
マッチングフェアinなごや2019（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 （五十音順）

1 埼玉県 株式会社　愛光

2 愛知県 アイコー　株式会社

3 愛知県 愛知　株式会社

4 愛知県 愛知金属工業　株式会社

5 愛知県 愛知製鋼　株式会社

6 愛知県 愛知電機　株式会社

7 愛知県 株式会社　アイディック３Ｄ

8 滋賀県 葵機械工業　株式会社

9 愛知県 秋田工業　株式会社

10 愛知県 曙工業　株式会社

11 愛知県 株式会社　浅野研究所

12 愛知県 株式会社　旭工業所

13 愛知県 アスカ　株式会社

14 静岡県 株式会社　アステクノス

15 埼玉県 株式会社　アドバンス

16 岐阜県 株式会社　アルミックイマイ

17 大阪府 池田金属工業　株式会社

18 愛知県 株式会社　伊藤精密工具製作所

19 愛知県 井上特殊鋼　株式会社　名古屋営業所

20 愛知県 井上メッキ工業　株式会社

21 岐阜県 イハラサイエンス　株式会社　岐阜事業所

22 愛知県 株式会社　エヌ・エス・エス

23 東京都 ＮＯＫ　株式会社

24 愛知県 エヌティーテクノ　株式会社

25 東京都 荏原環境プラント　株式会社

26 静岡県 エンシュウ　株式会社

27 愛知県 有限会社　オーケイ機工

28 埼玉県 株式会社　大橋製作所

29 和歌山県小川工業　株式会社

30 愛知県 柏木産業　株式会社

31 岐阜県 カヨウ金属　株式会社

32 愛知県 株式会社　鬼頭精器製作所

33 岐阜県 岐阜精工　株式会社

34 岐阜県 株式会社　キョウワ

35 富山県 株式会社　協和製作所

36 兵庫県 極東開発工業　株式会社

37 栃木県 株式会社　ケーヒン

38 岐阜県 株式会社　桜井グラフィックシステムズ　

39 愛知県 サハシ特殊鋼　株式会社

40 愛知県 サンエイ　株式会社

41 愛知県 サンユー　株式会社

42 愛知県 三友電装　株式会社

43 愛知県 ＪＦＥエンジニアリング　株式会社　名古屋支店

44 和歌山県株式会社　島精機製作所

45 愛知県 昭和機械　株式会社

46 愛知県 新栄機工　株式会社

47 愛知県 真永工業　株式会社

48 岐阜県 新興機械　株式会社

49 愛知県 新光機器　株式会社

50 愛知県 株式会社　シンテックホズミ

51 岐阜県 株式会社　新東工機

52 神奈川県新日本工業　株式会社

53 長野県 鈴与マタイ　株式会社

54 岐阜県 株式会社　関ケ原製作所

55 愛知県 株式会社　ゼン

56 愛知県 千秋技研　株式会社

57 熊本県 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング　株式会

58 神奈川県大協技研工業　株式会社

59 愛知県 ダイトロン　株式会社

60 岐阜県 株式会社　タイメック

61 京都府 太陽機械工業　株式会社

62 愛知県 株式会社　大洋電機製作所

63 長野県 タカノ　株式会社

64 東京都 タキゲン製造　株式会社

65 岐阜県 中部エクストロン　株式会社

66 愛知県 有限会社　中部製作所

67 愛知県 株式会社　中部プラントサービス

68 愛知県 株式会社　千代田イー・エム

69 岩手県 株式会社　ツガワ　花巻工場

70 愛知県 椿本興業　株式会社

71 愛知県 株式会社　ツルタ製作所

72 愛知県 株式会社　ティラド

73 和歌山県デュプロ精工　株式会社

74 岐阜県 東海化成工業　株式会社

75 岐阜県 株式会社　東海興産

76 岐阜県 東海理研　株式会社

77 愛知県 東久　株式会社

78 山梨県 株式会社　東京洗染機械製作所



マッチングフェアinなごや2019（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 （五十音順）

79 神奈川県東芝自動機器システムサービス　株式会社

80 東京都 東芝三菱電機産業システム　株式会社

81 愛知県 東名通信工業　株式会社

82 愛知県 東洋ブレージング　株式会社

83 愛知県 株式会社　豊田自動織機

84 愛知県 株式会社　トヨトミ

85 愛知県 トライエンジニアリング　株式会社

86 東京都 株式会社　トラウム

87 富山県 株式会社　ナガエ

88 愛知県 株式会社　ナゴヤカタン

89 愛知県 株式会社　ナゴヤギア

90 愛知県 名古屋樹脂工業　株式会社

91 岐阜県 鍋屋バイテック会社

92 岐阜県 鍋屋バイテック会社　美濃ファウンドリ

93 愛知県 ニットー精器産業　株式会社

94 愛知県 日邦産業　株式会社

95 愛知県 日本車輌製造　株式会社　（輸機・インフラ本部）

96 愛知県 日本エンバイロ工業　株式会社

97 愛知県 野田プラスチック精工　株式会社

98 岐阜県 野原電研　株式会社

99 愛知県 株式会社　畑屋製作所

100 愛知県 株式会社　花井製作所

101 愛知県 株式会社　羽根田商会

102 三重県 光精工　株式会社

103 岐阜県 株式会社　光製作所

104 愛知県 株式会社　ヒマラヤ化学工業所

105 京都府 HILLTOP　株式会社

106 愛知県 福富金属　株式会社

107 愛知県 株式会社　フジキカイ

108 宮城県 株式会社　フジコー　仙台事業所

109 愛知県 富士精工　株式会社

110 岡山県 株式会社　フジワラテクノアート

111 神奈川県株式会社　ブリヂストンＥＭＫ

112 愛知県 株式会社　古川電機製作所

113 岐阜県 ブレインシール　株式会社

114 広島県 ホーコス　株式会社

115 愛知県 株式会社　マキノ

116 三重県 株式会社　マルトー

117 愛知県 株式会社　水野鉄工所

118 愛知県 株式会社　瑞穂機械製作所

119 大阪府 三菱マテリアルテクノ　株式会社

120 愛知県 ミヅホ工業　株式会社

121 愛知県 メイティックス　株式会社

122 愛知県 明徳産業　株式会社

123 三重県 森六テクノロジー　株式会社

124 岐阜県 矢橋大理石　株式会社

125 岡山県 ユアサシステム機器　株式会社

126 愛知県 株式会社　豊電子工業

127 東京都 株式会社　理工電気

128 愛知県 株式会社　竜製作所

129 大阪府 株式会社　ロイヤル

130 愛知県 株式会社　渡辺機械製作所



マッチングフェアinなごや2019（愛知・岐阜・三重広域商談会）　発注企業
令和元年7月10日現在

株式会社　愛光
埼玉県

自動車部品・建機部品・医療関係等

http://www.aiko.co.jp/

生産品目

資本金 20,000 万円 従業員数 130 名

新規仕入先の開拓

プレス品・インサート成形品・切削品・ダイカスト品等

プレス加工・樹脂成形・切削・ダイカスト・鍛造加工他

プレス200ｔ以上　・縦型成形　・切削(NC、マシニング)

ISOの認証がある事

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

坂戸市千代田5-4-32

1

アイコー　株式会社
愛知県

自動車部品（オートマチックトランスミッション）

http://aicokk.co.jp

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 193 名

量産加工経験有り、自動車部品加工経験有り。

スリーブ、プラグ、ピン、ピストン。鉄製品はΦ60まで、パイプ材・丸棒、鍛造材の加工、アルミ製品はΦ20まで、丸棒の加工

切削、穴明け、フライス加工

NC自動旋盤、CNC旋盤、MC

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

刈谷市築地町五丁目1番地10

2

愛知　株式会社
愛知県

金属製家具

http://www.axona-aichi.com

生産品目

資本金 9,800 万円 従業員数 232 名

品質の確かな製品を適正な価格で調達する。

縫製・張り加工、木材加工

縫製・張り加工、木材加工

木材加工：NC加工機、成型用プレス

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

春日井市如意申町5-8-7　（春日井工場）

3

愛知金属工業　株式会社
愛知県

自動車及び住宅用精密金属加工部品

http://www.aichikinzoku.co.jp/index.html

生産品目

資本金 1,500 万円 従業員数 90 名

相互信頼

自動車部品、住宅用精密金属加工部品

切削・研削・転造・表面処理

マシニングセンター・ＮＣ旋盤・研削盤

共存共栄

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市横根町茨狭間7-23

4

愛知製鋼　株式会社
愛知県

特殊鋼条鋼、ステンレス鋼、チタン、鍛造品、工具鋼、電磁品　他

https://www.aichi-steel.co.jp/

生産品目

資本金 2,500,000 万円 従業員数 2,663 名

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。

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・めね加工品（～M24）

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）

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

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。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

東海市荒尾町ワノ割1番地

5

愛知電機　株式会社
愛知県

電力用機器、制御装置、モータ応用製品

http://www.aichidenki.jp

生産品目

資本金 405,300 万円 従業員数 843 名

相互協力により優良品を世に送り出す良きパートナーとして、相互の信頼関係を保ち共存共栄の実現を図る。

板金加工品、機械加工品、ダイカスト、歯車

当社図面による

小ロット多品種の対応が可能であること。
短納期対応が可能であること。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

春日井市愛知町1番地

6



株式会社　アイディック３Ｄ
愛知県

①専用機・搬送機などの機械設備設計及び製作　②家電・ＯＡ・遊技機などの製品設計及び製作

https//www.i-deak.jp

生産品目

資本金 300 万円 従業員数 6 名

相互信頼

①機械設備設計、冶工具製作　②プロダクトデザイン、モデリング、製品設計

①設計のみ、組付けのみでも構いませんが、一括対応できるなら尚ｏｋ　②意匠のモデリング、機構・筐体の設計

上記業務に対応できる加工機、ＣＡＤ

納期厳守

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市天白区原三丁目304番地1

7

葵機械工業　株式会社
滋賀県

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

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

生産品目

資本金 30,000 万円 従業員数 600 名

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。

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）

・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）

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

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。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

