
企業名 企業名地域 地域

19 新光機器　株式会社 愛知県 41 フジセン技工　株式会社 栃木県

15 三協　株式会社 東京都 37 鍋屋バイテック会社 岐阜県

16 ＣＫＤ　株式会社 三重県 38 ニチユ三菱フォークリフト　株式会社 滋賀県

13 興和精密工業　株式会社

20 ゼネラルパッカー　株式会社 愛知県 42 富士電機　株式会社 東京都

21 大協技研工業　株式会社 神奈川県 43 扶桑精工　株式会社 岐阜県

14 サンエイ　株式会社 愛知県 36 株式会社　ナベヤ 岐阜県

22 株式会社　タイメック 岐阜県 44 ブレインシール株式会社 岐阜県

17 JFEエンジニアリング　株式会社 愛知県 39 日本金銭機械　株式会社 滋賀県

18 島津エミット　株式会社 滋賀県 40 ピーピーエル　株式会社 岐阜県

12
倉敷レーザー株式会社　名古屋営業
所

愛知県 34 常盤工業　株式会社 岐阜県

愛知県 35 株式会社　ナゴヤカタン 愛知県

10 カヨウ金属株式会社 岐阜県 32 東レエンジニアリング　株式会社 東京都

11 岐阜精工　株式会社 岐阜県 33 トーフレ　株式会社 滋賀県

8 応用電機　株式会社　京都事業部 京都府 30 株式会社　東海パウデックス 岐阜県

9 株式会社　桶谷製作所　東海事業所 愛知県 31 株式会社　東伸 岐阜県

6 入江工研　株式会社 埼玉県 28 株式会社　ティラド 愛知県

7 エィテーケィタカシノ　株式会社 東京都 29 東栄工業　株式会社 岐阜県

4 池田金属工業　株式会社 大阪府 26 株式会社　中央エンジニアリング 愛知県

5 株式会社　伊藤精密工具製作所 愛知県 27 株式会社　ツガワ　花巻工場 岩手県

1 23 株式会社　大洋電機製作所 愛知県葵機械工業　株式会社 滋賀県

3 アスカ　株式会社 愛知県 25 株式会社　チゥキヨー 愛知県

2 旭サナック　株式会社 愛知県 24 大和精工　株式会社 大阪府

岐阜・滋賀・三重「モノづくり商談会 in GIFU」 発注企業一覧



51 ワコオ工業　株式会社 北海道

49 ヤマコー株式会社 岐阜県

50 株式会社　豊電子工業 愛知県

47 株式会社　瑞穂機械製作所 愛知県

48 矢橋大理石　株式会社 岐阜県

企業名 地域

45 ホーコス 株式会社 広島県

46 株式会社　マキシンコー 三重県

岐阜・滋賀・三重「モノづくり商談会 in GIFU」 発注企業一覧



3 アスカ　株式会社 資本金 903 百万円 従業員数 500 名（全社）

愛知県 豊田市中根町大切50番地1 http://www.aska.co.jp

生産品目 自動化・省人化設備製作、制御装置製作

調達方針 高品質・低価格・短納期対応

発注品目
機械加工品　製缶品　板金品　機械電気設計　自動車部品用溶接治具設計製作　制御盤製作
表面処理　機械組立　配線工事　ロボットティーチング等

加工区分
■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

加工内容
機械加工品　製缶品　板金品　機械電気設計　自動車部品用溶接治具設計製作　制御盤製作
表面処理　機械組立　配線工事　ロボットティーチング等

必要設備 大型加工機　フライス　旋盤　3ＤCAD　三次元測定器　溶接機等

名（全社）葵機械工業　株式会社 資本金 300 百万円

発注品目

加工区分

圧造機械各種加工部品

■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

岐阜・滋賀・三重「モノづくり商談会 in GIFU」　発注企業一覧

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

特に無し

600ｔ以下の順送ﾌﾟﾚｽ機及び、ﾀﾝﾃﾞﾑﾌﾟﾚｽ、定置スポット溶接機、ナットフィーダー、塗装設備
板金部品：月産4000～8000個、機械加工部品：月産15000個

従業員数 6001

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

湖南市小砂町1-7

生産品目

加工内容

生産品目

調達方針

名（全社）従業員数 300

愛知県 尾張旭市旭前町5050 http://www.sunac.co.jp

2

要望事項

旭サナック　株式会社 資本金 255 百万円

圧造機

コスト低減・リスク回避による2社購買先開拓

加工内容 鋳物部品加工　軸物加工　ＳＣＭ440調質・高周波含む研磨加工仕上げ　小物製缶部品

必要設備 ボーリング・マシニング・汎用旋盤・汎用大型旋盤・ＮＣ旋盤・平研・内研・外研

要望事項

必要設備

加工区分

発注品目

調達方針

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
旋削、焼入れ、ブローチ、研磨、穴加工、フライス、ラッピング

