
No.1

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

・機械加工（例：シャフト、継手など） 機械加工　

 ・一品一様の受注が多いため、
アークハリマ㈱ 19,282 ・ボイラー用部品 ・製缶加工 NC旋盤、マシニングセンタ、円筒研削盤 　見積、問い合わせなどの対応

・発電機器用部品 ・板金加工（例：ブラケットなど） 五面加工機、スロッター、三次元測定機 ・工程管理、品質管理
42 ・ポンプ関連部品 測定機器校正記録など 　（ISOがあればなおよい）

・食品、薬品、LNG、 材質：SS、AL、SUS、Ni基合金、Tiなど ・短納期対応
兵庫県 ・鉄鋼向けの板金製品 数量：単品、小ロット 板金加工－特殊曲げ加工など 　（お願いする場合があります）

機械加工、プレス加工、板金加工 順送プレス機（600ｔ以下） ・試作加工ではなく、量産対応可能な

葵機械工業㈱ 300,000 ・自動車部品 塗装、熱処理、鍛造、金型 タンデムプレス機（400～1000ｔ）  新規取引先を探しています

・農用機器及び 定置スポット溶接機、ナットフィーダー ・国内（関西、九州）がメインだが、

655 　　　建設機械部品 材質：板金：SPC270～SPC980　機械：S45C 塗装設備（カチオン電着）
  海外（インドネシア、マレーシアなど）

・プレス金型 数量：板金：2000～10000個/月　 機械加工設備(加工から研磨、焼入まで)  での対応も可能な企業であれば、

滋賀県 　　　  機械：少量多品種～5000個/月  より好ましい

機械加工、プレス加工、製缶加工 汎用旋盤、汎用フライス、NC旋盤 ・納期厳守、コスト意識
㈱尼﨑工作所 79,856 各種プラント機器 板金加工、塗装、メッキ、鍛造、鋳造 マシニングセンタ、5軸加工機 　（コストダウン提案を含む）

・ガラス切断ライン レーザー加工機
100 ・鉄鋼、樹脂、建材

・自動車 材質：SS、AL、SUS、S45C
・食品関連の省力 数量：単品、少量多品種

兵庫県 ・自動化機械

　

・機械加工 溶接機、プレス機、断裁機、ベンダーなど ・金網の打抜き、曲げ、溶接、
石川金網㈱ 30,000 金網全般の製作、加工 ・プレス加工 　織金網の製造、加工経験は

・自動車部品用 ・板金加工 　問いません
35 ・各種プラント用 ・金型 ・扱ったことのあることの方が

・石油化学 ・その他 　まれであります
・電線 　意欲があればぜひお話から
・建築建材　など 材質：SUS、AL、鉄、チタン、など 　でもお待ちしております

東京都 数量：単品、小ロット、少量多品種

・機械加工 NC旋盤、複合旋盤、フライス盤 ・各種検査記録や荷造りが
井上特殊鋼㈱　 150,000 ・各種機械加工部品 ・プレス加工 ジグボーラー、各種研削盤 　必要となります
関西ＮＡＶＩ ・溶接構造物 ・製缶加工 製缶、溶接機、板金機械 ・加工品の商社として、お客様

320 ・製缶/機械加工品 ・板金加工 マシニングセンタ 　の要求事項に応じて依頼
・真空機器向け溶接 ・塗装 　できる協力企業様を随時
　　　及び機械加工品 ・その他 　募集させていただいています
・各種組立品　など

材質：SS、SUS、AL、TI、難削材
大阪府 数量：１～１００００（単品、量産とも）

・機械加工 深絞り部品は、UL-200t以上保有業者は是非検討 ・自動車部品納入実績がのある企業

臼井国際産業㈱ 305,000 ・自動車部品 ・プレス加工 静アンバランス測定機保有業者は是非検討 ・IMDS登録可能。ISO9001以上

・プレス部品 ・板金加工 ・PPAP資料作成可能

717 ・鍛造・切削部品 ・鍛造 ・ロットトレース必須

・アルミダイカスト品 ・樹脂成形
・樹脂・ゴム部品 プレス部品(ブラケット、クランプ、フランジ、深絞り)

鍛造・切削部品
（ナット、ボルト、マウント、エンボス、フランジなど）

静岡県 材質：鉄、SUS全般
数量：試作、少量多品種、量産最大80万個/月など

・製缶加工 レーザー加工機、TIG溶接機 ・製造から塗装→納品まで一貫で
エスオーエンジニアリング㈱ 110,000 セメント設備関連 （セメント搬送設備の空気輸送に 　対応して欲しい

　関係する製缶・塗装を発注）
94

大阪府 材質：SS
数量：少量多品種
・機械加工 加工可能であれば、機械は問いません。 ・品質はもちろん　納期は、

SUS㈱　 290,000 ・樹脂部品 ・板金加工  手配納期から遅れない事
滋賀事業所 ・板金加工品 ※都度図面送付します ・できるだけ配送ができる

869 ・機械加工品 　企業が望ましい
材質：SUS　SS400　AL　ABS

滋賀県 数量：1個～100個前後

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・品質に対する意識が高くお互いに

㈱エヌテック 10,000 ・工作機械 ・メッキ 円筒研磨、平面研磨、メッキ全般 　高めあう意識があること、見積りや

・電子部品 　納期回答などフレキシブルな対応

32 ・食品・包装装置 材質：アルミ、ステンレス、鉄全般、真鍮、銅 　ができること
広島県 　　　　　　　部品等 数量：少量多品種

・機械加工、製缶加工、板金加工 マシニングセンタ等 ・単品専門でお願いします。
FNS㈱ 50,050 ・工作機械部品 　塗装、メッキ、熱処理、鋳造、設計

・自動化部品
13 材質：SS、AL、SUS、S45C

兵庫県 数量：単品

・機械加工 マシニングセンタ、NC旋盤 ・QCDを満足させて頂き、
エンシュウ㈱　 4,640,850 工作機械部品 ・製缶加工 平面研削盤、円筒研削盤、内径研削盤 　さらにVA・VE提案も積極的に

