
滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

1 I・T・O 株式会社　滋賀工場 滋賀県 資本金 90 百万円 従業員数 240 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

2 株式会社 アイメックス 広島県 資本金 1484 百万円 従業員数 約360 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

3 葵機械工業 株式会社 滋賀県 資本金 300 百万円 従業員数 665 名（全社）

湖南市小砂町1-7

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

順送プレス機（300ｔ程度まで）、単発プレス機（200ｔ程度まで）、定置スポット溶接機、ナットフィーダー、塗装設備

特に無し

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

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

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。

小物プレス成形及び溶接組立て部品、塗装

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

プレス加工、スポット・プロジェクション溶接、カチオン電着塗装

主は大型機械加工や製缶（30ｔon以上）だが、小物部品の製缶機械加工も可。

産業機械、環境装置用部品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

製缶、機械加工など

旋盤、フライス盤、マシニングセンター、研削、鋳物

黄銅材、SUS材、鉄材、アルミ材を使用しています。
切削加工はサイズはΦ100まで。

特にありません。

一部万単位のモノもありますが、多くは発注数が１００個程度と数量が少ないのが特徴です。

尾道市因島土生町2293番地の1 http://www.eco-imex.co.jp

環境装置、産業機械、ボイラ、ディーゼルエンジン

米原市村木930番地 http://www.itokoki.co.jp

ガス減圧弁の製造販売

品質・コスト・納期・改善提案に優れ、良好なサービスを得られる企業様とのグローバルな取引を求めています。

切削加工品、プレス品、鋳造、ダイカスト、鍛造、ゴム成型、ゴム打ち抜き、樹脂成型、電気部品、金属表面処理

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　■電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

4 株式会社 浅野 静岡県 資本金 90 百万円 従業員数 300 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

5 有限会社 エス・エス・シー 滋賀県 資本金 3 百万円 従業員数 6 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

6 オーエム機器 株式会社 岡山県 資本金 64.8 百万円 従業員数 110 名（全社）

総社市赤浜500

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

・ブロー成形（座面サイズ）
・真鍮の鍛造と機械加工（手のひらサイズ）
・PP等インジェクション
・ブロー成形設備
・鍛造、機械設備
・インジェクション設備
・見積り（明細必要）回答が早い業者を希望。

東海地方の企業様との情報交換を行いたい、またパートナー企業様の発掘を行いたい

http://www.omrex.co.jp/

・OAフロア、支持脚
・福祉機器
・ウレタンパネル

・低コスト、納期厳守、CR提案、品質管理体制、見積り対応。

・PPブロー成形の量産部品
・真鍮鍛造の量産部品
・PP等インジェクションの量産部品
■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

組込系システム開発

組込系システム開発に関する安心できるスキル
確実なプロジェクト管理能力

RTOSを使用した組込システム開発
（言語C++　C言語　その他）

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
■ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

TCP/IPを使用した機器間の連携システム　各種テスト用シミュレータ開発（C#）等

別途ご相談

試作プレス板金部品（自動車・二輪・汎用機・家電部品のプレス部品）

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

鉄・アルミ・SUS・銅・特殊材加工の、型・治具製作からプレス加工･完成品まで。物により溶接等有り。
サイズは、端子等の微細加工から自動車BODY部品等の大物部品迄あります。

三次元CAD・マシニング・油圧プレス機・三次元レーザー加工機等・三次元測定機等、上記に対応可能な設備。

その他、特異技術・新技術・設備等あれば、PRをお願い致します。

彦根市平田町421　Nasu1ビル別棟202号 http://s-s-c.jp/

菊川市西方151-1 http://www.asano-japan.com/

試作プレス板金部品（輸送用機器・汎用機・家電・医療・航空機部品等）

試作品及び少量品において、品質・日程管理・短納期対応等に前向きで、安定的に良品を低価格で供給できる取引
先様との共存共栄。
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

7 小川工業 株式会社 和歌山県 資本金 20 百万円 従業員数 200 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

8 　株式会社 桶谷製作所 京都府 資本金 20 百万円 従業員数 78 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

9 株式会社 片岡製作所 京都府 資本金 485.7 百万円 従業員数 167 名（全社）

京都市南区久世築山町201-1

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

製缶フレーム（充放電装置）、大型製缶5面加工（レーザー加工）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