■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

小物プレス成形及び溶接組立て部品、塗装
機械加工部品

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。

要望事項

平成29年9月15日現在
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必要設備 MC、NC

要望事項 ｼｰﾙ面仕上げや真空関連部品の実績があるとなおよい。

加工区分
■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

加工内容 ピン形状（～φ40、～長さ300）　ブッシュ、リング形状（～φ150）　プレート形状（～□200）など

必要設備 旋盤、フライス、研磨機（円筒、内面、平面、プロファイル、など）、ジグ研、治具ボーラ

生産品目 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

加工区分
■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

愛知県 名古屋市中川区柳島町4丁目10番地 http://www.ito-seimitsu.co.jp

生産品目 検査用ゲージ、治具の設計製作

調達方針 品質第一、単品加工に対応可能な生産体制、コスト低減

発注品目 材質　SKS3やS45C　・ブランク（荒）加工のみ（旋盤、フライス）　・単品物完成品まで

要望事項 完成品には焼入れ、サブゼロ処理が必要になります。研磨加工のみでも商談可です。

6 入江工研　株式会社 資本金

生産品目 工作・産業機械部品、工業用ファスナー（ボルト・ナットなど）

調達方針
＊技術力のある加工先開拓
＊Q（品質）、C（価格）、D（納期）で相談に乗って頂ける加工先開拓

大阪府 大阪市西区新町4－7－11 http://www.ikekin.co.jp

発注品目 工作・産業機械部品

4 池田金属工業　株式会社 資本金 20 百万円 従業員数 87 名（全社）

5 株式会社　伊藤精密工具製作所 資本金 20 百万円 従業員数 30 名（全社）

加工区分
□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

必要設備 NC旋盤・複合旋盤（チャックワーク・バーワーク）、カム式自動旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、各種研削盤など

加工内容
切削加工　　材質：SS、SCM、SC、ステンレス、チタン、真鍮、アルミ、難削材など
サイズ：φ1～φ100程度　　　数量：小ロット（1個）～中ロット（2000個程度）

要望事項
＊材料手配から完成単品での納品が出来る加工先希望
＊熱処理、表面処理、研磨加工まで対応出来る（外注対応可）加工先希望

100 百万円 従業員数 200 名（全社）

埼玉県 川越市下赤坂740-5 http://www.ikc.co.jp/

調達方針

発注品目 機械加工部品

加工内容 MC、NC加工

2 / 17



要望事項 品質管理と短納期対応に注力して頂ける企業様

愛知県 名古屋市北区大我麻町285番地 http://www.e-oketani.co.jp/

生産品目 大型装置部品の加工、製造。産業用機械（自動車、半導体、医療、食品関連）の精密部品

加工区分
■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

加工内容
小物フライス・旋盤・プレーナー・門型五面加工機による大型精密機械加工部品。
基本的には一品一様の発注となります。

必要設備
溶接、５面加工機、門型マシニングセンター、横/縦マシニング、汎用フライス、NC旋盤、
汎用旋盤、プレーナー

調達方針 基本であるQCDを重視し、加えて迅速な対応日々追及しております。

発注品目
SS,SC,SUS,AL、鋳物、樹脂素材のプレート・シャフト・製缶～機械加工を要する部品
（大物～中～小物、溶接含む）

発注品目 金型部品

7

必要設備 NC旋盤、マシニング、放電加工機、ワイヤー加工機、円筒研削盤、平面研削盤

要望事項

8 応用電機　株式会社　京都事業部 資本金 72 百万円

東京都 品川区西五反田 2-12-19  http://www.takashino.co.jp

生産品目 プレスチック・ダイカスト金型部品

調達方針 品質、低価格、納期厳守

加工区分
■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

加工内容 丸物、角物の切削研磨加工品

従業員数 530 名（全社）

エィテーケィタカシノ　株式会社 資本金 88 百万円 従業員数 80 名（全社）

京都府 城陽市平川中道表63-1 http://www.oyoe.co.jp/

生産品目 電子・光学を応用した測定・計測機器、メカトロ機器、医用機器の開発、設計、製造

調達方針
多品種少量生産、スポット発注に対応可、基本リードタイム３週間以内
支払い条件：月末締め、翌月15日振込

発注品目
半導体などの工場設備一式受託に伴うメカトロ装置組立に
必要な機械加工部品

加工区分
■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

加工内容
機械加工部品全般（主な材質：アルミ、鉄、SUS）
※表面処理込み

必要設備
マシニングセンター、ワイヤー放電機、NCフライス、平面研磨機、各種汎用設備
三次元測定器（それに準じる測定器でも可）、各種ノギス、マイクロ

資本金 20 百万円 従業員数 100 名（全社）

要望事項
納品時には寸法検査（寸法にレ点記入）した図面を添付（※公差値は実測値を記入）
受託生産ですので発注量変動し継続的な発注では無く、スポット的になります

9 株式会社　桶谷製作所　東海事業所
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表面処理（塗装、メッキ、アルマイト）　大型製缶品（2000ｘ2000ｘ2000以上）　機械加工（旋盤、マシニング、フライス加工
等）