・熱処理 五面加工機、三次元測定機 　頂けるパートナーを探して
1,011 　おります

材質：S50C　SK3　SCM415　SS400
静岡県 数量：少量単品種

・製缶加工 のこ盤、ベンディングロール ・工程管理、品質管理が確保
㈱大江鉄工 50,000 ・各種プラント機器 TIG溶接機 　されている企業

・各種プラント工事
53 材質：SS SUS

富山県 数量：ほとんどが単品
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No.2
・機械加工 特に無し。（発注品目が幅広いため、 ・WEB発注のためネット環境が必要

㈱オーエム機械 100,000 ・自動包装機械用の ・その他 各社の所有設備に見合う部品を ・短納期、特急納期対応が臨機応変

宍道工場 　金属加工部品 発注する） 　に可能

130 金属部品：宅配便程度で可能なサイズ ※表面処理は不要。 ・国内、海外調達問わず。海外調達の

材質：SS、SGD、SUS、S45C 　場合は薄物板金、樹脂加工、

島根県 数量：1ヶ～数個が主 　金属機械加工、製缶加工等の

　一括発注が条件

機械加工、プレス加工、製缶加工 ・機械加工～製缶加工まで一貫対応 ・依頼内容は様々ですが、
岡野バルブ製造㈱ 1,286,250 各種バルブ部品 板金加工、メッキ、熱処理、鍛造 ・樹脂加工対応  左記が今特に探している内容です

鋳造、金型、樹脂成形 ・鋳込み～加工
391 ・大型製品の加工に対応可能設備

材質：SUS、アルミ、樹脂、銅、鋳物、超硬材等 ・加工精度1000分台まで対応可能
福岡県 数量：1品1用が多いですが、 ※上記に対応できる設備

　　　　量産可能（1,000～2,000個）もあります

・電気（弱電組立） ・年間の購入数量はとても
オムロンソーシアル 5,000,000 成形品、板金、プレス 　少ないので、少量が得意で
ソリューションズ㈱　 ダイキャスト、ネジ 　ある事を希望します


野洲事業所 900 基板、印刷プレート ・組立をお持ちのメーカさん、

電線ケーブル、ばね 　組み立て専業メーカさんも
滋賀県 ハーネス、ベアリング 数量：少量多品種20個～5000個/年 　探索中です

・機械加工 ５面加工機、汎用旋盤、ＮＣ旋盤、立型 ・弊社は、創業１００年を超える

㈱カシフジ 100,000 工作機械部品 横型マシニングセンタ、中ぐり盤など  工作機械メーカーです
・丁寧で、完成品チェックが確実な仕事

220 ・低コストでの仕入れに対応いただけ、

材質：FC、S45C、SCM 　常にコストダウンについて取組み、

数量：単品から１ロット６個 　長くお付き合いいただける企業

京都府 　　　　（多品種小ロットがほとんど） ・希望があれば、弊社の加工ノウハウ　

　における提案はいたします

・プレス加工 150t～300tプレス ・自動車用プレス部品の生産、
㈱川村金属製作所 45,000 自動車シェルボデー用 　　(順送、タンデム、ラインペーサー) 　取引実績がある事

　　　　　　　プレス部品 ・機械加工部品、樹脂部品、
350 材質：ＳＰＣ、ＳＰＨ（メッキ、配転財含む） 　塗装関連、梱包資材関連は

大阪府 数量：小ロット多回納入 　取引予定ありません

・機械加工 φ32～φ60で複合加工可能な自動旋盤 ・出来ればISO9001認証取得
㈱桑名精工㈱ 20,000 ・レジャー機器部品 粗さ計



・空圧機器部品 以下が有ると好ましい
110 材質：高力黄銅・アルミ・SUS・チタン 超音波洗浄装置、形状測定機

三重県 数量：100ケ～1,000ケ/Lotのリピート品 真円度測定機、三次元測定機

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、フライス盤等 ・短納期、金額
虹技㈱　 202,710 機械加工品（送風機）

機械事業部 ・軸
452 ・軸受ケース 材質：SS、SUS、FC

兵庫県 ・ボス 数量：少量、多品種、1～2ST
　

・機械加工 機械加工：汎用旋盤、NC旋盤

 ・単品対応が得意な企業

光洋サーモシステム㈱ 450,000 熱処理設備部品 ・製缶加工 　　　　　　　マシニングセンタ ・1つの案件で様々な加工が必要です

・筐体、チャンバー ・板金加工 特注品でたまに使用： 　ので1社にまとめられる企業、及び

569 ・タンク、炉心管 　中ぐり機、正面大型旋盤、大型五面加工機 　一貫して加工できる企業

・板金、機械加工品 材質：SS、SUSがメイン。AL、INCONELも少量 板金：レーザー加工機、タレパン、TIG溶接 ・また品質保証体制が整っている企業

奈良県 数量：ほぼ単品。小ロット品10個～100個程度 　や短納期対応、積極的なVA/VE提案

　を頂ける企業

・機械加工 マシニング、旋盤、溶接 ・品質検査がしっかりしていること、

光和商事㈱ 52,100 ・産業機械部品 ・プレス加工 三次元測定機等   納期を守れること
・SUS加工品 ・製缶加工

82 ・板金加工

材質：SUS,AL、S４５C、SS、ADC
大阪府 数量：少ロット、単品

　

・機械加工 ・ISO9001取得企業が望ましい、
㈱コベルコ科研　 300,000 試験向けジグ ・製缶加工  必須ではありません
  機械・プロセス 　　　試験片、試験体 ・電気（弱電組立）
      ソリューション事業部 1,384 ・設計