機械加工、製缶、精密加工品、ＭＣ、ＮＣＴ

マシニングセンター、5面加工機

大型架台フレーム機械加工

五面加工機　・　五軸マシニングセンター　・　横中ぐり盤　・　ラジアルボール盤

短納期対応の協力会社

www.kataoka-ss.co.jp

レーザ加工機、電池検査装置、各種産業機械

ＱＣＤ

京都市南区久世築山町376-7　久世工業団地ＫＫＤ会館二階 www.e-oketani.co.jp

大型機械加工　・　製缶加工　・　装置組立

品質第一　・　短納期対応

大型架台フレーム等の加工

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

協力会社の新規開拓によるQCDの実現

①　PF・プレスブランクの仕上げ切削　②　冷間鍛造部品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

①旋盤・フライス　②　冷間鍛造　③研磨加工

NC加工・MC加工、冷間鍛造加工機保有

自動車部品の見積依頼が多いので、自動車部品加工の実績＆ISO取得、量産対応できる生産状況の確認

橋本市隅田町真土３９ http://ｗｗｗ.ogawa-industry.co.jp

自動車部品・建築部品
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

10 株式会社 カワセ精工 岐阜県 資本金 10 百万円 従業員数 83 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

11 関西ティーイーケィ 株式会社 滋賀県 資本金 80 百万円 従業員数 400 名（全社）

大津市粟津町1番24号

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

12 キヤノンマシナリー 株式会社 滋賀県 資本金 2781 百万円 従業員数 890 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

弊社は、安く・納期通り・品質の担保を重点に調達を行っていおります。

弊社の作図した図面に沿った加工品の調達。

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

高精度加工部品の調達。

マシニング・汎用旋盤・フライス

近年、品質重視の部品を要求されている事から三次元測定機等の保有と検査員の経験。

機械加工、専用機の設計製作、製缶板金、樹脂ゴム、設計

上記加工に必要な設備

草津市　南山田町85

キヤノン依頼事業・半導体生産設備・ＦＡ機器生産

多品種小ロット、短納期対応可能

http://www.kansai-tek.co.jp

各種機器の設計製作。コンバーティング・メディカル・環境エネルギー・省人省力化

・門戸解放・公平公正・相互信頼・関連法規社会規範遵守

①仕様書支給による、設計・製作・組立・調整
②図面支給による、製作・組立・調整
③各種機械部品
■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

　金属部品加工(材料～全ての加工～表面処理～組付梱包出荷）

　量産、少量多品種、試作（1個～）対応可能な生産、供給体制

　鉄・アルミ・ＳＵＳ・銅・真鍮・メッキ鋼板の全ての金属加工（量産、少量多品種、試作）

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

プレス（45ｔ～300ｔ）　油圧プレス（5ｔ～500ｔ）　ＳＰＯＴ、ＨＩＧ/ＴＩＧ溶接　レーザー（ファイバー含む）、ブレーキ、シャー
リング、フライス（ＮＣ含む）、ワイヤーカット、放電

プレス（サーボ・トランスファー）、油圧プレス、シャーリング、溶接機（スポット・ＣＯ２・アルゴン・ロボット）、ボール盤、
フライス等

大垣市野口1丁目３08番地１
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

13 クボタ環境サービス 株式会社 大阪支社 兵庫県 資本金 90 百万円 従業員数 1576 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

14 栗山縫製 株式会社 大阪府 資本金 20 百万円 従業員数 20 名（全社）

東大阪市近江堂3-14-9

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

15 三協 株式会社 東京都 資本金 360 百万円 従業員数 275 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項 自動車関連での実績をアピール頂きたい。

商社。自動車向け精密部品(単品：ネジ、特殊圧造品、樹脂成形、鋳造など)、組立部品の購入・販売を行っている

より良い製品をタイムリーに競争力のある価格で供給する。

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

精密切削、大型の樹脂成形、精密順送プレス、アルミダイカスト

特にありません

よだれかけ　　婦人服カットソー

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他

1、裁断～縫製～マトメ　　2、縫製のみ

本縫いミシン　2本針オバー　平2本　平3本

江戸川区西一之江1-11-3 http://www.sankyokk.co.jp

製缶加工、機械加工、設備メンテナンス

旋盤、マシニング、五面加工機、横中ぐり盤、溶接機、ガス溶断機、シャーリング、プレス機、汎用旋盤、ＮＣ旋盤等

①QCD　②製缶～加工～現地工事(一部外注可）　③工事単価　@22,000円以下
④破砕機及び粉砕機の現地補修工事(消耗部品取替・改造）

婦人服カットソー　　ベビーグッズ（よだれかけ　おくるみ　スモッグ　ポンチョ）

支給

尼崎市浜１－１－１ http://www.kubota-ksk.co.jp/

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。各種プ
ラント機器の設計・製作（製缶・機械加工）。破砕機。