生産品目 各種専用機械の設計製作

調達方針 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）

岐阜県 安八郡安八町南條1290番地1 http://www.gifuseiko.jp/

要望事項 材料調達から表面処理まで対応可能を希望

必要設備
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）

発注品目
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

加工区分
■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

加工内容
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

発注品目 SUS・AL・SS等の加工品

10 カヨウ金属株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 15 名（全社）

岐阜県 岐阜市東鶉1丁目125-1番地 http://kayou-group.com/

生産品目 金属加工品・材料販売

調達方針 少ロット～量産、多品種、短納期に対応して頂けるところからの購入を希望。

加工区分
■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

加工内容 板金、製缶、溶接、切削加工等

必要設備 上記の加工に必要な設備。

要望事項 前向きに継続的に取り組んで頂ける企業様を希望します。

11 岐阜精工　株式会社 資本金 80 百万円 従業員数 68 名（全社）

従業員数 198 名（全社）

愛知県 小牧市大字間々原新田字宮前529番地1　1階B号室 http://www.k-lasergroup.com/

生産品目 精密板金加工品

加工区分
■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

加工内容 単品の加工が中心になり、都度打ち合わせが必要になります。

必要設備 塗装設備（焼き付け、紛体塗装他）、大型定番、クレーン他、機械加工機（旋盤、フライス、マシニング等）

要望事項 材料ミルシート、検査が必要な製品もあります。

12 倉敷レーザー株式会社　名古屋営業所 資本金 30 百万円

調達方針 品質・納期・単価

発注品目
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14 サンエイ　株式会社 資本金 80 百万円 従業員数 1,612 名（全社）

愛知県 刈谷市桜町3丁目3番地 http://www.san-ei-kk.co.jp/

生産品目
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

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

必要設備
・圧造機（2D3B～パーツフォーマー、2次切削機等）　・NC、MC、その他　・成形機（50ｔ～350ｔ以上）、アクリル、2色対応
可等

生産品目 商社であり、自動車部品をメインとして、ねじをはじめ金属部品・樹脂品・組立品などを販売を行っています。

調達方針 安定した品質の製品を、競争力のある価格で、安定供給する事を通して販売増に貢献する

発注品目 樹脂成形品、ワイヤーハーネス組立て・締結部品等

加工区分
■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

加工内容
・締結部品、樹脂品
・圧造、切削、樹脂

調達方針 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

発注品目
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

調達方針 ・ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽがあり品質､納期面においても充実しており自動車部品において､実績のある取引先様を希望します｡

生産品目 自動車用精密部品　（燃料系、走行系　他）、および弱電部品の製造

愛知県 豊明市栄町西大根30-183 http://kohwa-grp.co.jp

発注品目 ・自動車部品を中心とした精密切削部品

加工区分
■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

必要設備 1.NC複合旋盤　2.Φ20～Φ50以下の精密切削部品　3.ｾﾝﾀﾚｽ研磨機､円筒研磨機､内径研磨機 等

要望事項
・｢品質､ｺｽﾄ､納期｣の充実した取引先様を希望します｡　・材質(難削材)を問わず2.0万～5.0万個/月の対応できる取引
先様を希望します｡　・自動車部品に実績のある取引先様を希望します｡

加工内容
1.Φ20以下の精密切削部品   　　　　　数量　 0.5万～10.0万/月
2.Φ20～Φ50以下の精密切削部品　　数量　 0.2万～2.0万/月

13 興和精密工業　株式会社 資本金 50 百万円 従業員数 130 名（全社）

加工区分
□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

加工内容
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

必要設備 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

要望事項 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

15 三協　株式会社 資本金 360 百万円 従業員数 275 名（全社）

要望事項 ・自動車関連での実績あり。　・量産対応可能。　・PPAPなど帳票が自社で作成可能な企業様を希望します。
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要望事項 ﾛｯﾄ1～300個程度です。（ほとんどが継続案件です。）

自動機械装置及び省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、ファインシステム機器、流体制御機器な
ど機能機器

調達方針 健全な経営、確実な品質のお取引先からの購買を拡大し、相互発展を目指します。

愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目28-12　大名古屋ビルヂング30階 http://www.jfe-eng.co.jp/

生産品目
エネルギー関連、インフラ整備、機械システム開発、リサイクル処理を主としている。
多種多様につきHP参照。

調達方針 常に安全性を確保し、競争力のある品質・価格・納期の提供

発注品目 ガス導管、鋼構造物、上下水道・水処理施設等、機器設備メンテナンス関連

加工区分
■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（合成床版）

加工内容

必要設備 発注品目の製作に必要とされる設備を保有

発注品目 アルミ・ステンレス・真鍮加工

16 ＣＫＤ　株式会社 資本金 11,016 百万円 従業員数 3,719 名（全社）

三重県 四日市市小牧町字高山2800番地 http://www.ckd.co.jp/

生産品目

加工区分
■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

加工内容 切削加工（自動盤・マシニング）が得意なところ

必要設備 特になし

要望事項 国内外問わずコスト対応力がある会社希望

17 JFEエンジニアリング　株式会社 資本金 10,000 百万円 従業員数 9,000 名（全社）

従業員数 161 名（全社）

要望事項
様々な工事に対応可能な企業様の参加を希望してます。
材工共および合成床版製作可能な企業様の参加を希望します。

滋賀県 滋賀県大津市月輪1-8-1 http://www.shimadzu.co.jp/emit/

生産品目 ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ-、真空ポンプ

調達方針 継続的にQCDを追及されている企業との継続した取引。

発注品目 当社製品のｹｰｼﾝｸﾞ、軸、小物部品。

加工区分
■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

加工内容
①ケーシング類　材料調達～機械加工（材質：FC、AC、ADC）
②軸、丸物加工　（鉄、アルミ、SUS）　旋盤加工、歯切り加工

必要設備 鋳造設備、ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ、MC、NC旋盤、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ、研磨

