
600 名（全社）

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

1 葵機械工業　株式会社 資本金 300 百万円 従業員数

加工内容
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

必要設備
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

要望事項 特に無し

調達方針
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。

発注品目
小物プレス成形及び溶接組立て部品、塗装
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

滋賀県湖南市小砂町1-7

生産品目
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

調達方針
Q/C/D管理が出来ている新規仕入れ先の開拓。材料/製品の引き取り・納入を自社で対応して頂くと共に簡単な検査表
（図面チェック）を確実に添付出来る体制が有る事。

発注品目 加工部品全般

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

愛知県安城市里町南歌口55-1

生産品目
自動車部品の試作～量産までの切削加工、治具・専用機・工作機械・航空機関連部品の切削加工（単品/少量）、弱電・重
電・食品機械の切削加工（定期発注/Lot生産）

70 名（全社）

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

2 曙工業株式会社 資本金 34 百万円 従業員数

160 名（全社）

URL http://www.asahikohsan.com

3 旭興産株式会社 資本金 64 百万円 従業員数

加工内容
多岐に渡るサイズ・材質があり、プレス/板金/製缶/機械加工/各種熱処理/各種表面処理までの一括発注を考えていま
すが、部分発注も可。

必要設備 上記加工に伴う機械・測定機器が完備されている事が希望。弊社が持っていない設備が多数あれば望ましい。

要望事項
今は、スピ－ド時代なので常に短期間で見積もり回答が出来る会社との面談を希望します。また、岐阜県の各務原市に澤
田製作所という子会社が有り、コラボも考えています。

加工内容 ①大物製缶＋機械加工、②フライス、旋盤を要する機械加工　③板金、溶接

必要設備 ①五面加工機等　②マシニングセンタ、NC旋盤など

要望事項 出図後1か月～2か月程度の納期の案件に対応いただける加工業者を探しております。（短納期対応の業者も歓迎します）

調達方針 品質第一、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）

発注品目 大物製缶（機械加工あり）、フライス旋盤を要する機械加工品、板金、溶接など全般

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

岐阜県不破郡垂井町58-2

生産品目
次の設備の設計・製作・据付（1）フラットパネルディスプレイ・太陽電池・半導体製造装置、（2）各種自動化システム（3）各
種産業機械（4）医療機器の製造
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調達方針 品質方針、環境方針を基本とした購買取引

発注品目 ①制御ソフトウェア開発　②架台設計・製作・据付　③制御盤設計・製作　④保守メンテナンス

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

滋賀県東近江市小田苅町２００３

生産品目 表面欠陥検査装置・マーキング装置の設計、製造、販売

49 名（全社）

URL https://www.ayaha.co.jp/eng/

4 株式会社アヤハエンジニアリング 資本金 30 百万円 従業員数

262 名（全社）

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

5 株式会社　石井工作研究所　曲工場 資本金 1,180 百万円 従業員数

加工内容 画像処理ソフトウェアの開発

必要設備 C++、Ｃ＃、ＡＵＴＯ　ＣＡＤ

要望事項 ＡＩ活用を進められている企業

加工内容 *機械加工・旋盤→公差0.02　　＊金型関係→W(0.005)EDM(0.02)平研円筒（0.002)

必要設備 5軸・マシニング・旋盤・円筒・平研・放電・ワイヤ/（3D測定器保持なお良し）

要望事項 *半導体・プレス金型関係装置加工経験必須

調達方針 価格・品質・会社組織力

発注品目 半導体・自動車製造装置・金型部品に関する物

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

大分県大分市大字曲字川成937-1

生産品目 半導体・自動車製造装置・金型設計販売

調達方針 小ロットから、量産品までの納期遵守１００％を目指す

発注品目 継手、バルブの加工、製品のメッキ

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

岐阜県中津川市付知町安楽満１０４２４

生産品目 継手、バルブの製造

550 名（全社）

URL http://www.ihara-sc.co.jp/outline/index.html

6 イハラサイエンス株式会社ＧＰ事業所 資本金 1,564 百万円 従業員数

加工内容 継手、バルブの加工　　継手のメッキ

必要設備 ＮＣ旋盤

要望事項
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約900名 名（全社）

URL http://www.mitsubishi-map.co.jp/index.html

7 株式会社MHIエアロスペースプロダクション 資本金 20 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、各種溶接、電気設備工事