QCDバランスが取れている事。

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。　破砕機部品（ローター、ローターハウジング等）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　■設備メンテナンス　　□その他
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

16 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 大阪府 資本金 10000 百万円 従業員数 8500 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

17 島津エミット 株式会社 滋賀県 資本金 40 百万円 従業員数 150 名（全社）

大津市月輪1-8-1

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

18 新興機械 株式会社 岐阜県 資本金 91 百万円 従業員数 120 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

機械部品加工、製缶・機械加工

旋盤、フライス、ＭＣ

単品加工，短納期，全工程一括加工

安八郡神戸町八条302 ｈｔｔｐ://shinko-kikai.co.jp/

　一般産業機械、自動化機械、省力化機械製造

　Ｑ・Ｃ・Ｄの向上に努める。

機械加工部品（単品）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

コストダウンの追及。

ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ-部品、真空ポンプ部品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

機械加工（FC鋳物、他）　、薄板板金および塗装、樹脂成型

MC　旋盤　　溶接機　塗装（焼付塗装）

ﾛｯﾄ1～300個程度です。（ほとんどが継続案件です。）

□機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

溶接・加工・組立、一部塗装あり

上記加工に必要な設備。大型製缶品（ＭＡＸ．Φ4500×Ｌ（Ｈ）6000mm程度）に対応できる揚重設備や保管ヤードが
あると望ましい。塗装設備・ヤードがあればなお良い。

繰り返し発注品よりは単発のオーダーメイド品が多いので、気長に粘り強く対応協力いただける企業を希望します。

http://www.shimadzu.co.jp/emit/

ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ-、真空ポンプ

淀川区宮原1-1-1　新大阪阪急ビル5階 http://www.jfe-eng.co.jp/

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・地熱・太陽光等の再生可能エネルギー発電設備、ガス
パイプライン、機械式立体駐輪場、流通システム等の設計・建設・運転・維持管理

既存取引先からの集中購買のほか、製缶・装置製作・装置架台鉄骨製作・配管製作及び現地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。

環境プラント等の製缶・装置製作・装置架台鉄骨製作・配管製作
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

19 大和精工 株式会社 大阪府 資本金 480 百万円 従業員数 380 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

20 株式会社 タカトリ 奈良県 資本金 963 百万円 従業員数 212 名（全社）

橿原市新堂町313-1

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

21 髙橋金属 株式会社 滋賀県 資本金 98 百万円 従業員数 220 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

・筺体加工部品。　　・設備設計製作。　　・大物パイプ溶接。　　・外観部品。　・プレス金型。

□機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

・精密板金加工。　・金属パイプ加工。　　・金型設計製作。　　・装置設計組立。　　・表面処理

・レーザー加工機、ターレットパンチプレス、ブレーキ曲げ、CO2溶接、ロー付け、マシニング、ワイヤーカット、
平面研削盤など。

・幅広く金属加工をされている御会社と面談を希望します。

上記に合う設備

装置の組み立ておよび部品加工も込みで出来る業者

長浜市細江町864-4 http://www.takahasi-k.co.jp/

・精密金属プレス部品。　・精密板金部品。　・金属パイプ部品。　・電気機器、産業機器組立。
・環境関連商品の開発、製造、販売。　・プレス金型設計製作。

・品質は取引の絶対条件、小ロットに対応できるフレキシブルな生産体制。
・加工における技術提案やコスト提案。

http://www.takatori-g.co.jp

半導体及び液晶関連機器、ワイヤーソーの製造販売、繊維機械の製造販売

納期順守率95％　品質異常件数10/月　コストダウン

多品種一品一様、アルミ・鉄・ステン・樹脂・ゴムなどの産業装置部品　　装置組立て　部品加工もできる

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

サイズ300角までを得意とする、マシニング加工　旋盤加工（単品）　アルミの削出しチャンバーで無電解ニッケルま
での完品（800角　400丸まで）薄板治具（SK材）アルミの薄板ハンド（t=1.5～3）