18 島津エミット　株式会社 資本金 40 百万円
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大協技研工業　株式会社 資本金 50

発注品目 銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）の加工　　タングステンの加工及びﾛｰ付け

19 新光機器　株式会社 資本金 80 百万円 従業員数 135 名（全社）

愛知県 清須市朝日貝塚33 http://www.shinkokiki.co.jp/

愛知県 北名古屋市宇福寺神明65 http://www.general-packer.co.jp/

生産品目 多品種、少ロットの加工

調達方針 品質第一、少量生産に対応可能な生産体制、コスト低減

加工区分
■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

加工内容 旋盤加工、フライス加工

必要設備 NC旋盤、マシニングセンタ

要望事項 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

20 ゼネラルパッカー　株式会社 資本金 252 百万円 従業員数 135 名（全社）

百万円 従業員数 80 名（全社）

神奈川県 座間市栗原920-3 http://www.daikyogiken.co.jp/

生産品目 粘着製品及び粘着応用製品

加工区分
□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

生産品目 各種自動包装機・荷造用機械及び周辺装置の製造・販売・修理、それに附帯する一切の業務

加工内容 AL,FCなどの金属加工

必要設備 旋盤、フライス、マシニング

要望事項
FC,ACの鋳造、加工など将来に備えての情報収集となります。
開発機械に生かせるような、新しい技術をご提案ください。

調達方針 機械加工品（材料込）、一般購入品は１００％購買。機械組立、設計は一部外注。

発注品目 機械加工品（材料込）、FC,ACの小物鋳物鋳造、装置設計製作

加工区分
■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

21

加工内容
新製品(粘着応用製品)に活用可能な加工技術。プレス加工、スリット加工、ロータリー加工、ラミネート加工、曲げ加
工、スライス加工、パッケージングなど

必要設備 物質調査対応、品質管理システム、クリーンルーム(必須ではありません)、スリッター機

要望事項
従来の固定概念に囚われない、新製品開発、新市場開拓へ向けての自由な提案。仮説を立てたご提案を期待してお
ります。

発注品目
新製品(粘着応用製品)開発、粘着加工品販売用材料。それに伴う加工能力。異物対策、害虫対策、ウイルス対策に適
用可能な材料。

調達方針 当社CSR調達指針に基づく
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必要設備 旋盤，ﾏｼﾆﾝｸﾞ，NCT，ﾚｰｻﾞｰ，ﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｽ，ｽﾎﾟｯﾄ溶接，溶接

加工区分
■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

加工内容

要望事項

必要設備 半自動溶接機、機械加工機

加工区分
■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

加工内容 鉄材の製缶・板金又は機械加工（切断等の溶接前加工は当社で行います）

調達方針 品質・価格・納期を重視した公正な評価による取引

発注品目 制御盤製造に伴う、設計・製缶・製作作業と出張作業補助

加工区分
■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

愛知県 名古屋市中川区平戸町1-1-8 http://www.kk-taiyo-el.co.jp

生産品目 制御盤

要望事項 当日の面談でどのような加工が得意か、どのような製品の実績があるかを教えて下さい

23 株式会社　大洋電機製作所 資本金 50 百万円 従業員数 60 名（全社）

22 株式会社　タイメック 資本金 62 百万円 従業員数 70 名（全社）

岐阜県 関市武芸川町八幡7-1 http://www.timec-g.jp/

生産品目 鉄製品の製缶・板金・機械加工・組立

調達方針 品質・納期の要求に合わせていただける会社を求めています。

発注品目 ＳＳ４００のブラケット、ベース、フレーム等

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

生産品目 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，省力化関連機器，その他

調達方針 集約の推進。QDが確保でき、ｺｽﾄ競争力と提案力並びに経営安定性の有る取引先を優先。

発注品目 上記販売品目を構成する部品

加工内容 制御盤の設計、BOXの製缶品作成、制御盤の組立・配線

必要設備 各加工内容に対応した設備

要望事項

24 大和精工　株式会社 資本金 480 百万円 従業員数 380 名（全社）
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生産品目 画像処理、医療機器、通信機器、検査装置

