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no

1
企業名は

伏せております
PCDロープシーブ

製作

①PCDロープシーブ
　　材質：FC250
    加工内容：型製作-鋳造-機械試験-機械加工-ﾌﾞｯｼｭ圧入-PTまで
    加工品の大きさ：PCD455　φ515*φ315
　　発注ロット：　16個
　　オイレスブッシュは支給

注）参考用
②PCDロープシーブ
　　材質：FC250
    加工内容：型製作-鋳造-機械試験-機械加工-ﾌﾞｯｼｭ圧入-PTまで
    加工品の大きさ：PCD1090-1390　φ1258～φ1578
　　発注ロット：　総重量24,500kg
　　オイレスブッシュは支給

注）参考用

2
アイベステクノ

株式会社

プラント用
（鉄鋼等）

制御盤の作製

①制御盤の設計製作(ハード＆ソフト、現地作業対応）
　　材質：SUS、SS
    加工内容：制御盤の組立・配線
    加工品の大きさ：参考寸法 自立盤W800×H2350×D500
　　　　　　　　　　　　　　 壁掛盤W500×H600×D200
　　　　　　　　　　　　　　　SUSはｔ2.0、SSはｔ2.3とｔ3.2
　　発注ロット：1台（面）～3台（面）
　　*PLCｿﾌﾄ設計・制御盤ﾊｰﾄﾞ設計・製作、制御盤の改造・試運転が出来る企業

3
厚板プレス工業

株式会社
製缶構造物の製作

①大型産業設備の製作（大型タンク等）
　　材質：SS400　SUS304
    加工内容：製缶加工＋研磨加工、塗装等
    加工品の大きさ：φ１０００～φ３０００
　　　　　　　　　　長さ１０００～１５０００位までのもの
　　　　　　　　　（案件により異なる）
    加工機械：製缶設備一式　クレーン5トン以上
　　発注ロット：一品一葉
　　※材料：基本的に自己調達（一部支給品あり）
　　※JISの溶接免許は必須
　　※第1種圧力容器の資格、電気事業法等の溶接資格があれば尚可

②薄板製缶加工
　　材質：SS400、SUS304等
    加工内容：薄板製缶加工
    加工品の大きさ：手のひらサイズ～□１０００までのもの
    加工機械：製缶設備一式、レーザー、タレパン、ブレーキ、
　　　　　　　べンディングロール等
　　発注ロット：一品一葉
　　※JIS溶接免許は必須
　　※材料：自己調達（一部支給あり）

制作物企業名 発注ニーズ



①手術用器具の加工（手術用器具の各種部品等）
　　材質：SUS630・304・420J2・440C（主はSUS630の加工）
    加工内容：マシニング加工、5軸マシニング加工、NC旋盤加工、曲げ加工
　　　　　　　ワイヤーカット（手作業による加工も可。但し弊社に
　　　　　　　よる教育が必須。）
    加工品の大きさ：丸 φ3～φ30　長さ500ｍｍまで
　　　　　　　　　　□ 50×150×100程度
    加工機械：マシニングセンター、5軸マシニングセンター、
　　　　　　　センタレス研磨、円筒研磨、NC旋盤
　　発注ロット：1～50個/月　多品種あり
　　　　　　　　材料支給可

4 入江株式会社

樹脂加工及び各種機
器の設計製作

①半導体設備関連等の樹脂加工
　　樹脂加工（機械加工、曲げ、溶接加工等）が出来る企業
    PTFEの溶接加工出来る企業
    半導体向け加工部材の実績がある企業

②医療、水処理、食品関連機器の設計製作及び部品製作
　　医療機器、水処理機器、食品関連機器の設計製作及び部品製作
　　を行っている企業
　　継ぎ手配管施工や水処理関連の制御システム基盤等の設計
　　製作できる企業

石英加工品製作

③石英・ガラス加工ができる企業
　　半導体装置用石英部材や分析・光学機器用パーツ等の
　　製作実績がある企業

プリント基板設計・
製造

④電子基板の設計・組み立てができる企業
　品質・価格優位性のある企業

システムソリュー
ション

⑤製造工場の自動化、省人化に向けたハード面、ソフト面の
　システム構築,IOT提案等ができる企業

その他
⑥自社製品の販路拡大を検討している企業
　　特に、半導体、化学、製薬、食品分野等への Ｂ to Ｂ 製品

5
株式会社

オーミック
医療用器具



株式会社
片岡製作所

各種産業機械の
部品加工

きしろ商事
株式会社

産業機械部品の
製作

①プレス部品全般　製作(製缶～機械加工）
　　材質：SS
    加工内容：製缶+機械加工
    加工品の大きさ：500×2500×4000
    加工機械：溶接設備、旋盤、竪旋盤、横中ぐり盤、五面加工機
　　発注ロット：単品～小ロット
　　※素材～一貫製作対応希望（海外材可）
　　※クレーン能力2.8ｔ以上が望ましい

