
����������������		



��������
��������	���
�����

��������	
������������������������ !"#$%	&&�'()*
+,+-.
/�!"#��0123456+789:�;<=>?@ABCD�<=D�EF)GH�IJKJ(
G123�LM;PR+78-NOP#Q+7�G123Q01234RS�#+�!"@TUVW(+
78-NOVX�YQ+7)*+-Z��[.
\]��^_`abG123	cB4d<+�efgh(ij[^_01�kl�234mcBd<+,+
-.d<0123�G123�n+�o�pq@r��stuvw�xy�z{�AB����|}~�
u���H(���� PR����!"������&��Zv{���VW#�z9VXZ���7�6
��v!"#Qv{,+-.
,-���#Y���I�O{����4���;>?�"����'(��+��O�kl23��
��"���,+-.
d<�23ab� b�-¡�¢(d£��¤¥¦Z§�]�!"#()*+�kl23�¨©�ef
ghª�)«(¬+78O®¯�[���°±¡²³ON´8.

��������	
���������������� ������ !""#$�%!

■「広域商談会ぎふ２００９」開催 １
■「中小企業のための“海外販売を考える”実践的勉強会」

参加者募集 ２
■「モノづくり交流掲示板」を開設！ ３
■ビジネスプラン発表会 in なごや２００９ ３
■自社ブランド商品開発を目指す企業を応援します ４
■平成２０年度第２回事業可能性評価事業で３企業「A評価」 ５
■県内地場産業商品の企画販売展開催 ５
■ TAKUMI 工房からのお知らせ ５
■「平成２０年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」

のご案内 ５

■受発注情報 ６
■下請法クイズ ７
■岐阜高専地域連携協力会主催

「若手リーダー育成セミナー」受講者募集 ７
■東海北陸自動車道全通による観光交流への影響

＜速報＞ ８
■岐阜県中小企業資金融資制度の拡充 ９
■産経センター 共通申込書 １０
■「融資保証詐欺」にご用心 １０
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受注 下記の企業から受注の申込がありますので、発注をご希望の方は下請取引担当まで申し出てください。

番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

３０５
岐阜

個人
２人

縫製加工
本縫い・ロック・ギャザー取りミシン
【特徴】材料：綿・毛 等

婦人服（ジャケット・ブラ
ウス・フォーマル）

３０７
西濃

１，０００万円
２０人

射出成形
射出成形機 ４５０t～８０t 以下１５台
【特徴】材料・成形・加工・組立・梱包・出荷（２４H）

自動車・家電部品、雑貨品

３３０
岐阜

３００万円
４人

機械加工（MC）
立MC×４、NC中ぐりフライス、立及び横フライス盤、セーパー、メタル
ソー、TIG溶接機、CAD/CAM ほか
【特徴】中物得意、単品物から１ロット１００個程度まで

各種機械部品

３２１
中濃

５００万円
５人

機械加工

マシニングセンター MV５５ １台、マシニングセンター MV４０ １台、
マシニングセンター MV６５ １台、３次元CAD Solid １台、ラジアルボー
ル盤 １台
【特徴】材質：鉄、鋳物、AL、SUS等の小・中物の精密加工

工作機械部品、航空機部品
等

２７６
岐阜

個人
２人

機械加工
立MC（♯３０）、立フライス盤（♯１）、横フライス盤（♯１）、旋盤（６尺） 等
【特徴】・MC加工が主体 ・小物部品、単品もOK ・親子２人での操業

産業用機械部品等

２７４
岐阜

３００万円
８人

機械加工

立マシニングセンター V－５１５／４０N １０５０×５１０×５６０ １台、立マシニン
グセンター FJV２５０ １０２０×５１０×４６０ １台、立マシニングセンター VCN
４１０B ７６２×４１０×５１０ １台、複合旋盤 INTEGREX２００Ⅱ ５８０×１６０×１０４５
加工径 φ２５０ １台、トラック ２t １台、走行クレーン １t、０．５t 各１台
【特徴】材質：鉄、FC、AL、SUS等