湖南市小砂町1-7

8

秋田工業　株式会社
愛知県

自動車部品

http://www.akita-kogyo.co.jp/

生産品目

資本金 1,800 万円 従業員数 260 名

お客様に満足して頂ける製品の供給および相互の信頼関係

ﾌﾟﾚｽ加工部品、ﾊﾟｲﾌﾟ成型部品、ｱｰｸ溶接部品

ﾌﾟﾚｽ加工、ﾍﾞﾝﾄﾞ及び成型加工、溶接組付け加工

ﾌﾟﾚｽ機、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ・成型機、半自動溶接機

短納期及び各部品に応じた生産準備対応

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

知立市西町逢生13番地1

9

曙工業　株式会社
愛知県

自動車部品の試作～量産までの切削加工、治具・専用機・工作機械・ロボット・航空機関連部品の切削加工（単品/少量）、弱電・重電・
食品機械の切削加工（定期発注/Ｌｏｔ瀬さん）

http://www.akevono.co.jp/

生産品目

資本金 3,400 万円 従業員数 80 名

Ｑ・Ｃ・Ｄ管理が出来ている新規仕入れ先の開拓。材料/製品の引き取り・納入を自社で対応して頂くと共に簡単な検査表（納入時図面
チェック）を添付出来る事。

加工部品全般。

多岐に渡るサイズ・材質があり、プレス/板金/製缶/機械加工/各種熱処理/各種表面処理までの一括発注を考えていますが、部分発注
も可能です。

３・４・５軸の大型ＭＣ加工機、複合旋盤を所有し、短納期に自信が有る会社様、今はスピ-ドの時代なので常に短期間で見積もり提出が
出来る会社様を希望します。

岐阜県各務ヶ原市に、株式会社澤田製作所（子会社）があり、おもに大物製缶部品の加工をしています。そちらとのお付き合いも視野に
入れています。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

安城市里町南歌口55-1

10

株式会社　浅野研究所
愛知県

真空成形機の製造

http://www.asano-lab.co.jp

生産品目

資本金 54,685 万円 従業員数 130 名

やはり品質・コスト・納期です。

真空成形機の部品

大物製缶・加工、中小物製缶・加工、板金

5面加工機、溶接機、フライス、汎用旋盤、レーザー加工機、ブレーキ

受注生産なので多品種少量が得意な所が希望。材料は仕入先持ちなので材料屋は不可。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

愛知郡東郷町諸輪北山158番地の247

11

株式会社　旭工業所
愛知県

自動車部品

http://www.asahikogyosho.co.jp

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 320 名

現在のＱＣＤ要求に対応出来るメーカー

・アルミダイカスト製品、熱間鍛造品

・φ１００～φ２５０の旋盤加工及び、穴あけ加工

・ＮＣ旋盤、マシニングセンター

・ＩＳＯ９００１取得メーカー又は、それに準ずる規格を取得されているメーカー

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

刈谷市小垣江町本郷下6-1

12



アスカ　株式会社
愛知県

各種自動化生産設備設計製作

https://www.aska.co.jp/

生産品目

資本金 90,300 万円 従業員数 570 名

多品種少ロット対応可能であること

大小機械加工品、自動車部品溶接量産用治具設計製作、制御盤製作、製缶品、板金品、機械設計、電気設計、機械組立、配線工事、
ロボットティーチング等

フライス、旋盤、大型機械加工、溶接、表面処理、設計等

上記加工が可能な設備、３ＤCAD、等

多品種少ロット対応可能であること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

豊田市中根町大切50番地1

13

株式会社　アステクノス
静岡県

専用機設計制作及び治具加工、制御盤設計制作

https://astecnos.com

生産品目

資本金 9,748 万円 従業員数 270 名

レスポンス対応　納期遵守

機械・電気設計、組立、加工、ロボットポログラム・ティーチング

2D、3DCAD設計、ロボットプログラム、シーケンサー制御、制御盤制作、配線、装置組立、加工他

CAD（iCADSX尚可）、5面門方加工機等

静岡・神奈川・山梨・愛知・アメリカに各工場があります

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

静岡市駿河区登呂6-3-3

14

株式会社　アドバンス
埼玉県

試作品（自動車、OA機器、航空機、医療機器等の試作部品）

https://www.ab-advance.co.jp/

生産品目

資本金 8,000 万円 従業員数 184 名

製造物が試作品という点を理解し、下記要望事項に対応可能である企業との取引を希望します

試作部品の製造・表面処理（製造品目は業界問わず多種多様）

・切削加工、真空注型、試作金型、石膏鋳造、試作板金、3Dプリンタなどによる試作部品の製造・塗装、鍍金、印刷などの各種表面処理
　※特に、試作金型の【金型設計・駒製作】の対応が可能な企業を急募中

・各製法での加工や表面処理に必要な製造設備および製造技術・寸法精度や品質の確保に必要な検査設備および検査技術（5軸マシ
ニングセンタや三次元測定機があればなお良し）

少量生産への対応（1点～）／早急な見積回答／短納期対応・納期厳守／ISO9001認証取得もしくは準ずる品質管理体制の整備／機密
保持遵守の方針・体制

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

新座市大和田2-1-39　（8月5日より現住所連絡先に移転）

15

株式会社　アルミックイマイ
岐阜県

アルミサッシ　設計・製造・販売

http://www.r-imai.co.jp/

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 85 名

総合的なコストパフォーマンスの良い部品・加工メーカーからの調達を行う。WIN-WINの関係を気づきたい。

下処理のできる焼付塗装。グライト処理できる会社。板金（プレス・溶接・タレパン・レーザー）メッキまで管理できる企業希望

生産設備の開発・製造のできる企業（アルミサッシ組立、曲げ処理）

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

可児市姫ヶ丘1-16

16

池田金属工業　株式会社
大阪府

工業用ファスナー、金属部品の販売

http://www.ikekin.co.jp/

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 100 名

品質第一

金属及び樹脂加工品(図面品)

切削、鍛造(冷間、熱間)、レーザー、溶接、圧接　等

旋盤、ﾌﾗｲｽ、ﾏｼﾆﾝｸﾞ、研削盤、フィリクションプレス　等

・品質管理を行っている。(工程内検査、出荷前検査の実施及び記録)・材料手配から完成品までの対応頂ける。(協力工場要素あり可)

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大阪市西区新町4-7-11

17

株式会社　伊藤精密工具製作所
愛知県

金属製品（ゲージ・治工具）

http://www.ito-seimitsu.co.jp/

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 36 名

相互信頼関係

精密機械部品

切削加工・研削加工

旋盤・フライス盤・各種研削盤

高品質・研削においては賃加工でも可

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中川区柳島町4-10

18



井上特殊鋼　株式会社　名古屋営業所
愛知県

鋼材及び機械加工部品

http://www.issgrp.co.jp/

生産品目

資本金 15,000 万円 従業員数 330 名

新しい仕事に意欲的な企業

①ロボット関連機械加工部品②工作機械部品③その他産業機械部品

旋盤・マシニング・研磨　公差は100分台が中心です。

小物～大物　１～１００ヶ程度のロットの品物が不定期リピートします。

自動車部品は取り扱いがありません

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋24階

19

井上メッキ工業　株式会社
愛知県

自動車部品の製造（メッキ、成形、プレス加工）

http://www.inosys.co.jp

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 210 名

県内、及び近隣企業での調達

プレス金型、自動機、検査機発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

碧南市汐田町2丁目26番地

20

イハラサイエンス　株式会社　岐阜事業所
岐阜県

半導体関連装置、各種産業機器、車両、船舶、各種プラント関連のバルブ・継手

http://www.ihara-sc.co.jp/

生産品目

資本金 156,400 万円 従業員数 600 名

相互の信頼関係（パートナーシップ）

配管用部品（継手。バルブ部品）

切削加工

NC旋盤、マシニングセンター

小ロット、単納期

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

中津川市付知町10424番地

21

株式会社　エヌ・エス・エス
愛知県

自動車用金属プレス製品

http://nss-press.co.jp/

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 34 名

品質・コスト・納期にご協力頂けること。

①量産金属加工部品（主材料：SPCC、SUS、高張力鋼板、t0.25～t6.0）　②金属プレス金型製作　③試作

①プレス加工（順送・単発）　②金型設計・製作　③試作型製作、試作製品加工

①順送プレス（80t～300t）、単発（45t～80t）　②CAD、マシニングセンター、ワイヤーカット等

プレス加工、金型加工でご協力頂ける企業を探しています。　自動車関連部品に実績があり、技術力・対応力・品質力で共にチャレンジ
できること。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市北崎町井田116番地の3

22

ＮＯＫ　株式会社
東京都

シール製品・工業用機能部品・油空圧機器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニクス製品・その他の製造・仕入・輸
入・販売

http://www.nok.co.jp/

生産品目

資本金 2,333,500 万円 従業員数 3,248 名

①法令・社会規範を遵守します。②自由競争の理念の下、公平公正に機会を提供し、厳正に調達先を選定します。③共存共栄の理念の
下、相互の利益を尊重します。④調達先と風通しの良いコミュニケーションを行い、信頼関係を構築します。⑤調達先と共同して、積極
的に改善活動を行います。

（Ａ）鋼管部品、（Ｂ）プレス部品、（C）プレス部品３（板ばね）

（Ａ）φ12.2×φ26の鋼管素材（STKM）から長さ44ｍｍで切り出し、内外径機械加工、（Ｂ）厚さ0.05mmのSUS301Hの箔から330～
420×90～110程度に打抜き（Ｃ）Φ30～φ40、厚さ0.3～0.5ｍｍのS60C材をばね環に成形。また、ｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ処理も要

（Ａ）鋼管素材を加工できるNC自動旋盤、（Ｂ）１５０ｔ以上のサーボプレス機、（Ｃ）高速順送プレス機又は１１０ｔサーボプレス、オーステン
パー処理炉（オーステンパー処理は外注可）

品質の良いものを安く、短納期で納入いただける企業様を探しております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

港区三田3-13-12三田ＭＴビル

23

エヌティーテクノ　株式会社
愛知県

自動車用オートマチックトランスミッション部品の製造

http://www.nt-techno.co.jp/

生産品目

資本金 4,840 万円 従業員数 908 名

高品質・低コスト及びタイムリーな調達

シャフト・インナーレース・アウターレース等

試作・小ロット及び量産までの部品加工。①切削・複合加工　②熱処理　③研磨　※一貫加工可

上記に対応可能な設備

ＩＳＯ９００１の習得

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

高浜市論地町5-1-10

24



荏原環境プラント　株式会社
東京都

廃棄物処理事業を中心に、環境・エネルギー関連施設の設計施工、及び維持管理・補修サービスの提供

http://www.eep.ebara.com/

生産品目

資本金 581,200 万円 従業員数 2,027 名

低環境負荷製品を主体に高品質、低価格、短納期の発掘、及び創製

①都市ごみ焼却プラントおよびバイオマス発電プラントに関する機器及び製缶品、電気設備関連の製品　②機器据付工事、配管工事、
電気工事等　③機器及びプラント設備のメンテナンス