②製鉄機械部品全般　製作(素材～機械加工）
　　材質：S35C、S45C、SCM、SUS
    加工内容：素材+機械加工
    加工品の大きさ：φ1200×500/Φ250×4500L　等
    加工機械：旋盤、竪旋盤、横中ぐり盤、五面加工機
　　発注ロット：単品～小ロット
　　※素材～一貫製作対応希望（海外材可）
　　※クレーン能力2.8ｔ以上が望ましい

③製鉄機械部品全般　製作（鋳造品～機械加工）
　　材質：FC、SC
    加工内容：鋳造+熱処理+機械加工
    加工品の大きさ：500×1500×1500/φ1400×300
　　加工機械：各種鋳造設備+加工機械
　　発注ロット：単品～小ロット
　　※素材～一貫製作対応希望（海外材可）
　　※クレーン能力2.8ｔ以上が望ましい
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①汎用フライス及びマシニングの加工（小物～中物加工）
　　材質：SS、SUS
    加工内容：マシニング加工
    加工品の大きさ：手のひら程度～□1000程度まで
    加工機械：汎用フライス、マシニングセンター等
　　発注ロット：単品～500個程度まで(リピート品有り）

②汎用旋盤及びNC旋盤加工
　　材質：SS、SUS、AL
    加工内容：旋盤加工
    加工品の大きさ：φ100以内
    加工機械：汎用旋盤、NC旋盤等
　　発注ロット：単品～100個程度まで（リピート品有り）

③産業機械用架台の加工（大物機械加工）
　　材質：SS
    加工内容：製缶及び大型機械加工
    加工品の大きさ：最大で2400×4100程度まで
    加工機械：門型マシニング、五面加工機、溶接機等
　　発注ロット：1～5台（単品が主流）



① 各種プラント機器の設計・製作(製缶・機械加工)

（シュートホッパー架台類、ダクト、ダンパー、タンク、コンベア、

トロンメル、ロータリーバルブ、貯留ホッパー、掻寄機、除塵機等）

※環境プラント施設に対する現地補修工事、機器据付、配管工事を

主としているので下記の項目について対応可能な業者様

1 品質（高品質、優れた技術）

2 納期（納期厳守、突発対応可）

3 コスト（見積換算能力、コスト競争力）

② 各種環境プラントの配管据付工事及び点検整備業務

(水道施設、清掃施設、リサイクル施設及び廃棄物処理施設等の

設計、施工、補修工事、改修工事、改造工事)

※環境プラント施設に対する現地補修工事、機器据付、配管工事を

主としているので下記の項目について対応可能な業者様

1 製缶～加工～現地工事

（一部外注可）製缶製作、現地工事対応できるのが望ましい。

2 工事単価＠２２，０００円以下

3 破砕機及び粉砕機の現地補修工事

消耗部品取替、改造（取替部品は支給＊現地工事（現地改造、メンテナンス）

（新設、補修）主要部品は原則支給、施工場所は近郊が主である

が場合により全国対応もある。

必要設備については、全て満たす必要はないが、建設業の許可を取得

している先様。（管工事、清掃施設、機械器具設置及び水道施設等）

③ 制御盤設計・製作、電気工事及びその他電気に付随する工事

（設計・製作又は工事のみ対応可能企業も可）

④ 破砕機部品の加工

1 ベースフレーム(製缶プラス機械加工）

材　　　質 SS400

加工内容 機械加工、製缶加工、熱処理

加工品の大きさ 2,300×3,400×1,200、約3ｔ

2 ローター

S35C、SCM440

製缶、機械加工、丸物

加工品の大きさ Φ800×2,800L、約3.2トン

3 ローターハウジング（製缶プラス機械加工）

材　　　質 SS400

加工内容 製缶、機械加工、箱物

加工品の大きさ 1,300×3,100×1,400、約2.5トン

4 ハウジング

材　　　質 S45C調質

加工内容 機械加工、角物

加工品の大きさ 150×700×520、約200㎏

5 ライナレール、ライナプレート

材　　　質 SS400

加工内容 機械加工、角物

加工品の大きさ 700×1,500×ｔ30、約190㎏

6 コテイハダイ

材　　　質 SS400

加工内容 機械加工、角物

加工品の大きさ 200×300×1,800、約20㎏

7 主軸

材　　　質 SCM400

加工内容 機械加工、熱処理、軸物

加工品の大きさ Φ260×2,000L、約600㎏

8 スクリーン

材　　　質 SS400、HT60

加工内容 ハンチング、機械加工、曲げ加工

加工品の大きさ t12×980×1,255、約70㎏

9 刃物

材　　　質 SCM440

加工内容 焼入、研磨、肉盛り

加工品の大きさ φ５６０＊t52など、3フック、7フック

10減速機　FCDケース、歯車、シャフト

材　　　質 FCD

加工内容 組立・試運転

加工品の大きさ １５０KW、減速比1/70、SF3.0、平行軸

幅１２５０＊長さ１７００＊高さ９００

8
クボタ環境サービス

株式会社

破砕機部品の加工、各
種プラントの設計、施
工及び補修工事

材　　　質

加工内容



株式会社
ゲートジャパン

産業機械部品の
製作

①製缶加工+機械加工＋塗装
　　材質：SS400
    加工内容：製缶　フライス　平研　旋盤＋マシニング加工
    加工品の大きさ：500×500～2,000×2,000程度内
    加工機械：製缶設備　フライス盤　平研　旋盤＋マシニング
　　発注ロット：単品～数個
　加工品の全箇所測定希望品有