27 株式会社　ツガワ　花巻工場 資本金 95 百万円 従業員数 470 名（全社）

岩手県 花巻市大畑9-92-4 http://www.tsugawa.com/

調達方針 コスト低減提案型企業でQCD管理がしっかりしてるパートナー企業様

発注品目 画像処理、医療機器、通信機器、検査装置の部品加工

加工区分
□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

加工内容 精密板金加工・プレス・塗装処理・組立までの一貫生産

必要設備 精密板金加工設備一式と塗装処理、組立工具一式

調達方針 製作実績を重視し、リピート品は繰返し発注することで継続的な取引関係を構築する

愛知県 江南市北山町西180 http://www.chukyo-dies.co.jp/

発注品目
磨きを含む冷間金型(パンチ、ダイス、マンドレル、ノックアウト、異形状金型)、鍛造設備用治工具(ブロック、スペー
サー、搬送用チャックツメ)

加工区分
■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

加工内容
材質：超硬、SKD11、SKD61、SKH51
材料調達、熱処理、加工まで全完成、または旋盤・フライスの一部加工

必要設備
NC旋盤、研削盤、ワイヤーカット、放電、フライス、ラップ盤、形状測定器、三次元測定器
サイズ：φ15～φ250、　500角程度

要望事項 客先要求品質を満たす事、低コスト・短納期に対応できる事

26 株式会社　中央エンジニアリング 資本金 116 百万円 従業員数 540 名（全社）

生産品目 冷間鍛造用金型、熱間鍛造用金型、ダイキャスト型、治工具

25 株式会社　チゥキヨー 資本金 45 百万円 従業員数 210 名（全社）

愛知県 小牧市本庄下毛畑　705番地 http://www.chuo-eng.co.jp

生産品目 機械・電気制御設計・ソフトウェアの開発設計　（電気制御は制御盤製作まで）

調達方針 上記設計作業の協力して頂ける企業様募集

発注品目
機械設計：設備機械またはプラント設備の設計＆製作　電気制御設計：電気回路・ラダー回路設計から制御盤製作・機
内配線・デバックまで一連　ソフトウェア開発設計：ソフトウェアの開発設計

加工区分
■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

加工内容
機械設計：設備機械またはプラント設備の設計＆製作　電気制御設計：電気回路・ラダー回路設計から制御盤製作・機
内配線・デバックまで一連　ソフトウェア開発設計：ソフトウェアの開発設計

必要設備 CAD

要望事項

要望事項 ISO９００１、１４００１を取得してる事が望ましい。
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岐阜県 瑞穂市十七条941-1 http://www.toeikogyo.net/

生産品目 産業用エンジン付帯部品および農業・建機・船舶機器部品の製造

40 百万円 従業員数 48 名（全社）

調達方針 安くて良い品物をジャストインタイムで仕入れる

発注品目 プレス・レーザー・ブレーキ・溶接・機械加工部品　など

加工区分
■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

調達方針 安定した品質と適正価格

発注品目 ﾎｯﾊﾟｰ、ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱｰ、架台、ﾀﾝｸ、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ

加工内容 プレス、レーザー、ブレーキ、機械加工などで製作した部品を溶接する。

必要設備 プレス、レーザー、ブレーキ、旋盤、フライス盤、溶接機　など

要望事項 できれば近隣の企業が良い

30 株式会社　東海パウデックス 資本金

発注品目 プレス加工、樹脂射出成型加工、切削加工、パイプ加工、溶接板金、ゴム、鋳造

愛知県 名古屋市南区塩屋町4丁目14番地 http://www.trad.co.jp

生産品目 自動車、建産機、空調機器等熱交換器の製造販売他

調達方針 環境負荷が少なく、QCDに優れていること。’詳細は弊社HPサプライヤー窓口をご覧ください

28 株式会社　ティラド 資本金 8,545 百万円 従業員数 3,798 名（全社）

順送・単発プレス、ガラス入りエンプラ成形、冷間鍛造、ゴム成形、各種ﾊﾟｲﾌﾟ加工他

必要設備 各種加工設備および検査設備を有している事

要望事項 自動車業界と取引経験があることが望ましいですが、限らず意欲を重視します

29 東栄工業　株式会社 資本金 45 百万円 従業員数 132 名（全社）

加工区分
■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

加工内容

岐阜県 各務原市那加山崎町87-5 http://www.tokaipowdex.jp/ 

生産品目 紛体にかかわる製造機械の設計、製作、施工

加工区分
■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

加工内容 SS、SUSの製缶及び鈑金

必要設備 アルゴン溶接、ベンディングロール、酸洗い洗浄機

要望事項
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加工区分
■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

加工内容 切削加工等

必要設備 NC旋盤、汎用旋盤、フライス、マシニング等金属加工に必要な設備

要望事項

発注品目 シャフト、ブラケット

加工区分
■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

加工内容 旋盤加工　　　製缶・フライス加工

発注品目
①製造設備に関連する精密切削加工部品。近県につき短期発注品多。　②設計･製作･組立･調整まで1社で行える当
社主要装置。　③オンリーワンの特殊技術を持つ企業様

生産品目
・フィルム関連製造装置 (コーター、乾燥機、ラミネーター、スリッターなど)
・FPD、半導体関連装置 (ボンダー、真空印刷封止装置、RtoR露光機、ウエハ外観検査装置など)

