社 エヌテック

52

愛知県 太陽パーツ 株式会社

14

静岡県 エンシュウ 株式会社

53

長野県 タカノ 株式会社

15

岐阜県 株式会社 オイダ製作所

54

岐阜県 中部エクストロン 株式会社

16

愛知県 有限会社 オーケイ機工

55

愛知県 株式会社 中部プラントサービス

17

大阪府 株式会社 太田鐵工所

56

愛知県 株式会社 千代田イー・エム

18

徳島県 大塚テクノ 株式会社

57

愛知県 千代田工業 株式会社

19

埼玉県 株式会社 大橋製作所

58

岩手県 株式会社 ツガワ 花巻工場

20

福岡県 岡野バルブ製造 株式会社

59

岐阜県 東海化成工業 株式会社

21

大阪府 株式会社 桶谷製作所 大阪事業所

60

岐阜県 株式会社 東海興産

22

愛知県 柏木産業 株式会社

61

岐阜県 東海理研 株式会社

23

岐阜県 カヨウ金属 株式会社

62

愛知県 東久 株式会社

24

愛知県 株式会社 鬼頭精器製作所

63

岐阜県 株式会社 ナカヒョウ

25

岐阜県 岐阜精工 株式会社

64

愛知県 株式会社 ナゴヤカタン

26

岐阜県 株式会社 キョウワ

65

愛知県 株式会社 ナゴヤギア

27

兵庫県 クボタ環境サービス 株式会社

66

愛知県 名古屋樹脂工業 株式会社

28

愛知県 株式会社 ゲートジャパン

67

岐阜県 株式会社 ナベヤ

29

愛知県 興和精密工業 株式会社

68

岐阜県 鍋屋バイテック 株式会社 美濃工園

30

愛知県 榊原精器 株式会社

69

愛知県 株式会社 西村製作所

31

大阪府 株式会社 サツマ超硬精密

70

愛知県 日進機工 株式会社

32

愛知県 サハシ特殊鋼 株式会社

71

愛知県 ニットー精器産業 株式会社

33

愛知県 株式会社 三機

72

愛知県 日本車輌製造 株式会社 （輸機・インフラ本部）

34

岐阜県 三甲 株式会社

73

愛知県 株式会社 ニデック

35

愛知県 三工機器 株式会社

74

愛知県 日本エンバイロ工業 株式会社

36

愛知県 株式会社 サンユー

75

岐阜県 野原電研 株式会社

37

愛知県 三友工業 株式会社

76

東京都 橋永金属 株式会社

38

愛知県 有限会社 塩澤工業

77

岐阜県 ピーピーエル 株式会社

39

愛知県 昭和機械 株式会社

78

京都府 HILLTOP 株式会社
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企

業

79

岐阜県 福田刃物工業 株式会社

80

岐阜県 株式会社 藤澤鐵工所

81

愛知県 富士精工 株式会社

名

商談会番号 地域

82

神奈川県 株式会社 ブリヂストンＥＭＫ

83

岐阜県 株式会社 古川電機製作所

84

岐阜県 ブレインシール 株式会社

85

愛知県 豊和工業 株式会社

86

愛知県 株式会社 ホニック

87

三重県 株式会社 マキシンコー

88

愛知県 株式会社 瑞穂機械製作所

89

兵庫県 三菱電機エンジニアリング 株式会社 メカトロシステ

90

岐阜県 矢橋大理石 株式会社

91

愛知県 株式会社 ヤマダ

92

東京都 大和樹脂 株式会社

93

愛知県 株式会社 豊電子工業

94

愛知県 株式会社 ヨシタケ

95

香川県 四電エンジニアリング 株式会社

96

東京都 株式会社 理工電気

97

滋賀県 株式会社 ワコー 長浜工場

98

北海道 ワコオ工業 株式会社

99

愛知県 ワシノ機工 株式会社

企

業

名

マッチングフェアinなごや2020（愛知・岐阜・三重広域商談会） 発注企業
令和2年7月10日現在
1

愛知製鋼 株式会社

愛知県

東海市荒尾町ワノ割１番地

資本金 2,500,000 万円
従業員数 2,663 名
https://www.aichi-steel.co.jp/

生産品目 特殊鋼条鋼、ステンレス鋼、チタン、鍛造品、工具鋼、電磁品 他
調達方針 グローバルかつオープンでフェアな取引。当社とのお取引に関しましては、皆様に国内外を問わず調達情報とオープンで公正な取引の
機会を提供いたします。なお実際のお取引については、品質・技術・コスト・納期に加え経営の健全性・継続的改善姿勢・体制等を総合
的に検討させていただき、決定いたします
発注品目 ①ｽﾃﾝﾚｽ製缶品：数十kg～数ton、製缶、機械加工 ②ｽﾃﾝﾚｽ部品：軸物・小物ｽﾃﾝﾚｽ部品（～2kg）、おねじ・めねじ加工品（～M30）
加工内容 ①ｽﾃﾝﾚｽ鋼の溶接等による鉄骨製作、機械加工、検査、現場施工（中厚板・形鋼は支給）②ｽﾃﾝﾚｽ鋼の軸物・小物(～2㎏)の機械加
工、摩擦圧接、転造加工など（丸棒・鍛造品は支給）
必要設備 ①溶接：ＴＩＧ及びＭＡＧ・ＭＩＧ 等。 処理：溶接後の酸洗等の焼取り処理。 機械加工：溶接後の機械加工（MC、5軸門型加工機)。 現場
施工：鋼構造物工事業の建設業許可が必須。②端面めねじ・おねじ加工機（切削・転造、～M24）、摩擦圧接機、品質検査機器など
要望事項 広範囲な加工内容を記述していますが、全てが必須ではなく、部分的に対応できる場合も歓迎します。これまでのステンレス鋼の扱い
実績を重視させていただきます。

2

Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社 滋賀工場

滋賀県

米原市村木930番地

資本金 9,000 万円
http://www.itokoki.co.jp/

従業員数 294 名

生産品目 ガス減圧弁製造販売
調達方針 品質至上
発注品目 ダイカスト・樹脂・真鍮加工
加工内容 弊社図面による。特に、機密部品のため、部分によっては、0.8程度を要する場合もございます。
必要設備 出荷検査時の測定器具。
要望事項 ＬＰＧ・都市ガス関係へ供給されている方、ぜひお話を。

3

アイテック 株式会社

岐阜県

美濃加茂市蜂屋台1-5-14

資本金 3,500 万円

従業員数 54 名

http://www.aitech-inc.co.jp

生産品目 自動車部品（クラッチ・エンジン周りの部品）
調達方針 相互信頼関係
発注品目 金型（順送・単発）200T～110T用
加工内容 金型製作
必要設備 マシニングセンター等、試打ちプレス機
要望事項 品質保証

4

葵機械工業 株式会社

滋賀県

湖南市小砂町1-7

資本金 30,000 万円

従業員数 655 名

http://www.aoimac.co.jp/

生産品目 自動車用各種部品（車体を構成する骨格部品、フューエルタンク、プロペラシャフト他）、農機用及び建設機械部品
調達方針 製品の品質・価格及び納期対応力などの経済合理性に加えて、安全性、収益性、成長性等、幅広い視野から総合的に判断する。
発注品目 自動車板金部品、機械加工部品（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ向け）
加工内容 ・ﾌﾟﾚｽ加工(月産4000～10000個）、ｽﾎﾟｯﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ溶接、ｶﾁｵﾝ電着塗装（外注でも可）・機械加工（月産5000個以上）
必要設備 ・順送ﾌﾟﾚｽ機（600ｔ以下）、ﾀﾝﾃﾞﾑﾌﾟﾚｽ機（400～1000ｔ）、定置ｽﾎﾟｯﾄ溶接機、ﾅｯﾄﾌｨｰﾀﾞｰ、塗装設備 ・機械加工設備（加工から研磨、焼
入まで）
要望事項 試作加工ではなく、量産対応可能な、新規取引先様を探しています。

5

株式会社 旭工業所

愛知県

刈谷市小垣江町本郷下6-1

資本金 6,000 万円
従業員数 320 名
http://www.asahikogyosho.co.jp

生産品目 自動車部品
調達方針 ＱＣＤの管理に優れているメーカー。かんばん対応が可能なメーカー。スペースに余裕があるメーカー。自社で工程設計できるメー
カー。※ＩＳＯ９００１取得必須
発注品目 自動車精密部品
加工内容 アルミダイカスト製品の切削加工（ＮＣ旋盤、マシニングセンター）
必要設備 【加工設備】ＮＣ旋盤、マシニングセンター、洗浄機【保証機器】形状測定機、粗さ測定機、3次元測定機、真円度測定機、残渣測定機
要望事項

6
愛知県

熱田起業 株式会社
名古屋市中川区福船町四丁目1番地の1

資本金 1,500 万円
http://atsuta-kigyo.co.jp/

生産品目 ・航空宇宙機器部品製造 ・試作・開発部品製造
調達方針 お互いにメリットを享受し、長期間にわたり継続して取引の出来る関係
発注品目 ・航空宇宙機器部品（航空機部品、宇宙機器部品、冶具製造等の精密機械加工） ・試作・開発部品
加工内容 切削加工
必要設備 ・NC旋盤 ・汎用旋盤 ・マシニングセンタ
要望事項 ・短納期対応

