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1 ㈱ツバキエマソン
（京都府長岡京市）

460
510名

＊減速機類の部品製作
　
①減速機用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ類、ｹｰｼﾝｸﾞ類の加工
②減速機用ｼｬﾌﾄ類の加工

(変・減速機類、電動機械式ｼﾘﾝﾀﾞ・ｼﾞｬｯｷ
類、ｶﾑｸﾗｯﾁ、連結・締結部品)

①②材料から加工完了まで
　
①材料支給による加工完了まで

①FC200-FCD450・SS400(溶接
品）
　
②S45C・SCM415－440・
SUS304・403他

左記加工に必要な設備

適社・適品・適量・適地を考慮
し、短期的でなく継続的にお
取り引きできる企業を求めま
す。　また、常に向上心を持ち
活力ある企業を求めます。

2 (株)クリスタル光学
(滋賀県大津市)

60
150名

・半導体製造装置部品
・液晶製造装置部品
・光学部品

(超精密研磨・研削加工、大型機械加工、
LED照明機器製造・販売)

長尺部品(1000～4000mm)
搬送用ｽﾃｰｼﾞ・ﾌﾟﾚｰﾄ　架台　金型
他　機械加工(金属、ｾﾗﾐｯｸｽ、結晶、ｶﾞﾗｽ)
小型MC、旋盤、検索～五面加工
材料調達～表面処理まで

ｽﾃﾝﾚｽ、ｱﾙﾐ、ｾﾗﾐｯｸ、結晶

ﾏｼﾆﾝｸﾞ・ｾﾝﾀｰ
NC旋盤・複合旋盤
5軸加工機・5面加工機
研削盤(平面、円筒、内
径)

多品種尐ﾛｯﾄ、品質管理体
制、短納期対応

3 不二電機工業(株)
(滋賀県草津市)

1,087
289名

・樹脂成形品、及び成形金型
・基板実装(手半田)

(4分野の製造販売　①制御用開閉器、②
表示灯、表示器、③接続機器、④電子応用
機器)

－ － 樹脂成形機
(150～250tｸﾗｽ)

・樹脂成形業者・・・金型から
成形まで一貫して依頼できる
企業。大型成形機(150～250t
ｸﾗｽ)を保有している企業
・基板実装業者・・・手実装(ｱ
ｷｼｬﾙ部品実装できること)

4 (株)豊電子工業
(愛知県刈谷市)

4,500
315名

①機械加工部品、製缶・板金部品、製缶+
機械加工部品
②機械・電気設計業務
③機械組立、電気配線業務
④ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ周辺装置の設計・加工部品
製作・組立・現地据付までの業務委託
(産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑの製造販売)

①金属切削、溶接、曲げ、穴明け加工等
　
②～④は設計・製造の委託業務になります

SS400、S45C、SUS304、A5052、
A2017

MC
五面加工機
旋盤、ﾌﾗｲｽ盤
ﾀﾚﾊﾟﾝ
ﾚｰｻﾞｰ
各種溶接機
三次元測定器

多品種尐量の加工を得意とし
短納期・高品質で対応可能で
あり、ｱｼﾞｱ価格で勝負出来る
会社

5 (有)田中印刷所
(滋賀県彦根市)

10
11人

Autodesk社の3ds Maxを使用して、ｷｬﾗｸﾀｰ
やCG映像を発注いたします

(ﾊﾞｰﾁｬﾙﾏﾈｷﾝやｷｭｰﾋﾞｯｸｽｸﾘｰﾝに映し出
すＣＧ映像製作)

Autodesk社の3ds Maxを使用して、ｷｬﾗｸﾀｰやCG映像
を制作していただきます

－

Autodesk社の3ds Maxが
ｲﾝｽﾄｰﾙされているｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀｰ
動画や映像編集の出来
るｿﾌﾄｳｴｱｰ

個人企業でも大歓迎です

6 井上金属工業(株)
(滋賀県野洲市)

1,003
256名

①ﾄﾞﾗｲﾔｰﾌﾚｰﾑ/乾燥機本体
②ﾌﾞｰｽﾌﾚｰﾑ/架台
③製缶、機械加工部品

(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池電極製造装置、液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟ
ﾚｲ用偏向膜製造装置、各種ﾌｨﾙﾑ製造装
置、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾗﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞ用精密機械の設
計製造)

①溶接構造(電解処理、ｽｹｰﾗｰ処理等)
　
②溶接構造、穴あけ加工、機械加工等
　
③溶接構造、穴あけ加工、機械加工等

SS、SUS等
関連設備一式
(ｸﾚｰﾝ　2台以上　必要)

*ｺｽﾄ、納期、品質
*ｸﾘｰﾝ対応

7 (株)高橋製作所
(滋賀県犬上郡多賀町)