品質保証部門が有る企業，多種少量多変量に対応できる企業，ISO9001を取得、又は準ずる管理が出来ている企
業，CD活動が出来る企業，海外ルートを持っている企業を優先する。

上記生産販売品目を構成する部品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

粗形材，ギヤ，軸，プレス板金，MC，板バネ，パイプ加工等

鋳造設備，NC旋盤，MC，NCT，レーザー，プレス，溶接，パイプベンダー，端末加工機等

東大阪市水走2-2-27 http://www.daiwa-seiko.co.jp/

農業関連機、精米機関連、厨房機器、コイン関連機器、溶接関連機器、建設機械等のユニット製品
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

22 株式会社 竹内製作所 長野県 資本金 3633 百万円 従業員数 678 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

23 株式会社 中日製作所 愛知県 資本金 21 百万円 従業員数 145 名（全社）

名古屋市天白区野並１－２２２

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

24 株式会社 ツバキＥ＆Ｍ 京都府 資本金 460 百万円 従業員数 488 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

適社・適品・適量・適地を考慮し、短期的でなく継続的にお取引きできる企業、品質の改善・コストの軽減・短納期へ
の対応等に関する提案を受け入れ、常に向上心を持ち活力ある企業を求めます。

・機械加工部品(ｹｰｽ､ﾌﾗﾝｼﾞ､軸､歯車)　・鋳造品(FC､FCD､FCV、ADC)
・製缶部品　・プレス部品　・線ﾊﾞﾈ　・BLDCﾓｰﾀ

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他

･機械加工　・製缶加工　・鋳物加工　・プレス加工　・ﾊﾞﾈ加工　・BLDCﾓｰﾀ製造

･NC/汎用旋盤　・ﾌﾗｲｽ盤　・中ぐり盤　・研削盤　・M/C　・ﾌﾞﾛｰﾁ盤　・製缶設備等

・ｺｽﾄ競争力のある企業、そこでしかやれないという特殊技術を持っている企業を希望

曲げ（フォーミング、ブレーキ、プレス）
穴加工（バーリング、レーザー）
樹脂成形、木加工、粉体塗装
プレス、タレパン、溶接、レーザー、樹脂成形（３５０ｔぐらいまで）、木工関係機械、粉体塗装

メーカー什器として恥じない製品を製作してほしい、品質、ローコストの追及、在庫管理等

長岡京市神足暮角1-1 http://www.tsubakimoto.jp/tem/

ギヤ減速機、遊星車方式変速機やトルク制御装置また各種用途に対応した電動シリンダおよび軸継手、
機械式一方向クラッチ等

建設機械関連の部品を生産している企業との面談を希望

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

一体型什器（組付け）、樹脂製品、木カウンター、アミ棚、フック、棚板、カート、ワゴン、ゴンドラ,POP

スチール製品から樹脂、木製品に至る幅広い材料で店舗什器製品を２６００点ほど自社で開発し販売しています。

薄板板金、線材加工、木製品（シート貼り等）　組立（梱包まで）出荷

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他

ミニショベル、油圧ショベル、クローラーローダー、クローラーキャリア、工業用攪拌機

「環境」「品質」「納期」「価格」を満足できるお取引先様と公平且つ公正な取引関係を築く

建設機械関連の部品（多岐にわたる）

□機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　■電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他（工作機械周辺装置）

製缶・板金、プレス、鋳造・鍛造、めっき・塗装、樹脂・ゴム、電気・実装

上記加工に伴う設備

埴科郡坂城町上平205 http:://www.takeuchi-mfg.co.jp
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

25 デュプロ精工 株式会社 和歌山県 資本金 32 百万円 従業員数 190 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

26 株式会社 東海興産 岐阜県 資本金 10 百万円 従業員数 90 名（全社）

不破郡垂井町宮代3031-1

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

27 東商ゴム工業 株式会社 千葉県 資本金 48 百万円 従業員数 34 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項 小ロット多品種のご相談が叶う企業様