②樹脂金型
　　材質：PPS PP ABS
    加工内容：設計製作
    加工品の大きさ：成型機で200ｔ以下
    加工機械：ﾏｼﾆﾝｸﾞ・ﾜｲﾔ・放電・円筒研磨・PG・平研
　　発注ロット：不定期

③プレス金型
　　材質：銅　SUS　アルミ 系
    加工内容：設計製作　販売
    加工品の大きさ：　ﾌﾟﾚｽ圧300ｔ以下
    加工機械：ﾏｼﾆﾝｸﾞ・ﾜｲﾔ・放電・円筒研磨・PG・平研・JG
　　発注ロット：不定期

株式会社
坂口製作所

各種金属部品加工

①精密板金加工（箱もの）
　　材質：SUS304・502、AL
    加工内容：板金加工+機械加工+塗装
　　　　　　　　板金加工、機械加工、塗装の各加工のみも可
    加工品の大きさ：500×500～2,000×2,000　ｔ0.8～t3.0程度
    加工機械：板金設備、マシニング、溶接機等
　　発注ロット：一品一葉
　　　　　　　　1～10台/月程度（継続発注）
　
②消火器ﾎﾞｯｸｽの加工
　　材質：SUS304 片HLｔ0.8
    加工内容：板金加工＋溶接
    加工品の大きさ：165*280*635
    加工機械：板金設備、溶接機等
　　発注ロット：50台

③消火器ﾎﾞｯｸｽ扉の加工
　　材質：SUS304 片HLｔ1.2
    加工内容：板金加工
    加工品の大きさ：17.5*240*596
    加工機械：板金設備
　　発注ロット：50枚

④充填ﾎｰｽ格納箱本体の加工
　　材質：SUS304 2Bｔ1.5 ｔ3.0 No1 ｔ5.0他型材
    加工内容：板金加工＋溶接
    加工品の大きさ：560*890*1750
    加工機械：板金設備、溶接機等
　　発注ロット：1～5台
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株式会社

サノテック
産業機械部品の

製作

①製缶加工（架台）
　　材質：SS400　SUS304
    加工内容：製缶加工
    加工品の大きさ：□３００～□１０００　ｔ６～ｔ２０
    加工機械：溶接設備一式　レーザー加工機等
　　発注ロット：一品一葉

佐久間特殊鋼
株式会社

特殊鋼材及び特殊鋼
材加工部品

現在、具体的なアイテムはございませ
んが、将来の受注に向けて

加工会社様を探しています。

①バー材切削加工
　　材質：SUS、真鍮、アルミ、難切削材
    加工内容：複合加工（横穴加工、溝加工、背面加工　等）
    加工品の大きさ：Φ３～Φ４０
    加工機械：NC複合自動旋盤
　　発注ロット：3,000個/月～100,000個/月

②粗形材切削加工
　　材質：SUS、真鍮、アルミ、難切削材
    加工内容：粗形材の旋盤加工、マシニングセンター加工
    加工品の大きさ：Φ３０～Φ３００
    加工機械：NC旋盤、マシニングセンター
　　発注ロット：1個/月～30,000個/月

③歯車加工
　　材質：SUS、鉄
    加工内容：歯車製作
    加工品の大きさ：Φ１５～Φ１００
    加工機械：ホブ盤、歯車研削盤　等
　　発注ロット：数個/月～20個/月

④冷間鍛造加工
　　材質：SUS、鉄、真鍮、アルミ
    加工内容：切断材及びコイル材からの塑性加工
    加工品の大きさ：Φ３０～Φ３００（切断材）、
　　　　　　　　　　Φ１５～Φ３０（コイル材）
    加工機械：切断材　マイプレス、コイル材　パーツフォーマー
　　発注ロット：3,000個/月～200,000個/月

⑤プレス加工
　　材質：SUS、鉄、真鍮、アルミ
    加工内容：絞り加工
    加工品の大きさ：ブランク径　Φ３００程度
    加工機械：トランスファープレス
　　発注ロット：5,000個/月～50,000個/月

②製缶＋機械加工（架台）
　　材質：SS400　SUS304
    加工内容：製缶＋機械加工
    加工品の大きさ：□３００～□２０００程度　t６～ｔ２０
    加工機械：溶接設備、五面加工機等
　　発注ロット：一品一葉

③機械部品の加工
　　材質：AL　SS400　SUS
    加工内容：NC旋盤加工、マシニング加工
    加工品の大きさ：丸物　φ５～φ３００　長さ１００～２０００まで
　　　　　　　　　　角物　□３００以内
    加工機械：NC旋盤、マシニングセンター
　　発注ロット：単品（1個～30個）