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、CAD、CATIA

要望事項 高付加価値な製品の開発と短納期低コストに対応可能な企業様とも面談を希望します。

調達方針 品質第一、高付加価値事業の創成・育成、コスト低減（価格競争力の強化）

発注品目 ①板金部品搬送用鉄製パレット製作　②電車部品製作　③空港GSE関連設計製作

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

愛知県名古屋市港区大江10番地

生産品目
航空宇宙関連：生産技術、部品製作、構造組立、治工具製作、物流
その他：自動車関連治工具製作、電車関連部品製作

調達方針 価値ある製品を品質良く安く仕入れる

発注品目 機械加工部品　産業機械部品

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

京都府京都府久世郡久御山町佐古外屋敷97-1

生産品目 機械加工部品

100 名（全社）

URL http://www.agency-assist.co.jp/

8 株式会社　エージェンシーアシスト 資本金 20 百万円 従業員数

550 名（全社）

URL http://www.oyoe.co.jp/index.html

9 応用電機　株式会社　京都事業部 資本金 72 百万円 従業員数

加工内容 機械加工部品

必要設備 旋盤・フライス・マシニング・その他研磨　放電加工など

要望事項 加工の分野は問いませんが、単品加工を得意としている方が望ましいです。

加工内容
機械加工部品全般（主な材質：アルミ、鉄、SUS）
※基本表面処理込み

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

要望事項
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が
長くお付き合いできる業者様を希望

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
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）

発注品目
半導体などの生産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(A4サイズ程度が多数)

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

京都府城陽市平川中道表63-1

生産品目
医用、計測、メカトロ機器の開発・設計・製造を主業務にしており
装置一式の受託から加工品調達、組立・調整までをワンストップで対応
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調達方針 基本であるQCDを重視し、加えて迅速な対応を追及

発注品目 SS,SC,SUS,アルミ鋳物素材の機械加工を要する部品（大物～中～小物、溶接含む）

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

大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3　大阪駅前第三ビル24階-1

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

120 名（全社）

URL 　http://www.e-oketani.co.jp

10 株式会社 桶谷製作所　大阪事業所 資本金 20 百万円 従業員数

220 名（全社）

URL http://www.kataoka-ss.co.jp/

11 株式会社　片岡製作所 資本金 480 百万円 従業員数

加工内容 小物フライスから門型五面加工機による大型精密機械加工品。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、平研

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との面談を希望しております。

加工内容 　マシニング、旋盤、研削、溶接、ほか

必要設備 フライス加工、旋盤加工、放電加工、研削盤、他

要望事項
短納期対応可能な企業様とも面談を希望します。特に、切削加工のある製缶フレーム＆溶接ブラケット製作対応可能な企
業様。POM、MCナイロンの短納期対応可能な企業様。

調達方針
　我社は、誠実な心を持って信頼される製品を生産し、社会に貢献すると共に、
　社業の恒久的発展をはかり、会社および株主・全従業員の繁栄を追及する。

発注品目 　板金加工品、切削加工品、製缶フレーム、樹脂加工品、射出成型品、その他

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

京都府京都市南区久世築山町204-1

生産品目
　レーザ加工システム　（パターンエッチング、微細穴加工、微細溶接）。　環境関連システム（二次電池の充放電装置・検査装置、太陽
電池製造装置）。　医療向け機器（IPS細胞培養支援）。　省力化システム　　　（自動化装置）

調達方針 品質第一、多品種少量生産に対応可能な生産・供給体制、コスト低減

発注品目 ①アルミ、SUSの試作・量産②鋳物（FC、FCD、FCV）

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

京都府京都市中京区西ノ京桑原町１

生産品目 分析・計測機器、医用機器、航空機器、産業機器

11,954 名（全社）

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

12 株式会社　島津製作所 資本金 26,600 百万円 従業員数

加工内容 旋盤加工、マシニング加工

必要設備 マシニングセンター、NC旋盤

要望事項 難易度が高い加工ができる、コスト競争力がある等の特徴のある業者様と面談希望
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16 名（全社）

URL http://kayou-group.com/works/

13 カヨウ金属株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 板金、溶接、機械加工(マシニング)、プレス加工

必要設備 板金、溶接、機械加工、検査設備

要望事項 品質チェック出来る体制

調達方針 品質確保、納期厳守、価格競争力

発注品目 板金加工、製缶加工、切削加工

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

岐阜県岐阜市東鶉1丁目125－1番地

生産品目 単品、加工部品、SUS・アルミ・鉄、板金加工、製缶加工、切削加工、鋳造加工

調達方針 品質第一、少量生産に対応可能先、コストの低減

発注品目 ①SUS・鉄の製缶など　②スクリュー等の機械加工や製缶

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

滋賀県彦根市南川瀬町１６６６

生産品目 単品・小ロットの加工部品　SS,SUS製缶もの

16 名（全社）

URL http://kansai-sangyo.co.jp

14 関西産業株式会社 資本金 50 百万円 従業員数

368 名（全社）

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

15 木村工機株式会社　河芸製作所 資本金 470 百万円 従業員数

加工内容
・スクリューコンベア製作（製缶・機械加工）・ダクト、タンク等の製缶・当社装置の製作（製缶・機械加工・組み立て・試運転）
等

必要設備 マシニングセンタ、NC旋盤、各種溶接機、シャーリング、プレスブレーキ等

要望事項
小ロッド、短納期に対応可能な企業様とお話しできればと思います。

加工内容 空調機器の外装板や組立枠の加工、組立。熱交換機用の銅管加工

必要設備
組立の場合は時に必要な設備はありません
鈑金加工…レーザー加工機、ブレーキ

要望事項
外装板の為、キズ等の品質管理は厳しいです。
短納期対応希望。

調達方針
調達先の自主性を尊重し、取引は相互理解のもと、常に対等な立場で行う。
取引は、常に厳正かつ堅実を旨とし、投機的、一時的行為は行わない。

発注品目 鈑金部材、それらの組立、銅管加工

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（組立）

三重県津市河芸町東千里９９１番地

生産品目 空調システム機器
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調達方針 多品種、小ロット、短納期に対応

