
���������	


����������������		

 iinn������������
����������������������������

東海３県で新事業を積極的に展開している企業が、それぞれビジネスプランを発表します。新事業にご

興味をお持ちの方や、他社との提携をお考えの方は是非ご参加ください。
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※このほか、愛知と三重の８企業が発表を行います。

48 9：企業の方・一般の方（県内・県外を問いません）
4:;<=：最終ページの共通申込書をご利用ください

※ホームページ「開催のお知らせ」からもお申込みいただけます
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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

４１０
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（24 H稼動）

水栓部品、医療用部品、弱
電部品等

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MAXΦ３８０、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 Φ
６００～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

401
中濃

３６，７００万円
３００人

機械加工

三井精機製 横型M/C HS 8 A 加工範囲 X 1800 Y 1450 Z 900 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

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

409
加茂

３００万円
４人

機械加工
立MC（♯４－♯８）×６台、横MC×１台、立フライス盤（♯１－♯３）
×９台、横フライス盤（♯２）×２台、平面研削盤
【特徴】小物及び中物の部品加工

工作機械部品等

４０６
岐阜

５００万円
8人

機械加工
五面加工機 ３０００×５０００ １台、五面加工機 １６５０×３５００ １台、五面加工
機 １６５０×３０００ １台、複合プレーナー １３５０×４０００ １台、複合プレーナー
１５００×３５００ １台、複合プレーナー １３５０×３５００ １台

工作機械部品、専用機部品
等

４１１
西濃

個人
2人

機械加工
旋盤６尺×２台、立フライス盤３番、多軸タッピングマシン、ガス溶接機 等
【特徴】焼入・研磨、メンテナンスまで可能

機械部品全般

414
岐阜

500 万円
30 人

機械加工

NC複合旋盤 ７１０×２０００ １台、NC旋盤 ５３１×５２０ １台、NC旋盤 ５６０
×１０００ ３台、NC旋盤 １０７０×８１０ １台、NCフライス盤 １０００×４５０ １
台、旋盤 １０尺 １台、旋盤 １２尺 １台、大物パイプベンダー φ１６５ ７
×７ １台、スロッタ ２台、テーブルブラスト φ２０００ １台、天井クレー
ン ２t ２．８t ４台、ラジアルボール盤 ２台、アーク溶接機 ４台、CO
2 半自動溶接機 ７台
【特徴】長尺物の機械加工得意

建設仮設機械部品

413
西濃

600 万円
10 人

製缶・機械加工

MC×２（1050＊550＊550、1020＊510＊460）、NCフライス（710＊320＊410）、
汎用フライス（710＊300＊410）、ＮＣ旋盤（芯間 1500）、汎用旋盤（芯間 2000）、
コンターマシン、キーシーター、各種溶接機、三次元測定器（800＊1000＊600）
【特徴】機械部品加工、製缶組立、現地据付工事、プラント関係 等

機械部品、プラント関係等
全般

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

408
岐阜

1,200 万円
9 人

各種金型加工（プラ
スチック・プレス
等）

門型MC（1500*2600*800）×2台、MC（900*550*450）×1台、NCフライス盤
（2000*1000*800）×2台、NCフライス盤（1700*1000*800）×2台、NCフライ
ス盤（1000*600*450）×2台、NCフライス盤（1200*800*600）×1台、横型NC
フライス盤（2200*1300*800）×1台
【特徴】３D形状加工で放電ミニアム狙いの細部加工が得意、ワークの運搬
も自前。

各種金型（樹脂・プレス等）

４１５
東濃

３００万円
５人

金型加工

旋盤 ５尺 １台、ラジアルボール盤 １３００㎜ １台、立フライス盤 ３台、
平面研磨盤２台、ワイヤーカット放電加工機 ２台、３次元CAD １台、NC
型彫放電加工機 ４００×５００ １台、成型研削盤 １台
【特徴】自動車用・家電用プレス金型の製作２００トン順送型、４００トン単発プ
レス型まで可その他部分品加工・修理

各種プレス用金型

２７９
西濃

１，０００万円
１０人

亜鉛メッキ
全自動亜鉛メッキ槽（１５０００L）、全自動キャリア式メッキ槽（５０００L）等
【特徴】亜鉛メッキ専門、小物から３mまで、三価（ユニクロ）可

自動車部品・産業用車輌部
品・建築部品等

412
西濃

1,000 万円
25 人

プラスチック組立加
工・印刷

パッド印刷機 ４台、シルク印刷機 ２台、乾燥機 １台、電動ドライバー
２０台、ベルトコンベアー １１台、トラック 4 t・2 t（ウイング） 各１台
【特徴】印刷から組立加工、検査まで一貫した生産が可能

家電部品、自動車部品、遊
戯機器部品等

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

☆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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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‐６８９
はね上げ式棚台車、5段、
7段

９００×１０５０×１４５０（Ｌ
×Ｗ×Ｈ）

Ｈ１８～Ｈ２１
１万・２
万

税込 買主

5段；
40 台
7 段；
80 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‐６８７ フォークリフト 応談可 税込み 応談 １台

A‐６９０ キャステング 小寺電子 １．２５スケが切断出来る事 使用可能な月日 応談可 税別 買主 １台

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

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 １６inh-roll １台

自動車部品、自販機部品

407
岐阜

4,000 万円
31 人

梱包・出荷等
段ボール製箱機、自動梱包機、ビニール包装機、各種転写機、反物チューブ
捲き機ほか
【特徴】倉庫保管可

各種貨物の輸出梱包、内地
出荷、倉庫管理等

☆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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（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）
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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

ビジネスプラン発表会 in なごや２０１０

～求む！ビジネスパートナー～

２２．３／５（金）１３：２０～１７：２０

／愛知県産業労働センター

～中小企業のための“中国ビジネスワークショップ”～
２２．３／１８（木）１３：３０～１６：３０

／県民ふれあい会館展望レセプションルーム

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
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お申し込みいただいた個人情報は、目的以外に利用しません
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