従業員数 37 名

7

株式会社 アドバンス

埼玉県

新座市大和田2-1-39

資本金 8,000 万円
http://www.ab-advance.co.jp

従業員数 200 名

資本金 31,000 万円

従業員数 280 名

生産品目 自動車関連部品・OA機器部品・カメラ部品・コネクタ部品等
調達方針 相互信頼/社会的信頼
発注品目 精密部品各種
加工内容 プレス板金/板金/インサート成形・金型/切削（金属・樹脂）/鋳造等
必要設備 幾何公差等が測定できる測定設備
要望事項 短納期

8

井澤金属 株式会社 名古屋支店

愛知県

名古屋市中区上前津1-14-20

http://www.izawa-metal.co.jp

生産品目 非鉄金属商社
調達方針 ①自動車用途で納入実績が有る事。②ISO品質規格を取得している事。③品質問題が発生した際、迅速に動ける事。
発注品目 ①実装関係。②マグネシウム加工品。③アルミ・鉄曲げ加工品。④ACサーボモータ⑤異種金属同士及び樹脂と金属の接合品。⑥アル
ミ・亜鉛ダイカスト。
加工内容 切削加工、曲げ加工、接合、ダイカスト鋳造。
必要設備 上記発注品目製造可能設備。
要望事項 1）競合先に対する優位性（強み）をアピールして下さい。2）製本見本や製品写真で、具体的用途事例を説明願います。

9

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24階

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

従業員数 330 名

生産品目 鋼材及び金属加工部品
調達方針 新しい仕事に意欲的に取り組んでくださる企業
発注品目 自動車以外の金属加工部品 工作機械、発電機、モーター、ロボットなど
加工内容 素形材～切削を中心に多種多様です。１０～１００ヶ程度。材質は鉄・SUS・非鉄が中心です。
必要設備 必要に応じて 高精度の案件の方が多いです。
要望事項

10
愛知県

株式会社 エージェンシーアシスト
安城市篠目町4-2-11

資本金 2,000 万円

従業員数 126 名

http://www.agency-assist.co.jp/

生産品目 機械装置用部品製作等
調達方針 ローコスト、短納期に対応していただけること
発注品目 製缶機械加工品、金属精密加工品等
加工内容 切削・切断・曲げ・熱処理・表面処理等加工全般
必要設備 上記加工が可能な機械設備
要望事項 見積回答も迅速に対応していただけること

11
愛知県

株式会社 エデックリンセイシステム
豊橋市西幸町字浜池331番地9

資本金 4,000 万円
http://www.edeclinsey.jp

従業員数 180 名

生産品目 高速高解像度カメラ、小型モーターコントローラー、実装精度計測顕微鏡、高精度画像処理ソフトなど
調達方針 高品質 低価格
発注品目 鈑金・製缶品（表面処理含む）、制御盤製作（部品自達可能なら良 自達不可も可）、機械組立 受託設計・生産
加工内容 鈑金・高精度製缶品（表面処理含む）、フレーム・アングル等へのNC加工（タップ・穴あけ）後のASSY溶接、制御盤配線製作
必要設備 フレーム・アングル等へのNC加工設備（タップ・穴あけ）、鈑金/溶接設備、検査装置
要望事項 制御盤部品（可能なら機器類・ｹｰﾌﾞﾙ等自達）メカ組立対応、安価。試作用小LOT生産、短納期対応

12
愛知県

エヌティーテクノ 株式会社
高浜市論地町5-1

資本金 4,840 万円
http://www.nt-techno.co.jp/

従業員数 730 名

生産品目 オートマチックトランスミッション用部品、エンジン用部品、ブレーキ部品
調達方針
発注品目 シャフト、インナーレース、アウターレース、キャリア、ピニオンシャフト
加工内容 切削、孔あけ、歯切り、転造、研磨
必要設備 CNC旋盤、フライス盤、ホブ盤、転造盤、マシニングセンター、ギアシェーパー、円筒研削盤、平面研削盤、内径研削盤、センタレス研削
盤
要望事項 ISO9001取得、自動車部品の加工経験あり、量産部品の加工経験あり

13
広島県

株式会社 エヌテック
福山市御幸町中津原1700

資本金 1,000 万円

http://www.ntech-co.com/

生産品目 一般産業部品、工作機械関連、食品関連部品、半導体、液晶
調達方針 品質と納期に対する意識が高いこと
発注品目 鉄、SUS、ｱﾙﾐがメイン
加工内容 焼き入れ、研磨、ﾒｯｷなど一括した対応が可能なこと（協力企業含む）
必要設備 縦MC、横MC、旋盤(汎用機があればなお良）、研磨（内研があればなお良）どれか1項目でも構いません
要望事項 見積り回答などフレキシブルに動いていただける企業様

従業員数 35 名

14

エンシュウ 株式会社

静岡県

浜松市南区高塚町4888

資本金 464,085 万円
https://www.enshu.co.jp/ja/

従業員数 1,011 名

生産品目 工作機械
調達方針 QCDを満足させて頂き、VA・VE提案も活発に頂けるパートナーを探しております
発注品目 ピン、パッド、ブラケット、架台等
加工内容 切削加工、研磨、製缶、大物加工
必要設備 M/C、NC旋盤、円筒・内径・平面研削盤、五面加工機、三次元測定機
要望事項

15

株式会社 オイダ製作所

岐阜県

大垣市草道島町13番地

資本金 1,000 万円

従業員数 132 名

http://www.oida.co.jp/

生産品目 汎用ｴﾝｼﾞﾝ部品・舶用ｴﾝｼﾞﾝ部品・産業機械部品・農業機械部品・分析計測機器部品等
調達方針 品質・価格・納期対応力を備えた新規協力会社様との取引
発注品目 汎用ｴﾝｼﾞﾝ部品・分析計測機器部品
加工内容 NC旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・研磨機を使用しての切削・穴あけ加工及びｻﾌﾞｱｯｼｰ。（材質：FC200～250 FCD400～600 S45C SCM AC・
ADC等）
必要設備 汎用旋盤・NC旋盤・フライス・MC・研磨等
要望事項 ・短期間での見積提出 ・多品種小ロット及び短納期に対応可能

16

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

資本金 1,000 万円

従業員数 19 名

名古屋市守山区西城2-8-7

生産品目 一般産業機械、医療機器などの特注部品、受注販売
調達方針 品質管理、納期管理
発注品目 小物機械部品、医療機械部品
加工内容 精密機械加工、塑性加工、成型加工など
必要設備 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、挑戦する意欲及び提案力を希望します。

17

株式会社 太田鐵工所

大阪府

堺市堺区砂道町1丁1番37号

http://ota-tekkousyo.jp/

生産品目 機械部品の加工、組立
調達方針 幅広い地域からの調達を目標にしています。（海外も含めて）
発注品目 製缶加工品
加工内容 ＳＵＳ製アングル材を加工し組み立てる。
必要設備 アングル材他に切削、穴あけができる機器があること。溶接も含めて。
要望事項

18

大塚テクノ 株式会社

徳島県

鳴門市瀬戸町明神字板屋島120番1

資本金 1,000 万円
従業員数 460 名
https://www.otsuka-techno.co.jp/

生産品目 医療用プラスチック製品、一般家庭製品、サーマルプロテクター、フープ成形製品、機能性食品包装材
調達方針 WinWinの関係性で相互成長
発注品目 チューブ・シャーレ等の診断部品関係、PETボトル、キャップ全般
加工内容 インジェクション成形、インジェクションブロー成形、ダイレクトブロー成形
必要設備 インジェクション成形機（50トン～300トン）、インジェクションブロー成型機（日精ASB70DPH、青木固250）、ダイレクトブロー成型機
要望事項 少量多品種製品の製造委託を検討しており、可能であればISOの認証や製造環境もクリーンルームで10万クラスが望ましい。※ISO認
証や環境レベルは必須ではない。

19

株式会社 大橋製作所

埼玉県

加須市豊野台1-471-8

資本金 9,600 万円

従業員数 90 名

https://www.ohashi-engineering.co.jp

生産品目 ACF実装装置、自動化設備
調達方針 1個でも低価格、及び、短納期対応
発注品目 精密機械部品
加工内容 切削加工、板金加工、製缶
必要設備 マシニングセンター、NC旋盤、レーザー、タレパン、ベンダー
要望事項 低価格、短納期

20

岡野バルブ製造 株式会社

福岡県

北九州市門司区中町1-14

資本金 128,625 万円
従業員数 391 名
http://www.okano-valve.co.jp/

生産品目 原子力・火力発電用高温高圧バルブの製造、修理・メンテナンスならびに販売
調達方針
発注品目 長尺加工品・製缶加工品（機械加工を含む）・プレス加工品・板金加工品・大型旋盤加工品
加工内容 表面処理・熱処理を含むものもあります。材質はステンレス・アルミ・鉄から樹脂・チタン・銅まで幅広く依頼いただいています。
必要設備 上記発注品目・加工内容を満たすもの。
要望事項

21

株式会社 桶谷製作所 大阪事業所

大阪府

大阪市北区梅田1丁目1番3 大阪駅前第三ビル24F-1

資本金 2,000 万円
http://www.e-oketani.co.jp/

従業員数 120 名

資本金 1,000 万円

従業員数 16 名

生産品目 大型機械加工品、大型製缶加工品
調達方針 PCD追及と継続的な取引関係
発注品目 機械加工品(大・中・小）、製缶品(大・中・小）、板金、丸モノ
加工内容 素材 SS,SC,SUS,AL，鋳物等 機械加工
必要設備 五面加工機、門型MC,横MC,旋盤、溶接
要望事項