材質：SS、AL、SUS、金属全般
兵庫県 数量：単品

・機械加工 NC自動旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・ISO等の認証取得
佐久間特殊鋼㈱ 360,000 ・自動車部品、 ・プレス加工 トランスファープレス300t以上 ・従業員数：30名以上

・工作機械部品 ・製缶加工 タレットパンチ
170 ・医療機械部品 ・板金加工

・食品関係設備部品 ・鍛造
・鋳造

愛知県 材質：SS～S55C、SUS、AL、Cu、Ｔｉ等
数量：少量多品種、小ロット、量産等 　

・機械加工、製缶加工、板金加工、塗装 マシニング、旋盤、ターニング ・多品種少量加工の短納期案件に

㈱サワテツ 30,000 試作単品加工品   メッキ、熱処理、鍛造、鋳造、金型 ワイヤー放電、各種研磨機械等々 　耐えるだけの、技術と自信がある

・自動車、食品 　協力メーカーを探しております
30 ・工作機、ロボット ※短納期案件多い

・半導体等
材質：金属全般、樹脂(CFRP含む)

愛知県 数量：多品種少量

・機械加工
サンエス護謨工業㈱ 96,000 樹脂成型品 ・金型

樹脂切削加工 ・設計
100 ・樹脂成形

大阪府 材質：樹脂全般
数量：少量多品種
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No.3
・製缶加工 ・一定以上のQCDレベルの高さで

㈱三翠社 98,000 エンクロージャ型 ・板金加工   あること。     

企画事業部 パッケージユニット ・塗装 ・特殊コンテナの海外調達で、CSC

Green Base 180 ・構成部品 ・電気（弱電組立） 　プレート認証取得出来るメーカーを

・小型筐体 ※各種分電盤・制御盤の設計・製作、  　紹介してもらえる会社           

・金具 　板金・製缶加工、コンテナ内装工事等 ・九州・関西など主に西日本方面で、

　キュービクルの設置場所の組立工事、

材質：SS、AL、SUS 　電気工事、空調工事などが出来る業者

大阪府 数量：単品、小ロット、少量多品種

・機械加工 ・納期、単価などのやり取りを
㈱山豊エンジニアリング 10,000 ・液晶・工作・半導体・ ・板金加工 　レスポンスよく、ご対応いただける

　真空・医療機器 ・樹脂成形 　企業
60 　　　　　　　　　装置部

・食品関係装置部品 材質：金属全般・樹脂全般
京都府 ・各種製造装置部品 数量：単品がメイン、多品種小ロット

・機械加工
JFEエンジニアリング㈱ 10,000,000 主に環境プラント ・プレス加工
大阪支店 ・ごみ処理 ・製缶加工

9,000 ・バイオマス ・塗装
向けの大型製缶品 ・メッキ
及びユニット ・設計
（設計含む）

材質：SS400、SUS
大阪府 数量：単品、小ロット

　

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・測定箇所は公差がある箇所すべてに

㈱繁原製作所 38,000 ・自動車メーカー向け 三次元測定機 　なります。
　試作開発部品 ・加工依頼数が複数ある場合は、

45 　（歯車＆シャフト） 材質：S45C、SCM420、SS、AL、SUS 製作図面に寸法測定値を記入したものと 　初品で寸法測定してから加工を

大阪府 ・工作機械開発部品 数量：単品、小ロット、短納期 ワークを合わせて納入してください。 　すすめてください

　

・機械加工 汎用旋盤・汎用フライス
澁谷工業㈱ 11,392,010 飲料プラント機械 ・板金加工 マシニングセンタ（横）等

製薬設備機械等向け ・鋳造
約3,500 の機械加工部品 ・樹脂成形

材質：SUSメインでSS・S45C・AL等も有
石川県 数量：単品や少量多品種がメイン

　

・機械加工、プレス加工、製缶加工 ・特に求める業務内容は制御設計

島根自動機㈱　 92,000 生産用省力化   板金加工、塗装、メッキ 　（ソフト設計・ハード設計）
大阪技術センター 　　　　自動化設備 　電気（弱電組立）、設計

160 ・電機電子部品用
・電池用
・自動車関連用 数量：一品一様(単品、小ロット）

大阪府 ・医療関連用ほか
　

・樹脂成形
昭和有機㈱　 80,000 ・プラスチックトレー
大阪支店 　樹脂ケースなど

50 　　　　　　　　成型品
大阪府

　

・電気（弱電組立） 圧着工具 ・少量品（1本～5本）を短納期
㈱シンテックホズミ 350,000 ・自動車生産設備 ・その他 　（1週間以内）で作成してもらえる

・サービスロボット ※ハーネス加工の協力企業を探しています 　協力企業さんを希望します
455 ・自動車用サービス

愛知県 　　　　　　マニュアル 数量：1個～50個

・機械加工 NC旋盤、NC複合旋盤 ・小ロット多品種の対応
新日本工業㈱ 13,000 自動車部品 ・プレス加工 マシニング、プレス（単発・順送） ・品質保証をした部品の納入