ゴムローラー・スポンジローラー・樹脂ローラー及び各種単体製品並びに金属シャフト類

小ロット多品種のご相談が叶う企業様

・金属シャフト類；SUM、SUS、真鍮、アルミ等
・ゴム単体成型品；シリコン・NBR等

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

・金属シャフト類；最大φ80X最長2,000Lクラスまで
・ゴム単体成型品；金型成形品及び押出成形品

上記加工に必要な設備

専用機構成部品の発注

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

フライス加工、旋盤加工、製缶、板金加工及び表面処理工程の発注

ＮＣフライス、NＣ旋盤、横中加工機、門型加工機、研磨機、放電加工機etc

機械設計、制御設計～配線工事関係会社様との商談も希望します。

山武郡横芝光町中台808-1 http://www.ts-roller.com

タレパン、レーザー、旋盤、フライス、インジェクション成型

タレパン、レーザー、旋盤、フライス、インジェクション成型

少量対応可能

http://tokai-kousan.com/

各種専用機、産業用機械（プレス、検査機、組立機、洗浄機）設計～
製作～運転調整～据付。　　　　　　　　　　　自動車用部品製作組付

Ｑ．Ｃ．Ｄ向上の為に協同してお付合いの出来る協力会社の拡大

紀の川市上田井353 http://www.duplo-seiko.co.jp//

デジタル印刷機、多機能断裁機、メーリング機器、
再生紙作製機並びに事務用省力化機器の開発・製造

①御客様に驚きを提供する製品を創るために、仕入先様と共に成長を目指す。
②多品種少量化への対応
　技術力・提案力のある仕入先様と協調し、少量部品においても技術的な観点からのコストダウンを目指す。

①SUS,SECC-C板（ｔ＝0.6～2.0）の試作から量産　②SUM,SUS棒の切削　③樹脂成型

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

28 株式会社 東伸 岐阜県 資本金 98 百万円 従業員数 84 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

29 常盤工業 株式会社 岐阜県 資本金 45 百万円 従業員数 45 名（全社）

各務原市金属団地58

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

30 株式会社 トラウム 東京都 資本金 47 百万円 従業員数 120 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

機械加工・板金・ﾌﾟﾚｽ・溶接・鋳造・塗装・ﾒｯｷ・熱処理・ｺﾞﾑ・樹脂成型・設計・機械組立

NC旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ・射出成形機・ﾀﾚﾊﾟﾝ・ﾍﾞﾝﾀﾞなど。

・小lot、短納期に対応可能な企業様を探しています。
・技術水準が高く価格、品質ともに優良な企業様を探しています。

国分寺市泉町3-37-34ｻﾞ･ﾏｸﾛｺｽﾓｽ103 http://ｗｗｗ.traum.co.jp

・｢ものづくり総合商社｣のため製造に関するあるゆる案件を取り扱います
・金属加工・ﾀﾞｲｶｽﾄ鋳物・板金ﾌﾟﾚｽ・樹脂ゴム成型・基盤・ﾊｰﾈｽ・電気部品・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

・納期厳守、品質重視

・金属加工・ﾀﾞｲｶｽﾄ鋳物・板金ﾌﾟﾚｽ・樹脂ゴム成型・基盤・ﾊｰﾈｽ・電気部品・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

迅速な対応、納期遵守

各種機械加工部品（鉄、非鉄、鋳造品）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他（製缶加工）

旋盤加工、フライス加工、マシニング加工、製缶加工、板金加工

各加工に準じます（※一部工程の加工のみでも可です）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

製缶・フライス加工　　旋盤加工

マシニングセンター　ＮＣフライス　ＮＣ旋盤　など

http://www.tokiwakk.co.jp

木工機械の製造、販売ならびに各種産業用機械製造

大垣市野口3-1 http://www.cstoshin.co.jp

機械加工部品

短納期対応　品質・納期・価格の順で選定

機械加工部品（多品種小ロット）
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

31 株式会社 ナゴヤカタン 愛知県 資本金 70 百万円 従業員数 14 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

32 株式会社　名古屋製作所 愛知県 資本金 20 百万円 従業員数 110 名（全社）

名古屋市熱田区花表町21-2

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

33 日晃オートメ 株式会社 岐阜県 資本金 24 百万円 従業員数 70 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

①SUS、アルミ、焼入れ、研磨部品の金属加工製作②部品加工から、半組立まで。
　各品目は単品物である。

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

フライス、旋盤、研削

マシニングセンタ、NC旋盤、各種研削盤

機械加工～半組立まで都度対応可能な企業様との面談を希望します。

レーザー・タレパン・溶接機

コスト力・スピードある企業

各務原市上戸町７丁目１番地22 http://www.nikko-fa.co.jp

自動化省力化設備、産業機械設計製作、オリジナル産業用コンピュータ、ハード・ソフト設計製作、NC装置電装一
式、各種自動制御盤、計測システム、プラント電装一式、設計製作