22
愛知県

柏木産業 株式会社
大府市北崎町福池70番5

http://www.kashiwagi-sangyo.com

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 リーマ加工、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。パイプ（1000ミリ強）の両端リーマ 加工をできる加工先を探しています。

23
岐阜県

カヨウ金属 株式会社
岐阜市東鶉1丁目125-1番地

資本金 1,000 万円
https://kayou-group.com/

従業員数 16 名

生産品目 金属加工品製作及び材料販売
調達方針 多品種・小ロットから対応可能 検査体制の充実
発注品目 SUS・AL・鉄等 業種問わず様々な加工品（板金・製缶品・プレス加工品・機械加工品）
加工内容 板金・切削・旋盤・溶接・プレス加工・塗装
必要設備 ブレーキプレス・ﾚｰｻﾞｰ加工機・プレス機・各種マシニング設備
要望事項 短納期に対して対応頂けれる企業様を要望致します

24
愛知県

株式会社 鬼頭精器製作所
豊田市中町中根50番地

資本金 2,000 万円

従業員数 40 名

http://www.kitouseiki.co.jp

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下さる企業様
発注品目 精密加工品
加工内容 材料から完成まで（熱処理、表面処含む）、または旋盤加工品、マシニング加工品、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

25
岐阜県

岐阜精工 株式会社
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 80 名

生産品目 各種専用機械の設計製作
調達方針 納期・品質・コスト厳守
発注品目 一般加工部品（ｓｓ材・Ａｌ材・ＳＵＳ・樹脂）、製缶加工品（大物～小物）、軸、ロールの焼入研磨品など。 サブAssyの部品製作・組立品
加工内容 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
必要設備 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
要望事項 材料調達から表面処理まで対応可能を希望

26
岐阜県

株式会社 キョウワ
関市志津野2935

資本金 2,000 万円

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+機械加工部品、製缶溶接部品+機械加工
加工内容 ①SS400,SUS板金加工及び溶接+機械加工（M/C,ﾌﾗｲｽ等）、表面仕上げ②SS400,SUS溶接+機械加工
必要設備 ﾚｰｻﾞｰ切断機、曲げプレス、各種溶接設備、機械加工設備
要望事項 受注可能な企業の面談を希望します

従業員数 45 名

27

クボタ環境サービス 株式会社

兵庫県

尼崎市浜一丁目1番1号（クボタ 阪神オフィス）

資本金 9,000 万円
従業員数 1,775 名
https://www.kubota-ksk.co.jp/

生産品目 水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設・再資源化処理施設の設計・監理・施工ならびに補修・改造工事・新設プラント工事。破砕機
の設計・製造・部品供給・メンテナンス工事
調達方針 公平・公正且つ誠実なお取引を徹底する。安全最優先を鑑みた調達を実現する。お取引先とパートナーシップを構築しお互いの技術
力・品質向上に努める。
発注品目 環境プラント施設に対する補修工事・機器据付配管工事。各環境プラント機器の設計・再作（ｼｭｰﾄﾎｯﾊﾟ架台類・ﾀﾞｸﾄ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞ
ﾔ・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝﾍﾞﾔ・ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ・破砕機部品等） ※詳細は末尾
加工内容 機器据付配管・電気計装・油圧機器整備（現場工事） 製缶機械加工
必要設備 工場設備(溶接機・ガス溶断機・シャーリング・プレス）現場工事（発電機・吊具・ユニック・溶接機・フォークリフト・各種測定器等）製缶機
械加工（旋盤・マシニング・五面加工機・横中ぐり盤等）
要望事項 品質(高品質・優れた技術て・安全意識)、コスト（積算能力・コスト競争力）

28

株式会社 ゲートジャパン

愛知県

名古屋市天白区菅田1丁目1107

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

従業員数 36 名

資本金 5,000 万円

従業員数 200 名

生産品目 金型一式・金型部品・自動機部品・治工具・自動機の設計製作
調達方針 相互信頼関係
発注品目 金型一式・金型部品・自動機部品
加工内容 切削加工がメイン
必要設備 旋盤・フライス・マシニング等の完成に必要な設備
要望事項 末永く取引して頂ける企業様

29

興和精密工業 株式会社

愛知県

豊明市栄町西大根30-183

http://kohwa-grp.co.jp

生産品目 自動車・弱電・機能部品の製造（金属の精密切削・研削/樹脂形成/ｻﾌﾞAssy 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/月検討いただける仕入先様
発注品目 ・EFP関連、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、樹脂形成機、ｻﾌﾞAsｓy、等
必要設備 ・NC自動盤、NC旋盤（φ50.0以下）、樹脂形成機（縦盤、横盤）（75t～250t）、Assy等
要望事項 ISO9001、ISO14001認証取得

30

榊原精器 株式会社

愛知県

西尾市花蔵寺町五貫目東48番地

資本金 9,797 万円
従業員数 249 名
http://www.sakakibaraseiki.com

生産品目 自動車電装品・自動車精密部品・産業用ロボット部品他
調達方針 QCDの管理体制があり、前向きで意欲ある企業へ発注
発注品目 アルミ素形材の鋳造と切削加工
加工内容 アルミダイキャスト鋳造、NC旋盤、MC加工
必要設備 NC旋盤、MC(インデックス付き横型があると尚良い)、三次元測定機
要望事項 品質保証まで自社対応できること

31

株式会社 サツマ超硬精密

大阪府

大東市新田中町2-9

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

従業員数 50 名

生産品目 プレス金型部品、超硬部品、治工具、機械部品製造販売
調達方針 購買ニーズ
発注品目 あらゆる機械部品、金型部品。単品ものから数もの部品。丸物、異形もの焼き入れ研磨品等
加工内容 切削加工、穴あけ、焼き入れ、研磨、放電加工、ワイヤー加工、鋼 難削材加工、アルミ、真鍮、 銅、ステンレス 等
必要設備 フライス、旋盤、マシニング、NC旋盤、平面研磨、円筒研磨、ワイヤーカット、放電加工機
要望事項

32
愛知県

サハシ特殊鋼 株式会社
名古屋市港区油屋町1-33

生産品目 特殊鋼材の販売、機械加工品の販売、各種プラント製作、施工
調達方針 良いものを安く、早く
発注品目 機械加工、製缶品、板金加工品
加工内容 旋盤、各種マシニング加工、製缶加工
必要設備
要望事項 多品種、小ロット品の取り扱い希望です。三次元等の検査体制

資本金 2,500 万円

http://www.sahashi-steel.co.jp

従業員数 60 名

33
愛知県

株式会社 三機
名古屋市熱田区白鳥二丁目8番24号

資本金 9,900 万円
http://www.sanki1948.co.jp/

従業員数 145 名

生産品目 ロボット商材、自動車＆航空宇宙産業用（治具・金型・精密部品・ゲージ）、FA用検査装置・専用機・工場IOT化対応、研究開発支援業
務
調達方針 品質第一・生産管理対応。
発注品目 ①金型製作 ②機械加工 ③組付・測定/検査治具 ④専用設備の設計・製作 ⑤ロボットのSier
加工内容 ① 金型製作（ダイカスト、プレス、モールド）：売型・対応できること ②切削・研削加工・ワイヤー放電加工・表面処理まで対応できること
少量多品種、大きさ：手のひらサイズ程度 ③組付・測定/検査治具 ④専用設備の設計・製作 ⑤ロボットのSier
必要設備 各種工作機械、測定器、CAD、CAM、設計・調整ツール等
要望事項 過去の実績・事例および他社よりも優位性のある特色技術を紹介できる資料を提示できること。

34
岐阜県

三甲 株式会社
瑞穂市本田474-1

資本金 10,000 万円
従業員数 4,000 名
https://www.sanko-kk.co.jp/#1

生産品目 プラスチック物流機器
調達方針
発注品目 ①線材加工、プレス加工等の金属加工品 ②ＬＤＰＥのインフレーション成形 ③ゴムコンプレッション成形
加工内容 ①パチン錠、バケツ等のハンドルとなる線材加工品 ②0.1～0.2mmの押出シート(50～100mm幅) ③滑り止めとなるゴム材やその他
パッキン材
必要設備
要望事項 弊社納入工場は北海道～鹿児島まで26工場ありますので納入地は全国となります。

35
愛知県

三工機器 株式会社
稲沢市奥田流町36番地

資本金 20,000 万円

従業員数 110 名

http://www.sanko-kiki.co.jp

生産品目 モーター用自動巻線機の開発、設計、製造
調達方針 後工程へ確実な部品供給（不具合ゼロ）
発注品目 精密部品（多品種、小ロット）、0.01の精度部品（平面/円筒）・ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｶﾊﾞｰ施工
加工内容 切削加工 ・樹脂精度加工 ・大型製缶加工 ・ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ設計～組立
必要設備 五面加工機、マシニングセンター、NC旋盤、成型研磨機 等
要望事項 検査の徹底と短納期対応