調達方針

必要設備 マシニングセンター　ＮＣフライス　ＮＣ旋盤　など

要望事項

32 東レエンジニアリング　株式会社 資本金 1,500 百万円 従業員数 806 名（全社）

東京都

岐阜県 大垣市野口3-1 http://www.cstoshin.co.jp

生産品目 産業用機械（スリッター、リワインダー）

調達方針 短納期対応　品質・納期・価格の順で選定

31 株式会社　東伸 資本金 98 百万円 従業員数 84 名（全社）

中央区八重洲１丁目３番２２号（八重洲龍名館ビル） http://www.toray-eng.co.jp/

加工区分
■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

加工内容
①半導体･液晶部品：SUS,AL,石英ガラス,セラミックなどの精密加工　産業機械：製缶(加工含)、ロール製作(メッキ･バフ
研磨含む)　②弊社生産品目の経験のある自動機設計者保有。短納期対応重視　技術拠点:滋賀(石山/瀬田)、静岡
（沼津）での対応可能な企業様　③特殊技術内容による

33 トーフレ　株式会社 資本金 98 百万円 従業員数 240 名（全社）

要望事項
①製作装置の構成部品は全て内製であることが望ましい。　②精密加工部品については、多品種少量(量産は無)、短
納期、低コスト、スピード対応(レスポンスなど)、検査成績書が提出できる企業様。

必要設備
①CAD(3D-CAD希望)　フィルム関連製造装置用CR(class100,000程度)  FPD、半導体関連装置用CR(class10,000程度)
②三次元測定機

滋賀県 守山市千代町179-1 http://www.tofle.com/

生産品目 ステンレス製フレキシブルチューブ＆エキスパンションジョイント製造・販売

調達方針 多品種、小ロット・品質重視の購買

発注品目 金属製継ぎ手金具関係（フランジ、ネジ等）及び生産設備関係の設計＆製作
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愛知県 名古屋市港区九番町四丁目5番地 http://nagoyakatan.com                                 

生産品目
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

調達方針 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

発注品目
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)

加工区分
■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

生産品目 精密治具、マシンバイス、受託銑鉄鋳物や機械加工部品

加工内容
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

必要設備 横MC・縦MC・NC旋盤・NCフライス盤等

要望事項

36 株式会社　ナベヤ 資本金 98

34 常盤工業　株式会社 資本金 45 百万円 従業員数 46 名（全社）

岐阜県 各務原市金属団地58 http://www.tokiwakk.co.jp

各工程に準じます（※一部工程の加工のみでも可です）

要望事項

生産品目 木工機械の製造、販売ならびに各種産業用機械製造

調達方針 迅速な対応、納期遵守

百万円 従業員数 170 名（全社）

岐阜県 岐阜市若杉町25番地 http://www.nabeya.co.jp/division/sp_quality.html

調達方針
銑鉄鋳物・アルミ鋳物・アルミ加工品の機械加工を協力頂ける企業を探しております。※小ロットから1000個単位/月迄
の加工が出来る先を特に探しております。

発注品目
銑鉄鋳物・アルミ鋳物・アルミ加工品の機械加工を協力頂ける企業を探しております。※小ロットから1000個単位/月迄
の加工が出来る先を特に探しております。

加工区分
■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

加工内容 色々な案件があり、都度相談をさせて頂きます。

発注品目 各種機械加工部品（鉄、非鉄、鋳造品）、製缶、板金

加工区分
■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

加工内容 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

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

必要設備

要望事項

必要設備
色々な案件があり、都度相談をさせて頂きます。
特に三次元測定機は希望いたします。
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調達方針 Ｑ．Ｃ．Ｄはもとより、少量多品種生産に対応できる仕入体制の構築