お客様のご要望に沿う専用自動機製作を品質、短納期で対応。それを可能にするために必要な一品一様の製作部
品、購入部品を最短で準備する体制を構築。

http://www.nagoyamfg.co.jp/

キュービクル・バッテリ収納ボックス・高圧開閉器・街路灯デザインから工事まで　他

コラボレーションができ、協同事業の意欲ある企業を探しています。

キュービクル・収納ボックス・制御盤　他

□機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

板金加工・溶接

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)

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　■鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

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（鋳綱・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

名古屋市港区九番町四丁目5番地 http://nagoyakatan.com

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
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

34 日新産業 株式会社 滋賀県 資本金 10 百万円 従業員数 40 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

35 日本トムソン 株式会社 岐阜県 資本金 9532 百万円 従業員数 1750 名（全社）

美濃市極楽寺９１６

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

36 株式会社 ノーケン 大阪府 資本金 408 百万円 従業員数 205 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

発注部品の安定調達、コスト低減

金属切削加工品、樹脂切削加工品、樹脂成形品、ハーネス加工品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他

金属はＳＵＳ３０４、３１６、３１６Ｌ
樹脂はＰＶＣ、ＰＰ、ＡＢＳ、フッ素樹脂

各加工に順じます。

コストダウン提案のできる企業を希望します

軸受鋼（SUJ2）、ステンレス（SUS440Cなど）などの切削、研磨、焼入、穴あけなど

ＮＣ旋盤、マシングセンタなど

発注ロット数十個から数万個と数量の幅が広く少量多品種のご対応頂ける会社及び原価低減など改善活動を積極
的にご対応頂ける会社を探しております

吹田市広芝町１５－３２ http//www.nohken.com/

レベルセンサ、レベルスイッチ

http://www.ikont.co.jp/

針状ころ軸受（ニードルベアリング）、直動案内機器（直動シリーズ、メカトロシリーズ）、諸機械部品など

原価低減活動を推進しており新規加工取引先開拓を積極的に行っております

ニードルベアリング部品（内外輪／側板／リテーナなど）、設備用部品のシャフトなど

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　■プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

試作品全般（板金部品、金属切削品、樹脂加工品）

環境に配慮したＱＣＤで秀でているもの

板金部品、金属切削品、樹脂加工品　等

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　■電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他（工作機械周辺装置）

板金加工、金属切削加工、樹脂加工　等

プレス機、フライス盤、成形機　等

栗東市六地蔵1124 http://www.nissinsangyo.jp
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

37 平田機工 株式会社 滋賀県 資本金 2633 百万円 従業員数 1978 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

38 平塚工業 株式会社 愛知県 資本金 10 百万円 従業員数 30 名（全社）

名古屋市瑞穂区堀田通り6－10

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

39 扶桑工機 株式会社 三重県 資本金 30 百万円 従業員数 350 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項 部品加工だけでなく組立まで出来る企業を希望。
面談の際は、設備製作実績の紹介をして欲しい。

各種自動化対応設備（専用機）の設計・製作

仕事量増加に対応するためQCDが満足できる仕入先パートナーの拡充

専用機（ユニット）の部品加工（設計）から組立まで

□機械加工　　■専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

設備の組立

上記加工に必要な設備

各種金属加工（鉄・SUS・超硬・銅・セラミック・ｱﾙﾐ）

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

精密金属加工（5軸加工）
各種金属加工（旋盤・マシニング・フライス・各種研磨・放電加工

5軸・旋盤・マシニング・フライス・各種研磨・放電加工

検査体制

桑名市増田500 http://www.fusokoki.co.jp

「フライス加工、旋盤加工、放電加工、研削、製缶」の複合加工品

各加工に準じます。

地元、近距離で探したい。

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

治工具部品・金型部品・超硬治具・精密金属加工・樹脂加工・ｺﾞﾑ加工
各種ﾎｰｽ・ﾍﾞﾙﾄ関係

今後の協力工場選定（品質第一、コスト低減（価格競争力の強化））

野洲市小堤500番地 www.hirata.co.jp

各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売。

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ厳守、ISO遵守、コストダウン、納期遵守。

小物の製缶加工後機械加工品、中型の旋盤・フライス加工品、何れも、要検査測定。　樹脂ゴムの機械加工

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

40 株式会社 ミズノマシナリー 富山県 資本金 30 百万円 従業員数 47 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