各種専用機部品、オートバ
イカスタム部品

３３４
西濃

１００万円
２人

機械加工
立フライス盤 ９００×３００ １台、コンターマシン １台、平面研削盤 １００×
３００ １台、交流アーク溶接機 ２５０A １台
【特徴】材質：鉄、樹脂

自動車用検査治具、治工具
部品

３３５
岐阜

３００万円
５人

機械加工（A）機械
組立、治具製作

立MC １０５０＊５１０＊５１０ VCN５１５C－２ １台、NCフライス盤 ８００＊３００
＊３００ FM－３０V １台、立フライス ６００＊２００＊３００ KGP １台、横フ
ライス １台、NC旋盤 ９インチチャック TAC－４６０ １台、旋盤 ９イ
ンチチャック貫通穴径φ１０５ TAL－６５０ １台、スロッター SL－１５０ １
台、バンドソー φ２００まで NT－２００ １台、万能ボール盤 高さ９００mm
まで可 BU３２RY １台、ボール盤 ５台、インバーターホイスト ２t
１台、CAD インテルアイキャド １台
【特徴】材質：鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、樹脂

産業機械部品、専用機械部
品

３１９
岐阜

３００万円
３人

機械加工

立マシニングセンター OKK １０５０×５７０ ２台、立マシニングンセンター
OKK PCV４００ １台、立マシニングセンター OKK ５２０ １台、立フラ
イス盤 ♯２ ２台、セーパー ７００ １台
【特徴】材質：SS、SK、AL、鋳物等

専用機部品等

２４３
岐阜

個人
２人

機械加工～焼き入
れ・研磨～メンテナ
ンスまで

旋盤 ６尺 ２台、立フライス盤 ＃３ １台、ボール盤 １台、ガス溶接
機 １台、丸鋸盤 １台、多軸タッピングマシン １台
【特徴】取扱材質：S５５C、SKD１１

各種専用機部品

３３１
中濃

個人
２人

溶接加工
アルゴン溶接機，グラインダー，ボール盤，集塵装置
【特徴】ステンレスパネルの製造，ステンレスの小物で溶接の数物希望

ステンレスパネル

２７２
岐阜

個人
３人

溶接加工
CO２半自動溶接 １８０A・３５０A ４台、アーク溶接機 １８０A １台、アルゴ
ン溶接機 ２００A １台、トラック ４T １台、クレーン ２．８t １台、フォー
クリフト １t １台

工作機械部品等箱物の溶接
加工

３２５
中濃

個人
３人

溶接加工
TIGアルゴン溶接機、CO２溶接機、ロボット溶接機
【特徴】ステンレス、アルミ、スチールの溶接可能

オートバイ部品

３３３
西濃

個人
２人

プレス加工
クランクプレス×８台（２００．１８０．１５０．１１０．８０．７５．６０トン）、スポット溶
接機×２台

自動車部品

３２２
岐阜

１，６００万円
９人

銅合金鋳造（D）機
械加工・メッキ・組
立・検査

半自動造型機 ４ステーション １台、モールディングマシン ５００×５００
１台６軸専用機 ４台、油圧単能盤 １台、空気圧検査機 ２台、水圧流量
試験機 １台
【特徴】材質：銅合金 CAC４０６等、鉛レス合金 CAC９０２等

安全弁・減圧弁・給水栓・
継手・ポンプのインペラー
等

３２８
関市

２，０００万円
３６人

金型一式製作
Gr電極製作

３DCAD/CAM１７台、高速NC横形／縦形１０台、Gr加工専用機７台、放電
機、ワイヤ－、細穴、３次元測定機，画像測定機、ダイスポ、研磨機 等
【特徴】・全て加工機は「MAKINO」社 ・精密加工が得意としています。
・ISO９００１／１４００１認証取得

自動車・家電・航空機・環
境タービン

３２９
岐阜

個人
２人

研磨加工
円筒研削盤 Φ１００まで １台、万能研削盤 １台、内面研削盤（内研） Φ１００
まで １台
【特徴】材質：SS、SKD、SKH

専用機部品

☆ホームページの「受発注あっせん情報」では、最新情報を提供しています。http : //www.gpc.pref.gifu.jp☆
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※上記以外にも受・発注案件がきておりますので、お問い合わせください。また、すでにあっせん済になっている場