36
愛知県

株式会社 サンユー
名古屋市中川区露橋町32

資本金 1,000 万円
https://www.e-sanyu.co.jp/

従業員数 8 名

生産品目 ①丸棒材吊上げ工具ー「サンクランプ」②細径パイプ清掃ー「パイプ内クリーナー」③事業承継について
調達方針 ①レーザーカット②サンクランプとパイプ内クリーナーの取り扱い代理店様募集です。
発注品目 ①サンクランプとパイプ内クリーナーの取り扱い代理店様募集 ②板金、レーザーカット、組立 ③トラブル解決ー事業承継
加工内容 ①吊上げ工具の上記品目 ②代理店様募集 ③トラブル解決ー事業承継
必要設備 上記に準じる
要望事項 工具、パイプ内クリーナー（産業機械）共にお取り扱い代理店様募集しております

37
愛知県

三友工業 株式会社
小牧市大字舟津1360

資本金 10,000 万円
従業員数 250 名
http://www.sanyu-group.com/

生産品目 ①ｺﾞﾑ射出成形機②自動化省力化設備③防音・消音装置④発電機
調達方針 「顧客第一」主義のモノづくりを実行する
発注品目 ①製缶＋機械加工品②旋盤加工品③自動化省力化設備の設計、製作④燃料タンク
加工内容 切削加工
必要設備
要望事項 短納期対応、高精度部品加工

38
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

生産品目 工作機械組立・機械オーバーホール・部品加工
調達方針
発注品目 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 修理部品、板金部品、熱処理対応可能な企業希望。
必要設備
要望事項 工作機械、産業機械の電気設計可能な企業希望。

資本金 300 万円

http://shiozawa-k.co.jp

従業員数 130 名

39
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 9,500 万円
http://www.showakikai.jp/

従業員数 60 名

資本金 5,000 万円

従業員数 108 名

生産品目 食品包装機、乾燥炉、マテハン装置 他
調達方針 納期、品質、価格
発注品目 製缶、機械加工、板金
加工内容 製缶、機械加工全般、板金加工全般
必要設備 上記加工に必要な設備
要望事項 単品・短納期に対応できる企業

40
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

http://www.showa-e.co.jp

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 電気制御盤・操作盤
加工内容 盤板金筐体等製作及び、組立配線
必要設備 最大：W3600mm×H2300mm×D700mmまで程度の制御盤が製作・組立できる設備
要望事項 20～30面以上の一括全外注仕事もあり。併せて対応できる企業を探しています。

41
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
http://www.j-skk.co.jp

従業員数 90 名

資本金 500 万円

従業員数 40 名

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 ダクト部品、組立、鋳物(AL)
加工内容 (1)ダクト部品、(2)組立作業(弊社内作業)、(3)鋳物(AL)
必要設備 (1)溶接機等、(2)組立工具等、(3)鋳造設備(手込め)
要望事項 組立は弊社内での作業可能な業者様。鋳造は木型が手込め用です。

42
愛知県

真永工業 株式会社
半田市瑞穂町4-8-21

https://www.a-shinei.co.jp/

生産品目 工場生産設備の設計、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 相互信頼関係、コンプライアンス・品質保証の確実な実施
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 工場内外注や従来仕事の合間にご対応いただける会社も歓迎いたします

43
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
従業員数 120 名
http://www.shinko-kikai.co.jp/company/

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・ＭＣ加工，製缶加工，板金加工
必要設備 汎用旋盤、ＮＣ旋盤、フライス、ＭＣなど各種設備
要望事項 単品加工，小中物旋盤加工，製缶・機械加工が得意な企業様希望。

44
愛知県

新光機器 株式会社
清須市朝日貝塚33

資本金 9,800 万円
http://shinkokiki.co.jp/

従業員数 154 名

資本金 30,000 万円

従業員数 249 名

生産品目 多品種、小ロットの加工
調達方針 品質第一、少量生産に対応可能な生産体制、コスト低減
発注品目 銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）の加工
加工内容 旋盤加工、フライス加工
必要設備 NC旋盤、マシニングセンタ
要望事項 短納期対応が可能な企業、1個からでも対応可能な企業との面談希望

45
東京都

進和テック 株式会社
中野区本町1-32-2

生産品目 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ、集塵機、消音機、部品
調達方針 相互信頼関係
発注品目 空調用ｴｱﾌｨﾙﾀｰのｹｰｼﾝｸﾞ
加工内容 鉄、SUS、亜鉛鋼板によるｹｰｼﾝｸﾞ完成品(溶接、ﾘﾍﾞｯﾄ式他)
必要設備 ﾀﾚﾊﾟﾝ、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ他
要望事項 各種試作品、特注製品にご協力戴ける企業様

http//www.shinwatec.co.jp/

46
岐阜県

株式会社 関ケ原製作所
不破郡関ケ原町2067番地

資本金 24,700 万円
https://www.sekigahara.co.jp

従業員数 390 名

生産品目 大型油圧シリンダー、舶用補器、鉄道機器、大型産業機械、精密機器
調達方針 相互理解と協業体制に基ずく調達活動、SLQDCの強化
発注品目 舶用補器製缶品、鉄道機器部品、大型油圧シリンダー部品
加工内容 エンジンルームクレーンの製缶、鉄道分岐器、油圧部品
必要設備 一般的な加工機（MC/NC）で対応可能。製缶は定盤サイズ３M×７M必要。
要望事項 長期的に安定供給していただける企業

47
愛知県

株式会社 ゼン
名古屋市中川区舟戸町6-30

資本金 4,500 万円

従業員数 75 名

https://www.zen.co.jp/

生産品目 様々な業種の設計・試作・小ロットの加工（例）事務機、自動車部品。照明製品、医療機器等
調達方針 Q・C・Dが管理されている事
発注品目 試作・小ロット加工全般（金属切削・樹脂切削・板金加工・バネ・試作金型等）加工種問わず。
加工内容 図面・データ等によります。
必要設備 加工に必要な機械。検査設備（3次元測定器や顕微鏡・粗さ計等）
要望事項 各加工種でQありきですが、C・Dのどれか一つでも得意な分野があれば大歓迎です。

48
愛知県

ダイトロン 株式会社 D&Pカンパニー装置事業
部門
一宮市木曽川町門間字島海1

資本金 220,000 万円

従業員数 823 名

https://www.daitron.co.jp/

生産品目 半導体製造装置、FPD製造装置、画像関連機器、情報システムeｔc
調達方針 WinWinをモット-としております。
発注品目 生産販売品目の部材調達
加工内容 フライス、旋盤、研磨加工、及び表面処理全般、製缶加工、板金加工、樹脂加工全般
必要設備 MCｾﾝﾀｰ、NC旋盤、各種研磨機、レーザー加工機、溶接機、汎用旋盤、ﾌﾗｲｽetc
要望事項 特になし

49
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

従業員数 829 名

http://www.dhtd.co.jp

生産品目 舶用発電用ディーゼルエンジン、陸用非常用発電ディーゼルエンジン
調達方針 競合見積の実施及び、ＳＥよるコスト低減活動。
発注品目 配管、カムジク、カンセイエンバン、フライホイール、ギヤボックス、ピストンクラウン、メタルキャップギヤ、板金カバー類、ブラケット類、
ポンプ、ベアリング、パッキン、ベローズなど
加工内容 切削加工、研削加工、旋盤加工、ワイヤー加工、放電加工、歯切加工、研磨、ネジ加工、熱処理、表面コーティング
必要設備 旋盤、マシニング系機械、研磨機、ワイヤー加工機、放電加工機、溶接機など
要望事項 すべての部品においてサイズが大きく、重量のあるものが多いので、その点ご留意ください。

50
京都府

太陽機械工業 株式会社
南丹市園部町船阪町田1-26

資本金 10,000 万円
http://www.taiyokikai.com/

従業員数 180 名

生産品目 自動車用エンジン・トランスミッションコンポーネント及び部品、エアコン用部品、二輪クラッチ用歯車、減速機用歯車、産業機器部品
調達方針 弊社はギヤ加工をコアとしております。旋盤特に研磨加工を得意とされている企業との接点を持ちたいと思ってます。（幅定寸・軸定寸
保有前提）
発注品目 各種ギヤ製品の旋盤加工・ギヤ加工及び鍛造品など※例：丸物（～Φ200）、数量（試作レベル数個 ～ 月産数千個）
加工内容 鍛造品、旋盤加工、ギヤ加工（ホブ・ブローチ・ギヤシェーパー・シェービング・歯車研削）等
必要設備 NC旋盤、ホブ盤、ブローチ盤、転造盤、歯車研削盤、各種研磨機など
要望事項 少ロット～量産対応が可能な企業を希望します。特に品質体制（測定器保有必須）をアピール願います。

51
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

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

従業員数 70 名

52

太陽パーツ 株式会社

愛知県

名古屋市名東区大針3-5 シャンポール大針Ⅱ 1C

資本金 3,000 万円
http://www.taiyoparts.co.jp

従業員数 120 名

資本金 201,590 万円

従業員数 600 名

生産品目 ダイカスト(アルミ、亜鉛)の金型設計・製作及び鋳造・加工
調達方針 小ロット対応可能
発注品目 精密機械部品
加工内容 ダイカストの鋳造及び二次加工、鋳物の鋳造及び二次加工
必要設備 発注品目に対応できる設備
要望事項