電力部品 ・板金加工 冷間鍛造、タレパン、ベンダー、レーザー ・材料～完成までの対応
29 建築部品 ・鍛造 ３Dプリンター、三次元測定機　等 ・短納期対応

電子部品 ・樹脂成形
産業機器部品　等

神奈川県 材質：鉄、SUS、アルミ、銅、真鍮、樹脂、難削材　等

数量：単品、小ロット、1,000～10,000個位

・機械加工 3本ローラー ・機器製作については、弊社からの

新明和工業㈱　 15,981,967 ・ごみ圧縮積替装置 ・プレス加工   提供図面に基づき、製缶、組立、

環境システム本部 　　　製作（コンパクタ） ・製缶加工 　塗装、試運転まで一貫して対応いた

3,075 ・ごみ貯留排出機 ・塗装 　だける企業様を求めております
　　製作（ダストドラム） ・プラント電気工事に関しては、設計

・プラント電気工事 材質：SS、SUS 　から施工まで対応できる企業を
　　　　　　（設計含む） 数量：ごみ圧縮積替装置（コンパクタ）1基/年 　求めております

　 ごみ貯留排出機（ダストドラム）2基～5基/年

兵庫県    プラント電気工事（設計含む）1現場/年

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、五面加工機 ・ISOの取得、各種溶接資格、
瀬尾高圧工業㈱ 100,000 熱交換器用部品 ・プレス加工 マシニングセンタ、プレス 　材料ミルシートの提出、ただし
三日市工場 ・製缶溶接品 ・製缶加工 ベンディングローラ、レーザー加工機 　必須ではない

310 ・板金加工品 ・板金加工 溶接機、ガス切断機、プラズマ切断機
・鋼管、ボルト ・熱処理 大型クレーンなど
・熱処理 ・その他
・鏡板加工

材質：SS、SM、SB、SB、SUS、S25C、S45CH

大阪府 数量：単品、少量多品目
　

・銅帯・銅板の加工 旋盤、レーザー加工機、プレス ・弊社設計と打合せの上、
㈱タイチク 30,000 ・誘導炉及び ・弊社製品のユニット部の設計組立 　ユニット設計から協力頂ける企業

 誘導加熱装置用製品 ・大型製缶加工
110 ・高圧電源盤（INV盤）の配線組立

材質：SS、AL、SUS、S45C、
兵庫県 数量：単品、小ロット、少量多品種
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No.4

・機械加工 旋盤、NC旋盤、フライス ・少量多品種に対応可能
大東精機㈱ 99,500 弊社機械の部品 ・製缶加工 マシニングセンタ、板金設備

・板金加工
約170 ・鋳造

兵庫県 材質：SS、FC、FCD
数量：単品、小ロット、少量多品種
・電気（弱電組立） キャスティング、印字機、半田コテ、 ・発注条件は、部材、補材等全て

ダイトロン㈱　　 2,200,708 ワイヤーハーネス製作 ・半田・圧着加工・圧接 圧着工具・圧着プレス各種（アプリケーター） 　弊社より支給させて頂きます

D&Pカンパニー　 その他加工用工具 ・発注単価は加工費のみとなります

電装工場 803 ・発注条件は、弊社から金額の

材質：ケーブル 　提示をさせて頂き御社提示見積の

滋賀県 数量：5～ 　整合性をみてからの判断となります

・機械加工 旋盤（NC、汎用）、フライス（NC、汎用） ・300×300から2000×5000
大豊精機㈱ 878,800 自動車製造設備の ・製缶加工 5面加工機、3次元測定器 　くらいの大きさができる

　　　　　　部品加工品 ・板金加工 　製缶＋機械加工メーカさん
464 ・プレス間搬送機 　を探しています

・溶接治具 材質：SS、AL、SUS、CU、S45C
愛知県 ・小型プレス機　等々 数量：少量多品種、一品一様な部品

・機械加工、プレス加工、板金加工 ・弊社はファブレスメーカーです。
太陽金網㈱ 90,000 ・金網加工品 　塗装、メッキ、熱処理、樹脂成形 　金属、セラミック、樹脂等の部品の

・金属加工部品 　縫製加工、その他 　加工協力会社を広く求めています


180 ・セラミック加工品 ※金網は支給可 ・中国、東南アジアに拠点がある
　各種セラミック ※金属表面処理、金網表面処理 　加工会社も探しています
　高耐熱セラミック 　（コーティング、メッキ、ピーニング他　

・樹脂成形品 　　新しい技術歓迎）

大阪府
材質：各種金属、セラミック、樹脂　等
・機械加工（旋盤加工・ギヤ加工） NC旋盤、ホブ版、ブローチ盤、転造盤 ・少ロット～量産対応が可能な企業を

太陽機械工業㈱ 100,000 各種ギヤ製品 ・鍛造 ギヤシェーパー、歯車研削盤 　希望します。（但し、試作対応・少量

・丸物・シャフト系 各種研磨機など 　のみでも可）色々提案頂ければ

180 材質：主にSCM420、SCr420 ※図面寸法全項目を測定保証が、 　有り難いです

京都府 数量：単品試作、別途相談 出来るかがポイントです。 ・また、品質体制(測定器保有必須)

       ロット50～100台/回（少量多品種） （三次元・形状測定等）   もアピール頂けますと幸いです

　　　　
・製缶加工 現地工事に必要な道工具類、機器類 ・工事に必要な許可、資格は保有

㈱タクマ 13,367,000 ごみ焼却施設及び ・その他 　していること

リサイクル施設、 ・工事を施工していただく場合、監督  　

875 水処理施設、 ※工事全般、試運転調整、機器の補修、 　(下請監督含む)はあらかじめ弊社

ボイラ設備等 　 工事現場で使用する機器のレンタル、 　独自の安全教育を受講し合格して

    バキューム車や重機、工事用備品・ 　いただく必要があります

   消耗品の納入 ・補修に関しましては突発対応可能な

　業者を求めています

兵庫県 材質：SS、SUS等 ・施工場所は西日本全般で主として

　近畿・四国・中国・北陸地区です

・機械加工 NC旋盤、ターニング ・納期、価格、品質、提案
㈱タナベ 67,500 各種プラント機器 ・製缶加工 門形マシニングセンター

工業炉、FA機器 ・板金加工 レーザー加工機
200 ・塗装 半自動溶接機、TIG溶接機

・熱処理
・その他

新潟県 材質：SS、S45C、SUS、AL、CAC502
数量：単品、少量多品種
・①配管工事(工場製作～現場工事まで対応) ・１．安全　２．品質　３．価格

㈱中部プラントサービス 240,000 プラント設備 ・②機器据付工事(施工計画含) 　当社としては案件の受注に向けて、

（右記加工製品） ・③製缶工事(工場製作～現場工事まで対応)　 　計画段階から一緒になって協力して

②ボイラ、タービン ・④プラント架構製作（小規模製品の対応有） 　いただける会社を求めております

1,653 ③ダクト、タンク ・⑤圧力容器（第一種・二種）製作（設計含）

④大型鉄骨 ・⑥設計プラント配管設計(３Ｄ－ＣＡＤ対応)

