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※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、書面交付など当事者間でお話し合いい

ただきますようお願いします。

問い合わせ先：モノづくりセンター 取引あっせん担当 電話（０５８）２７７‐１０９２ メール torihiki@gpc-gifu.or.jp

受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受 発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発 注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注 情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
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取引あっせん担当までお申出ください。

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

３８５
西濃

個人
２人

製缶・板金・溶接加
工、各種の機械用カ
バー類の製作

３本ロール（ベンディングロール）：１３００㎜、プレスブレーキ（油圧）：１３００㎜、
スケヤーシャーリングマシン：２４００㎜、アーク溶接機、CO２自動溶接機、TIG
溶接機
【特徴】オーダーメイドの単品物得意（プレス部品のスクラップシュート）、
製缶（厚物４．５㎜、薄物：２．３ー３．２㎜）

スクラップシュート

３８４
東濃

１，８００万円
７人

中物機械加工、重量
物の運搬、中古生産
設備の撤去・運搬・
据付及びオーバー
ホール

汎用旋盤（Φ２００－１５００）、門型フライス（２０００×３０００）、正面旋盤（１７００×７００）、
立フライス盤（１２００）、クレーン、トラック

機械部品、生産設備の移設、
オーバーホール

３７６
中濃

１，８００万円
５０人

スプリング加工
NCベンディングマシン、ワイヤーカット放電加工機、コイリングマシン、
各種検査装置、その他各種

各種 金属スプリング

３５８
西濃

個人
２人

機械加工
旋盤 ５尺 １台、旋盤 ６尺 １台、フライス盤 ＃２～３未満 １台、
ボール盤 ２台、直立ボール盤 １台

専用機・工作機械部品

３７２
岐阜

個人
３人

機械加工
NC旋盤 森精機製 ～φ２５０ ５台、フライス盤 ＃２ １台、ボール盤
φ１～φ３０ １５台、単能盤 φ８０ φ１００ ３台、ベンチレース ２台
【特徴】単品～量産まで対応

自動車部品、油圧部品、ア
ルミダイカスト部品、電機
部品等

３８３
岐阜

３００万円
５人

機械加工
立MC×６（５２０＊１０２５、４１０＊７５０）、NC立フライス盤、立フライス盤×３、
横フライス盤、セーパー
【特徴】鋳物から砲金、鉄、SUS材を加工

印刷機部品等

３８０
西濃

１，０００万円
４人

機械加工

横型マシニングセンター １２パレ １台、横型マシニングセンター ８パレ
６３０角 １台、横型マシニングセンター １０パレ １台、横型マシニングセ
ンター ３台、立型マシニングセンター ２台、NC旋盤 ２台、旋盤 ２
台、フライス盤 ３台
【特徴】材質：鉄、鋳物、アルミダイカスト等

織機部品、油圧部品、専用
機部品等

３７８
中濃

３００万円
３人

機械加工
CNC自動旋盤（ピーターマン）×１１台、NC旋盤
【特徴】真鍮・砲金材の切削（２４H稼動）

医療用器具部品等

３７７
中濃

個人
２人

溶接・機械加工

NC旋盤 φ６００×５００ １台、NC旋盤 φ７５０×１０００ １台、NC旋盤 φ
５００×１０００ １台、半自動溶接機 ３５０～６００A １０台、TIG溶接機 １台、プ
ラズマ溶断機 １台、 自動パイプ溶接機 ５台、アイアンワーカー １台、
トラック ４t １台
【特徴】交差がある製品に自信あり。溶接後の製品を機械加工することが出
来る。

上水道用パイプ、専用機部
品等

３８６
岐阜

個人
１人

機械加工・溶接加工
立型フライス盤 ２MW ２００×５００ １台、直立ボール盤 ３BF １台、アー
ク溶接機 ２００A １台、コンターマシン １台
【特徴】取扱材質：鉄材、アルミ、ステンレス、鋳物、銅など

専用機部品（輸送用機器関
連主体）

３７４
中濃

３００万円
１０人

製缶・板金・溶接加
工

プレスブレーキ ６＊２５５０ １台、シャーリング ６＊２５５０ １台、ベンディ
ングローラ ９t・２０００ １台、コーナーシャー １台、CO２半自動溶接機
１８０～３５０ ３台、プラズマカッター １台、アルゴン溶接機 １台、プラ
ズマカッター ２０t １台、アイアンワーカー １台、自動ノコ盤 ４００ １
台、直立ボール盤 １台、卓上ボール盤 １台、タッピング １台