53

タカノ 株式会社

長野県

上伊那郡宮田村137

https://www.takano-net.co.jp/

生産品目 オフィス用家具、検査装置、エクステリア、産業機器、ヘルスケア製品など
調達方針 ・今期はSCM全般の見直しが課題（リスクヘッジ、複数社購買、BCP、可能であれば海外調達品に関する国内回帰）
発注品目 上記販売品目に関する部材、モジュール、半製品など
加工内容 ①オフィス家具用の木工部品、金属部品、張地など②屋外設置の表面処理を施した金属/プラスチック加工部品など③ヘルスケア製
品の組立外注など④その他
必要設備 ①オフィス家具の木工部品（生産キャパがあること）その他機構部品は比較的大きな設備が必要②屋外向けの表面処理は、自社で可
能あるいは協力会社にお願いされていても可③具体的な案件毎にご相談させて頂きます。
要望事項 弊社WEBご確認頂き、弊社製品に対し「こんな価値が提供できる。」「こんなことをするとコスト低減できる。」といったご提案歓迎。また、
当マッチングフェアの翌日貴社見学可であればお願い致します。

54

中部エクストロン 株式会社

岐阜県

各務原市上戸町7-1-5

資本金 8,000 万円

従業員数 96 名

http://www.cextron.co.jp

生産品目 自動車部品、OA電子機器部品、住設用部品、樹脂成形用金型、樹脂用素材（丸棒・板等）
調達方針 ｢よいもの｣を｢よりやすく｣｢よりはやく｣
発注品目 自動車部品、OA電子機器部品、住設用部品、樹脂成形用金型、樹脂加工品、樹脂用素材（丸棒・板等）
加工内容 プラスチック射出成形（特に高機能樹脂PPS等）、塗装（メッキ、蒸着等含む）、印刷、組付け等、樹脂成形用金型設計製作
必要設備 射出成形機、塗装設備、印刷設備、金型製作設備
要望事項 高機能樹脂PPS等と透明品の射出成形、小ロット対応、金具手配（インサート成形、圧入用）

55

株式会社 中部プラントサービス

愛知県

名古屋市熱田区五本松町11-22

資本金 24,000 万円
従業員数 1,600 名
http://www.chubuplant.co.jp/

生産品目 発電設備建設・保守・運転事業、石油・ガス・化学プラント設備建設・保守・点検事業、環境・廃棄物処理設備など各種プラントの建設・
保守事業、電気・計装設備の建設・保守事業 他
調達方針 相互信頼関係
発注品目 発電設備、石油・ガス・化学プラント設備、環境・廃棄物処理設備、電気・計装設備 ※詳細は末尾
加工内容 配管工事（工場内作含む）、機器据付工事、ダクト製作・据付、プラント架構製作、タンク製作・据付、特高・高圧設備工事、その他各種
盤（制御盤等） 設計・製作、ケーブルダクト・トレイ製作・据付、圧力容器 設計・製作他
必要設備 関係設備一式
要望事項

56
愛知県

株式会社 千代田イー・エム
一宮市西萩原若宮前18-1

資本金 3,000 万円

従業員数 36 名

http://chiyoda-em.co.jp/

生産品目 医薬品向け容器ラベル貼り設備、自動車部品向け表面処理・洗浄設備
調達方針 グループの社是である「自利利他円満」・経営理念である「パートナーシップ」に基づき、パートナーとして、協力し合い、共に成長してい
けることを目指します。
発注品目 フレーム・製缶 主にステンレス
加工内容 設備の製作に関係した部品製作
必要設備 CAD、部品製作に必要な各種設備
要望事項 ほとんどが1品1様の設備となります。リピートもほとんどないです。

57
愛知県

千代田工業 株式会社
大府市北崎町大島23番地

生産品目 自動車部品 (機能部品・シートフレームなど)
調達方針 自動車構成部品は、基本的に協力会社へ協力していただいております。
発注品目 自動車部品の構成品
加工内容 大物・中物のプレス加工、パイプのベンダー加工・孔明加工
必要設備 400t以上のプレス機、ＮＣパイプベンダーなど
要望事項 価格の競争力、生産準備能力を求めてます。

資本金 2,500 万円
https://chiyoda-kogyo.com/

従業員数 505 名

58

株式会社 ツガワ 花巻工場

岩手県

花巻市大畑9-92-4

資本金 9,500 万円
https://www.tsugawa.com/

従業員数 570 名

資本金 82,500 万円

従業員数 759 名

生産品目 医療機器、画像処理機器、金融機器、通信機器
調達方針 品質体制が構築されてコスト競争力に優れた企業
発注品目 薄物精密板金と焼付金属塗装＋組立まで一貫生産が可能な企業
加工内容 同上
必要設備 同上
要望事項

59

東海化成工業 株式会社

岐阜県

可児郡御嵩町御嵩2192-30

http://www.tci.tokai.co.jp/

生産品目 自動車部品（内装部品・エンジン周辺部品）
調達方針 最適調達
発注品目 プレス加工品（+溶接Assy品）、樹脂成形部品（+Assy品）、ウレタン発泡金型
加工内容 ・100ｔ～450ｔ 単発・順送加工、カチオン塗装、溶接工程・120ｔ～850ｔ樹脂成形（PP・ABS・ナイロン材）、2色成形：250ｔ
必要設備 ・プレス機、樹脂成形機
要望事項 東海地区以外に九州・関東、また海外では北中米での取引可能性についても商談したい。

60

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 88 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 ・お客様の要望に沿ったＱＣＤＥＳの追及と、顧客満足度の向上
発注品目 ・大物～中物の製缶加工部品加工 ・小口旋盤（～φ300）、フライス加工部品、精密部品（ＳＳ，ＡＬ，ＳＵＳ）
加工内容 ・製缶加工品はフレーム、ブラケット等の製缶～加工。 ・旋盤・フライス加工部品は、簡易な部品から研磨工程が必要となる部品まで
の加工品全般。
必要設備 ・旋盤・フライス・横フライス、平面研磨、円筒研磨 等
要望事項 ・企業規模は問いません。・品質、価格、納期 重視 ※短納期対応して頂ければ幸いです。

61

東海理研 株式会社

岐阜県

関市武芸川町谷口599番地

資本金 9,675 万円

従業員数 90 名

https://www.tokairiken.co.jp/

生産品目 金属製品、セキュリティ商品の開発・製造・販売
調達方針 モノづくりの専門知識を生かした提案により、SQCEDに安心できる商品を提供する
発注品目 板金＆機械加工部品・ロッカー・架台・台車・セキュリティ商品
加工内容 設計・開発（機械設計・ソフト・基板）、機械加工品（角・丸等）、板金加工品（薄板・中板）の二次加工（塗装・メッキ）を含み組立まで、
ハーネス等の電気制御を含む製作組立
必要設備 設計ＣＡＤ（二次元・三次元）、レーザー複合機等の板金加工機、パイプベンダー・マシニング等の機械加工機、塗装ブース、きれいな
組立梱包スペース等
要望事項 ・板金加工から塗装、組立梱包まで一貫して加工可能な企業様を特に探しています。

62

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
http://www.tokyu-jp.com

従業員数 380 名

資本金 8,400 万円

従業員数 130 名

生産品目 カーエアコンのコンプレッサー部品・鋳造機械設備・専用機
調達方針 確実な品質・原価改善の推進
発注品目 製缶加工品・精密加工品
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

63
岐阜県

株式会社 ナカヒョウ
各務原市鵜沼羽場町7丁目363番地

http://www.nakahyo.com

生産品目 主に自動車、住宅向けの金属プレス部品の製造販売。金属試作部品の製造販売。
調達方針 品質、コストのバランスが取れている。短納期対応可能。
発注品目 金属プレス金型、金属プレス金型部品、金属試作部品、プレス品の切削・研磨加工、プレス品に接合（カシメ、溶接）する小物付属品の
加工、プレス～溶接（スポット、CO2等）の一貫生産
加工内容 主にプレス部品の切削、研削、金属プレス、熱処理、表面処理
必要設備 マシニングセンター、NC旋盤、プレス機、その他上記発注品目、加工内容に対応できる設備
要望事項 バリレス、全せん断等の精密プレス加工を実現できる金型を希望

64

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

資本金 7,000 万円
従業員数 16 名
https://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(鋳鋼・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

65

株式会社 ナゴヤギア

愛知県

名古屋市南区滝春町9番地

資本金 6,000 万円

従業員数 56 名

http://www.nagoyagear.co.jp

生産品目 歯車
調達方針 材料支給、ブランク支給
発注品目 歯車ブランク
加工内容 旋盤、マシニング、内外径研磨、ワイヤー
必要設備 旋盤、マシニング、研磨機、ワイヤー
要望事項

66

名古屋樹脂工業 株式会社

愛知県

小牧市大字入鹿出新田字中池1212番地

資本金 7,200 万円
従業員数 95 名
http://www.nagoyajushi.co.jp/

生産品目 プラスチックの真空成形品、板材料の加工・アセンブリ品の販売および看板施工
調達方針 お互いの信頼関係の上でＱＣＤが安定していること
発注品目 プラスチック製品
加工内容 真空成形、ＮＣ加工、切削加工、レーザー加工、ハンド加工、曲げ加工、接着加工、塗装
必要設備 真空成形機、ＮＣ加工機、レーザー加工機、塗装設備 など
要望事項 多品種小ロットおよび短納期に対応できること。特にプラスチック製品の塗装業者を探しています。