41 株式会社 ミタカ精機 埼玉県 資本金 10 百万円 従業員数 12 名（全社）

戸田市美女木4-5-19

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

42 三井造船マシナリー・サービス 株式会社 大阪府 資本金 470 百万円 従業員数 190 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

機械加工・製缶板金

上記加工に必要な設備

製缶品は中・大型になりますので、製作対応いただけるだけの敷地面積・クレーン等の設備が必要です。

大阪市住之江区柴谷１丁目２番２５号

非常用発電装置・地熱発電装置・機能膜装置・冷熱除湿装置・一般産業機械・漁労油圧装置

少ロット、スポット発注、短納期、価格競争力　に対応いただける企業殿への発注

材料ＳＳ・ＳＵＳの製缶品（１０ｔ低床トレーラーに積載できる最大限の大きさ）　　材質ＳＳ・ボンデ鋼板・ＳＵＳの板金
品（板厚１．６ｔ～３．２ｔ）　　材質ＳＳ・ＳＵＳ・アルミの機械加工品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

迅速な見積もり対応

各種機械加工部品、板金製缶部品等

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

MC、NC加工、汎用機械加工、溶接加工、板金製缶加工等

各種加工機械等

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他（工作機械周辺装置）

機械加工切削による高精度幾何公差要求部品、簡易なプレート加工、薄物加工、旋盤加工、ワイヤー加工。

MC,フライス盤、NC旋盤、ターニング旋盤、ワイヤー、平面研磨など

http://www.mitakaseiki.co.jp

精密機械部品及び各種産業機械装置製造

富山市婦中町板倉513-4 http://www.mizuno-machinery.co.jp

アルミ切削加工品・大型5軸MC加工品

品質規格「ISO9001」の要求を満たす生産活動または品質要求に応えて頂ける企業様との取引を求めます。

切削加工部品(アルミ）・手のひらサイズから□400㎜サイズの加工品。数量は単品から30個程度。多品種・小ロット
部品
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

43-A
三菱重工業 株式会社
機械・設備システムドメイン
機械・設備ｼｽﾃﾑ調達部

広島県 資本金 265600 百万円 従業員数 81845 名（連結）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

43-B 三菱重工工作機械 株式会社 滋賀県 資本金 3000 百万円 従業員数 約1,000 名（全社）

栗東市六地蔵130番地

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

44 三菱樹脂 株式会社 滋賀県 資本金 21503 百万円 従業員数 9539 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

金属加工部品、一品一様を図面にて指示します。

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　■電気・実装　　□金型加工　　■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　■設備メンテナンス　　□その他

機械加工、機械工事、装置の設計・製作、電気工事

特になし

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・旋盤などの加工機、（溶接機器）、ほか

品質・納期管理を徹底し、ｺｽﾄ競争力のある企業様との面談を希望します。

長浜市三ツ矢町5-8 http://www.mpi.co.jp/

合成樹脂製品の製造および販売

1. 公平・公正・機会均等　　2. 経済合理性　　3. 相互理解と信頼関係　　4. 法令の遵守
5. CSR調達　　6. 開発購買

http:://www.mhi-machinetool.com　

工作機械（歯車加工機・大形工作機・専用機）、切削工具、ｴﾝｼﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに戦える製品ｺｽﾄ競争力の実現

①歯車加工機用周辺装置/ﾜｰｸ搬送装置・ﾜｰｸｽﾄｯｶｰ
②大形工作機・専用機用周辺装置/ATC（自動工具交換装置）、ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾗｯｸ、自動昇降台、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｱｰﾑ（操作盤吊
り下げ装置）

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他（工作機械周辺装置）

機械加工、専用機の設計・製作、工作機械周辺装置

オープン、公平・公正、相互信頼、コンプライアンス遵守

オートスプライサー
コルゲートマシン（段ボールシートを作る機械（波の部分をｼｰﾄ間へ貼り付けるもの）　において、最初にｼｰﾄを製紙
ﾛｰﾙから取り出して、その後製紙ロールを入れ替えるたびに、シート対シートを接ぐ装置。

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他（工作機械周辺装置）

機械加工、専用機の設計・製作
材料～加工～組立～塗装～梱包までの一括外注

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・旋盤などの加工機、（溶接機器）、ほか

品質・納期管理を徹底し、ｺｽﾄ競争力のある企業様との面談を希望します。

三原市糸崎南1丁目1番1号 http:://www.mhi.co.jp

エネルギー・環境、機械・設備システム、交通・輸送、防衛・宇宙
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