新日本工機
株式会社

（信太山工場）

中小物製缶加工品の
製作

①製缶（中小物）及び熱処理加工
　　材質：SS400、S35C、SUS
    加工内容：製缶、熱処理加工（焼鈍）
    加工品の大きさ：５００×６００×８００～６０００×３０００
　　　　　　　　　　×１０００程度のもの
    加工機械：製缶設備一式
　　発注ロット：一品一葉
　　※材料　自己調達
　　※熱処理：焼鈍処理まで、外注可
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①ロール等の加工
　　材質：鋳鋼　鋳鉄　耐熱鋼
    加工内容：長尺旋盤加工　汎用、NC旋盤加工　ホーニング加工
    加工品の大きさ：丸物　φ１５０～φ１０００位まで
　　　　　　　　　　　　　長さ３０００～９０００まで
    加工機械：長尺旋盤　汎用、NC旋盤　（ホーニング加工機があればなお良い）
　　発注ロット：単品　（1個～10個）
　　※材料：支給
　　※図面：支給
　　※社内で品質体制が確立されているところ
　　※基本的に引取、持込は当社にて対応（相談も可）

株式会社
サンワ・アイ

産業機械部品の
製作

①パイプの加工（曲げ含む）
　　材質：SGP,STKM,SUS304等
    加工内容：パイプ曲げ加工、ねじ切り加工、穴あけ加工
    加工品の大きさ：φ8～φ１００まで
　　　　　　　　　　L１００～１０００までのもの
    加工機械：パイプベンダー、汎用・NC旋盤、ボール盤
　　発注ロット：１０個～５００個まで
　　※材料自己調達

②シャフトの加工
　　材質：S45C,SUS304、その他SUS系のもの
    加工内容：汎用・NC旋盤加工、熱処理（外注可）
    加工品の大きさ：φ３０～φ１５０まで
    加工機械：汎用長尺旋盤、汎用・NC旋盤
　　発注ロット：1本～１００本位まで
　　※材料自己調達

③機械部品の加工
　　材質：ＳＳ４００、Ｓ４５Ｃ、ＳＵＳ３０４等
    加工内容：汎用・ＮＣ旋盤加工（小ロット対応で）
    加工品の大きさ：丸物φ６～φ１００、Ｌ１０～１００まで
    加工機械：ペンチレース、汎用旋盤、ＮＣ旋盤
　　発注ロット：単品（１個～１００個）多品種小ロット
　　※材料自己調達

昭和精機工業
株式会社

金型部品製作

①金型部品の加工（機械加工）
　　材質：SS400、SCM440、HPM7、DAC、FCD600、その他特殊鋼
    加工内容：機械加工+熱処理(焼入れ）
    加工品の大きさ：手のひらサイズ～X3000×Y1500×Z(材料厚み)900
    加工機械：NC旋盤、汎用旋盤、汎用フライス、マシニングセンター
　　　　　　　、放電加工/ワイヤーカット CAD/CAM
　　発注ロット：小ロット、一品一葉が多数

新日本工機
株式会社

（岬工場）
ロール等の製作



スターライト工業
株式会社

①OA機器部品
②射出成形用金型
③布製品

①OA機器部品
　　材質：エスベア材（当社材料、ベース：スパーエンプラ）
    加工内容：射出成形＋2次加工
    加工品の大きさ：□１０～□２００程度まで
    加工機械：射出成形機　50ｔ～350t
　　発注ロット：小ロット：3,000個、通常ロット10,000～100,000個/月
　　※材料：有償支給
　　※発注前品質検査

②金型製作
　　材質：SS400など
    加工内容：NC旋盤加工、MC加工、研磨加工、放電加工
    加工品の大きさ：成形機50ｔ～350t用金型サイズ
    加工機械：NC旋盤、MC、研磨機、ワイヤーカット、放電加工機など
　　発注ロット：製品受注時に1面～4面

③縫製（紐状）
　　材質：布
    加工内容：縫製
    加工品の大きさ：A4（コピー用紙）
    加工機械：ミシンなど
　　発注ロット：20,000個/月

株式会社
関ケ原製作所

板金、製缶加工18

17

①板金加工(モノレール桁の部品）
　　材質：SUS、SS
    加工内容：NC旋盤加工、マシニング
    加工品の大きさ：□200～1000程度　3㌔～60㌔程度
    加工機械：板金設備、NC旋盤、マシニングセンター
　　発注ロット：3個～30個/1Q(約2年間継続）

②製缶加工（船舶エンジンメンテナンス用クレーン）
　　材質：SS
    加工内容：製缶加工、機械加工、溶接
    加工品の大きさ：1300㌔から3500㌔程度
    加工機械：製缶設備等
　　発注ロット：類似品を5台～10台/月

　　*溶接は日本海事協会のNK資格が必要
　　*ショットブラスト及びセラボンドによる下塗り塗装が必要（材料自給の場合）
③機械加工（モノレール桁の部品）
　　材質：SS、SUS304、S45C、鋳鋼品等
    加工内容：鋳造・鋳鋼・熱処理品の機械加工
    加工品の大きさ：10㌔～150㌔
    加工機械：NC旋盤、竪・横マシニング等
　　発注ロット：1個～30個/１Q（約2年間継続）