67

株式会社 ナベヤ

岐阜県

岐阜市若杉町25番地

資本金 9,800 万円

従業員数 190 名

https://www.nabeya.co.jp/

生産品目 FC、FCD材料を中心とした素形材製品の製作販売。量産単重は1～10kg程度、単品単重100～1000kg程度の鋳物を制作し、加工など
付加価値を高めた鋳物を販売。
調達方針 ISO9001の取得は不問ですが、それに準じた企業内活動を進めている企業様を優先致します。
発注品目 各業界の顧客から受注した鉄鋳物は弊社で製作しますので、後工程として協力企業様の設備に合わせてお願いさせて頂きます。品目
内容は都度、変わります。
加工内容 鉄鋳物をメインで加工対応いただける企業様で、素材形状は丸角異形、サイズは片手で持てる～1トン程度。数量は1個から数百個程
度。試作対応、少量対応、中量量産対応等で相談させてください。
必要設備 加工設備全般。（縦横ＭＣ、五軸や五面加工、ＮＣ旋盤や複合旋盤等）
要望事項 近年、顧客から加工品精度の補償要求が多くなり、三次元測定機はもちろん、各種測定具の定期公正を行っていただいている企業
様。

68

鍋屋バイテック 株式会社 美濃工園

岐阜県

美濃市楓台60-1

資本金 9,600 万円
従業員数 393 名
https://www.nbk1560.com/products/contents/imono_ji
gyo/

生産品目 FC鋳物の製造、加工、表面処理
調達方針 納期管理、品質保証のできる企業
発注品目 FC鋳物の加工、塗装、表面処理
加工内容 受注生産品の鋳物加工（リピート性あり）。マシニング加工が主。数量10～300個。サイズ感 Φ100～300 , Φ300～500
必要設備 マシニングセンタ（縦、横）
要望事項

69
愛知県

株式会社 西村製作所
海部郡飛島村木場二丁目102番地

資本金 1,000 万円

従業員数 117 名

http://www.nishimuraworks.co.jp

生産品目 治工具・金型の設計製作
調達方針 パートナー企業様との共存共栄
発注品目 金属部品加工
加工内容 比較的小物の鉄またはアルミの治工具・金型に使用される部品単品の製作をお願いしたいです。丸物または角物の多品種少量生産
となり、基本は1つづつの製作となります。
必要設備 ＮＣマシニングセンター、旋盤、円筒研磨、平面研磨、溶接機、ﾜｲﾔｰカット放電加工機などの工作機械、精密測定器、三次元測定機な
どの検査機器
要望事項 納期と品質は厳守をしてくださるパートナー様を求めます。

70

日進機工 株式会社

愛知県

名古屋市守山区花咲台二丁目401番地

資本金 9,750 万円
https://nissinkiko.com

従業員数 347 名

生産品目 ウォータージェットやその他工法による産業プラントメンテナンス（トヨタ自動車・中部電力・日本製鐵等の生産設備）
調達方針 相互信頼関係
発注品目 設備、プラントメンテナンス（解体・洗浄・除染・配管工事・電気設計等）・道路補修・昇降機等のメンテナンス・機械設計
加工内容 ウォータージェット工法によるメンテナンス作業・それ以外でのメンテナンス作業・設備設置メンテンス・電気設計（取付けもあれば）・道
路の斫りや補修（左官◎）・立体駐車場や昇降機等のメンテナンス作業
必要設備 産業メンテナンスに必要な技術力
要望事項 トヨタ自動車関係の作業責任者資格保有者がいれば尚◎

71

ニットー精器産業 株式会社

愛知県

豊田市明和町7丁目58番地

資本金 2,000 万円

従業員数 50 名

http://www.nitto-seiki.co.jp/

生産品目 精密金型部品・試作開発部品、各種治具設計・製作
調達方針 相互のメリットを生かしたお取引
発注品目 金型及び設備部品、各種治具の製作
加工内容 切削加工全般
必要設備 ＮＣ旋盤、ＮＣフライス、各種研磨機、三次元測定機
要望事項 短納期、低価格

72

日本車輌製造 株式会社 （輸機・インフラ本部）

愛知県

半田市11号地20番地

資本金 1,180,000 万円
https://www.n-sharyo.co.jp

従業員数 2,014 名

生産品目 タンクローリ、貯槽、鉄道貨車、大型自走式キャリヤ、大型無人搬送車、橋梁等 ※新幹線等の旅客鉄道車両は当事業部では生産し
ておりません。
調達方針 少量多品種の中で高品位の資材調達
発注品目 タンクローリ搭載用部品のうち、①パイプ加工構造品、②アルミ板、パイプ溶接部品
加工内容 ①SGP,SUS304ミガキパイプを使用し溶接組立を行う構造部品で、多品種小ロットでの生産を行うもの。②t4～t6程度の板、シマ板、パ
イプ等を使用し溶接組立を行うもの。全長6000前後の細長い箱形状品や、1500x3000程度のデッキなど。単発対応品。
必要設備 レーザ切断、プレス、溶接は必須。他にパイプベンダ、簡単な機械加工が対応できるとなお良い。
要望事項 少量多品種、短納期での都度発注に対応できること／衣浦製作所（愛知県半田市）への納品に支障が無いこと

73

株式会社 ニデック

愛知県

蒲郡市浜町73番地１

資本金 46,189 万円
https://www.nidek.co.jp

従業員数 1,650 名

生産品目 眼鏡機器、医療機器、コーティング
調達方針 取引先様と公平かつ適正な関係を構築・維持できるよう推進していきます。
発注品目 樹脂製品
加工内容 ハードコート塗装
必要設備 スプレーなどの塗工設備（透明なハード液が使用できること）、ＵＶ硬化装置があること、クリーンルームがあればベスト
要望事項 品質第一

74

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 5,000 万円

従業員数 400 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、工事執行、重量物運搬
必要設備 加工内容に応じた設備
要望事項

75
岐阜県

野原電研 株式会社
大垣市内原1-68-1

https://www.n-denken.co.jp/

生産品目 金属部品加工/技術開発サポート/セラミック加工
調達方針 相互信頼関係
発注品目 精密部品加工
加工内容 ・精密旋盤加工（特にSUS材（SUS３１０ or３０４ φ10～20 t=0.3～0.8㎜の円筒の製品）
必要設備 NC旋盤・汎用旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
要望事項 短納期（1週間～2週間程度）・小ロット対応（数個～数100個/ロット）

76
東京都

橋永金属 株式会社
目黒区柿の木坂3-3-2

資本金 1,000 万円
https://www.hashinaga.co.jp

従業員数 10 名

生産品目 非鉄金属材料の卸売りおよびその加工品の販売及びアルミセンターレス材の在庫販売
調達方針 特に無し 客先よりグリーン調達の要求がある場合があります。
発注品目 自動車部品、シャフト等
加工内容 旋盤加工がメイン、マシニングも一部あり
必要設備 CNC旋盤・マシニング、検査設備は必須
要望事項 自動車が多い為に、ISO9001又はこれに替わる規格をありましたらベストです。

77
岐阜県

ピーピーエル 株式会社
各務原市須衛町１丁目225番地

資本金 2,000 万円

従業員数 73 名

http://www.pplinc.jp/

生産品目 制御盤・設計・製造・工事・ハーネス製作
調達方針 コスト・少量生産に対応可能な生産・供給体制、コスト低減 （価格競争力の強化と短納期物件への対応）
発注品目 ・制御盤製作、ハーネス加工 ・制御盤BOX・単品部品・小ロットの加工部品・アルミ・ＳＵＳ・鉄の加工・塗装・メッキ
加工内容 制御盤BOX等における一連の加工工程
必要設備 スタット溶接・一般溶接・レーザー加工・タレパン・ベンダー・シャーリング等
要望事項 スポット品から量産品までの制御盤の製作、及びハーネス加工。制御盤付属板金部品等、幅広く依頼をしたいと考えています。

78
京都府

HILLTOP 株式会社
宇治市大久保町成手1-30

資本金 3,600 万円
http://www.hilltop21.co.jp

従業員数 130 名

生産品目 精密加工部品、FA機,自動機,試作開発装置
調達方針 フットワークよく情熱をもって共に取り組める事
発注品目 精密加工部品、開発装置の設計～製作
加工内容 旋盤加工・マシニング加工・板金、製缶・表面処理、機械設計,電気設計,制御プログラムまで装置一貫製造
必要設備 旋盤(ＮＣ，複合)・マシニング(３軸、４軸、５軸、門型)・放電(ワイヤー、型彫り)・板金設備(レーザー、複合機)・金型設備、成形設備
要望事項 美観・納期厳守・品質・対応力・挑戦心

79
岐阜県

福田刃物工業 株式会社
関市小屋名353

資本金 3,000 万円

従業員数 117 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・プレーナー・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。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。

80
岐阜県

株式会社 藤澤鐵工所
各務原市金属団地102

資本金 3,200 万円
https://www.f-tetsujin.jp/

従業員数 13 名

生産品目 ボイラー及び関連商品、第一種・第二種圧力容器及び各種プラントタンクの設計、製作
調達方針 納期遵守、品質、価格も含め、設計・材料調達・製作・検査迄を対応頂ける取引先と関係を築く
発注品目 各種プラントタンク製作（第一種・第二種圧力容器、消防法等）
加工内容 製缶（タンク類）、溶接、機械加工、組立、塗装
必要設備 上記製作、加工に必要な設備 ※無き場合、弊社工場内で作業を行っていただくことも可能（社内外注として）
要望事項 製作するタンク等はすべて一品一様、オーダーメイドのため、依頼は不定期で、材質もSUS、SS等毎回異なりますが、対応頂ける取引
先希望