45 株式会社 モリタ製作所 京都府 資本金 395 百万円 従業員数 625 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

46 森本精密シャフト 株式会社 三重県 資本金 80 百万円 従業員数 285 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

47 矢橋大理石 株式会社 岐阜県 資本金 78.3 百万円 従業員数 105 名（全社）

大垣市赤坂町273

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

ＱＣＤの強化

一般産業部品　鉄道車両部品の鋳鋼品、鋳造品、一般鋼材の機械加工

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

旋盤加工　マシニング加工

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

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

・フライス加工、旋盤・研削加工、円筒研磨、熱処理、表面処理(硬質クロム鍍金、黒染等)他
・大型切削六角ナット(M60、M50、M40)
※二次外注の使用に於いては外注先企業情報を提示のうえ、見積もり・発注とする。

不問

納期厳守。
二次外注の使用に於いては外注先企業情報を提示のうえ、見積もり・発注とする。

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

一般産業部品　鉄道車両部品

少量多品種の対応が出来、品質体制が整っている企業様との面談を希望します。

伊賀市蔵縄手834-1 http://www.e-mss.co.jp/index.html

シャフト　ボールねじ すべりねじ　30度台形ねじ

取引先と、相互理解と信頼関係に基づく活動を実施。
取引選定基準　1.要求を満たす品質の確保　2.競争力のある価格対応力　3.指定納期の順守
　　　　　　　　　 4.変化対応力　                   5.優れた技術・開発力　       6.安定供給能力

【材込/全加工】ピストンロッド(S45C、SCM440H、GNH55)、ラム(SCM435H)、ガイドバー(S45C、GNH55)
【材支給加工】M16以上の偏芯タップ

歯科･医科医療器械器具の製造･販売

少量多品種に対応可能な供給体制、コスト競争力の向上

樹脂成形品、金属加工品、基板実装品、鋳物部品、ゴム成形品、特殊品

■機械加工　　□専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　■プレス　　■鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　■電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　■その他

フライス加工、旋盤加工、成形、鋳造、基板実装

射出成形機、ダイカストマシン、砂型造型機、金型鋳造機、マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、チップ実装ライン

京都市伏見区東浜南町680番地 http://www.morita.com/global/
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滋賀・三重・岐阜「モノづくり商談会」 　発注案件一覧表

48 株式会社 豊電子工業 愛知県 資本金 45 百万円 従業員数 350 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

49 若園精機 株式会社 岐阜県 資本金 10 百万円 従業員数 18 名（全社）

生産品目

調達方針

発注品目

加工区分

加工内容

必要設備

要望事項

納期、品質（３次元測定機での品質保証または機上測定）
少量生産に対応可能な生産・供給体制

①単品・小ロットのダイカスト金型部品
②ダイカスト金型向け焼き入れ部品
③ＮＣ旋盤を使った丸物ダイカスト金型部品
■機械加工　　□専用機の設計・製作　　□製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
□めっき・塗装　　□樹脂・ゴム　　□電気・実装　　■金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他

ＭＣ加工、旋盤加工、放電加工、ワイヤー放電加工、研磨加工

ＭＣ、ＮＣ旋盤、放電加工機、ワイヤーカット、３次元測定機

短納期対応可能な企業様とも面談を希望します。

・溶接加工　・フライス加工　・旋盤加工　・平研加工

加工：MC加工機　門型五面加工機　NC旋盤　溶接機　中ぐり盤　等
組立：ホイストクレーン

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の
可能な業者を募集しています。

養老郡養老町室原４５０ http://www.wakazono.jp

単品・小ロットのダイカスト金型部品加工（自動車部品向けで2000トンクラスのダイカスト金型部品製作）焼き入れ部
品のＭＣ、旋盤加工などの丸物加工

刈谷市一ツ木町5丁目12番地9 http://www.ytk-e.com/

産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

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）　・板金加工品
・専用機の部品製作+組付・機内配線までのユニット製作

■機械加工　　■専用機の設計・製作　　■製缶・板金　　□プレス　　□鋳造・鍛造
■めっき・塗装　　■樹脂・ゴム　　□電気・実装　　□金型加工　　□設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□ソフト　　□設備メンテナンス　　□その他
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