特になし

特になし

・同様施設への納入実績があれば、尚良い。・同等設備、機器の長寿寿命化、効率改善等の提案等あれば提案下さい。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大田区羽田旭町11-1

25

エンシュウ　株式会社
静岡県

工作機械、輸送機器部品加工

https://www.enshu.co.jp/ja/

生産品目

資本金 464,085 万円 従業員数 731 名

弊社の顧客は自動車メーカーがメインとなりますが、年々QCDの要求は厳しくなっております。共に歩んでいけるパートナーを探してお
ります。

工作機械構成部品(加工品)

旋盤加工、高精度切削加工

マシニングセンター、治具ボーラー、深穴加工、平面研磨、円筒研磨、3次元測定機

『なんでもできる』会社は必要ありません。『これだけは負けない』という会社とお付き合いしたいと思っております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

浜松市南区高塚町4888

26

有限会社　オーケイ機工
愛知県

一般産業機械部品、IT関連部品、医療機器部品生産品目

資本金 300 万円 従業員数 3 名

相互信頼関係

レベリングボルト、木工皿と鉄半球、ボルト受け金具（小と大）

冷間鍛造、転造 10,000ヶ/月、キノキ集成材と鉄材（鋳物でも可）の切削、ゴム塗装あり 1,000ヶ/ロット、真鍮の切削とNiメッキ 3,000ヶと
30,000/月

・ヘッダーホーマー、転造盤　・旋盤等　・自動盤

図面通りの加工品が出来れば後はコスト重視。提案力も期待しております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市守山区西城2-8-7

27

株式会社　大橋製作所
埼玉県

ＡＣＦ実装装置などの精密機器を加工する生産装置・設備の自社開発、製造、販売

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

生産品目

資本金 9,600 万円 従業員数 98 名

少量での短納期対応、且つ高品質でリーズナブルな価格

産業用装置を構成する加工部品

機械加工、板金加工、製缶加工

・切削加工品：各種マシニング加工機/旋盤/測定機など・板金加工品：レーザー加工機/ベンディング機/溶接機/測定機など　・製缶板
金加工品：レーザー加工機/溶接機/測定機/各種ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工機など

少量での短納期対応、且つ高品質でリーズナブルな価格

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

加須市豊野台1-471-8

28

小川工業　株式会社
和歌山県

PFブランク品、プレス品、NC旋盤加工品

http://www.ogawa-industry.co.jp/index.html

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 280 名

機械加工の新規取引先開拓

①鉄・SUSの高ナットの切断ブランク製作　②PFブランク品の加工　③プレスブランクの加工

機械加工

マシニング（30～50番）、NC旋盤（バーフィーダー付）、研磨機（センターレス、円筒、内径）

建築部品は小ロット（300～1000個）対応可能、自動車部品は多ロット（月3000～10万個）対応可能、ISO取得、自動車メーカーの監査対
応可能

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

橋本市隅田町真土39

29

柏木産業　株式会社
愛知県

鉄鋼製品

http://www.kashiwagi-sangyo.com

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 16 名

品質、納期、価格

主に鉄パイプ等鉄製品、非鉄（ＳＵＳ、アルミ等）

切断、曲げ、穴あけ、切削、端末加工、潰し等

切断機、パイプベンダー、プレス、レーザー機等

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。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市北崎町福池70番5

30



カヨウ金属　株式会社
岐阜県

金属加工品製造及び材料販売

https://www.kayou-group.com/

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 13 名

価格・品質・納期の厳守

SUS・AL・鉄等の板金・製缶・溶接・切削・プレス加工品

板金・溶接・機械加工・（マシニング）・プレス加工品

ブレーキプレス・ﾚｰｻﾞｰ・プレス・機械加工

品質チェックの出来る体制

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

岐阜市東鶉1丁目125-1

31

株式会社　鬼頭精器製作所
愛知県

スピンドル、シャフト、ハウジング、ブイブロック

http://www.kitouseiki.co.jp

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 45 名

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

精密加工品

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

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

末永くお取引していただける企業様を要望します

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

豊田市中町中根50番地

32

岐阜精工　株式会社
岐阜県

各種専用機械の設計製作

http://www.gifuseiko.jp/

生産品目

資本金 8,000 万円 従業員数 73 名

①単品部品及びサブＡｓｓｙ調達品　②設計から製作組立品（納期・品質・コスト厳守）

①一般加工部品（ｓｓ材・Ａｌ材・ＳＵＳ・樹脂）、製缶加工品（大物～小物）、軸の焼入研磨品など　②専用機の設計から製作組立品

①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　②設計～製作組立品

①フライス・マシニングセンター・旋盤（汎用・ＮＣ）・ターニング・五面加工機・板金・製缶設備など　②機械設計に必要な設備から製作組
立が出来る（３Ｄは不要）

材料調達から表面処理まで対応可能を希望

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

安八郡安八町南條1290番地1

33

株式会社　キョウワ
岐阜県

食品・医療品関係装置・搬送装置の部品加工及び装置組立

http://www.kk-kyouwa.co.jp/

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 45 名

多品種、小ロット、短納期に対応

板金加工+機械加工部品、製缶溶接部品+機械加工、樹脂加工品

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③樹脂加工

ﾚｰｻﾞｰ、曲げプレス、溶接、機械加工設備

受注可能な企業の面談を希望します

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

関市志津野2935

34

株式会社　協和製作所
富山県

銑鉄鋳物部品（FC材・FCD材）

https://kyowa-fact.co.jp/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 118 名

完成品加工

銑鉄鋳物部品（FC材・FCD材）で、特に10㎏/個～500kg/個程度。5kg/個～10㎏/個程度のものも対象と致します。

自動ライン/自硬性（FP）ライン

ISO取得は必須。品質保証を自社内で最低限出来る事。（QC工程表・検査成績表・ミルシート等要提出）。レスポンスの速さ。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

高岡市四日市133-12（四日市工業団地内）

35

極東開発工業　株式会社
兵庫県

環境整備機器および施設の製造、販売、修理ならびに同部品の製造、販売

http://www.kyokuto.com/

生産品目

資本金 1,189,900 万円 従業員数 999 名

①リサイクルセンター等のプラント機械設備の設計、製作、据付工事　②リサイクルセンター等のプラント電気計装設備の設計、製作、工
事

①プラント機械設備（コンベヤ、バンカ、架台、シュート等）の設計、製作（製缶、機械加工、組立）、据付工事　②リサイクルセンター等の
プラント電気計装設備（受変電設備、制御盤類、データ処理、ＩＴＶ等）の設計、製作、工事

機械加工、製缶、塗装、組立

・地方自治体工事が主体の為、官公庁対応の実績があれば、なお可　・建設業許可、社会保険

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

西宮市甲子園口6-1-45
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株式会社　ケーヒン
栃木県

二輪車、四輪車の機能部品

https://www.keihin-corp.co.jp/

生産品目

資本金 693,200 万円 従業員数 22,371 名

オープンでフェアな調達／お取引様との相互信頼に基づく相互発展／グリーン購買の推進／法の遵守

高精度切削／鍛造（+切削）（数量：各数十万個/月）

切削：Φ5～20／L=2～30　　鍛造（+切削）：Φ5～20／L=2～30

NC自動盤、パーツフォーマー

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

塩谷郡高根沢町宝積寺2021-8

37

株式会社　桜井グラフィックシステムズ　
岐阜県

オフセット印刷機及びスクリーン印刷機の製造販売

http://www.sakurai-gs.co.jp/

生産品目

資本金 36,700 万円 従業員数 150 名

小ロット生産（平均30個以下）　コスト低減　納期

①鉄の部品　手の平サイズ　②鋳造　大物アルミ鋳物　③1500mm前後　平板加工　④シャフト加工長さ500mm～1500　30丸前後

フライス　マシニング加工　旋盤加工　溶接　鋳造

複合旋盤　（芯押しつき）　マシニングセンター縦　横　鋳造設備　溶接設備

QCDに積極的な企業　小ロット短納期対応出来る企業

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

美濃市3951

38

サハシ特殊鋼　株式会社
愛知県

特殊鋼・一般鋼材などカッティング。　設計から加工・表面処理・組立・据付まで。

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

生産品目

資本金 2,500 万円 従業員数 58 名

要求品質を満たす、１００％の信頼性。市場競争力のある格安コストを追求。健全経営と安定した生産体制で、確実な納期管理。

精密機械加工、製缶+機械加工、板金部品　その他

部品図に基づき、お見積もり頂き、客先納期にあわせて製作をお願いします。熱処理、研磨、表面処理などがある場合もございます。

部品図に基づき、お見積もり頂き、客先納期にあわせて製作をお願いします。熱処理、研磨、表面処理などがある場合もございます。

お客様への、早い見積もり回答・短納期・低単価などで　新たな仕事につなげます。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市港区油屋町1-33

39

サンエイ　株式会社
愛知県

①機械器具設置工事　②土木建築工事　③建築物総合メンテナンス　④廃棄物収集運搬・処理　⑤梱包・包装資材製造販売

http://www.san-ei-kk.co.jp/

生産品目

資本金 8,000 万円 従業員数 1,643 名

原価低減に有効な情報（新工法・新材料・新製品・新規仕入先）の取得

機械器具設置工事、土木建築工事、建築物総合メンテナンス、廃棄物収集運搬・処理、梱包・包装資材製造販売

重量物据付工事及び付帯工事　土木工事一式（事務所・工場新築）、公共施設緑化など　鉄台車、パレット（木・鉄）、樹脂内材加工　建
物清掃、害虫駆除、廃棄物収集運搬処理　他