金型

③板鍛造プレス用金型の製造（400toｎサーボ用）
　　材質：SS材、SUS材
    加工内容：マシニング加工、放電加工
    加工品の大きさ：～6.0mm□100～200mm程度までの製品
    加工機械：マシニングセンター、ワイヤーカット等
　　発注ロット：単品

プレス成型品

④低加重・高速プレス成型品の試作・量産
　　材質：アルミ、SUS材、鉄など
    加工内容：小型部品のプレス成型
    加工品の大きさ：～t1.5mm□15mm程度
    加工機械：～60tonプレス機
　　発注ロット：1pcから案件に応じて。

塗装・めっき処理
全般

⑤金属部品への塗装・めっき等の加工
　　材質：SS、SPHC、SPCC
    加工内容：塗装・めっき・酸洗
    加工品の大きさ：都度
    加工機械：塗装、めっき処理設備
　　発注ロット：1pcから案件に応じて。

19 株式会社創美工芸

金型

①プレス用金型の製造(150ton～400ton)
　　材質：SS材、SUS材
    加工内容：マシニング加工、放電加工
    加工品の大きさ：～t2.0mm□100～500mm程度までの製品
    加工機械：マシニングセンター、ワイヤーカット等
　　発注ロット：単品

プレス成型品

②プレス成型品の試作・小ロット加工
　　材質：高張力鋼板（～980MPa）
    加工内容：プレス成型
    加工品の大きさ：～t2.0mm□100～500mm程度
    加工機械：150ton～400tonプレス機
　　発注ロット：～1,000pcs/月



① 各種歯車の製作

SCM、SCR等

歯車加工(ホブ、ブローチ、シェーパー等)

加工品の大きさ Φ100～200程度

各種歯切加工設備


500～数千個程度

② 歯車下地加工

SCM、SCR等
   

NC旋盤加工、マシニング加工

加工品の大きさ φ100～φ200程度

NC旋盤、マシニングセンター等
 

500～数千個程度

③ 歯車の下地加工 ※丸棒切断材料より加工してください。

SCM、SCR等

NC旋盤加工

加工品の大きさ Φ10～50程度

NC旋盤

10～100個程度

⑤鋳物の鋳造及び加工
　　材質：FC,FCD４０
    加工内容：鋳造＋機械加工
    加工品の大きさ：φ３２～φ１２５A
    加工機械：鋳造設備、汎用旋盤、フライス、NC旋盤、マシニング等
　　発注ロット：1個～３００個程度　継続発注

⑥精密板金加工（カバー類の製作）
　　材質：SS400、SPCC等
    加工内容：精密板金加工
    加工品の大きさ：□１，０００程度まで
    加工機械：レーザー、パンチング、ブレーキ、溶接機等
　　発注ロット：1個～３００個程度　継続発注

20
ダイハツ

ディーゼル
株式会社

ディーゼル機関、ガ
スタービン機関

①シャフトの加工
　　材質：S４５C
    加工内容：スプライン加工
    加工品の大きさ：φ３０×２５０程度
    加工機械：インボリュートスプライン加工機
　　発注ロット：単品

②中小物製缶加工
　　材質：SS４００
    加工内容：切断、切削、ザグリ、溶接等
    加工品の大きさ：３００～７００×２００～６００程度
    加工機械：加工による
　　発注ロット：単品～10個程度

③中物旋盤加工及び研磨加工
　　材質：SCM415
    加工内容：旋盤加工、研磨加工
    加工品の大きさ：φ３００前後　長さ５００～１０００位まで
    加工機械：汎用・NC旋盤、円筒研磨機
　　発注ロット：単品～6個程度

④小物旋盤加工
　　材質：SCM４１５
    加工内容：旋盤加工
    加工品の大きさ：φ７０～９０×６０～８０程度
    加工機械：小型旋盤
　　発注ロット：3個～40個程度

21

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

太陽機械工業
株式会社

自動車用T/MASSY製
造、各種歯車部品
製造

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット



22 大和精工株式会社
農業機械の周辺装
置、建設機械の板金

部品

①プレス板金加工
　　材質：SS400、S45C,SUS
    加工内容：プレス加工、機械加工＋溶接加工
    加工品の大きさ：手のひらサイズから３００×５００×３００
    加工機械：プレス３００トン以上
　　発注ロット：２０個～３０個、４００個～５００個
　　※プレス加工＋機械加工に溶接加工ができる先であれば尚可
　　※ISOの資格をもっている先であれば尚可
　　※品質管理部門をもっている会社様が望ましい

25

23

24

②機械部品加工
　　材質：SS400、AL等
    加工内容：機械加工
    加工品の大きさ：手のひらサイズ～□700程度まで
    加工機械：汎用旋盤、NC旋盤、汎用フライス、マシニング
　　　　　　　五面加工機　等
　　発注ロット：年間5台～10台の発注数の量産品、他
　　　　　　　　年間200台位の量産もあり
　　材料は自己調達