81
愛知県

富士精工 株式会社
豊田市吉原町平子26番地

資本金 288,201 万円
http://www.c-max.co.jp/

従業員数 485 名

生産品目 超硬工具、ダイヤモンド工具、その他切削工具、工具保持具及び治具の製造販売
調達方針
発注品目 治具部品
加工内容 切削及び研削
必要設備 機械加工全般、及び、測定器
要望事項 検査設備の充実

82

株式会社 ブリヂストンＥＭＫ

神奈川県 横浜市戸塚区柏尾町1

資本金 10,000 万円

従業員数 279 名

http://bridgestone-emk.co.jp

生産品目 機械・電気設備の設計・製作・据付・工事、パイプコンベア・ベルトコンベアの設計・製作
調達方針 基本取引契約による
発注品目 製造装置の設計・製作、及び設置工事
加工内容 ①機械・電気設計（ソフト含む）②部品製作（機械加工、製缶、板金、及びそれらの複合品）、制御盤製作、機械組立、他③現地設置工
事、管工事、電気工事、土木コンリート工事、解体工事、他
必要設備 上記加工等に必要な設備（NC、汎用旋盤フライス盤、マシニング、ベンダー、CAD、他）
要望事項 短納期、品質保証、価格競争対応が可能なこと

83

株式会社 古川電機製作所

岐阜県

海津市南濃町山崎312

資本金 10,000 万円
従業員数 158 名
https://www.furukawadenki.jp/

生産品目 配電用品・変電用品・キュービクル
調達方針
発注品目 金属製品(鉄・銅)
加工内容 錫メッキ・ニッケルメッキ等
必要設備
要望事項 継続的に取引可能・小ロットでも対応可能・本工場から交通の便がよい等

84

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 金属とゴムの加硫接着製品の製造・販売
調達方針 間口を広げ、マッチングした新規サプライヤー様は積極的に商談を行う。
発注品目 金属精密プレス多数。金属小物切削品。ゴム加硫成形品。
加工内容 ①ゴム加硫成形品：NBR、EPDM、FKM等。金型新規立上げや型移管も有。②金属小物プレス品：発注頻度多数。精度は必要。価格競
争力が必要。③金属小物切削品：φ30までの加工品が多い。
必要設備 ①150t～250t程度の真空プレス機が保有されているとなおいいです。②③は加工に係る設備。
要望事項

85

豊和工業 株式会社

愛知県

清須市須ケ口1900番地1

資本金 901,900 万円
http://www.howa.co.jp

従業員数 703 名

生産品目 工作機械、空油圧機器、電子機械、清掃車両、金属建具、火器
調達方針 景気回復時に向けて、様々な調達能力の充実
発注品目 工作機械用のマシンカバー、製缶品
加工内容 薄板板金、中板・厚板製缶
必要設備 溶接機、レーザ加工機、プレスブレーキ
要望事項 板金品は溶剤塗装、製缶品は焼鈍・ショット・プライマー塗装までご相談申し上げます。

86

株式会社 ホニック

愛知県

春日井市新開町字平渕81-4

資本金 4,000 万円

従業員数 34 名

https://phonic.co.jp/

生産品目 １．段ボール製造ラインの製品検査システムの設計・製作・販売・据付２．品質管理及びデータ管理システムの設計・製作・販売・据付
３．ＦＡシステム制御及び関連装置の設計・製作・販売・据付
調達方針 既存の発注品と比較して、性能・品質面を維持しつつ低コスト化が可能なものを調達する
発注品目 ①制御盤、操作盤、操作盤架台、機器取付金具（黒染め）②重量屋
加工内容 ①鈑金（主に鉄材）の溶接、曲げ、穴あけ加工（塗装まで一貫しての請負を希望）②作業半径6～9ｍ 重量：500kg～1000kg 大きさ：幅
3ｍ 高さ1.5ｍ 奥行0.5ｍ ①②の条件の機構を運搬及び設置まで請け負うことが可能な業者
必要設備 特になし
要望事項

87

株式会社 マキシンコー

三重県

名張市夏見2832

資本金 10,000 万円
従業員数 230 名
https://www.makishinko.co.jp/

生産品目 ウォーム減速機、ジャッキ、ロータリーストッカーの製造、及び販売
調達方針 小ロット、短納期対応、価格協力
発注品目 ①減速機のフランジ、アダプタ等部品 ②台形ネジ加工 ③ロータリーストッカー関連外装カバー ※詳細は末尾
加工内容 汎用及びＮＣ旋盤加工、ＭＣ及びフライス加工、台形ネジ加工、精密板金加工
必要設備 旋盤、ＭＣ、フライス、レーザー、パンチング、溶接機
要望事項

88
愛知県

株式会社 瑞穂機械製作所
名古屋市緑区鳴海町山下50番地

資本金 11,452 万円

https://www.mizuhokikai.jp

生産品目 装置組立（厨房用消火設備、人力農機具、減速機、時計、リール、芳香装置等）、機械部品
調達方針 ＱＣＤはもとより、地域を問わず幅広く相互に安定継続取引を行う
発注品目 部品機械加工、塑性加工、板金製品
加工内容 機械加工、切削、研削、製缶、メッキ、塗装
必要設備 旋盤、複合加工機、マシニングセンタ、研削盤、測定器、溶接機等
要望事項 発注ロット、物流等別途ご相談させていただきます。

従業員数 30 名

89
兵庫県

三菱電機エンジニアリング 株式会社 メカトロ
システム事業部
姫路市千代田町727-1

資本金 100,000 万円

従業員数 5,666 名

http://www.mee.co.jp/

生産品目 自動省力化装置・試験装置・検査機等
調達方針 －
発注品目 ①設備・試験装置一括請負②機械/電気制御設計・制御盤製作/機内配線・機械加工・機械組立 ※個別対応
加工内容 ①設計～製作（部品調達）～組立/配線～据付までの一貫請負②鉄系・SUS・AL・Cu・樹脂等のマシニング/フライス/旋盤加工等
必要設備 ①組立エリア，I-CADを使用されているとなお良い②一般的な機械加工設備（EDM,WEDM,Gも所有されているとなお良い）
要望事項 ①VA提案の積極的な実施・納期管理の徹底・新規取組みの場合は諦めない/やる気②自動車電装品関連の組立・試験ライン等・半導
体関連の組立/検査等の経験があると良い

90
岐阜県

矢橋大理石 株式会社
大垣市赤坂町273番地

資本金 7,830 万円
従業員数 105 名
http://www.yabashi-marble.co.jp

生産品目 一般産業部品、鉄道車両部品
調達方針 短納期、QCD
発注品目 一般産業部品。鉄道車両部品の鋳鋼品、鋳造品。一般鋼材の機械加工。
加工内容 旋盤加工、マシニング加工
必要設備 NC・汎用旋盤、マシニングセンター（立型・横型）、ラジアル、ボール盤
要望事項 QCDに取り組んで頂ける企業を望みます。

91
愛知県

株式会社 ヤマダ
みよし市根浦町5-1-19，20

資本金 2,000 万円
http://www.e-yamada.co.jp

従業員数 64 名

生産品目 自動車部品生産設備製作、設置
調達方針 最適調達・最良品質
発注品目 精密機械部品組付・現地設置
加工内容 部品組立・電気配線・PLC制御プログラム作成・ロボット制御プログラム作成・客先現地工事・デバック
必要設備 上記加工内容を作業できること
要望事項 客先からの要望に対して、素早く柔軟に対応していただける企業

92
東京都

大和樹脂 株式会社
台東区東上野1-11-4 ザイマックス東上野6Ｆ

資本金 3,000 万円

従業員数 95 名

http://www.yamato-jushi.co.jp

生産品目 医療機器・航空機などの成形部品
調達方針
発注品目 医療機器の外装カバー
加工内容 ➀Ｇ－ＦＲＰ・・・・ハンドレイアップ、Ｌ－ＲＴＭ、ＳＭＣ ➁低圧ＲＩＭ成形
必要設備 上記の必要な設備 最大２Ｍ×２Ｍの大物成形になります。
要望事項 少量対応、短納期

93
愛知県

株式会社 豊電子工業
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）・精密加工（研磨品含む）・産業機械の機械設計業務。 ・産業用ﾛﾎﾞｯﾄのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成及
び教示業務｡・制御盤ﾊｰﾄﾞ～PLC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）・天
井クレーン（2ton以上）、フォークリフト
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。

94
愛知県

株式会社 ヨシタケ
小牧市大字入鹿出新田字宮前955-5

生産品目 産業用バルブ
調達方針 フェアビジネス
発注品目 鋳物（ステン、鋳鋼）、切削部品（ステン、真鍮）、ゴム・パッキン類
加工内容 鋳物加工
必要設備
要望事項 新規開拓を目的としています。