10
31名

A.　装置関係の切削加工部品
(単品～10個)
B.　各種装置の組立作業
(弊社　多賀工場内でのﾒｶ組み)

※今回部品加工の商談のほか、装置組立
のご協力頂ける企業様も同時に探しており
ます

(半導体製造装置、液晶ﾊﾟﾈﾙ製造装置など
の超精密装置の組立及び関連部品の高精
度加工)

【以下は弊社が特に望むところであり、企業様でｱﾋﾟｰﾙ
されるものはどんどんお聞きします】
・切削(ﾌﾗｲｽ、旋盤)+溶接(ｱﾙﾐ溶接が出来れば大歓迎)
・ﾌﾗｲｽ大物加工　x1000、Y500以上の加工
・旋盤　単品(小物・長物・φ 500が加工出来る)
・異型物の加工
・SUSの切削が得意(歪みが取れる)
・社内に研磨機を保有(表面粗さ　Ra1.6G必要)
・熱処理後の加工が出来る
・部品一式のお見積りができるところ
　
※上記条件のうち１つでも条件が合う企業がございま
したら、ご面談したいと思います。

SUS、ｱﾙﾐ、鉄

①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
②NC旋盤
③複合旋盤
④平面研削盤
⑤ﾜｲﾔｰｶｯﾄ放電機
⑥三次元測定器
　
③、④、⑤、⑥はあればﾍﾞ
ﾀｰ

<部品加工>ｺｽﾄ力があり短納
期が対応出来るところ、見積
回答がｽﾋﾟｰﾃﾞｨなところ
　
<組立>弊社多賀工場(犬上郡
多賀町)にて、組立作業のご
協力を頂ける企業

8
三井造船ﾏｼﾅﾘｰｻｰﾋﾞ

ｽ(株)大阪事業所
(大阪市住之江区)

470
130名

発電機用ﾎﾞﾝﾈｯﾄ、除湿機用ﾎﾞｯｸｽ
一般産業機械用部品加工、及び組立
制御盤完成品
圧力容器(1種・2種・高圧ｶﾞｽ等あれば尚良)

(空冷ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの販売及び関連機器、
環境関連機器、自動化ｼｽﾃﾑの設計製作)

製缶、板金
機械加工
装置組立

SS、SUS、ｱﾙﾐ

五面加工機、NC旋盤
ﾌﾗｲｽ盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
天井ｸﾚｰﾝ～10t、ﾀﾚﾊﾟﾝ
ﾚｰｻﾞｰ複合機
NCﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｽ
NCﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼｰﾝ
各溶接機

多品種・尐ﾛｯﾄ製作対応
短納期対応
海外ｺｽﾄと同等の競争力
万が一の場合も誠実に対応
できること

9
大日本ｽｸﾘｰﾝ製造

(株)
(滋賀県彦根市)

54,000
連結4，890名
単独2，089名

加工部品
製造装置用のため尐ﾛｯﾄ

(半導体機器事業、FPD機器事業、印刷・ﾌﾟ
ﾘﾝﾄ基板関連事業)

切削加工
溶接

ｽﾃﾝﾚｽ、ｱﾙﾐ、鉄、樹脂(ﾌｯ素系、
PVC、等)

旋盤
ﾌﾗｲｽ盤
ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
五面加工機
溶接機
三次元測定器

・ISO9000ｼﾘｰｽﾞの取得　もし
くは、それに準じる管理を実
行している
・ｺｽﾄ力(VE提案力)に優れた
企業

10 ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ(株)
(大阪市北区)

2,434
900名

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ部品
①鋳物＋機械加工　　重量　～20kg
　　ﾛｯﾄ　50～300ヶ/年
②板金＋機械加工　　重量　～20kg
　　ﾛｯﾄ　50～300ヶ/年

(舶用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　製造、販売)

①面加工、穴、ﾈｼﾞ
　
②面加工、穴、ﾈｼﾞ

①FC250、FCD450
　
②SS400　(薄板なし)

左記①の加工用
鋳造、ﾏｼﾆﾝｸﾞ、ﾌﾗｲｽ
水圧　漏れﾃｽﾄ
　
左記②の加工用
切断、曲げ、溶接
ﾏｼﾆﾝｸﾞ、ﾌﾗｲｽ

ｺｽﾄ優先

11 関西ﾃｨｰｲｰｹｰ(株)
(滋賀県大津市)

80
400名

１．仕様書による設計～製作、購入品手配
～組立、調整
２．図面支給による製作～組立
３．図面支給による部品製作

(産業機械　設計、製作)