①特殊安全工具（張線機、掴線機）の板金加工及び板金加工に伴う機械加工
　　材質：SS400、S45C、SUS304、SCM440等
    加工内容：NCフライス加工、マシニング加工
　　　　　　　板金加工（レーザー、穴あけ、タップ、曲げ）
　　　　　　　バレル研磨加工（外注可）、鍍金加工（ニッケル、
　　　　　　　クロムメッキ、外注可）熱処理加工（調質、外注可）
    加工品の大きさ：手のひらサイズ～１００×３００程度
　　　　　　　　　　ｔ１～ｔ１０
    加工機械：レーザー、ボール盤、タッピング、マシニングセン
　　　　　　　ター等
　　発注ロット：1個～１００個位まで
　　納期：3週間～一ケ月
　　材料：調達

東洋サクセス
株式会社

各種加工

①電気、電子、半導体関連のプレス加工
　銅合金、ニッケル合金等の量産プレス加工

②精密板金加工
　レーザー、パンチング、曲げ、溶接加工等を中心として精密板金加工

➂純銅を主とした溶接加工

④汎用・ＮＣ旋盤加工プラス組立

⑤樹脂加工及び樹脂材料の機械加工及び樹脂成型加工

⑥アルミダイカスト加工

デュプロ精工
株式会社

事務用機器部品の
製作

①機械フレーム、架台等の加工
　　材質：SS400、FC等
    加工内容：製缶＋機械加工
    加工品の大きさ：500×3,000程度以内
    加工機械：製缶設備、マシニング、五面加工機等
　　発注ロット：2～3個／月
　　*材料は支給も可(大物は材料持ち込み及び引き取りも有り)

②機械部品加工
　　材質：SS400、S45C、AL等
    加工内容：機械加工（自社加工品の追加工など）
    加工品の大きさ：500×3,000程度以内
    加工機械：汎用旋盤、NC旋盤、汎用フライス、マシニング
　　　　　　　五面加工機　等
　　発注ロット：2～3個／月や100個／月の量産品
　材料は支給も可

株式会社永木精機
特殊安全工具の

製作



ハリキ精工
株式会社

各種精密金属部品の
加工

産業機械部品の
加工

日立造船株式会社
（築港工場調達グ

ループ）
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①NC旋盤加工、研磨加工
　　材質：SUS、アルミ、鉄、銅、真鍮
    加工内容：汎用・NC旋盤加工、複合旋盤加工、センタレス研磨加工
    加工品の大きさ：φ１～φ１００程度、長さ１～３００まで
    加工機械：汎用・NC旋盤、複合旋盤、マシニングセンター、
　　　　　　　五軸マシニングセンター、センタレス研磨機、円筒研磨機
　　発注ロット：単品から１００個又は１００個～1万個程度
　　※加工から表面処理まで一括管理可能な先であれば尚可

②マシニング加工
　　材質：SUS,アルミ、鉄、銅、真鍮
    加工内容：マシニング加工
    加工品の大きさ：手のひらサイズ～□３００まで
    加工機械：マシニングセンター、五軸マシニングセンター
　　発注ロット：単品～100個位まで
　　※加工から表面処理まで一括管理可能な先であれば尚可

①食品機械部品の加工
　　材質：SUS３０４
    加工内容：NC旋盤加工　NCフライス加工　マシニング加工
　　　　　　　精密板金加工　製缶加工　バフ研磨
    加工品の大きさ：丸物　φ１０～φ３００位まで　長さ１０～
　　　　　　　　　　　　　１５００まで
　　　　　　　　　　角物　□１０×１０～□１５００×１５００
    加工機械：NC旋盤　NCフライス盤　マシニングセンター　門型
　　　　　　　マシニング　五面加工機　ワイヤーカット　放電加
　　　　　　　工機　TIG溶接
　　発注ロット：1個～50個
　　※納期：2週間～2か月
　　※材料：自給
　　※食品関連の部品製造経験あれば尚可

②プラスチック押出機の部品加工
　　材質：SS４００　S４５C　SCM４４０等
　　加工内容：NC旋盤加工　NCフライス加工　マシニング加工
　　　　　　　精密板金加工　製缶加工
    加工品の大きさ：丸物　φ１０～φ５００位まで　長さ１０～
　　　　　　　　　　　　　３０００まで
　　　　　　　　　　角物　□１０×１０～□３０００×３０００
    加工機械：NC旋盤　NCフライス盤　マシニングセンター　門型
　　　　　　　マシニング　五面加工機
　　発注ロット：1個～50個
　　※納期：2週間～2か月
　　※材料：自給

③真空チャンバー関連部品の加工
　　材質：SUS３０４　A５０５２
　　加工内容：NC旋盤加工　NCフライス加工　マシニング加工
　　　　　　　精密板金加工　製缶加工　バフ研磨
    加工品の大きさ：丸物　φ１０～φ３００位まで　長さ１０～
　　　　　　　　　　　　　１５００まで
　　　　　　　　　　角物　□１０×１０～□１５００×１５００
    加工機械：NC旋盤　NCフライス盤　マシニングセンター　門型
　　　　　　　マシニング　五面加工機
　　発注ロット：1個～50個
　　※納期：2週間～2か月
　　※材料：自給
　　※真空機器の経験あれば尚可



