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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、当センターに対しまして格別のご支援、ご協力をたまわり厚くお礼

申し上げます。

昨年は、百年に一度といわれる世界的大不況の痛手も癒えぬまま、中小企業に

とってはまさに存亡の危機といっても過言ではない、そんな厳しい年でした。

新興国の景気持ち直しや各国の大規模な経済対策により、一部の大手企業には

回復の兆しが見えていますが、中小企業を取り巻く経営環境はさらに困難な状況

に直面しています。それは、今回の大不況が単なる大型の景気循環ではなく、世

界的な経済構造変動が起きていることに起因していると考えられるからです。

このような事態にどう対処するのか、明快な解は見あたりません。しかし、対

処するためのキーワードのいくつかは提示することができます。

「環境」、「IT」、「安全」、「グローバル」、はそのキーワードの基本となる用語であると思います。

どのような業種業態であれこの四つの用語と経営戦略をからませながら、現在の戦略を再構築しなけれ

ばなりません。しかし、これを実行することは、私ども支援する側にとっても大きな課題であると同時に、

資源の少ない中小企業にとっても大きな試練になります。

そこで、新年にあたり私がまず取り組む課題として、これまで以上に中小企業の経営者とセンターとの

意思疎通を深めてゆくこと、そして個々具体的な企業の悩みにあらゆる知恵を投入して問題解決にあた

る、いわばセンターの協力体制の原点にかえることであると考えています。

あらゆる問題に真摯に取り組み、特に、センターの持つ人的ネットワークをフル稼働させ新たな知恵と

工夫を生み出す、そんな基本的であたりまえの模索の中にこの危機を乗り越えてゆくヒントとチャンスが

あると思います。

この大不況は当面回復するという見通しはまだ立っていません。それどころかさらに二番底が来るので

はないかとの観測すら出ています。このような厳しい時こそセンターがご期待にそえるよう職員一丸と

なって頑張ってゆく所存でございますので、今年もよろしくお願いいたします。
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岐阜匠・「開運・関の刃物展」
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岐阜匠・「美濃焼フェア」
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景況アンケート調査結果
概況：景気先行き不透明感を反映し、景況感は３期ぶりに低下したものの、製造業にお

ける足元の売上、受注には持ち直しの動きがみられる。
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発注 下記の企業から発注の申込みがきていますので、受注をご希望の方は取引あっせん担当にご連絡ください。

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にご連絡ください。

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

３９７
西濃

個人
２人

旋盤加工
旋盤６尺、旋盤８尺
【特徴】外形６５０Φのものまで加工可能です。

ダイカスト金型部品、機械工具
製作

４０１
中濃

36,700 万円
300 人

機械加工

三井精機製 横型M/C HS８A 加工範囲 X１８００ Y１４５０ Z９００ A軸９０度割り出し
【特徴】大型フレーム・ベット等の２4時間稼動ＦMS無人ＮC機スピンドルスルーミスト
によるセミドライ大型鋳物マシニング加工外段取り、パレットチェンジャー無人搬送車運
転による高い生産性

印刷機械・各種部品、フレーム・
ベット

４０２
中濃

３６，７００万円
３００人

精密円筒研磨

太陽工機製 縦型円筒研削盤 NVG-５L 研削可能内径Φ６０～Φ３５０、研削可能外径MAX
Φ３８０、研削可能高さ１７３
【特徴】内・外径ワンチェック研削が可能。１５㎜ストローク偏芯テーブル仕様で内外径偏
芯研削が可能。ロボットによる、夜間無人運転により低コストを実現

印刷機械・各種部品、フレーム・
ベット

403
中濃

３６，７００万円
３００人

精密三次元測定
高精度大型三次元測定器 X軸２０００ Y軸３０００ Z軸２０００㎜
【特徴】測定精度１μレベル

印刷機械・各種部品、フレーム・
ベット

404
中濃

３６，７００万円
３００人

円筒研削盤

シギヤ精機製作所製 円筒研削盤 GP-８５D・３００ND２ 加工ワーク寸法 Φ６００～Φ５０/長
さ センタ間距離２．７９３㎜ 砥石寸法 Φ９１５×７５㎜×３０４．８㎜ 定尺装置付 Φ１９０×Φ５００
【特徴】プレーンといし台（X軸）、テーブルトラバースタイプ（Z軸）の同軸２軸制御CNC
円筒研削盤、円筒形状の外周面を、両センタ作業により研削

印刷機械・各種部品、フレーム・
ベット

３８８
西濃

個人
１人

機械加工
旋盤（６尺・８尺）
【特徴】単品物得意

機械部品、金型部品等

３９３
東海

７００万円
15 人

機械加工

CNC複合旋盤 インテグレックス３００Ⅳ １台、CNC複合旋盤 インテグレックス２００Y
１台、マシニングセンター 同時４軸 ４台、マシニングセンター ５軸制御 １台、
マシニングセンター ３台、NC旋盤 １１台、平面研削盤 １台、工具研削盤 ２台、三
次元測定器 ２台、投影機 １台、サーフテスト ２台
【特徴】試作、１０㎜前後の小物、８００㎜程度の大きさの板物加工、異形材やロータリー成
型品の加工が得意。材質：アルミ材、アルミ鋳物、チタン合金、ステンレス合金等