工事、作業に対応可能な設備を保有の企業様や建設業許可を保有している企業様を希望
します

安価で高品質、小ロットに対応可能な企業様や安全を第一に考える企業様を希望します

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

刈谷市桜町3丁目3番地
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サンユー　株式会社
愛知県

パイプ内クリーナー、サンクランプ

https://www.e-sanyu.co.jp/

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 8 名

パイプ内クリーナーの取り扱い代理店様募集です。（国内全域/.中国/インド/ヨーロッパ各国）

板金、レーザーカット、組立　/ 　パイプ内クリーナーの代理店様募集

吊上げ工具の上記品目

上記に準じる

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

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中川区露橋町32

41

三友電装　株式会社
愛知県

・電子機器の各種プリント基板の設計・組立・検査。・各種パイプの製造加工・販売

http://www.sanyu-group.com/denso/

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 76 名

信頼関係

機械部品（配管用）　、輸送機用配管

切削加工、パイプ加工

特になし

短納期、低コスト、小ロット等

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

小牧市大字三つ渕字西之門970番地
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ＪＦＥエンジニアリング　株式会社　名古屋支店
愛知県

ごみ処理施設・上下水道施設等の環境プラント、バイオマス・再生可能エネルギー発電設備、ガスパイプライン、流通システム等の設
計・建設・運転・維持管理、橋梁等の鋼構造物

http://www.jfe-eng.co.jp/

生産品目

資本金 1,000,000 万円 従業員数 9,000 名

既存取引先からの集中購買のほか、大型製缶・各種装置の設計・製作及び現地据付工事を中心に新規取引先を常時探索。原則として
競札を実施。

各種コンベア・伸縮継手・熱交換器・丸・角タンク（ライニング加工）、バグフィルタ、サイロ等大型製缶　および各種機器の現地据付・電
気工事　ほか

大型製缶・機械加工・据付工事・電気工事

上記加工に必要な設備。また、一部性能発注のため設計から対応可が必要になります。

ＰＪ毎に発注のため、時期未定です。また都度設計となり、一品一葉の小ロットとなりますので、こちらをご理解頂き、ご対応可能業者を
お待ちしております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号　大名古屋ビルヂング30階

43

株式会社　島精機製作所
和歌山県

コンピュータ編み機、デザインシステム、裁断機、手袋靴下編み機の開発・製造・販売

https://www.shimaseiki.co.jp

生産品目

資本金 1,485,980 万円 従業員数 1,400 名

法令順守、公正かつ公平な取引、サプライヤー様とのWINWIN関係の構築、サプライヤー様とのコスト・技術面での協調

産業機械部品

アルミ鋳物、ＦＣ鋳物、鍛造の素材供給先、SK材料調達先、長尺ローラーの加工先

自社の製品を正確に評価できる検査器具一式を揃えていること

多品種少量の部品が供給可能な仕入先を希望します。ＶＡ提案が可能な仕入先

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

和歌山市坂田85番地

44

昭和機械　株式会社
愛知県

食品包装機　乾燥炉　マテハン装置　他

http://www.showakikai.jp

生産品目

資本金 9,500 万円 従業員数 60 名

納期　品質　価格

製缶　機械加工　板金　塗装

製缶　機械加工　板金　塗装

上記加工に必要な設備

単品加工が主で、短納期に対応できる企業を探しております

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

愛西市渕高町八畝割35番

45

新栄機工　株式会社
愛知県

一般産業機械、工業炉、乾燥炉

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

生産品目

資本金 7,500 万円 従業員数 90 名

少ロッド、多品目

製缶部品(SUS)、ダクト部品、組立、鋳物(AL)

(1)製缶(SUS)、(2)ダクト製作、(3)組立作業(弊社内作業)、(4)鋳造(AL)

(1),(2)溶接機等、(3)組立工具等、(4)鋳造設備

製缶はSUSを得意とする業者様。組立は弊社内での作業可能な業者様を探しております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市守山区中志段味南原2646

46

真永工業　株式会社
愛知県

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

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

生産品目

資本金 500 万円 従業員数 40 名

相互信頼関係、コンプライアンス・品質保証の確実な実施

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

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

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

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

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

半田市瑞穂町4-8-21

47

新興機械　株式会社
岐阜県

一般産業機械、自動化機械、省力化機械製造

http://shinko-kikai.co.jp/

生産品目

資本金 9,100 万円 従業員数 120 名

Ｑ・Ｃ・Ｄの向上に努める。

機械加工部品（単品）

旋盤加工，フライス加工，製缶・機械加工

汎用旋盤、ＮＣ旋盤、フライス、ＭＣなど

単品加工，小中物旋盤加工が得意な企業様希望。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

安八郡神戸町八条302
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新光機器　株式会社
愛知県

多品種、小ロットの加工

http://shinkokiki.co.jp/

生産品目

資本金 8,000 万円 従業員数 143 名

品質第一、少量生産に対応可能な生産体制、コスト低減

銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）の加工

旋盤加工、フライス加工

NC旋盤、マシニングセンタ

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

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

清須市朝日貝塚33

49

株式会社　シンテックホズミ
愛知県

自動車生産設備、生産準備支援、周辺設備設計製作・据付工事、テクニカルドキュメント、デジタルコンテンツ、映像コンテンツ

http://www.shcl.co.jp/

生産品目

資本金 35,000 万円 従業員数 455 名

より良いものをより早く、より安く調達する

①制御ソフト開発、②モータードライバ開発、③無線機開発

①スマホで工業製品を制御するソフト開発するメーカー②ベクトル制御のモータードライバーを開発するメーカー③工業用の無線技術
（特有の無線機）開発メーカー海外認証も含む

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

みよし市根浦町五丁目3番地1

50

株式会社　新東工機
岐阜県

食品包装機、薬品専用機、各種専用機

http://shinto-kouki.com

生産品目

資本金 1,170 万円 従業員数 68 名

品質、コスト競争力、多品種・小ロットの対応

機械加工部品（SS、SUS、AL)

機械加工 or 製缶・板金

マシニングセンター、NC旋盤など機械加工、製缶・板金に必要な設備

長くお付き合いできる企業様との面談を希望します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

羽島郡笠松町緑町145

51

新日本工業　株式会社
神奈川県

金属加工部品

http://snk-co.com

生産品目

資本金 1,300 万円 従業員数 30 名

自社にて品質保証ができ、納期を厳守してくれるメーカー

自動車関係、電力関係、建築関係、産業機械関係

切削加工、プレス加工、板金加工、鍛造加工、樹脂加工、銅ロウ付け

上記加工に必要な設備及び品質保証に必要な検査器具

材料から後処理まで対応でき、検査成績書添付で納入希望

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

海老名市今里3-25-50
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鈴与マタイ　株式会社
長野県

客先支給図面による鋳物～加工完成品までの製造委託。試作、多種少量品、量産品まで業界は多岐に亘ります。商社として多数のお
客様から常に案件を抱えています。

http://www.newest.ne.jp/

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 168 名

見積回答のスピード。品質管理体制の充実（クレームゼロを目指す）。

①　鋳造品　②　機械加工品

①　ＦＣ，ＦＣＤ鋳造品　②　ＦＣ，ＦＣＤの機械加工（鋳物加工が得意であること）

鋳造、機械加工設備全般

難しい物件に挑戦する姿勢、技術継承がなされていること。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

佐久市中込1-10-1

53

株式会社　関ケ原製作所
岐阜県

大型油圧シリンダー　大型産業用機器　分岐器　舶用クレーン　精密石材

https://www.sekigahara.co.jp

生産品目

資本金 24,700 万円 従業員数 390 名

長期的に安定供給可能な協業先との関係強化

主要生産品目の部品

板金・製缶・機械加工（熱処理/表面処理)など

事業内容の変化により、戦略的に幅広く協業先を求めています

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

不破郡関ケ原町2067番地
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株式会社　ゼン
愛知県

様々な業種の試作品の加工（例）事務機、自動車部品。照明製品、医療機器等

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

生産品目

資本金 4,500 万円 従業員数 90 名

Q・C・Dが管理されている事

試作加工全般（金属切削・樹脂切削・板金加工・バネ等）加工種問わず。

図面・データ等によります。

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）

各加工種でQ・C・Dのどれか一つでも得意な分野があれば大歓迎です。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中川区舟戸町6-30

55

千秋技研　株式会社
愛知県

自動車関連組立設備

http://www.miratech.co.jp

生産品目

資本金 7,200 万円 従業員数 50 名

三社見積りを行い、納期・品質・コストをふまえて調達先を選定する。

精密部品、大物製缶加工、熱処理・表面処理部品

材料から加工、熱処理、表面処理までの全加工(短納期)

工作機械全般

納期･品質･ｺｽﾄに自信のある協力企業様を探しています。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

丹羽郡大口町替地三丁目147番地

56

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング　株
式会社

熊本県

半導体の設計・開発・製造・カスタマーサービス

https://www.sony-semiconductor.co.jp/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 9,500 名

製造メーカーとの直取引きを希望

半導体製造装置(AMAT, TEL, Lam, SCREEN, 荏原, 日立, ディスコなど)に使われる石英、金属、シリコン、樹脂など消耗部品

特になし

特になし。但し、ほとんどの部品で精密洗浄が必要。

半導体分野での実績、および上記装置メーカーとの取引実績がある企業を希望。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

菊池郡菊陽町原水4000-1

57

大協技研工業　株式会社
神奈川県

粘着製品の加工、販売、技術開発。粘着応用製品の企画、加工、販売。

http://www.daikyogiken.co.jp/

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 80 名

当社規定による

粘着製品の基材及び粘着剤。ホットメルト粘着剤。粘着応用製品の素材(基材)　メッシュ材料、不織布(フィルター)素材、金属箔など

粘着製品・フィルム・不織布・発泡材のスリット、打ち抜き、ラミネート、スライス(厚手材料)

環境負荷物質調査対応(RoHs2、REACH、SDSなど)。寸法測定器。画像測定器。

新製品開発のため従来の粘着テープに捉われない特長ある材料紹介、加工技術をお待ちしております

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

座間市栗原920-3

58

ダイトロン　株式会社
愛知県

LS製造装置､電子材料製造装置､光ﾃﾞﾊﾞｲｽ（OPT）製造装置

http://www.daitron.co.jp

生産品目

資本金 220,000 万円 従業員数 795 名

外注展開

販売品目の加工部材、一般市販品

ﾌﾗｲｽ加工、旋盤加工、研磨加工、表面処理、製缶加工、各種溶接加工

ELﾊｰﾄﾞ設計、EL（ｿﾌﾄ設計）、制御盤製作、配線工事、加工外注、研磨加工、製缶、板金

出来ればISO認証取得企業

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

一宮市木曽川町門間字島海1

59

株式会社　タイメック
岐阜県

製缶　機械加工　組立

http://www.timec-g.jp/

生産品目

資本金 6,200 万円 従業員数 70 名

製缶　機械加工

製缶　機械加工

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

関市武芸川町八番7-1
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太陽機械工業　株式会社
京都府

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

http//www.taiyokikai.com/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 200 名