要望事項

発注品目 プレス・板金加工・射出成型

加工区分
■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

加工内容 フライス加工、旋盤加工、放電加工、研削

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、ワイヤーカット、型彫放電加工機、各種研削盤

39 日本金銭機械　株式会社 資本金 2,216 百万円 従業員数 675 名（全社）

生産品目 自動搬送車(AGV)の製作、巻取機の製作

調達方針 コスト低減、大物製缶・機械加工業者の開拓、ハーネス製作業者の開拓

滋賀県 長浜市七条町七ノ坪1番 http://www.jcm-hq.co.jp/

生産品目 貨幣処理機器、遊技場向機器の開発、製造

品質及び納期管理能力があり挑戦欲がある企業を求める

発注品目 当社標準在庫品の在庫補充発注又は受注生産品の発注

加工区分
■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

加工内容 鋳造・処理・加工（鋳物・アルミ・鉄・ステンレス・難削材など）

必要設備

発注品目 大物製缶・機械加工、大物板金、多品種・小ロットのハーネス製作

加工区分
■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

加工内容 単品小ロットの部品製作、旋盤・フライス盤での切削部品、厚板・薄板溶接加工、多品種・小ロットのハーネス製作

必要設備 旋盤・フライス盤、五面加工機（MAX３，０００ｘ６，０００）、各種溶接機、ハーネス圧着工具

要望事項 ISO取得、短納期対応、単品対応（多品種小ロット）

鋳造設備・旋盤・マシニング・複合加工機・自動盤など

要望事項 品質及び納期管理能力があり挑戦欲がある企業を求める

38 ニチユ三菱フォークリフト　株式会社 資本金 4,890 百万円 従業員数 10,600 名（全社）

滋賀県 近江八幡市安土町西老蘇8-1 http://www.nmf.co.jp

37 鍋屋バイテック会社 資本金 96 百万円 従業員数 360 名（全社）

岐阜県 関市桃紅大地1番地 https://www.nbk1560.com/

生産品目 伝動・制御・位置決め・ハンドリングのための機械要素部品の開発・製造・販売

調達方針

13 / 17



ターレットパンチプレス、プレスブレーキ、タッパー、塗装ブース、乾燥炉

要望事項 自社にて塗装の行える板金加工企業を希望します

加工内容 小ロット多品種の旋盤加工（NCを含む）、切削加工、板金加工、製缶加工部品の製作

必要設備

要望事項

栃木県 足利市南大町400-6 http://www.fujisen.co.jp/

生産品目 半導体試験装置の実装（部品加工～組立、配線）、搬送装置

調達方針 Q（高品質）C（低価格）D（納期遵守）

発注品目 精密板金・切削・製缶加工の部品

加工区分
■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

必要設備 スタット溶接・一般溶接・レーザー加工・タレパン・ベンダー・シャーリング等

要望事項
スポット品から量産品までの制御盤の製作、及びハーネス加工。
制御盤付属板金部品等、幅広く依頼をしたいと考えています。

41 フジセン技工　株式会社 資本金 90 百万円 従業員数 120 名（全社）

資本金 20 百万円 従業員数 54 名（全社）

岐阜県 各務ヶ原市須衛町1丁目225番地 http://www.pplinc.jp/

生産品目 制御盤・設計・製造・工事・ハーネス製作

調達方針
コスト・少量生産に対応可能な生産・供給体制、コスト低減
（価格競争力の強化と短納期物件への対応）

加工区分
□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

加工内容 制御盤BOX等における一連の加工工程

40 ピーピーエル　株式会社

発注品目
・制御盤製作、ハーネス加工
・制御盤BOX・単品部品・小ロットの加工部品・アルミ・SUS・鉄、の加工・塗装・メッキ

42 富士電機　株式会社 資本金 47,586 百万円 従業員数 26,503 名（全社）

発注品目 板金部品の加工及び塗装

調達方針
“公正な取引”を行動指針とし、品質・価格・納期・サービスともに優れた競争力を持ち且つ企業の社会的責任に配慮し
ている取引先様を、日本国内はもとより広く世界に求めています。

東京都 品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー http://www.fujielectric.co.jp

生産品目 各種電機製品の製造・販売

加工区分
□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

加工内容 メッキ鋼板(～3.2㎜)のタレパン、ブレーキ等による加工とその製品の表面処理(塗装)

必要設備
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必要設備 ゴム成形：100t、150t、200t真空プレス。　金具プレス：小物プレス用設備。

要望事項

45 ホーコス 株式会社 資本金 85 百万円 従業員数 763 名（全社）

広島県

必要設備
ブランク、切断、曲げ、ロール、溶接等製作に関する一貫した自社設備、ケレン（下地処理）、塗装、組付、酸洗、バフ研
磨等まで対応希望（レーザー、タレパン、アイアンワーカー、ロール等）

加工内容
ブランク、切断、曲げ、ロール、溶接、塗装、酸洗（材質は薄板～中板中心  SS、S-TEN、SUS304、SUS430、SUS316
等）

要望事項 煙道は現地調査、取付まで希望。天井クレーン下揚程8m以上希望。大型トラック、トレーラーでの搬出可能な工場。

加工区分
□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

加工内容 切削加工（100mm未満の丸形状、角形状の小物から1500mmの大物板部品があります）

調達方針 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付ける。

発注品目 ゴム型、ゴム成形、金具プレス、金具切削。

加工区分
■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

岐阜県 大垣市市築捨町4-87 http://www.bsk-brain.com/

生産品目 工業用ゴムの製造販売(主に金属とゴムの加硫接着品)

加工内容 上記発注品目に係る加工。

43 扶桑精工　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 300 名（全社）

岐阜県 可児市姫ケ丘二丁目17番地 http://www.fusoseiko.co.jp/

要望事項 長期的な協力関係

44 ブレインシール株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 90 名（全社）

必要設備

生産品目 プラスチック射出成型金型、ブロー成型金型製作

調達方針 信頼関係、品質、単価、納期

発注品目 精密金型部品

福山市草戸町2-24-20 http://www.horkos.co.jp/

生産品目 工作機械、環境改善機器、建築設備機器の製造販売

調達方針

発注品目 SS及びSUS煙道、溶融亜鉛鍍金架台、溶融亜鉛鍍金ヘッダー管（SGP）、バグフィルタを中心とする環境装置

加工区分
□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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生産品目 鉄道車両部品、バルブ部品、建設機械部品