④手摺・歩廊 　 架構設計、貯槽、架構、配管の動解析、

   流体解析、土木建築設計

愛知県 配管：SGP、STPG、STPT、SUS
ダクト：SS、SUS、S－TEN
・製缶加工 精密板金設備及び焼き付け金属塗装設備一式 ・部分・組立まで全加工

㈱ツガワ　 95,000 画像処理機器 ・板金加工
花巻工場 医療機器 ・塗装

500 金融機器 ・メッキ
・その他

岩手県 材質：SECC、AL、SUS
数量：毎月生産のリピート品　１００台前後

機械加工、プレス加工、板金加工
デュプロ精工㈱ 32,000 事務機器用部品 塗装、メッキ、熱処理、鍛造、鋳造

樹脂成形、その他
207

和歌山県

機械加工、プレス加工、製缶加工 旋盤、マシニングセンタ、プレス ・主な目的は、原価低減になります

㈱東光高岳　 8,000,000 主に変圧器や 板金加工、塗装、メッキ、鍛造、鋳造 レーザー加工機、溶接機、ベンダー ・海外調達やVE提案等も歓迎致します

蓮田事業所・小山事業所 開閉装置などの 鍛造、鋳造など
1,800 受変電・

　　　配電機器部品 材質：鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮など

栃木県 数量：少量多品種　1個～

・機械加工 複合旋盤機、5軸加工機 ・品質、コスト、納期
東邦機械工業㈱ 300,000 各種ポリウレタン ・製缶加工 5面加工機、等

　　　　　製造設備
68 材質：SS、AL、SUS　等

徳島県 数量：単品、少量

44

45

46

47

48

49

43

38

39

40

41

42



No.5
1．産業機械、コンバーティング分野 発注品により異なる 1.弊社は電機業のため、機械メーカ

東レエンジニアリング西日本㈱ 80,000 ・産業機械 　（ロール系装置）などの機構設計・ 　とコラボして新規受注につなげたい

・制御盤 　部品製作・現地改造 2.3.短納期、低価格、高品質が
400 2．制御盤設計製作 　　 可能な会社

3．制御盤筐体（SS、SUS）
滋賀県

材質、数量はその都度相談
・機械加工 縦・横ＭＣや門型、五面五軸加工機 ・弊社取引希望条件として、

㈱ナベヤ 98,000 丸物角物異形などの ＮＣや複合旋盤等 　三次元測定機を含む各種測定器

銑鉄鋳物 材質：FC200～300、FCD450～600 　の定期校正がされている
190 数量：中小ロット（1個～数百個） 御社の設備や要望に合わせた案件を案件毎に

形状：丸物角物異形など色々

 相談させて頂きます
岐阜県 サイズ：片手サイズから1000kg程度



・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤 ・工程・日程の管理が出来ている事、

滑川軽銅㈱ 899,987 アルミ材精密 マシニングセンタ（竪型、横型、5軸） 　ISO又は準じた仕組みを有した
　　　　切削加工品 真空機器用シール面仕上げ 　品質管理システム・仕組みのある

98 ・液晶、半導体部品 材質：アルミ全般 三次元測定機での品質保証まで 　企業
大阪府 ・航空機、医療その他 数量：単品、少量多品種から100個前後

機械加工、プレス加工、メッキ 射出成型機、ガラス研磨、めっきライン　 ・品質・コスト・納期のバランス
ナルックス㈱  800,000 ・プラスチック製品 鋳造、金型、樹脂成形 蒸着機 ・クリーンルーム保有が望ましい
山崎工場 ・ガラスレンズ ※金型製作～成形まで対応して　

260 ・プレス部品 　 くれる企業
※メッキ　蒸着　アルマイト

大阪府
材質：PC、PMMA
・機械加工 NC旋盤、マシニングセンター ・単品対応、短納期対応

㈱ノリタケカンパニーリミテド 15,632,000 ・工作機械部品 ・その他 ラップ盤、ロータリー研削盤 　技術協力の提供できる企業を
（ダイヤモンド工具） 円筒研削盤、内径研削盤 　希望します

5,091 材質：SUS,S45C,SKD
福岡県 数量：少量多品種（1個～50個）

機械加工、樹脂成形、プレス加工 【機械加工（真鍮、鉄鋳物）】
橋本金属工業㈱　 33,000 各種加工品 (端末加工、拡管、サドル、バーリング、 NC旋盤、マシニングセンター
明石本社工場 　ロー付け、コルゲート、他) タッピングセンター、ボール盤

約160 鍛造、鉄鋳物、挽物、真鍮切削 鉄鋳物はマシニングセンター(対応寸法500～1,500)

パイプ加工、金型切削加工、表面処理 【パイプ加工】
スピンカッター、端末機、NCベンダー
ろう付設備一式、自動ろう付け機

材質：C3604、C3771、C1220T、CAC406、 【樹脂成形】：成形機30ｔ～200ｔ
C5441、SUS、AL、PP、PPE、PPS、POM、SPS 【検査機器】