弊社はギヤ加工をコアとしており、ギヤ加工に必要な旋盤～歯切り加工及び研磨・歯車仕上げ加工が対応可能なの協力会社を探して
おります。

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）

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）、研磨加工等

NC旋盤、ホブ版、ブローチ盤、転造盤、ギヤシェーパー、歯車研削盤、各種研磨機など

少ロット～量産対応が可能な企業を希望します。（但し、試作対応・少量のみでも可）色々提案頂ければ有り難いです。また、品質体制
（測定器保有必須）もアピール頂けますと幸いです。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

南丹市園部町船阪町田1番地26

61

株式会社　大洋電機製作所
愛知県

制御盤

http://www.kk-taiyo-el.co.jp

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 65 名

品質・価格・納期を重視した公正な評価による取引

制御盤製造に伴う、設計・製缶・製作作業と出張作業補助

制御盤の設計、BOXの製缶品作成、制御盤の組立・配線

上記の「加工内容」に必要な設備、設計以外はトラック必須

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中川区平戸町1-1-8

62

タカノ　株式会社
長野県

オフィス用家具、検査装置、産業機器、医療機器、エクステリア、ヘルスケア

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

生産品目

資本金 201,590 万円 従業員数 600 名

QCDの最適化と対応力（通常の対応、不良発生時などの緊急時の対応）

①オフィス家具の大型プラスチック成型品、オフィス家具用の木工部品　②検査装置（液晶・半導体など）③医療機器・ヘルスケア関連製
品の試作品及び量産品

①オフィス家具の部材（プラスチックあるいは木工製品）　②検査装置の前工程あるいはOEMでの製作　③医療機器・ヘルスケア関連の
部品・モジュール品あるいはOEMでの製作

①オフィス家具の部材に関しては650ｔ以上の成型加工設備　②検査装置の委託は20ｔ以上のクレーンや最長9ｍ高さ3ｍ程度の筐体の
ハンドリングが可能なこと。特に大型の筐体製作が可能なメーカー様歓迎です　③医療機器・ヘルスケア関連は具体的な案件の際にご
相談させて頂きます。

当マッチングフェアの翌日に貴社工場をお見せ頂ける様であればお願い致します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

上伊那郡宮田村137

63

タキゲン製造　株式会社
東京都

ハンドル、取手、蝶番、アジャスター

https://www.takigen.co.jp/

生産品目

資本金 46,000 万円 従業員数 459 名

ファブレス体制で完成品を調達する。

①ロストワックスとプレスやパッキンなどを組み合わせた複合完成品（多品種少ロット）②ゴム成型品③アルミ加工品

①組立　②ゴムのプレスやインジェクション成型　③アルミの加工

①MCや一般的な組立設備　②ゴムのプレス成型機、インジェクション成型機　③アルミ切削加工機

SUSロストワックスを加工し、部品を調達して組立ができる企業を探しています。多品種少ロット（ロット300ぐらい）なので段取替えを効率
化されている企業様がありましたら声を掛けてください。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

品川区西五反田1-24-4

64

中部エクストロン　株式会社
岐阜県

自動車部品、OA電子機器部品、住設用部品、スポーツ部品、パチンコ関連部品、樹脂成形用金型、樹脂用素材（丸棒・板等）

http://www.cextron.co.jp

生産品目

資本金 8,000 万円 従業員数 88 名

プラスチック射出成形，押出成形、塗装（メッキ・蒸着等含む）、印刷、組付等、樹脂成形用金型設計製作

自動車部品、ＯＡ電子機器部品、住設用部品、スポーツ部品、パチンコ関連部品、樹脂成形用金型

プラスチック射出成形、押出成形、塗装（メッキ、蒸着等含む）、印刷、組付等、樹脂成形用金型設計製作

射出成形機、塗装設備、印刷設備、金型製作設備。

200ﾄﾝ以上の射出成形、高機能樹脂PPS等の成形対応、異形押出成形、小ロット対応、金具手配（インサート成形、圧入用）、プラスチッ
ク部品の簡単な後加工（組付加工等）。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

各務原市上戸町7-1-5
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有限会社　中部製作所
愛知県

油圧部品、工作機械部品、自動車用充電器・変圧器用小ネジ

http://www.tyubu.co.jp

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 36 名

自社内での品質検査保証、スピーディな対応

油圧部品、工作機械部品、産業機械部品

切削加工、研削加工、ブローチ加工、転造加工のいずれか

CNC自動旋盤、マシニングセンター、各種研磨機（センターレス、円筒、平面等）ブローチ盤、転造機のいずれかを保有されている企業

社内にて品質管理が可能であること、見積もり・手配等の対応が迅速であること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市熱田区六番三丁目11-9
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株式会社　中部プラントサービス
愛知県

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

http://www.chubuplant.co.jp/

生産品目

資本金 24,000 万円 従業員数 1,653 名

相互信頼関係

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
　※発注詳細　　http://www.aibsc.jp/torihiki/chubuplant.pdf

配管工事（プレハブ含む）、機器据付工事、ダクト製作・据付、プラント架構製作（歩廊・小ステージ含む）、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

関係設備一式

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市熱田区五本松町11-22

67

株式会社　千代田イー・エム
愛知県

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

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

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 35 名

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。

フレーム・製缶、板金、切削加工

設備の製作に関係した部品製作

CAD、部品製作に必要な各種設備

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。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

一宮市西萩原若宮前18-1
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株式会社　ツガワ　花巻工場
岩手県

画像処理機器、鉄道インフラ関連、医療機器、流通・金融端末

http://www.tsugawa.com/

生産品目

資本金 9,500 万円 従業員数 470 名

法令、社会規範を順守して共存・共栄のため、公平、公正に評価した調達活動を行います。

弊社生産品

精密板金加工から金属焼付塗装（溶剤・粉体・水性）処理、更に組立までの一貫生産を希望

板金加工設備及び塗装設備　一式

ＱＣＤ＋コスト低減提案

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

花巻市大畑9-92-4

69

椿本興業　株式会社
愛知県

各種機械器具及びその部分品ならびに付属品の販売、各種運搬機械の設計、製作及び販売、樹脂製品、不織布など素材の販売

http://www.tsubaki.co.jp

生産品目

資本金 294,591 万円 従業員数 480 名

高品質、納期厳守、新商材の開拓

①金属類及び樹脂類の加工（検査迄）　②画像検査装置　③搬送装置　④産業機械の設計・製作・据付　⑤金型

①切削、溶接、塗装、板金加工、鋳物、鍛造、プレス加工、金属加工　②③④当社の顧客ニーズに対応した機械装置の具現化

①各種工作機械　②③④当社の顧客ニーズに対応した機械装置製造機器　、医薬品メーカー及び医療機械メーカー向け製品

独自の技術をご紹介頂きたい。納品に対し要望に応じた対応をお願いします。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市西区牛島町6番1号　名古屋ルーセントタワー17階

70

株式会社　ツルタ製作所
愛知県

金属プレス加工品

http://www.katch.ne.jp/~turutass/

生産品目

資本金 1,200 万円 従業員数 235 名

弊社と近場で、アグレッシブにご対応頂ける会社様を探しております。

自動車部品・福祉車両部品・フォークリフト部品・産業ロボット部品・事務機部品など

プレス加工、プレス金型製作、試作・板金加工、スポット溶接加工（ナット・ボルトのPRJ溶接・組付など）、表面処理（亜鉛メッキ、脱脂、カ
チオン塗装など）。

メカプレス（単発・順送、45t～500t、特に単発は80～110tクッション付3台以上）、マシニングセンター、ワイヤーカット、旋盤、フライス盤、
ブレーキプレス、タレットパンチプレス、2Dレーザー、3Dレーザー、スポット溶接機など。

弊社への納入便を仕立てて頂きたいです。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

刈谷市一里山町南大根12-1
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株式会社　ティラド
愛知県

自動車、建産機、空調機器他各種熱交換器

https://www.trad.co.jp/

生産品目

資本金 854,564 万円 従業員数 4,040 名

門戸開放、相互信頼、グリーン調達推進

SUSプレス(絞り）、アルミ鋳物、射出成形（450tクラス以上）http://www.trad.co.jp/supplier/item.html　参照ください。

プレス、鋳物、射出成形

各種加工設備（プレス：トランスファー、金型加工　樹脂：450クラス以上）、検査機器（3次元測定）

ISO9001認証取得、熱意をもって取り組まれること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市南区塩屋町4丁目14番地
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デュプロ精工　株式会社
和歌山県

デジタル印刷機、多機能断裁機、メーリング機器

https://www.duplo-seiko.co.jp/

生産品目

資本金 3,200 万円 従業員数 207 名

良い物をより安く安定供給

挽物全般、成型（ゴム,樹脂）

切削、研磨、成型

NCフライス、NC旋盤、研磨機、摩擦圧接機、ゴム成型機、樹脂成型機他

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

紀の川市上田井353
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東海化成工業　株式会社
岐阜県

自動車部品（内装部品・エンジン周辺部品）

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

生産品目

資本金 82,500 万円 従業員数 759 名

最適調達

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

・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

プレス機、樹脂成形機

東海地区以外に九州・関東、海外では北中米の取引についても商談したい。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

可児郡御嵩町御嵩2192-30

74

株式会社　東海興産
岐阜県

省力化機械、各種専用機、設計製作、販売

http://tokai-kousan.com/

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 85 名

Q（品質）C（コスト）D（納期）を遵守できる事。（可能であれば所在地の近い所を希望します。）

省力化設備の構造部品一式

大物～中物の製缶部品加工、小物旋盤・フライス加工

旋盤・フライス・横ﾌﾗｲｽ・平面研磨・円筒研磨・焼入れ・表面処理

特に旋盤・フライス・製缶部品の短納期対応可能な協力会社を募集します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

不破郡垂井町宮代3031-1
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東海理研　株式会社
岐阜県