29
日立造船株式会社

堺工場
シールドマシンの

部品加工

28
 日立造船
株式会社

船舶用エンジン
部品の製作

30
半導体・液晶関連鋳
物製品（ラッピング
プレート）

産業機械部品の
加工

日立造船株式会社
（築港工場調達グ

ループ）

27

①コピーカッタ部品（シリンダガイドパイプ）の製作
　　材質：STKM, SS400, S25C
    加工内容：長尺の旋盤加工（外径,内径）、
　　　　　　　フライス加工、製缶、塗装
    加工品の大きさ：L800～L1400、φ200～φ300程度
    加工機械：長尺旋盤、フライス盤、中ぐり盤、溶接機
　　発注ロット：一品一葉

②油タンクの製作
　　材質：SS400
    加工内容：製缶、酸洗、塗装
    加工品の大きさ：L2000～L3000×W1000×H1000 程度
    加工機械：製缶
　　発注ロット：一品一葉
　　※消防署による水張検査が必要

③製缶＋機械加工 全般
　　材質：SS400、S45C・S25C　等
    加工内容：製缶(溶接、板曲げ、硬化肉盛)+機械加工、塗装
    加工品の大きさ：多種多様　（0.1kg ～ 2ton）
    加工機械：製缶設備、旋盤、フライス盤、中ぐり盤等
　　発注ロット：一品一葉
    ※製缶のみ機械加工のみの対応でも可能です。
　　※塗装は通常は膜厚指定などは無く、簡単なもので結構です。

①鋳物加工(素材支給）
　　材質：FC、FCD
    加工内容：旋盤加工、フライス加工
    加工品の大きさ：φ800 ～φ2200
    加工機械：汎用・NC旋盤、フライス・NCフライス旋盤、
　　　　　　　ボブ盤、マシニングセンター
　　発注ロット：4枚/1セット×5セット
　*素材は支給します。参考図を6枚添付します。

①ポンプユニットの製造
　　材質：SUS３０４ CS
    加工内容：パイプ加工（曲げ、溶接、組立、穴あけ）
　　　　　　　組立加工
    加工品の大きさ：１０００×７００×４００
    加工機械：加工による
　　発注ロット：ケースによる
　　※要求ニーズは、一貫加工可能な企業様
　　※ポンプは支給　　※船級対応可能であること

②バルブユニットの製造
　　材質：SUS３０４ CS
    加工内容：切断加工、穴あけ加工、溶接加工、電気配線
　　　　　　　組立加工
    加工品の大きさ：１０００×９００×４５０
    加工機械：加工による
　　発注ロット：ケースによる
　　※要求ニーズは、一貫加工可能な企業様

④産業機械の部品加工
　　材質：SS４００　S４５C　SCM４４０等
　　加工内容：NC旋盤加工　NCフライス加工　マシニング加工
　　　　　　　精密板金加工　製缶加工
    加工品の大きさ：丸物　φ１０～φ５００位まで　長さ１０～
　　　　　　　　　　　　　３０００まで
　　　　　　　　　　角物　□１０×１０～□３０００×３０００
    加工機械：NC旋盤　NCフライス盤　マシニングセンター　門型
　　　　　　　マシニング　五面加工機
　　発注ロット：1個～50個
　　※納期：2週間～2か月
　　※材料：自給

日立造船株式会社
若狭事業所



① お客様のご要求仕様に併せた装置構築
　

構想設計からプログラムデバッグまで一貫製作が可能な設備製作

② 装置設計

お客様の要求仕様に併せて装置の設計を行って頂ける企業様
　

3dでの設計、2dでの設計
　

そのほか、装置を構築するための要素技術をお持ちの企業様で、

設計や電気設計、PLCプログラム、各要素だけをお持ちの企業様

でも構いません。

③ 部品加工全般

アルミ、鉄、SUS、樹脂、その他

機械加工（切削、旋削）、機械加工+溶接

、板金・製缶+機械加工


加工品の大きさ 手のひらサイズ～□1000まで、Φ1～Φ600


汎用旋盤、ＮＣ旋盤、汎用フライス、マシニング、

五面加工機、研削、ワイヤー、型彫り放電、

板金設備

発注ロット：単品～量産

① 減速機のフランジ、アダプタ等の部品加工

SS400、FC－20等

汎用及びNC旋盤加工

加工品の大きさ Φ100～300、50～200Ｌ程度


（長尺2,000Ｌも有り）　

汎用旋盤、ＮＣ旋盤、溶接機

（ボール盤、フライス盤も必要な物有り）

1～10個 (1部50個程度も有り)