ノギス、ハンドゲージ、面粗度計
兵庫県 数量：1～500/Lot、10～100,000/月 リークテスター、三次元測定器　他

・プレス加工 単発プレス、順送プレス、洗浄機 ・金型製作からプレス加工、2次加工

㈱八馬製作所 75,000 自動車部品 ・板金加工 測定器（ＩＭなどの画像機メイン） 　までが一貫でできる企業

自転車部品 ・塗装 ・ＱＤＣの高い管理力があり、

120 リール部品・建築 ・メッキ 　計測機などが充実している

建築、建材部品 ・熱処理 ・特にＩＭ機などの画像機設備があれば

センサー部品　等 ・金型 　あれば有難いです

・下記2次加工先も探しています

材質：SUS、AL、SPCC、SPHC、銅系等 　スポット溶接、プレス品のマシニング加工

大阪府 数量：100～100,000 　タップ加工（面取加工含む）

　検品+件数+梱包など

・機械加工 横型・縦型マシニングセンタ　5軸加工機 ・一品モノが多い為、納期・
パナソニックプロダクション 100,000 検査装置・加工設備用 ・製缶加工 表面処理（塗装・アルマイト・カニゼン等） 　コストの対応
エンジニアリング㈱ 　　　　　一般加工部品 ・板金加工 ・短納期、緊急部材の対応

657 ・塗装 サイズ　角物：小物～中物Ｘ1200×Y800
・メッキ 　　　　　丸物：φ1～φ400　L10～L800
・熱処理

大阪府 材質：SS、ＡＬ、SUS、S45C、
数量：少量多品種
・機械加工 特に必須設備はありません。 ・第一種圧力容器をはじめ、

㈱ハマダ　 55,020 塔槽類・熱交換器等 ・製缶加工 　各種法規対応できれば理想ですが

化工機工場 製缶品とそれに関わる ・その他 　必須ではございません

300 各加工・購入品 ・圧力容器を中心とした塔槽類・

材質：SS　SUSが中心 　熱交換器の製作業者　材料の購入

兵庫県 数量：基本的には1品毎となります 　機械加工　設計　等

・機械加工 【機械加工】 ・金属加工については焼入れ、
ハムス㈱ 38,000 自動機部品 ・製缶加工 マシニングセンタ、汎用フライス 　表面処理込みで対応可能な

・架台、板金加工部品 ・板金加工 NCフライス、横型フライス(溝加工) 　企業様が望ましいです
30 ・機械加工部品 ・設計 汎用旋盤、NC旋盤、門型五面加工機

・曲げ金 ・樹脂成形 【板金加工】



(ワイヤフォーミング用) レーザー加工機、タレパン、

プレスブレーキ、各種溶接機
材質：SS、SPCC、SUS、S45C、SK 【研削/研磨】



　　　 SKD、SKH、AL、バネ材 平面研削盤、円筒研削盤、バフ研磨
       超硬、各種エンプラ 【放電】


数量：単品、小ロット、少量多品種 ワイヤ放電加工機、型彫放電加工機

京都府 【その他】
ロー付け、ロストワックス

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、MC 【下記対応可能なメーカー】

ハリキ精工㈱ 60,000 精密切削部品 研削機（円筒・停止・端面・平面） ・数量1個～500個までの小LOT

・自動車 材質：SUS、AL、C3604、SS 熱処理、バレル ・表面処理・熱処理・研磨等 完成品

155 ・医療 　　　　SUM、S45C、ABS ・長尺物、L100mm以上

・産業機器部品 数量：単品、小ロット、少量多品種 ・太径物、φ40以上

大阪府 　　　　LOT10,000個以上 ・ISO取得、工場見学＆監査
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No.6
・機械加工（切削、旋削） 汎用旋盤、ＮＣ旋盤、汎用フライス

HILLTOP㈱ 36,000 部品加工全般 ・機械加工+溶接 マシニングセンタ、五面加工機
・板金・製缶+機械加工 研削、ワイヤー、型彫り放電、板金設備

130

材質：アルミ、鉄、ＳＵＳ、樹脂、その他
京都府 数量：単品～量産

・プレス加工 ・プレス加工品は少ロット生産
富士インパルス㈱ 23,800 ・プレス加工品

 ・電気（弱電組立） ・リードタイムの長い実装部品は、

・制御ユニット組立 制御ユニット組立及び内部のプリント基板製造  在庫をしていただけることが条件

101 ・プリント基板 （プリント基板の実装部品の調達も含む）

材質：SUS,SPCC　等
大阪府 数量：主に50～300ぐらいの多品種少量

・機械加工、製缶加工、板金加工 溶接機各種、製缶設備一式、旋盤 ・単発の見積対応
㈱フジコー　 100,000 ・製鉄所関連

  メッキ、熱処理、鍛造、鋳造、その他 五面加工機、マシニングセンター ・完成品まで取り纏め可能な企業
仙台事業所 ・産業設備各種部品 フライス、横中ぐり、天井クレーン2.5ｔ以上 ・品質、価格、短納期

800 材質：SS、SUS、AL、FC、S45C、SC等
宮城県 数量：小ロット、短納期

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・値段と品質が両立できる企業
富士車輌㈱ 250,000 ・大物製缶品 ・製缶加工 溶接機、レーザー加工機、ブレーキプレス

・SUS製缶品(小物) ・板金加工 鋳物設備、鍛造設備
180 ・大物機械加工品 ・鍛造

・歯車 ・鋳造
・銅合金鋳物

・鍛造品 材質：SS、SUS、LBC,ALBC、HARDOX
・旋回座 数量：少量多品種
・大型ボルト(M50程度～)