航空機・医療機器・半導体製造
装置・光学機器の精密部品等

３９２
中濃

個人
２人

機械加工 MC、NC立フライス２番、立フライス２番、コンターマシン、直立タッピングマシン等 治工具、機械部品等

３９１
岐阜

個人
２人

穴あけ加工
ボール盤×１０台、切断機、旋盤小型
【特徴】鉄物主体

各種部品の穴あけ

番号
地区

発注品目 加工内容 必要な設備など 材 質 数量 希望地域

５６２
岐阜

パチンコ部品（透明部品） プラスチック成形加工
射出成形機 ５０ｔ、射出成形機 １００ｔ、射出成形
機 ２００ｔ

ポリカーポネート、
ABS等
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bÂÆ�5ÄG
Å1ÆcḈ È1Æc ´Âbc�5ÄG

Æ
Access�ÉÊË�b
_Ò�Ì�O�lÓ"ÔÕ�EÖ���lÓ+×��%�&ØÙF���+
%�&'�(�ÚZ��)� 

bẤ c�5ÄG
Å1ÆcḈ È1Æc ´ÂbÃ�5ÄG

☆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.asp
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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

売売売売売売売売売売売売売売売売売売売りりりりりりりりりりりりりりりりりりりたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！買買買買買買買買買買買買買買買買買買買いいいいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ －遊休設備の紹介・あっせん－

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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http : //www.pref.gifu.lg.jp/pref/s::=>=/yuushi/index.htm

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

B‐６８０ NC旋盤 森精機 SL－００ S６０・H３ １０万・３０万 税別 買主 ２台

B‐６８１ NC旋盤 滝沢 TC２・TS－１５ １０万・２５万 税別 買主 ２台

B‐６８３ マシニングセンター 紀和鉄工所 KNH４００ H１３ 各６００万 税別 買主 ２台

B‐６８４ マシニングセンター 紀和鉄工所 PMH４００ H９・１０・１１ 各３００万 税別 買主 ３台

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‐６７８ 押出機 試作用 不問 不問 不問 応談可 税込み 買主 １台

A‐６８５
汎用スライス・汎用旋盤等
フライス・旋盤機

不問 不問 不問 応談可 税別 買主

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

４００
中濃

５００万円
３人

溶接加工
溶接ロボット、MIG溶接機、アルゴン溶接機等、ロー付け設備、ブレーキプレス、シャー
リング ほか
【特徴】SUS・アルミ溶接及びロー付け加工得意

バイク部品等

３９９
中濃

２００万円
１０人

プレス加工
シングルクランクプレス ５ｔ・２０ｔ・３０ｔ・５０ｔ １０台、フリクションプレス ４５ｔ・
６０ｔ ５台、フリクションプレス ２５ｔ・３５ｔ ２台、フリクションプレス １００ｔ １
台、ポンチングプレス １００ｔ １台

洋食器、自動車部品

４０５
中濃

３００万円
３０人

プレス加工、機械加工

サーボプレス １１０ｔ １台、プレス ６０ｔ ８０ｔ 各１台、プレス（レベラーフィーダ
付）６０ｔ １台、NC複合旋盤 φ３００×５００（４軸） １台、NC旋盤 φ１５０×２００ １台、
ＮＣ旋盤 φ２４０×３００ ２台
【特徴】取扱材質：鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、銅、樹脂、特殊合金等。特に、サー
ボプレスについては、形状記憶合金が得意。

軸受メタル等のベアリング部品

３９４
西濃

３００万円
１０人

組付け加工
電機ドライバー エアードライバー その他組付け装備
【特徴】樹脂部品等の組付けなど

自動車部品（コンソールボック
ス）組立 遊戯機器部品組立 等

３９６
中濃

個人
７人

裁断～縫製～仕上げ
眠りボタン付けミシン ２台、ロックミシン ４台、インターロックミシン ３台、穴か
がりミシン ２台、カッティングマシン １台、自動糸切り本縫いミシン ６台、ゴム入
れミシン １台、芯接着プレス １台、検針器 １台、アイロン １台

婦人服全般

３９５
岐阜

個人
１人

機械設計 CAD（２D）JWwin ２台、プリンター A２ ２台
専用機・搬送装置・省力機械等
の機械設計

３９８
中濃

３００万人
７人

ゴム加工
圧縮成形機 ５０ｔ ６台、圧縮成形機 ７０ｔ ５台、圧縮成形機 １００ｔ ９台、圧縮成
形機 １５０ｔ ３台、圧縮成形機 ２００ｔ ２台、ショットブラスト １台、混練機 １６
inh-roll １台

自動車部品、自販機部品

☆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

アセアンビジネス個別相談会 １／２１（木）／県民ふれあい会館 １４０１会議室

中国ビジネス個別相談会 ２／２３（火）／県民ふれあい会館 １４０１会議室

第５回海外ビジネス人材育成塾
「輸出人船積実務研修（基礎編）」

２／２６（金）、３／３（水）、３／５（金）１３：３０～１８：３０
／県民ふれあい会館 ４０３会議室

地域資源活用セミナー
～地域の魅力を活かした商品開発と販売戦略～

１／２２（金）１３：３０～１６：３０
／じゅうろくプラザ中会議室２（岐阜市橋本町１‐１０‐１１）

「経営は売り上げが第一」セミナー １／２６（火）１３：３０～１５：３０／産経センター IT研修室

IT活用講座１「経営にすぐに活かせるExcel」 １／２７（水） ９：３０～１６：３０／産経センター IT研修室

IT活用講座２「Access で在庫管理１」 ２／３（水） ９：３０～１６：３０／産経センター IT研修室

IT活用講座３「Access で在庫管理２」 ２／１０（水） ９：３０～１６：３０／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 （ ） －

メ ー ル

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（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

$%&'()"!"#*+,(-./0123��45�
・「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
��������	
�� ������� ������������� �

個人情報は、目的以外に利用しません
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