合もありますので、ご了承ください。なお、センターの取引に関する紹介案件につきましては、あっせんだけです

ので、書面交付など十分当事者間で話し合いくださるようお願いします。

問い合わせ先：地域産業支援センター 企業支援部 下請取引担当 電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp
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番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

３１８
岐阜

３，０００万円
８０人

電器組立加工
ベルトコンベアー ２台、電気ドライバー ２０台、半田ゴテ ３０台、エアー
配管等

各種機器組立、外観検査、
軽作業等

３１７
西濃

１，０００万円
５５人

真空成型
真空成型機 １０台 三次元CAD ２台
【特徴】ISO１４００１及び各社グリーン調達認証取得

電子部品・自動車部品・精
密部品用トレー

３２４
西濃

１，０００万円
３０人

縫製加工、シート加
工

厚物工業用ミシン１４台 高周波ウエルダー５台
【特徴】厚物縫製加工を希望

自動車用シート，雨合羽、
建築用シート

３２０
岐阜

個人
２人

縫製加工
本縫いミシン、上下送りミシン、眠り穴かがりミシン、ボタン付けミシン、
インターロックミシン、オーバーロックミシン、ルイスミシン
【特徴】１ロット２０００枚位希望。

レディースの作業服、看護
服
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〈産経センター共通申込書〉

送信先：FAX（０５８）２７３‐５９６１または（０５８）２７７‐１０９５
希望するイベント等項目に○印を記入してください。（複数可）

○印 イベント等項目 日時／会場

中小企業のための“海外販売を考える”実践的勉強会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

21．3/１３ １３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館 展望レセプションルーム

中国ビジネス個別相談会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

21．3/13（予約制）
産経センター IT研修室

ビジネスプラン発表会 in なごや２００９
担当：モノづくりセンター

21．3/6 １３：２０～１７：２０
愛知県産業貿易館 西館 ９階

企 業 名 業 種

所 在 地
（〒 － ）

氏 名 役 職

電 話 （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） －

E-mail

アドレス

・無料メールマガジンを（希望する・希望しない） ○印を記入してください。

＠

通 信 欄

�
�
�

�
�
�

ご自由に
記入して
ください

産経センターメールマガジンをご利用ください（無料）

・「産経センターニュース」の内容や国・県や関係団体などのお知らせを掲載したメールマガジンを月２回配信していま
す。また、企業の受発注情報に特化した「受発注版」も配信しています。

・お申し込みは、当センターのホームページ（トップページ上段の「メールマガジン」）から登録をお願いします。
問い合わせ先：戦略企画本部 広報担当 花村 電話（０５８）２７７‐１０８９

お申し込みいただいた個人情報は、目的以外に利用いたしません

「融資保証金詐欺」にご用心！！ －岐阜県警察本部生活安全総務課－

��������	
�
ダイレクトメール、FAXや電話などで、実際には融資をしないのに融資するように思わせて、融資を申し込んだ人
から、「保証金」などの名目で現金を振り込ませ、お金をだまし取る手口です。

���������������������� !��"�#$%&'(
実在する大手の金融会社名、ロゴ、広告キャラクターが入ったダイレクトメールが届き、そこに書かれている電話
番号に電話をかけたところ、電話に出た社員（ニセ者）から「融資するには保証金、手数料が必要」と言われ現金を
振り込んだが、正規の業者の電話番号ではなく、現金をだまし取られた。

)*&+�,� -./01����
2345678-
・有利な条件を宣伝…「低金利で一本化」「９０日間無利息」「審査済みすぐ融資」など
・融資前に「保証金・手数料」を請求 ・エクスパックで送金要求
������� 9:4�
・ダイレクトメールに記載のフリーダイヤル番号などの連絡先に安易に電話しない。
・電話帳などで電話番号を確認して、ダイレクトメールが真正なものかどうかを確認する。
・「低金利ですぐ融資」などの甘い言葉につられない。
;<0���������FAX=>?0@A��BCDEF3GHI��JBHAKL%M NO=PQ�BRS0
@ TU:$:VWX
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