
加工内容 ①SS400,SUS板金加工及び溶接、表面仕上げ②樹脂板加工③機械加工（M/C、NC、フライス）

必要設備 ﾚｰｻﾞｰ、曲げプレス、機械加工設備、溶接設備

要望事項

調達方針 多品種、小ロット、短納期に対応

発注品目 板金加工部品、機械加工部品、製缶溶接部品、樹脂加工品

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

岐阜県関市志津野2935

生産品目 食品・医療品関係装置・搬送装置の部品加工及び装置組立

40 名（全社）

URL http://www.kk-kyouwa.co.jp

3 株式会社　キョウワ 資本金 20 百万円 従業員数

加工内容
ポンプケーシング、軸受胴体、羽根車、ベースプレート、各種架台、カップリングガード、モータ台、試験用配管、スリーブ、
リング、ガイドベン、オリフィス、シャフト（主軸）　ほか

必要設備
ターニング（汎用、NC）、プラノミラー、ボーリング、ラジアルボール盤、キーシータ、スロッター、
旋盤、横中繰り盤(MAF)、マシニングセンター、ケガキ定盤　ほか

要望事項

調達方針 少量、多品種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）

発注品目 産業用ポンプの鋳造品、加工品、製缶品

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

千葉県富津市新富78-1 

生産品目 産業用ポンプ（富津工場は、汎用ポンプではなくカスタムポンプを製造しております）

16,000 名（全社）

URL https://www.ebara.co.jp/

2 株式会社　荏原製作所 資本金 78,700 百万円 従業員数

加工内容 旋盤、フライス、研削

必要設備 NC旋盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、円筒研削盤、ｾﾝﾀｰﾚｽ、平面研削盤

要望事項 品質管理を行いトレーサビリティができること

調達方針 品質第一

発注品目 図面製作品

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

大阪府大阪市西区新町4-7-11

生産品目 工業用ファスナー　及び　関連部品

100 名（全社）

URL http://www.ikekin.co.jp

1 池田金属工業株式会社 資本金 20 百万円 従業員数
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加工内容 上記

必要設備 各種機械、検査設備

要望事項 ISO9001認証、IATF16949認証（または適合）

調達方針 門戸開放、相互信頼、グリーン調達の推進

発注品目 ﾌﾟﾚｽ、切削・鍛造、樹脂射出成型、ゴム、パイプ、鋳造、溶接板金

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

愛知県名古屋市南区塩屋町4丁目14番地

生産品目 自動車、建機、農機、空調向け熱交換器

1,556 名（全社）

URL http://www.trad.co.jp

6 株式会社　ティラド 資本金 8,545 百万円 従業員数

加工内容 制御盤の設計、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

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

生産品目 制御盤

60 名（全社）

URL http://www.kk-taiyo-el.co.jp

5 株式会社　大洋電機製作所 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容 旋盤加工、フライス加工

必要設備 NC旋盤、マシニングセンター

要望事項 短納期の対応が可能な企業、1個からでも対応可能な企業との面談を希望

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

発注品目 ﾀﾌﾋﾟｯﾁ銅や銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）の加工

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

愛知県清須市朝日貝塚33

生産品目 多品種、小ロットの加工

140 名（全社）

URL http://www.shinkokiki.co.jp

4 新光機器株式会社 資本金 80 百万円 従業員数
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加工内容 部品加工全般

必要設備 各部品加工に応じた設備

要望事項 特になし

調達方針 コスト、納期、技術、設備力、見積りが早いetc　何か特化したものを求めます。

発注品目 部品加工全般（板金加工・切削加工・樹脂加工（成形・注型・造形・切削etc）・製缶加工）

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

滋賀県栗東市六地蔵1124

生産品目 試作品全般

40 名（全社）

URL http://www.nissinsangyo.jp

9 日新産業株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 マシニング加工、旋盤加工、キー加工、転造

必要設備 マシニングセンター、NC旋盤、ブローチ盤、鋳造設備一式

要望事項 機械加工：数個～数百個，～数千個が対応できる企業を求めます。

調達方針 積極的でチャレンジ精神があり品質及び納期管理能力がある企業を求めます。

発注品目 FC,FCD鋳造，機械加工(SUS,アルミ,鉄)，ねじ加工(SUS,アルミ,難削材)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

岐阜県岐阜県関市桃紅大地1番地

生産品目 FC,FCD鋳造，機械加工(SUS,アルミ,鉄)，ねじ加工(SUS,アルミ,難削材)など

459 名（全社）

URL https://www.nbk1560.com/

8 鍋屋バイテック会社 資本金 96 百万円 従業員数

加工内容
材質：普通鋳物や鋼材や非鉄金属など、数量：一個～数百個ロット、形状：丸物や角物、異形
大きさ：片手サイズ～１ｍ角程度、協力企業様に合ったものをお願いさせて頂きます。

必要設備 加工内容に対応した加工機、また加工精度保障頂ける為に三次元測定機を保有されているならなお良いです。

要望事項
素形材は下請け営業部です。顧客から要求されるものは都度異なります。幅広く、協力企業様を募集しておりますので、こ
の機会に面談させてください。

調達方針 少量中量ロットに対応頂ける、加工精度の保障体制を構築されている協力企業様との取引

発注品目
取引顧客から、大小、丸角、少量大量、単純形状異形状など、色々要求に合った材料、加工、メッキや塗装等、ご対応頂け
る協力企業様を探しております。

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

岐阜県岐阜市若杉町25番地

生産品目 治具全般、素形材部材

180 名（全社）

URL http://www.nabeya.co.jp/division/sp_quality.html

7 株式会社　ナベヤ 資本金 98 百万円 従業員数
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加工内容 機械設計・電気設計・制御プログラムまで装置の一貫製造、または一部委託

必要設備 上記加工に必要な設備

要望事項 アフターフォローも含め柔軟にご対応いただける企業様を求めています。

調達方針 フットワークよく情熱をもって共に取り組める事。

発注品目 開発装置の設計～製造。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

京都府宇治市大久保町成手1-30

生産品目 FA機、自動機、試作開発装置、精密加工部品

122 名（全社）

URL http://www.hilltop21.co.jp

12 HILLTOP株式会社 資本金 36 百万円 従業員数

加工内容 フライス加工、旋盤加工、放電加工、研削、電気溶接、塗装

必要設備 マシニングセンター、NC旋盤、ワイヤーカット、型彫放電加工機、各種研削盤、プレス、インジェクション

要望事項 精密板金（板厚1.6mm）、精密成形

調達方針 県内企業の新規開拓

発注品目 樹脂成型部品、プレス鈑金、レーザー加工品

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

滋賀県長浜市七条町七ノ坪１番

生産品目 貨幣処理機器、遊技場向機器の開発・製造

675 名（全社）

URL http://www.jcm-hｑ.co.jp

11 日本金銭機械株式会社 資本金 2,216 百万円 従業員数

加工内容 旋盤･フライス加工、溶接、板金、熱処理、メッキ、塗装、組立

必要設備 旋盤、フライス盤、マシニングセンター

要望事項 納品前検査をお願い致します。

調達方針 納期、品質重視。価格にもご協力戴ける仕入先を求めています。

発注品目 溶接機器部品

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

滋賀県東近江市五個荘小幡町474番地

生産品目 スタッドボルト、樹脂クリップ、溶接機器

105 名（全社）

URL http://www.nsw-j.com/

10 日本スタッドウェルディング株式会社 資本金 99 百万円 従業員数
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