製缶・配管、コンベア製作・
据付、包装機械部品、工作
機械部品等

３８１
中濃

個人
３人

溶接加工
TIGアルゴン溶接機 ３００A ２台、Co２溶接機 ２００A １台、ロボット溶
接機 ２台
【特徴】材質：鉄、SUS３０４・３０６，アルミ等

オートバイ部品、継ぎ手部
品

３７３
西濃

１，０００万円
９人

電機亜鉛メッキ加工
（ユニクロ、クロメー
ト、グ リ ー ン ク ロ
メート、黒クロメー
ト、三価クロメート）

全自動亜鉛メッキ装置（ガラメッキ、キャリア式） １式
【特徴】１個から量産まで対応し、最大：長さ３０００×幅４００×深さ９００までメッ
キ可能。

建設部品、仮設部品、機械
設備部品

３８７
西濃

１，０００万円
５０人

塗装加工（焼付け塗
装、レーザートン塗
装、シボ塗装、シャー
クスキン塗装、マー
キング塗装、ゴム系
シリコン塗装等）

塗装ブース（３．２m×２．３m×０．８）水流循環式 １台、塗装ブース（２．４m×２．３
m×０．８）水流循環式 １台、乾燥炉（観音扉式バッチ炉：２m×２m×２m
乾燥温度１００℃～１５０℃ １台、乾燥炉（観音扉式バッチ炉：２m×２m×４m
乾燥温度８０℃～１３０℃ １台、温湿度記録計 測定範囲 温度－１５℃～４０℃
湿度 ５～１００％、膜厚計 測定範囲 ０～２０００μm １台、光沢度計 １台、
粘度計 ３台
【特徴】品質保証：ISO９００１：２０００ AS９１００－B/JISQ９１００認証取得

航空機部品、防衛装備品部
品、一般部品等

３７９
西濃

３００万円
７人

研磨加工

CNC工具研削盤 ３台、工具研削盤 ５台、NC汎用研削盤 １台、円筒研
削盤 φ１００×L２００ ２台、平面研削盤 ５００×２００ ２台、放電加工機（ワ
イヤーカット） ３台、フライス盤 １台、測定顕微鏡 １台、実体顕微鏡
１０台、投影機 ３台、CAC/CAM １台

ダイヤモンド、CBN切削工
具の再研磨、超硬合金の研
磨加工

３８２
岐阜

１，０００万円
１００人

電器組立加工
電動ドライバー ８０台、ベルトコンベアー ８台、コンプレッサー ２台、
除電ブロー ５台
【特徴】本社工場 １８０坪、西工場 １６０坪、倉庫 ８０坪

各種製品（パチンコ部品、
ビデオカメラ等）組立

３７５
中濃

３００万円
２５人

プラスチック加工

射出成形機（ロボット付）３６０t １台、射出成形機（ロボット付）３５０t ３
台、射出成形機（ロボット付）２５０t １台、射出成形機（ロボット付）２２０t
１台、射出成形機（ロボット付）１８０t ２台、射出成形機（ロボット付）

１６０t １台、射出成形機（ロボット付）４０t １台
【特徴】材質：PP PVC、ABS、PC等

パチンコ部品、家電部品、
雑貨部品等

３７１
岐阜

個人
４人

縫製加工
本縫いミシン ４台、ロックミシン ２台、ルイスミシン １台
【特徴】受注ロット：１００枚程度

婦人用ジャケット、婦人ブ
ラウス

☆最新情報はホームページでご確認ください。http : //www.gpc-gifu.or.jp/torihiki/juhacchu_k.asp
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URL http : //www.pref.gifu.lg.jp/pref/s//232/yuushi/index.htm
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売りたし！

買いたし！

※商談等は当事者間において行っていただきます。また、取引に関する内容・トラブル等については、当センターは

一切関与しませんのでご了承ください。

問い合わせ先：地域産業支援センター 設備導入担当 電話（０５８）２７７‐１０９１
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整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

A‐６７４

モーター検査器・マルチメー
ター・絶縁耐圧計・回転計・
安定化電源・インバーター・
組立コンベアー

指定なし 指定なし 指定なし 応談可 ― 税別 買主 各１台

A‐６７５ 普通旋盤 不問 ４～５尺 不問 応談 ― 税込み 買主 １台

☆最新情報はホームページでご確認ください。http : //www.gpc-gifu.or.jp/setsubi/urikai_bbs.asp
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〈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

最新中国経済セミナー～
「世界経済を牽引する中国と日本中小企業の進むべき道」

９／２９（火） １３：３０～１６：００
岐阜グランドホテル

第３回 海外ビジネス人材育成塾～
「輸出入船積実務研修（基礎編）」受講者募集

１０／２（金）、１０／７（水）、１０／９（金）１３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館

アセアン・中国ビジネス個別相談会（アセアン・中国）
アセアン９／１７（木）、中国９／３０（水）
県民ふれあい会館

『開発力の実践による業績向上の実現』セミナー
９／３０（水） １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

農商工連携セミナー
１０／２１（水） １３：３０～１６：３０
県民ふれあい会館

『儲かる企業になる為の IT経営実感』セミナー
１０／３０（金） １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

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

��������	

（財）岐阜県産業経済振興センターでは、県内の中小企業が元気になるように、お手伝いをしています。
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○賛助会員の方々には次のような特典を用意しています。

１．情報検索サービス（企業情報、人材情報、文献・新聞記事情報など）の無償提供

２．図書・ビデオの貸出、送付サービス（郵送料無料）

３．講演会・研修会のご案内

４．その他各種調査研究報告書や定期刊行物の無償配布 等

＜会費＞ 年度会費：５口以上（１口１万円）

��������	
�� ��������������� ��� soumu@gpc-gifu.or.jp

��� !"����#$%!&'()*+,��-.�
・「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
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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
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