クリーン使用部品・ロッカー、架台、台車・セキュリティ商品

http://www.tokairiken.co.jp

生産品目

資本金 9,675 万円 従業員数 90 名

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

板金部品・ロッカー、架台、台車・セキュリティ商品

・板金（塗装含む）、マスキング塗装（コーキング含む）、制御BOX組立・架台、台車の板金、塗装、組立・セキュリティ商品の板金、塗装、
組立

・レーザー加工機、ブレーキプレス、スポット溶接機等の板金加工機・パイプベンダー等パイプ加工設備・マシニング旋盤等の機械加工
機・塗装ブース・組立、梱包スペース等

・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

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

関市武芸川町谷口599

76

東久　株式会社
愛知県

カーエアコンのコンプレッサー部品・鋳造機械・専用機

http://www.tokyu-jp.com

生産品目

資本金 13,500 万円 従業員数 380 名

確実な品質・原価改善の推進・納期短縮の追求

製缶加工品・精密加工品・金型

機械加工全般

品質保証できる設備

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

丹羽郡大口町余野1-60

77

株式会社　東京洗染機械製作所
山梨県

業務用洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン機器

http//www.tosen.com/

生産品目

資本金 30,000 万円 従業員数 220 名

相互信頼関係を築き、長いお付合いを望みます。

アイロン用大型パイプロール(直径1000mφｘ長さ３５００ｍｍL）とそのベッドの製作、表面加工およびアイロン機器大型カバー類、ベアリ
ングハウジング鋳物及びその内面機械加工　ｓｕｓ小箱

・切削加工　・板金　・溶接

マシニングセンター、NC旋盤、大型プレーナ、大型サイドカッター

短納期、提案型コストダウン歓迎

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

山梨市東後屋敷707-1
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東芝自動機器システムサービス　株式会社
神奈川県

省力機器、保守サービス

http://www.toshiba-tass.co.jp/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 674 名

１．法令・社会規範等を遵守します。２．調達取引先・調達品選定等の際には環境負荷低減に十分に配慮した調達活動を実施します。
３．調達取引先に対して公正な取引の機会を提供します。４．調達取引先と、相互理解と信頼関係に基づく、調達活動を行います。

省力機器の架台作成

金属（切削、塑性）加工、溶接

溶接機、プレス機

電気、通線工事業者も探しています。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

川崎市川崎区砂子1-2-4　川崎砂子ビル

79

東芝三菱電機産業システム　株式会社
東京都

産業システム・電機品の販売、エンジニアリング及びパワーエレクトロニクス機器及び回転機（大容量電動機等）の開発・製造

https://www.tmeic.co.jp/

生産品目

資本金 1,500,000 万円 従業員数 2,522 名

利益達成のためのＣＲ活動を推進

屋内・屋外大型制御盤筐体、ＢＵＳ導体

制御盤筐体の寸法：H1.9～2.3×W0.8～1.5×D1（単位：m）、t1.6～3.2mm

タレットパンチプレス、タレットレーザー複合機、プレスブレーキ（追従機付き）、スタッド溶接機、半自動溶接機、ナット圧入機、リベット
機、酸洗い槽、リン酸亜鉛槽、洗浄槽塗装設備、粉体塗装設備（外注で可能）

ＢＵＳ導体製造、制御盤の板金及び塗装・組立て・輸送まで行っていただける取引先を探しております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

府中市東芝町１

80

東名通信工業　株式会社
愛知県

モジュラーコネクター、入退室管理システム、各種測定機器

http://www.tomei.co.jp/

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 135 名

環境への影響を考慮した製品の調達（グリーン調達）

樹脂製品、板金製品、ゴム製品、電気部品（基板実装部品、スイッチ、コネクタ等）の発注、ケーブル製作（LANケーブル等）

短納期、少量生産希望

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

稲沢市天池光田町100-3

81

東洋ブレージング　株式会社
愛知県

アイユニオン、ユニオンサクションポート、スタータスイッチボルト等無酸化ろう付加工

http://toyo-brazing.sakura.ne.jp

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 136 名

お客様のニーズに基づいた安全で優れた商品を提供する為に、継続的な品質・技術・コストの向上をお願いします。

油圧部品

切削

NC旋盤、マシニングセンター等

量産対応可能であること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

半田市新居町7丁目47番地

82

株式会社　豊田自動織機
愛知県

アルミダイカスト用金型

https://www.toyota-shokki.co.jp/

生産品目

資本金 8,040,000 万円 従業員数 64,641 名

QCDを考慮した、世界最適調達

金型部品

部品加工（マシニング、旋盤、研磨・・・）

上記を満たす

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市江端町1丁目1番地

83

株式会社　トヨトミ
愛知県

石油暖房機、電気暖房機、ルームエアコン、空気清浄機

http://www.toyotomi.jp

生産品目

資本金 700,000 万円 従業員数 370 名

①品質　②リードタイム/ロット　③コスト　④海外リスクの回避

①プレス部品、スポット溶接組立部品　②コントロール基板、液晶付き操作部組立品　③ハーネス加工品　④メッキ、塗装等表面処理

①150ｔ以上の単発プレス加工、スポット溶接加工　②コントロール基板：設計開発から実装ASSYまでの加工。液晶付き操作部組立品：
樹脂ケース、基板、表示板、FFCケーブル等を組立したもの。　③日本端子、JSTアプリケーション　④装飾メッキ、樹脂塗装等

①移管金型物件について引き受けて頂ける企業を要望致します。　①～④国内生産を希望します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
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トライエンジニアリング　株式会社
愛知県

自動車生産設備･治具、各種専用機

http://www.trieg.co.jp

生産品目

資本金 9,500 万円 従業員数 39 名

相互信頼関係

精密機械部品、製缶加工品、設備設計、電気制御設計

切削加工、旋盤加工、3D形状加工、各種溶接機

NC加工機、カッティング装置

加工精度、短納期、弊社への納品、機密情報あり→秘匿厳守。製作図面、電気制御設計を出来る企業も求めます。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市守山区花咲台二丁目601番地
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株式会社　トラウム
東京都

総合商社（開発　試作　量産展開を提供）

http://www.traum.co.jp

生産品目

資本金 4,700 万円 従業員数 120 名

金属切削　鋳物（ダイカスト含む）　樹脂切削　樹脂　ゴム成形　精密鈑金

機械加工　精密鈑金　鋳造～機械加工　ハーネス　樹脂成型（ゴム含む）

5軸マシニングセンター　複合旋盤　　3次測定器等

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

国分寺市泉町3-37-34　ザ・マクロコスモス103

86

株式会社　ナガエ
富山県

ダイカスト鋳造部品（アルミ・亜鉛・真鍮）の製造。建材部品・建材機構部品の開発製造。インターホンパネルの製造販売。

http://www.nagae.co.jp

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 183 名

品質を重視し、小ロット（50～）と短納期にもご対応頂ける企業様。

ダイカスト・板金関連の加工・機構部品の設計協力。　塗装など表面処理対応発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

高岡市荒屋敷278
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株式会社　ナゴヤカタン
愛知県

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

http://www.nagoyakatan.com

生産品目

資本金 7,000 万円 従業員数 15 名

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

・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)

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

横MC・縦MC・NC旋盤・NCフライス盤等

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市港区九番町四丁目5番地

88

株式会社　ナゴヤギア
愛知県

歯車

http://www.nagoyagear.co.jp

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 57 名

材料支給

歯車

歯切前ブランク加工　歯切後研磨、キー溝加工

旋盤・研磨機・ワイヤー加工機

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市南区滝春町9番地

89

名古屋樹脂工業　株式会社
愛知県

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

http://www.nagoyajushi.co.jp/

生産品目

資本金 7,200 万円 従業員数 95 名

お互いの信頼関係の上でＱＣＤが安定していること

プラスチック製品

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

真空成形機、ＮＣ加工機、レーザー加工機　など

多品種小ロットおよび短納期に対応できること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

小牧市大字入鹿出新田字中池1212番地
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鍋屋バイテック会社
岐阜県

伝動・制御・位置決め・ハンドリング・ねじ・機械要素部品の開発・製造・販売

https://www.nbk1560.com

生産品目

資本金 9,500 万円 従業員数 459 名

安定した品質と供給能力を持ち相互協力ができること

鋳物製品、機械加工部品、ねじ加工品等の自社商品、または受注生産品の発注

機械加工(鉄・SUS・アルミ・FC・FCD)、鋳造、転造

NC旋盤、マシニング、複合旋盤、ブローチ盤、鋳造設備、転造盤

品質、コスト、納期に優れたサプライヤーを求めます

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

関市桃紅大地1番地
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鍋屋バイテック会社　美濃ファウンドリ
岐阜県

FC鋳物の製造・加工・塗装

https://www.nbk1560.com/products/contents/imono_
jigyo/

生産品目

資本金 9,600 万円 従業員数 460 名

品質管理能力・納期管理能力のある企業を求めます。

FC鋳物の加工・塗装・メッキ等の表面処理

受注生産品の鋳物加工。数量：10～300個　Φ100～300 , Φ300～500。リピート性のある製品となります。

NC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ(縦・横)

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

美濃市楓台60-1
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ニットー精器産業　株式会社
愛知県

治工具、機械加工、NC機械加工、放電加工、治具製造、研削加工、研磨、ラップ加工

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

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 50 名

製品の製作、協力ﾒｰｶｰの開拓

精密金型部品、治工具等切削加工をはじめ、ワイヤーカット、放電加工、研磨加工、溶接、熱処理、表面処理までの一貫加工。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

豊田市明和町7丁目58番地

93

日邦産業　株式会社
愛知県

電子部材、化成材事業、設備事業、モビリティ事業、精密機器事業、住宅設備事業

http://www.nip.co.jp/

生産品目

資本金 313,775 万円 従業員数 307 名

将来の飛躍に対し共に技術、ネットワークを活用し、常に競争力を持ち続ける。

住宅設備用、配管用継ぎ手(PPS等)、及び関連する部品、組立品

射出成形品

射出成形機、及び付帯設備。部品組み立てライン

PPS継手成形の実績、もしくはPPS成形を得意としている

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中区錦1丁目10番1号

94

日本車輌製造　株式会社　（輸機・インフラ本
部）

愛知県

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

http://www.n-sharyo.co.jp/

生産品目

資本金 1,180,000 万円 従業員数 1,900 名

少量多品種の中で高品位の資材調達

タンクローリ搭載用部品のうち、①鉄製小ロット部品、②アルミ溶接部品

①t1.6～t12程度の板、又は形鋼を使用し溶接組立を行う部品で、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。