資本金 190,867 万円

http://www.yoshitake.co.jp/

従業員数 475 名

95

四電エンジニアリング 株式会社

香川県

高松市上之町3-1-4

資本金 36,000 万円
http://www.yon-e.co.jp

従業員数 1,129 名

生産品目 電気、機械、原子力、通信、土木、建築、環境保全関係施設の調査・設計・製作・施工・保守
調達方針 資機材や工事の外注について、品質の確保を図りながら、より一層のコストダウンを推進
発注品目 各種コンベヤ，架台，貯槽類等の製缶品
加工内容 材料手配から製作，塗装，納入まで（設計は除く）
必要設備
要望事項 十分な同種品製作・納入実績と品質管理体制が確立されていること

96

株式会社 理工電気

東京都

品川区東五反田5-22-37

資本金 3,000 万円

従業員数 90 名

https://rikohdenki.jp/

生産品目 電子機器受託生産・精密切削加工・各種ケーブルハーネス加工・MIL規格コネクタの生産・全自動機組立検査梱包機設計製作・制御盤
設計製作・ロボット制御開発・ロボットハンド設計製作
調達方針 価格・品質・納期/長いお取引希望/PDCAが運用されている
発注品目 ①精密切削②各種ケーブルハーネス③制御開発設計④組立
加工内容 商談会でご説明いたします
必要設備 所有設備などは商談会でご説明下さい
要望事項 契約の取り交わしを要望いたします

97

株式会社 ワコー 長浜工場

滋賀県

長浜市加納町横田261番地

資本金 1,500 万円
http://www.wako-ss.co.jp/

従業員数 199 名

生産品目 上下水設備、粉体・液体容器、産業車両、住宅設備
調達方針 法令の遵守ができ、環境に配慮した上で、継続的な取引が可能で協業関係が築けることを当社の調達方針としています。
発注品目 製缶
加工内容 製缶・板金・研磨
必要設備 レーザー、NCT、プレス、ベンダー
要望事項 加工製品が大きい為、保管等のスペースが必要

98

ワコオ工業 株式会社

北海道

札幌市白石区中央3条2丁目1番50号

資本金 7,000 万円

従業員数 52 名

http://www.waquo.co.jp

生産品目 ＊プラント用各種バルブ・安全弁・ポンプ等の販売及びメンテナンス業務 ＊各種機械設備機器の据付工事・配管工事の施工と大型機
械の各種機械加工
調達方針 ＊相互の信頼関係で対応出来れば
発注品目 ＊各種プラント用バルブ・安全弁・調節弁・ポンプ類のメンテナンス業務で、現場出張作業等を対応出来る企業さまを探して居ます。
加工内容
必要設備 ＊地方への現場出張作業の対応が出来、車両や必要機械設備を持参できる企業で、有資格者が在籍して居て、若さと行動力の社員
が対応出来る事をお願い致します。＊その他各地域で（東海地域）機械設備機器の据付工事・配管工事の施工
要望事項

99

ワシノ機工 株式会社

愛知県

名古屋市中区千代田1-8-21

生産品目 産業用ロボットを組んだ自動化生産設備、省力化装置
調達方針 品質・納期の尊守、適正価格の購入
発注品目 メカトロ、RB、FA装置 ＜設計・製作・据付・調整＞
加工内容 設計、製作、現地設置。PLC:TOYOPUC,OMRON,MITSUBISHI他
必要設備 部品製作に伴う諸設備
要望事項

資本金 5,000 万円
従業員数 36 名
http://www.washino-kiko.co.jp/

No.１
概 略 仕 様
企業名

発注製品

加工内容
材質

形状

クボタ環境サービス㈱ □生産品目(詳細）

所在地

尼崎市

資本金

９，０００万円

必要設備

ロット数

備

考

精度
＊プラント機械・据付工事

工場設備（詳細）

環境プラント施設に対する現地補修工事、

水道施設・清掃施設・リサイクル施設及び

＊改造・補修工事

溶接機・ガス溶断機

機器据付、配管工事、土木建築工事を主と

廃棄物処理施設等の設計・施工・補修工事・

＊プラント配管工事

シャーリング・プレス機

しているので下記の項目について対応可能

改修工事・改造工事

＊土木・建築工事
＊電気・計装工事

な業者を開拓している。
汎用旋盤・ＮＣ旋盤等

＊ポンプ・ブロアー

従業員 １，７７５ 人

＊ポンプ・ファン・減速機・電動機等の

□外注品目(詳細）

①品質（高品質・優れた技術・安全意識等）

現地工事道工具（詳細）

現地工事 ②納期(納期厳守・突発対応可）

※ 築炉工事

発電機・吊り具・ユニック

一式

トロンメル・ロータリーバルブ・貯留ホッパー

※ ＦＲＰライニング工事

フォークリフト、溶接機

④製缶～加工～＊現地工事(一部外注可）

掻揚機・掻寄機・除塵機・脱水機・脱臭設備等

※ 保温工事

、ガス溶断機、各種測定器他

⑤工事単価 @22,000円以下

①各種プラント機器の設計・製作（製缶・機械加工）
シュートホッパー架台類・ダクト・ダンパー・タンク・コンベア

ＳＳ.ＳＵＳ材 外注品目参照 図面及び仕様書
による指示

回転機器類のオーバーホール

※ 油圧機器整備等

③コスト（見積積算能力・コスト競争力）

⑥上下水道施設・し尿処理施設・ごみ焼却

②コンベヤ及び架台等の設計。

施設等の機器類補修改造・更新工事対応

可能である事。

＊必要要件についてはすべて満たす必要は

ないが、建設業の許可を取得しているこ
と

③破砕機部品
(1)ロータ：S35C SCM440（製缶、機械加工、丸物）
(2)ロータハウジング：SS400（製缶、機械加工、箱物）

φ800×2800L 約3.2ton

製缶加工

1300×3100×1400H 約2.5ton

機械加工

が必須。(管工事、清掃施設、機械器具設置
（旋盤、マシニング、五面加工機、横中ぐり盤）

、水道施設他）

(3)ハウジング：S45C調質（機械加工、角物）

150×700×520H 約200kg

（工事対応可能業者のみ）

(4)ライナレール・ライナプレート：SS400（機械加工、角物）

700×1500×t30 約190Kg

社会保険・雇用保険・健康保険の加入必
須

(5)コテイハダイ：SCM440（機械加工、角物）

200×300×t80 約20kg

(6)主軸：SCM440（機械加工、熱処理、軸物）

φ260×2000 約600kg

(7)ベースフレーム：SS400（製缶、機械加工、熱処理）

2300×3400×1200H 約3ton

2020年6月22日
株式会社中部プラントサービス
施工エリア ： 全国
１） 配管工事（工場内作含む）
材質： SGP／STPG／STPT／SUS
溶接資格： JIS TN-P／N-2P
※スプール図支給 → 溶接線図作成 → 検査記録作成（材料記録・溶接記録・非破壊検査記録（PT／RT）
・各種法令対象（高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、消防法） 対応可
２） 機器据付工事（バイオマス発電、ごみ焼却施設向け）
・ボイラ据付 対応可（施工計画・要領作成含む）
・タービン据付 対応可（
〃
）
３） ダクト製作・据付
材質：SS、SUS、S-TEN
・製作図作成 対応可

板厚：3.2、4.5、6t

４） プラント架構製作
・鉄骨評価基準（Mグレード以上）保有
・塗装、資材・製品仮置ヤードを有する
・小ｽﾃｰｼﾞ・歩廊といった小規模案件の対応可
・製作図作成 対応可
６） 特高・高圧設備工事
・特高設備据付
・特高ケーブル布設（端末処理施工可）
７） その他
・種盤（制御盤等） 設計・製作
・ケーブルダクト・トレイ 設計・製作・据付
８） 圧力容器（一種、二種） 設計・製作

No.1
企業
No.

企業名

株式会社マキシンコー 名張工場

所在地：三重県名張市夏見２８３２
資本金：１００００万円
業 員： 230 人

発注製品

概略仕様
材質

形状

加工内容

精度

必要設備

ロット数

標準品：150個／ロット
・φ30 ネジピッチ6
・φ40 ネジピッチ8
※ほか単品（受注生産）

備考

【スクリュージャッキ用部品】
ウォームホィール

ALBC、もしくは
ALBC相当品

図面指示

図面指示

切削加工（台形ネジ：メネジ） ＮＣ旋盤

スクリュー

GNH55、 MM45、
図面指示
S45C調質材

図面指示

切削加工（台形ネジ：オネジ)

ＮＣ旋盤
ＭＣ

受注生産
台形ネジΦ30～Φ200
長さ500～6000mm

材料自社調達が基本
調達できない場合、丸棒支給可

Φ100～Φ300
50L～200L
長尺2000Lも有り

材料自社調達が基本
調達できない場合、支給可

一貫製作が基本
製缶できない場合、製缶品支給可

【減速機・ジャッキ部品】
フランジ、アダプタ

SＳ４００、FC

図面指示

図面指示

旋盤、フライス等

旋盤
フライス
溶接機

【減速機・ジャッキのケーシング】
本体ケース（製缶品）

SＳ４００

図面指示

図面指示

製缶
機械加工
塗装

マシニングセンタ
はん用中ぐり

１～２台／ロット
※受注生産

【ロータリーストッカー部品】
外装カバー

SPCC、SUS304 図面指示

図面指示

精密板金加工

レーザー、パンチン
グ、溶接機等

単品～20個程度

材料支給（旋盤加工品）

幅３Ｍ以上