・コンベア

滋賀県 ・制御盤

・機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・自社・国内だけでなく海外調達窓口

フジプレアム㈱　 2,000,000 ・工作機械部品 ・製缶加工 レーザー加工機、TIG溶接機 　のある企業様も要望致します。

購買調達部 ・精密加工部品 ・板金加工 円筒研削盤、三次元測定機等
189 ・制御盤（製作・組立・

機内配線） 材質：金属全般(特に、鉄・ステンレス・アルミ)

兵庫県 数量：単品、少量多品種

・機械加工 旋削、切削、研削、放電加工機等を複合的に ・左記設備内容は最低限求める内容

二九精密機械工業㈱　 675,000 ・医療用部品 ・メッキ 組合せ、バリ取りなどの仕上げ加工を実態顕微鏡 ・品質を再度優先に考え希望納期に

生産管理本部 ・分析機器部品 を使用して行い、図面など示された幾何公差、 　協力いただける前向きに全社一丸で

209 ・半導体製造部品 材質：ステンレス、チタン、チタン合金 面粗さ等の実測値を記載保証できる設備が必要 　取組んで頂ける企業

・一般産業部品 　　　 耐熱合金、耐食合金 ・見積回答は、2.5日以内を希望
京都府 数量：試作1個～数十個を数年間設変を含め 　いたします

繰り返し量産（数十個～数百個/ロット）へ移行

・プレス加工 大物油圧プレス機 ・納期、品質の要求を満足できること　

プレス工業㈱　　 8,070,000 建機メーカー向けの ・製缶加工 ファイバーレーザー 　（外板用部品の管理が出来るか）

尾道工場 キャビン用部品 ・板金加工 ブレーキ ・新規部品設定時の積極的受注や

1,905 　目標コストへの前向きに検討をして

・小ロットでの対応も可能であること ・治具製作、金型製作、工程/工法設定などを  　頂けること

・一時的な取引ではなく長期的な継続取引   自社で行えること。（が望ましい） ・依頼内容に対する柔軟かつ

材質：主にSPHC-P/SPCC　SAPH440-P 　タイムリーな対応が出来ること

        板厚1.2～9.0mm ・コスト低減活動への参加および協力

広島県 数量：約50～1500台/年 ・ISO取得されていること。(が望ましい)

・機械加工 ＮＣ旋盤、マシニングセンタ ・材料自給から可能な限り完成
豊和工業㈱ 9,019,000 工作機械の ・メッキ 円筒研削盤、内面研削盤、平面研削盤 　まで、一貫生産をお願いします

　　機械加工部品 ・熱処理 ワイヤカット ・品質・コストは無論のこと、
703 ・旋盤用 汎用旋盤、汎用ボール盤、  納期対応も重視します

　パワーチャック 材質：S45C、SCM415H 治具フライス盤等があれば尚良い

 ・過剰品質は無用ながら、
  回転シリンダ 　　　　アルミ系押出材各種など 硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ  丁寧なモノづくりを期待します
・アルミ製エアシリンダ 数量：単品・小ロットが主 は専門メーカー委託も可

愛知県                　  等 　　　　最大でも10～20個程度

・プレス加工 切断、ブランク、曲げ、ロール ・ケレン(下地処理)、塗装、酸洗、

ホーコス㈱ 85,000 ・環境装置及び ・製缶加工 溶接等製作に関する一貫した自社設備   バフ研磨、組付けまで対応可能な

　　　　　　　制御盤 ・板金加工 (レーザー加工機、タレパン、プレスブレーキ   企業を希望
806 ・建築設備機器製品 アイアンワーカー、ロール、TIG溶接機 ・.溶融亜鉛鍍金、酸洗、バフ研磨、

バグフィルタを中心とする環境装置 半自動溶接機等々) 　現地調査、取付工事まで対応
及び制御盤 　可能な企業を希望
煙道、溶融亜鉛鍍金ヘッダー(SGP)、
タンク類(圧力・オイル)等の建築設備機器製品

広島県 材質：SS、SUS(薄板～中板が多い)
数量：製品によって異なります
・機械加工

ホソカワミクロン㈱　 14,500,000 ステンレス及び ・製缶加工
大阪工場 鉄製の製缶品、 ・鋳造

369 機械加工品
材質：SS、SUS、S45C　 鋳造：FC、SCS等

大阪府 数量：単品、小ロット

・機械加工 半自動溶接機、TIG溶接機等 ・品質確認を自ら行い自信をもって

ボルカノ㈱ 46,200 ・配管ユニット ・製缶加工 　弊社に製品を納めていただける企業

・炉（耐火煉瓦築炉・ ・塗装
136 　塗装含む） ・電気（弱電組立）

・制御盤(舶用・陸用) ・その他

大阪府 材質：SS、SUS
数量：単品
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No.7
・機械設計、機械加工、製缶加工 ・問題解決のためのアイデアと技術で

㈱マルエム商会　 80,000 産業用ロボット 　組立、配線配管、制御盤 　ご対応頂ける企業

大阪支店 を使用した 　シーケンス制御、加工組立
約150 ・生産設備 　（各工程のみでも可）

・検査設備 ・ロボットSIer：産業用ロボット周辺装置の
・省力化設備 　設計製作・試運転・客先設置・
・加工部品 　アフターフォロー

大阪府 材質：金属、非鉄金属、樹脂など
数量：単品
・機械加工 複合NC旋盤、マシニングセンタ ・商談時に、具体的な案件がない

㈱瑞穂機械製作所 114,520 機械部品 ・板金加工 レーザー加工機等 　場合もあり、将来的に取引ができ

(手の平にのるサイズ） 　ればと考えて参加したい
30 材質：AL、SUSなど

愛知県 数量：主に50～100個

・機械加工、製缶加工、板金加工 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンタ ・見積り回答や対応の早さなど