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。

少量多品種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

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

豊川市穂ノ原2丁目20番地　　※今秋（時期未確定）以降、半田市11号
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日本エンバイロ工業　株式会社
愛知県

化学機及び、公害防止機器の開発・製造・販売

http://www.j-enviro.co.jp/

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 29 名

相互信頼関係による、細く長く、無理のない関係

製缶部品、機器加工部品、現地工事（搬入据付、配管、配線）

製缶加工、機器加工、工事施行、重量物運搬

加工内容に応じた設備

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

岩倉市大山寺町神田25番地
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野田プラスチック精工　株式会社
愛知県

樹脂・アルミ・真鍮の切削加工品

https://www.nodapla.jp

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 40 名

相互信頼関係

樹脂・アルミ・真鍮の加工品

切削加工

マシニングセンター、NC旋盤

高品質、短納期

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

丹羽郡大口町伝右2-88
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野原電研　株式会社
岐阜県

金属部品加工/技術開発サポート/セラミック加工

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

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 400 名

相互信頼関係

精密部品加工

・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）　・数個～数百個/ロット　・側面などに穴加工有
り

NC旋盤・汎用旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

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）

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大垣市内原1-68-1

98

株式会社　畑屋製作所
愛知県

電機機器・電気用品・空圧機器・作業用照明機器等の製造

http://www.hataya.jp

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 135 名

電機機器・作業用照明機器等の部品加工

ダイカスト成形（50～350t）、樹脂成形（50～350t）、ベンダー曲げ（NC加工）、溶接（ロボット・ロー付け）、金属プレス、金属切削、ゴム成
形、塗装、金型（ダイカスト・樹脂・プレス）、ASSY組付け

本社工場（名古屋）、岐阜工場（瑞穂市） 近郊

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
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株式会社　花井製作所
愛知県

自動車部品、電機、事務機器等の金属プレス加工と、加工に要する金型治具等の設計製作。完成品（表面処理、樹脂成形含む）までの
組付け。

http://www.hanai.jp

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 85 名

自動車関連部品の実績があり、納期管理、品質管理に責任を持ち、パートナーとして相互発展していける協力会社様を希望致します。

①金属プレス加工（出来れば金型製作共）。②樹脂アウトサート成形。

①自動車用小物部品を主としたプレス加工。（単発、順送、ラインペーサー等）②自動車用小物部品の樹脂アウトサート整形。＊量産対
応可能であること。

①単発プレス（～200ｔ程度まで）、順送プレス（～500ｔ程度まで）等、加工に必要な設備。②竪型成形機（～200ｔ）＊加圧に関しては応相
談。

納期、コスト、品質、安全、５Ｓ等トータルで量産対応可能であること。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

知多郡東浦町大字藤江字トウズ5番地
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株式会社　羽根田商会
愛知県

精密減速機、切削工具、締結工具、各種専用機の設計・製作等

http://www.haneda-shokai.co.jp

生産品目

資本金 9,700 万円 従業員数 100 名

しっかりとした品質保証体制

超大物の加工/組立品

シャフト物（Φ50、L＝3,000以上）とカムの加工とASSYまで対応出来るメーカー

上記大物加工用の設備、及び出来れば船級資格（2級以上）

上記に限らず、大物の機械加工を得意としているメーカー様との商談機会を希望します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中区大須3-40-12
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光精工　株式会社
三重県

自動車、航空機、産業機器、建設機器部品製造メーカー

http://www.hikariseiko.com/

生産品目

資本金 8,100 万円 従業員数 485 名

『より良い製品をより安く』

HV、EV、エンジン、ミッションに関わる各種部品加工

切削、熱処理、研磨（内径・外径・幅）、各種表面処理

NC自動盤等上記加工に合わせた加工設備

品質・納期・コストへの管理力に加えスピード有る対応いただける企業を求めています。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

桑名市蛎塚新田806
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株式会社　光製作所
岐阜県

産業用機械部品

http://www.shinko-zoki.co.jp/hikari/

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 30 名

相互信頼関係、品質

機械加工部品

切削加工（アルミ鋳物、鋳物他）　加工サイズ：φ200 ～ φ1200

NC旋盤、汎用旋盤、ターニング盤

少量多品種の加工を希望 （ 1 ～ 10個）

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大垣市割田1-330
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株式会社　ヒマラヤ化学工業所
愛知県

家庭日用品プラスチック、自動車内外装部品、建材部品、遊技部品

http//www.himaraya-c.com

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 57 名

発注する場合、弊社支給の場合と、自達（サプライヤー様購入）を状況にて相談致します。

家庭日用品プラスチック、自動車内外装部品、建材部品、遊技部品

射出成型品　50ｔ～850ｔクラスのプラスチック製品

射出成形機　50ｔ～850ｔ。ホッパードライヤー乾燥機。温調器。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

あま市北苅二反田108番地
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HILLTOP　株式会社
京都府

精密加工部品、FA機,自動機,試作開発装置

http://www.hilltop21.co.jp

生産品目

資本金 3,600 万円 従業員数 160 名

フットワークよく情熱をもって共に取り組める事

精密加工部品、開発装置の設計～製作

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

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

美観・納期厳守・品質・対応力

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

宇治市大久保町成手1-30
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福富金属　株式会社
愛知県

自動車用板金小物部品

http://www.fukutomi-k.co.jp

生産品目

資本金 2,300 万円 従業員数 98 名

相互信頼関係

自動車用板金部品

・板金プレス加工。組付け、貼付け加工。・表面処理工程（塗装・鍍金）等の加工。

・150ｔプレス機械加工ライン。・200ｔ、300ｔクラスのプレス機械。（プログレ順送加工機）

短納期、短サイクルでの流通部品もあり、材料入荷後3日以内での加工完了が可能とされる企業様。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市梶田町一丁目43番地
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株式会社　フジキカイ
愛知県

包装機の製造・販売

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

生産品目

資本金 9,477 万円 従業員数 640 名

少量多品種生産

包装機械部品、全加工発注

・搬送機器の設計施工　・フライ加工　・製缶加工　・歯切加工　・ステンレの製缶、機械加工

ＱＣＤの厳守とこれらについて積極的提案が可能

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市西区中小田井4-380
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株式会社　フジコー　仙台事業所
宮城県

製鐵所所構内設備部品・産業機械部品等

http://www.fujico-sendai.com/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 750 名

単発見積発注等御対応頂ける企業様。短納期対応（ｽﾎﾟｯﾄ発注）・納期厳守・資料の機密厳守・低コスト対応可能な企業様。

製鐵所構内の様々な設備部品。多品種小ロッド(1～数十個）単発品。

機械製缶（大物機械加工）は天井クレーン5t以上/横中グリ盤/門型MC/現地工事（製缶・仕上）等様々。材質：ＳＳ４００・Ｓ４５Ｃ・ＳＧＰ・
ＳＵＳ。サイズ：手のひらサイズから陸送できるサイズまで。

大物機械製缶の場合：2.5ｔ以上天井クレーン横中ぐり盤・門型MCその他工作機械

単発見積発注等御対応頂ける企業様/短納期対応（ｽﾎﾟｯﾄ発注）・納期厳守・資料の機密厳守・低コスト対応可能な企業様※現地工事
（製缶・機械仕上）対応可能な企業様

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

仙台市宮城野区港1-6-1
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富士精工　株式会社
愛知県

特殊切削工具及び保持具、治具、金型等の製造販売

http://www.c-max.co.jp/

生産品目

資本金 288,200 万円 従業員数 485 名

パンチカッタ、ダイカッタ等

切削加工、研削加工

検査機器：三次元測定器、画像測定器（イメージメジャーなど）

品質、納期を重要視

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

豊田市吉原町平子26番地
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株式会社　フジワラテクノアート
岡山県

醸造食品製造機械

http://www.fujiwara-jp.com/

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 150 名

図面は弊社が技術部が作成。製作図に基づき製造部調達チームが発注。

①製缶・加工②現地据付工事・配管工事③制御盤製作及び納入済み設備の制御部品交換

①ＳＵＳ３０４の製缶・加工。（６ｔ～１９ｔの板厚の物が多い。半自動溶接後、旋削・切削・穴加工）②ステージ・プレハブ配管の製作及び現
地工事③当面は既設納入済みの制御盤内の部品交換及びソフト改造

①長尺旋盤・正面盤・ターニング・５面加工機

図面にとらわれず、提案を頂けて長い付き合いが出来る企業を探しております。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

岡山市北区冨吉2827-3
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株式会社　ブリヂストンＥＭＫ
神奈川県

機械・電気設備の設計・製作・据付・工事、ユニットバスの製造・販売、パイプコンベア・ベルトコンベアの設計・製作

http://bridgestone-emk.co.jp

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 500 名

基本取引契約による

製造装置の設計・製作

①機械・電気設計（ソフト含む）②部品製作（機械加工、製缶、配管）、制御盤製作、機械組立、機体周り配線③現地設置工事、管工事、
電気工事、土木コンクリート工事、解体工事、等

上記加工に必要な設備（ＣＡＤ等）

短納期、品質保証、価格競争対応が可能なこと

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

横浜市戸塚区柏尾町1
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株式会社　古川電機製作所
愛知県

配電用品、配電盤、断路器、分電盤、制御盤

https://www.furukawadenki.jp/

生産品目

資本金 10,000 万円 従業員数 160 名

安定供給のため品質管理、納期管理、ＢＣＰ対策が取れる協力会社の募集

接続器、断路器部品

銅加工（溶接含む）、精密板金加工

マシニングセンタ、ＮＣ加工機、ベンダー他

弊社の品質管理体制にご協力いただけること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

春日井市松河戸町108番地
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ブレインシール　株式会社
岐阜県

工業用精密ゴムの製造販売

http://www.bsk-brain.com/

生産品目

資本金 1,000 万円 従業員数 108 名

品質・コスト面での最適調達に取り組み、強いコスト競争力をつける。

ゴム金型・ゴム成形品・金具プレス（小物）・金具切削（小物）・樹脂成形品

ゴム金型・ゴム成形品・金具プレス（小物）・金具切削（小物）・樹脂成形品

ゴム加硫成形機、金属プレス設備、NC旋盤等。

価格競争力のあるメーカー様を希望いたします。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大垣市築捨町4-87
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ホーコス　株式会社
広島県