② 減速機の本体ケースの加工

SS400

製缶加工＋機械加工（塗装含む）、製缶品支給可

加工品の大きさ □800程度まで

製缶設備、マシニングセンター、横中ぐり盤等

1～2個

③ ロータリーストッカー関連の外装カバーの製作

SUS304、SPCC等

精密板金加工

加工品の大きさ 幅3,000以上

レーザー、パンチング、ブレーキ、溶接機等

単品～20個程度

前原鎔断株式会社
産業機械向け構造物

と部材の製作
33

フジテック
株式会社

プレス部品の加工32

34

株式会社
マキシンコー
名張工場

減速機、ジャッキ、
ロータリーストッ
カーの部品加工

加工内容

加工機械

発注ロット

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

①産業機械向け構造物と部材の製作
　　材質：SS４００、SM４００B
    加工内容：製缶プラス機械加工、開先加工
    加工品の大きさ：2000×4000程度のもの（テーブルサイズ）
　　　　　　　　　　丸物、φ２５００（開先加工）t１２～ｔ２５
    加工機械：製缶設備、大型５面加工機、大型プレーナー、大型
　　　　　　　ＮＣフライス盤
　　発注ロット：一品一葉
　　※材料支給、クレーン15トンから

①プレス部品の加工
　　材質：SPCC、SPCG、SUS３０４
    加工内容：プレス加工
    加工品の大きさ：１００×１２００位のもの
    加工機械：プレス機（150トン、110トン、80トン）
　　発注ロット：２００個～２０００個位まで

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

材　　　質

31 HILLTOP株式会社
自動機、FA機、ロ
ボットによる自動化

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット



④ 台形ネジメネジ加工

アルミニウム青銅（ALBC2相当）※材料支給

台形ネジメネジ

加工品の大きさ TM30XP6、TM40X8～TM200X20


NC旋盤

単品～150個

⑤ 台形ネジオネジ加工

非調質鋼MM45、GNH55（S45C調質相当）


台形ネジオネジ加工

加工品の大きさ Φ30～200、長さ500～6,000ｍｍ

NC旋盤

単品

①ストレーナーの部品加工
　　材質：FC、SS400
    加工内容：切削加工、穴あけ
    加工品の大きさ：Ø50～Ø400
    加工機械：NC旋盤、レーザー、ベンダー、ボール盤
　　発注ロット：10～100/月　継続発注

②溶接作業
　　材質：SUS304～SUS316L
    加工内容：筒型籠溶接
    加工品の大きさ：D300*H600～D600*H1000
    加工機械：アルゴン溶接機、半自動溶接機、プラズマ切断機
　　発注ロット：1～5 継続発注

③溶接作業
　　材質：SUS304～SUS316L
    加工内容：筒型籠製作
    加工品の大きさ：D40*H80～D80*H150
    加工機械：スポット溶接機
　　発注ロット：50～100 継続発注

水野ストレーナー
工業株式会社

船舶及び陸上プラン
トのストレーナー

(こし器）
35

34

株式会社
マキシンコー
名張工場

減速機、ジャッキ、
ロータリーストッ
カーの部品加工

加工内容

加工機械

発注ロット

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

材　　　質

36
水戸工業株式会社

大阪出張所

各種装置設計、製作
及び機械部品加工、

製缶加工

①各種装置設計・製作（搬送設備、自動機、検査装置、治具等）
　客先要求に合わせて構想設計から組立、据付の一貫製作ができる企業様
　機械設計（２Ｄ、３Ｄ）、電気設計（ハード、ソフト）、加工、
　組立等各部門の組合せでも可

②機械部品の加工（塗装、熱処理含む）
　　材質：ＳＳ、ＳＵＳ、樹脂（ナイロン、ウレタン等）アルミ等
    加工内容：汎用・ＮＣ旋盤加工、マシニング加工
    加工品の大きさ：丸物  φ２００程度　L１０００までのもの
　　　　　　　　　　角物　手のひらサイズ～□５００
    加工機械：汎用・ＮＣ旋盤、マシニングセンター
　　発注ロット：単品

③製缶プラス機械加工（架台、フレーム、ベース、ＢＫＴ等）
　　材質：ＳＳ４００、ＳＵＳ
    加工内容：製缶プラス機械加工
    加工品の大きさ：機械加工　□２０００　H３００位のもの
　　　　　　　　　　架台　　　３０００×２０００×３０００H程度
    加工機械：製缶設備、汎用・ＮＣ旋盤、マシニングセンター等
　　発注ロット：単品

④その他
　　改造、メンテ、ロボットティーチング（メーカー訪わず）、
　　既存設備の改造（機械、電気）
　



① 炉体・扉・台車・ダクト・デッキ・配管等の製作

SS400、SUS304等

製缶加工

加工品の大きさ 数100ｋｇ～数10t

製缶設備等

一品一葉（不定期）

38 ロザイ工業株式会社
工業炉（炉体・扉・
台車・ダクト・デッ
キ・配管等）

材　　　質

加工内容

加工機械

発注ロット

37
水戸工業株式会社

神戸営業所
試験用タービン

部品

①製缶加工
　　材質：SS,SUS
    加工内容：製缶+機械加工
    加工品の大きさ：φ３２０×２３７～φ５００×５００まで
　　　　　　　　　　その都度異なる
    加工機械：NC旋盤・５軸加工機・放電加工機・研磨機・３次元測定器
　　発注ロット：一品一葉

②機械加工
　　材質：SNCM439
    加工内容：旋盤加工
    加工品の大きさ：φ１４０×Ｌ１２００
    加工機械：旋盤加工・歯車加工・溝加工
　　発注ロット：１