㈱ミタチ 25,000 ・各種省力化機械部品 　塗装、電気（弱電組立）、設計 レーザー加工機、各種溶接機
・制御盤、既製品の 　その他 平面研削盤、円筒研削盤

114 　　　　　　　　追加工 プロファイル研削盤
材質：SS、AL、SUS、S45C、NAK ワイヤー・放電加工機 等
　　　 SKD、SKS、MC、PP、PET　など

兵庫県 数量：単品、小ロット、少量多品種

・製缶加工 天井クレーン、TIG溶接機 ・弊社製作図面・仕様書に基づいての

三菱ケミカルアクア・ 373,500 製缶加工品 製缶（SS400＋ゴムライニング） 　タンク製作及び運搬

ソリューションズ㈱ ステンレス製缶（サニタリー） ・弊社検査要領書に則った検査対応

440
材質：SS400、SUS

東京都 数量：客先仕様に沿っての単品発注

・生産設備・試験装置一括請負 図面に準ずる ・.VA提案の積極的実施
三菱電機エンジニアリング㈱ 1,000,000 各種生産設備 ・機械設計・電気制御設計(H/W,S/W) ・納期管理の徹底
メカトロシステム事業部 試験装置　等 ・上記設備の配線及び制御盤組立

5,666 ・上記設備に付帯する部品加工

材質：SS、AL、SUS、S45C、SKD11、Cu
兵庫県 　　　 MCナイロン、POM、PPS、PETなど

数量：単品、少量多品種(設備製造に準ずる）

・機械加工 ・設計製作、組付け、現地設置工事、

水戸工業㈱ 48,000 自動車・ ・プレス加工 　アフターフォローまで1式

　　建機メーカー向 ・製缶加工
443 生産設備、治具等 ・板金加工

・設計
大阪府 ・その他

・機械加工 旋盤、マシニング、溶接、5軸加工機 ・単品、少ロットでも、気長に
㈱明和工作所 95,000 減速機部品 ・製缶加工 ホブ盤、歯研盤 　付き合えること。

・歯車 ・品質管理がしっかりしていること
43 ・ケーシング 材質：SCM、S45C、LBC、PBC、SS材

広島県 ・シャフト 数量：単品、少ロット

・鋳造 重力鋳造、ダイカスト ・専用設備の有無
㈱柳澤製作所 150,000 ガス器具部品 ・樹脂成形 樹脂成型（フィルム成形） ・品質確保（アルミの場合純度

　が高い）
290 材質：アルミ鋳物(高純度)、鉄鋳物FC150～ ・特殊金属のダイカスト成型

大阪府 　　　　ＰＭＭＡ樹脂・フィルム成形

数量：50ケ/月～3000ケ/月
・機械加工 汎用/NC旋盤・円筒研削・MC ・厚メッキ後の研磨仕上げが必要

㈱山岡製作所 62,400 ・FA装置用部品　 ・製缶加工 　となる部品に対応できる加工業者
・精密金型プレス部品　 ・金型 金型設備 ・小ロット・単品での手配に対応

200 ・モールド成形 特に、旋盤加工・円筒研磨 高精度CNC3次元測定機、高精度CNC画像測定機　 　いただける企業。

　　　　　　　加工部品 万能工具顕微鏡、CNC治具研削盤　 ・短納期で品質の良い物をコスト重視
マシニングセンター（40000回転）

材質：SS系各種、軸受け鋼各種 CNCプロファイル研削盤

金型材質：DC53、HPM38、ELMAX NC平面研削盤、成形研削盤、平面研削盤　

数量：単品 万能円筒研削盤、ワイヤー加工機　

京都府 放電加工機、細穴加工機

・塗装 ・当社で扱わせていただけるような

ヤマコー㈱ 95,650 業務用ホテル旅館 ・木工 　商材、製造技術をご提案希望します 

飲食店向け ・樹脂成形 　当社は岐阜県の中小企業ですが、

74 ・調理道具・器・消耗品 ・縫製加工 　優れたパートナー企業（職人）様の

・客室備品・浴用品 ・その他 　ご協力のもと、多方面への展開を

・店舗什器 　しております。 少量多品種・
・家庭用キッチン用品 材質：木、竹、紙、陶器、硝子、 　天然素材（木工中心）というニッチな

・インテリア雑貨 　　　　金属、石など（一部樹脂） 　分野ですが、ご商談お願いします

・生活雑貨・和雑貨 数量：単品
岐阜県

・機械加工
㈱ヨシタケ 1,908,674 バルブ部品 ・プレス加工

・ステンレス鋳造 ・鋳造
475 ・鋳物加工

・真鍮加工品
愛知県 ・ステンレス加工品 数量：小ロット多品種

・機械加工 最新機械工設備 ・品質・納期に高い関心を持つ企業

㈱リガク　 100,000 ・機械加工品部品 ・板金加工
大阪工場 （金属・樹脂） ・鋳造

800 ・鋳造品（真空対応）　 ・樹脂成形
・板金・フレーム部品

材質：SS、AL、SUS、PP、他
大阪府 数量：少量多品種
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No.８
・プレス加工

利高工業㈱ 30,000 住宅外装部材・ ・板金加工
玄関ドアの鉄・ ・塗装

320 　　　　　アルミ部品 ・メッキ
・バルコニー ・金型
・玄関庇

滋賀県 ・屋根板金 材質：アルミ、薄物カラー鋼板
　　　　ZAM材、SUS等
・機械加工 汎用旋盤、ＴＩＧ溶接機、レザー加工機 ・各種プラント機器のメンテナンス対応

ワコオ工業㈱ 70,000 ・プラント用各種機器 ・鍛造 　及び特に安全弁・調整弁・バルブ・

・メンテンナンス要員 ・鋳造 　ポンプ等のメンテナンスと配管工事

52 ・各種配管工事等 ・設計 　関係が出来る企業
・他にも配管工事の設計施工出来る

材質：SS、SUS  企業

北海道 数量：単品、少量多品種
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