自動車向加工専用機、マシニングセンタ、集塵機（バグフィルタ）、オイルミストコレクター、グリーストラップ、厨房用フード、グリースフィ
ルター、製缶タンク、ＳＵＳ側溝、プレハブ配管

http://www.horkos.co.jp

生産品目

資本金 8,500 万円 従業員数 811 名

大物については出来るだけ現場に近いところで製造し全体コストを下げる。またオリンピックや大阪万博に向け協力会社を開拓しユー
ザーの要望に応えられるように製造能力のアップを図る。

ＳＵＳ板金・製缶、ＳＳ製缶（メッキ仕上げ)等、ＳＵＳｔ1.0～4.0酸洗・研磨・塗装、パイプのフレア加工・バーリング加工・Ｒ曲げ　工作機械
部部品；シャフトφ17～30加工（熱処理・荒・仕上加工）

複合機（レーザー、タレパン）、プレスブレーキ、アイアンワーカー、ロール、シャーリング、汎用旋盤、フライス盤、メタルソー、配管加工機
1式。　シャフト加工：旋盤、内・外面研磨機、マシニングセンタ

ゼネコン・サブコンと取引がなく、弊社コンペチターの協力会社でないこと。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

福山市草戸町2-24-20
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株式会社　マキノ
愛知県

セラミックス、新素材、食品、医薬、化学品、環境、エネルギー、土木、リサイクル市場向け機械装置及びプラント設計製造

http://www.makino-co.co.jp/

生産品目

資本金 115,421 万円 従業員数 145 名

ﾊﾟｰﾄﾅｰとして共に長いお付き合いが出来る企業様を求む

上記機械用部品全般

機械加工･溶接両方

ご相談

小ロット･短納期対応が多い為､それに対応可能なｻﾌﾟﾗｲﾔｰ様だとありがたいです｡

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

常滑市大曽町3丁目1番地
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株式会社　マルトー
三重県

木製梱包材、鉄製パレット・台車等の倉庫・工場内設備・備品

http://www.marutoh-net.co.jp

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 350 名

品質、納期、コスト、小ロット対応

木製梱包材、鉄製パレット・台車等の倉庫・工場内設備・備品

溶接、切断、曲げ、塗装、組付　等

溶接機、バンドソー、シャーリング、ブレーキプレス、納入車両　他

新たな素材等のPR

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

四日市市白須賀2丁目7番14号
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株式会社　水野鉄工所
愛知県

ピンリング、ピンストレート、スプールバルブ、チューブ、VVT VTCロックピン、リテーナなど

http://www.mizuno-iw.co.jp/

生産品目

資本金 6,000 万円 従業員数 292 名

ＩＳＯ、コンプライアンスの遵守

エンジン、トランスミッションを構成する小物精密部品

冷鍛、切削、研磨

・マシニング、内径研磨、専用機

・高精度な切削２次加工、円筒研磨、内径研磨、Φ54以上の切削

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市天白区中砂町380番地
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株式会社　瑞穂機械製作所
愛知県

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

https://www.mizuhokikai.jp/

生産品目

資本金 11,452 万円 従業員数 30 名

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

部品機械加工、塑性加工、一般装置Assy請負、板金製品

機械加工、切削、研削、成形、板金

旋盤、複合加工機、マシニングセンタ、研削盤、成形機、測定器、タレパン、レーザー、溶接機等

試作品仕様、発注ロット、物流等別途ご相談させていただきます。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市緑区鳴海町山下50番地
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三菱マテリアルテクノ　株式会社
大阪府

プラントエンジニアリング・メンテナンス業、機器製造業、資源・地質・環境に関わる調査・分析・評価・対策およびコンサルタント業

http://www.mmtec.co.jp/

生産品目

資本金 104,285 万円 従業員数 1,100 名

シャフトφ50×1000Lほか、薄物板金φ200×300H、300W×1000L×100H、　樹脂、製缶品

機械加工、板金加工、製缶加工　材質　SS400、SUS304、S35C、S45C、PVC、PP

一品対応して頂けること(大量発注はありません。)短納期に対応して頂けること

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー10F
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ミヅホ工業　株式会社
愛知県

自動車部品、産業車両部品

http://www.miduho.co.jp

生産品目

資本金 2,000 万円 従業員数 122 名

少量完成品購入、社内加工応援及び、価格競争力の強化

小物精密部品

切削、鋳造、鍛造

NC自動旋盤、マシニング

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市南区豊四丁目20-16
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メイティックス　株式会社
愛知県

自動車部品、設備部品（半導体関連）

http://www.matix.co.jp/

生産品目

資本金 4,800 万円 従業員数 270 名

Good Quality, Good Communication.の会社スローガンの下、公明正大な取引により信頼関係を構築。

自動車部品（機関、駆動部品）

切削加工（一部、耐圧（圧検）、組付けも有り）

マシニングセンター、NC旋盤

自社にて治具設計、手配等生産準備対応可能。ISO14001、9001取得済。少量、多品種対応可能。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

西尾市中畑町安左東18
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明徳産業　株式会社
愛知県

荷役搬送機器及び鉄鋼生産設備の設計・製作・据付

http://www.meitoku-plant.co.jp/

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 100 名

相互信頼関係、安価調達

・マイタ歯車（モジュール８以上）、　・圧下スクリュー（外径φ１００以上、全長１，０００以上）

上記製品の引合いが年に数回あり、経験・実績のある製作先を探しています。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

名古屋市中川区小碓通り5丁目1番地
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森六テクノロジー　株式会社
三重県

四輪車/二輪車用樹脂部品

http://technology.moriroku.co.jp/

生産品目

資本金 35,000 万円 従業員数 3,486 名

①法令や社会規範を遵守、人権/環境/労働安全衛生等に充分配慮した公正な取引に努めます。②品質、価格、納期、技術力、CSRへ
の取組み、事業継続性等の観点から総合的に選定、優良かつ信頼性の高いお取引先と取引を行います。③新規お取引先からの調達も
積極的に検討します。


自動車内装/外装j樹脂部品

樹脂成形加工/塗装加工/組立加工等

①射出成形機　350ton～1350ton　②塗装設備R/B　1コート～4コート対応

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

鈴鹿市伊船町字北下ノ割2102-17
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矢橋大理石　株式会社
岐阜県

一般産業部品、鉄道車両部品

http://www.yabashi-marble.co.jp

生産品目

資本金 7,830 万円 従業員数 105 名

短納期、QCD

一般産業部品、鉄道車両部品の鋳鋼品、鋳造品（特にFC,FCD）、一般鋼材の機械加工

旋盤加工、マシニング加工、スロッタ―（ブローチ）加工、内径研磨

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

QCDに取り組んで頂ける企業を望みます

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大垣市赤坂町273番地
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ユアサシステム機器　株式会社
岡山県

①専用の検査・計測等の省力化設備の設計・据付、②耐久試験機

https://www.yuasa-system.jp/

生産品目

資本金 5,000 万円 従業員数 50 名

QCDに基づくサプライヤーチェーンの拡充及び集約購買

基本的に多品種・単品の発注となります。　　※発注詳細　http://www.aibsc.jp/torihiki/yuasasystem.pdf

材質は、SS、SPCC、SUS、S45C、ｱﾙﾐ、ﾌﾟﾘﾊｰﾄﾞﾝ、MC901、POM、等、ｻｲｽﾞは、2,500x5,500程の架台から300x300xH300未満の物まで
多種、加工内容は、ﾌﾗｲｽ,旋盤,製缶加工,焼入れ後に研磨、等、ﾒｯｷや塗装を含む板金。

三次元測定器で幾何公差等の測定結果書面を提出して頂く場合があります。表面処理及び焼入れ、塗装込みで依頼する場合が多いで
す。

構想設計から装置一式を手掛けることのできる業者様も探しております。もしくは、図面弊社支給で、OEMにて組立までできる業者様も
対象。納品時には、事務処理上ルールの順守が必要となります。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

岡山市北区吉備津2292-1
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株式会社　豊電子工業
愛知県

産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

http://www.ytk-e.com/

生産品目

資本金 4,500 万円 従業員数 461 名

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。

・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。

・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）

・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）

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。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

刈谷市一ツ木町沖田60
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株式会社　理工電気
東京都

全自動機設計製作、制御盤設計製作、電子部品受託生産、モジュール品受託、切削部品、成形加工品、ケーブルハーネス、ロボット制
御/製作、MIL規格コネクタ、端子台製作販売

https://rikohdenki.jp/

生産品目

資本金 3,000 万円 従業員数 85 名

納期・品質の対応及び価格協力をして頂ける事、検査保証のできる事

①制御盤　②精密切削部品加工　③ケーブルハーネス７加工　④自動機　①－④設計できれば尚可

商談会でお話いたします。

商談会で所有設備検査設備などご準備下さい。

継続的なお取引を希望します。また少量多品種が主です。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

品川区東五反田5-22-37

127

株式会社　竜製作所
愛知県

自動車、半導体、液晶業界の専用機設計製作

http://www.ryuuss.co.jp

生産品目

資本金 4,000 万円 従業員数 165 名

納期、コスト対応、長期取引

専用機、冶工具・試作品等の部品加工 ・ 組立 ・ 電気配線 ・ シーケンス調整

①精密部品加工　②組付作業　③制御盤、機内配線　④ＰＬＣ調整　いずれかでも可。

①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、ＮＣ旋盤、円筒研削盤、平面研削盤等の加工機械　②③④工場設備等

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

大府市北崎町清水ヶ根111番地
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株式会社　ロイヤル
大阪府

店装用構材製造販売

https://www.royal-co.net

生産品目

資本金 900 万円 従業員数 150 名

メイドインジャパンに拘り、日本国内の協力会社様での製造生産。

店装用装飾金物　（商品陳列棚支持金具（ブラケット）等

プレス加工　/　装飾鍍金（装飾ニッケルクローム）　/　溶剤・粉黛・塗装

上記加工内容・製造工程に必要な設備　※プレス：設備300トンクラス　鍍金：自動ライン

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

東大阪市長田東1-4-15
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株式会社　渡辺機械製作所
愛知県

自動車関係設備の設計、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

http://www.wmm.co.jp/

生産品目

資本金 4,000 万円 従業員数 143 名

品質、納期、原価で協力いただけるパートナーを必要としています。

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

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

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

従来仕事の合間に対応いただける会社も歓迎します。

発注品目

調達方針

加工内容

必要設備

要望事項

知立市西町宮後66番地
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