板金、製缶、機械加工 － － 従業員50名以下を希望します

12 大塚電子(株)
(滋賀県甲賀市)

245
(259名)

・鈑金加工品
・切削加工品(金属、樹脂)
・樹脂成形品(圧空)

尐ﾛｯﾄ品　中心
(液晶・分光機器、医用・分析機器の開発、
生産、営業)

・設計から組立まで一貫して組立できること
・樹脂圧空成型

・SUS、SPCC、AL、ｽﾃﾝﾚｽ　等
・熱可塑性樹脂

・ﾌﾗｲｽ盤、旋盤
・ﾚｰｻﾞｰ加工機
・ﾀﾚﾊﾟﾝ
・圧空成形機

－

13 (株)ｲｼﾀﾞ
(滋賀県栗東市)

99.63
(1,336名)

・精密板金部品、ﾊﾟｲﾌﾟ溶接部品、ﾌﾟﾚｽ部品
・切削部品
・樹脂成形品
・ﾊｰﾈｽ
・制御盤

(精密機器　製造販売)

・曲げ、溶接、切削
・ﾒｯｷ、ﾊﾞﾌ研磨
・塗装(焼き付け)

・SUS、SS、AL、
・樹脂(PP、POM etc)切削品

・NC加工機一般
・旋盤
・ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾏｼﾝ
・ﾚｰｻﾞｰ
・ﾀﾚｯﾄﾊﾟﾝﾁ

尐ﾛｯﾄ、多品種、短納期に対
応できる企業

14
日本ｽﾀｯﾄﾞｳｴﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

(株)
(滋賀県東近江市)

110
(102名)

ｽﾀｯﾄﾞ、ｽﾀｯﾄﾞ溶接用部品

(ｽﾀｯﾄﾞ溶接をﾍﾞｰｽにしたﾌｧｽﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの
開発、製造、販売)

切断、穴あけ、ﾀｯﾌﾟ加工、切削、ねじ転造
放電加工、板金加工、ﾒｯｷ等々

鉄、ｽﾃﾝﾚｽ、銅、ｱﾙﾐﾆｳﾑ

・ﾌﾗｲｽ盤、旋盤、ﾎﾞｰﾙ盤
・放電加工機
・転造盤
・切断機、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ
・ｱｰｸ溶接機
・ﾌﾟﾚｽ
・ﾚｰｻﾞｰ加工機

品質の確保

15 椿本ﾒｲﾌﾗﾝ(株)
(滋賀県甲賀市)

90
(130名)

駆動部ｶﾊﾞｰ
ﾀﾝｸ等

(ﾁｯﾌﾟ&ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞﾔ製造販売)

ﾚｰｻﾞｰ加工・溶接など 鉄
・ﾚｰｻﾞｰ
・ﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｽ
・溶接

安価・良品・短納期対応

16 東ﾚ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
(滋賀県大津市)

1,500
(800名)

装置製作全般
機械加工部品、他

(半導体・液晶製造設備、検査機器、FA機
器、ﾌｨﾙﾑ製造設備)

旋盤、ﾌﾗｲｽ盤、ﾜｲﾔｰ放電加工機、他 SUS、AL、樹脂、他 －

・尐ﾛｯﾄ、短納期に対応可能
な企業
・ﾜｰｸｻｲｽﾞ　300～1000mmの
角物限定としたい

17 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州(株)
(熊本県合志市)

2,000
(1,889名)

金属加工品
樹脂加工品

(半導体製造設備の製造)

ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工、各種溶接 SUS、鉄、樹脂、ﾃﾌﾛﾝ等 特に限定無し
・ｺｽﾄ競争力があり、短納期
対応が可能な事

18 SUS(株)　滋賀事業所
(滋賀県甲賀市)

392
(502名)

板金製品の製作(ｱﾙﾐ、鉄、ｽﾃﾝﾚｽ、樹脂)
各種材料の追加工
単純な組付作業

(FA向け機械装置、及びﾕﾆｯﾄ機器製品の
設計、開発、製造、販売)

ﾚｰｻﾞｰ加工
ﾙｰﾀｰ加工
ﾌﾗｲｽ加工
ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工
旋盤加工

A5052、A6063、A1100
(ｱﾙﾏｲﾄ、三価ﾒｯｷ含む)
SPCC、SS400、SUS430、
SUS304(2B、BA、1B)

－
・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ、短納期対応、より
高い品質ﾚﾍﾞﾙの向上

協力企業として
求める企業の内容

発注企業名
（所在地）

発注品の概要
(事業内容)

加工内容 必要設備資本金(百万円)
従業員(名)

平成２４年度　しがビジネスマッチング会(商談会)　in　近江八幡　参加発注企業一覧表

主　　　な
加工材質

番号