48 矢橋大理石　株式会社 資本金 78 百万円 従業員数 106 名（全社）

岐阜県 大垣市赤坂町273 http://www.yabashi-marble.co.jp

調達方針 QCD

発注品目
①鋳造　　素材全般
②加工　　精密機械部品

230 名（全社）

発注品目 ①減速機のフランジ、アダプタ等部品　②台形ネジ加工　③ロータリーストッカー関連外装カバー

加工区分
■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

加工内容 汎用及びＮＣ旋盤加工、ＭＣ及びフライス加工、台形ネジ加工、精密板金加工

必要設備 旋盤、ＭＣ、フライス、シーザー、パンチング、溶接機

要望事項

加工区分
■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

加工内容 鉄系、SUS、AL材の機械加工、板金関係

必要設備 旋削機械、研磨機械、プレス、板金加工機、熔接設備

47 株式会社　瑞穂機械製作所 資本金 114 百万円 従業員数 32 名（全社）

愛知県 名古屋市緑区鳴海町字山下50番地 https://www.mizuhokikai.jp/

生産品目 自動消火装置、時計、釣り用リール、農機具、芳香脱臭装置、機械部品等。

調達方針

生産品目 ウォーム減速機、ジャッキ、ロータリーストッカー

調達方針 小ロット、短納期対応、価格協力

三重県 名張市夏見2832 http://www.makishinko.co.jp/

46 株式会社　マキシンコー 資本金 277 百万円 従業員数

QCDはもとより、地域を問わず幅広く相互に継続取引を行う。

発注品目 機械部品加工品、塑性加工品、板金製品、プレス製品、装置ASSY一部

加工区分
■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

加工内容
①鋳造　　FC材・FCD材・SC材・SCS材・AL材の鋳造素材
②加工　　FC材・FCD材・SC材・SCS材・AL材の切削加工

必要設備
①鋳造　　F1　自硬性　生型
②加工　　マシニングセンター　旋盤　ターニング

要望事項 取扱い素材は鋳物が基本です

要望事項 試作仕様、発注Lot 物流費関係別途ご相談。
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発注品目
ホテル＆レストラン備品（木製調理道具・器・陶器・竹＆硝子＆金属製品）、ライフスタイル商品（生活和雑貨・木製家庭
用品・ナチュラルバッグ）

生産品目
ホテル＆レストラン備品（木製調理道具・器・陶器・竹＆硝子＆金属製品）、店装備品（木製屋台・陳列什器・看板・内装
工事）、ライフスタイル商品（生活和雑貨・木製家庭用品の企画製造卸。

調達方針
○外食産業界向け、或いは、一般家庭向けの天然素材の製品（木製、竹製、陶器、紙ほか）をご提案、加工製造可能
な先様。    ★いずれも少量多品種対応可能な先様

加工区分
□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

加工内容

岐阜県 中津川市坂下275-1 http://yamaco.jp

49 ヤマコー株式会社 資本金 96 百万円 従業員数 72 名（全社）

必要設備

要望事項 当社ＨＰで扱い商品ご確認ください。少量多品種対応、初期投資少ないことなど。

50 株式会社　豊電子工業 資本金 45 百万円 従業員数 405 名（全社）

愛知県 刈谷市一ツ木町沖田60 http://www.ytk-e.com/

生産品目 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑの設計製造販売

調達方針
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

発注品目
製缶加工品。機械加工部品（角物・丸物）。材質：鉄・SUS・アルミ・銅　等。　高精度品（0.01ｍｍ）の機械加工部品。　産
業機械の機械設計・構想設計。産業用ロボットのピログラム作成及び教示。

加工区分
■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

加工内容 マシニング加工。　旋盤加工。平研・円筒研磨。各種溶接。メッキ処理。焼付塗装処理。大物機械加工。

必要設備
・MC（縦・横）、門型・五面加工機、各種溶接機、各種測定器、三次元測定器。ＮＣ旋盤。研磨機（平・円筒）。横中ぐり。
治具ボーラ　等。

要望事項
単品加工が可能な業者。材料手配から加工、表面処理まで一貫でできる業者。　産業機械の設計（メカ電気。ソフト）が
できる業者。

51 ワコオ工業　株式会社 資本金 70 百万円 従業員数 43 名（全社）

北海道 札幌市白石区中央3条2丁目1番50 http://www.waquo.co.jp

生産品目
主にバルブ・ポンプ類のメンテナンス業務が出来、機械加工、組立、電気組立、溶接等が出来、近郊地域に出張作業
に対応出来る企業さまを要望します。

調達方針
品質第一の商品で、少量生産が可能で、ガスケット・パッキン類の調達・購買を早急な対応とコスト面でも充分の考慮を
お願いします。

発注品目
①主にバルブ・ポンプ類のメンテナンス業務②機械加工や組立、電気関係の工事③出張現場作業が出来る企業さまを
要望致します。（当社社員が同行して、指導を行いますので、作業助勢をお願いします）

加工区分
■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

加工内容 旋盤加工、研削作業、各種溶接作業

必要設備 ＮＣ旋盤、各種研削盤、ＴＩＧ溶接機

要望事項
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