発注品目 ①機械加工部品　（②板金加工部品③製缶溶接部品④樹脂加工品、等も有り）

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 www.kk-kyouwa.co.jp

16 株式会社　キョウワ 資本金 20 百万円 従業員数

180 名（全社）

URL http://kohwa-grp.co.jp

17 興和精密工業株式会社 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容
①機械加工（M/C、NC、フライス）②SS400,SUS板金加工及び溶接、表面仕上げ③SS400,SUSフレーム・架台製作④樹脂
板加工

必要設備 機械加工設備（M/C、NC、フライス）

要望事項 現状の余力又は近日中の能力増強により、受注が可能なメーカーとの商談を希望します

加工内容 金属の精密切削・研削・樹脂成形・組付け（ｻﾌﾞAssy)

必要設備 NC自動盤･NC旋盤･円筒研削盤･樹脂成形機 等

要望事項 ISO９００１、ISO１４００１認証取得

調達方針 自動車関連部品に実績があり 尚1.0万～10.0万/月 検討出来る仕入先様

発注品目 金属の精密切削・研削/樹脂成形/ｻﾌﾞAssy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　　■樹脂成形　　□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

愛知県豊明市栄町西大根３０－１８３

生産品目 自動車・弱電・機能部品製造（金属の精密切削・研削/樹脂成形/ｻﾌﾞAssy）

調達方針 QCDSのバランスがよく技術力をもった加工業者を開拓したい

発注品目 精密金型加工（超硬）　セラックスの加工品　アルミ合金切削加工品　他

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

滋賀県長浜市高月町1623番地

生産品目 アルミ電解コンデンサ用リードタブ端子、光通信デバイス製品、石英ガラス精密部品他

168 名（全社）

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

18 湖北工業株式会社 資本金 350 百万円 従業員数

加工内容 アルミ、ステン、SS等の切削・研磨等

必要設備 放電加工、PG研磨、平面研磨、円筒研磨、ジグボーラ加工等

要望事項
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50 名（全社）

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

19 佐々木鋼業　株式会社 資本金 36 百万円 従業員数

加工内容 マシニング加工、旋盤加工、製缶（大型～小型まで）

必要設備 マシニング（五面加工機）、旋盤、溶接機器

要望事項 滋賀営業所を立上げ、各種機械加工の協力先を求めています。

調達方針 自社調達可能なため支給および、発注企業へ一存

発注品目 機械加工品全般

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

大阪府東大阪市水走１丁目７－２５　　

生産品目
特殊鋼、普通鋼の切断販売並びに中厚極厚鉄板の精密鎔断加工及び非鉄金属、アルミ軽合金、チタン製品の販売、機械
加工 上記に付帯する一切の業務

調達方針 「品質」「納期」「単品・少量生産に対する生産・対応可能体制」

発注品目
１）鋳物（ＦＣ３０）粗加工＆仕上げ研磨加工　　２）取付治具（浸炭材）生・焼入れ後の加工　　３）工作機械「外周カバー」製
作　　４）取付治具設計

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

滋賀県守山市勝部四丁目4番18号

生産品目 工作機械全般（オーバーホール，ＮＣレトロ，改造）

130 名（全社）

URL http://www.sanwa-seiki.co.jp

20 三和精機（株）滋賀製作所 資本金 62 百万円 従業員数

316 名（全社）

URL http://www.sis.shimadzu.co.jp/

21 島津産機ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 資本金 100 百万円 従業員数

加工内容
フライス加工，旋盤加工，円筒内外径・端面研削加工，平面研削加工，ネジ研削加工，
板金「切断・曲げ・溶接」加工，工作機械付属取付治具設計

必要設備
マシニングセンター，横中ぐり盤，縦型フライス盤，ＮＣ旋盤，円筒内外径研削盤・平面研削盤，
ＣＡＤ／ＣＡＭ

要望事項

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 MC、NC旋盤、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ、研磨

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。）

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

滋賀県滋賀県大津市月輪1-8-1

生産品目 ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ-、真空ポンプ
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調達方針 相互信頼関係

発注品目
素形材　鉄鋳物(FCV,FCD)・アルミダイカスト(スクイズ)。　加工品　鉄・アルミMC加工、旋盤加工。
Oリング・ガスケットなどの樹脂部品

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

滋賀県大津市月輪1-8-1

生産品目 油圧ポンプ・油圧モータ・油圧バルブなど

429 名（全社）

URL https://www.shimadzu.co.jp/spt/

22 島津プレシジョンテクノロジー株式会社 資本金 30 百万円 従業員数

120 名（全社）

URL http://www.shinko-kikai.co.jp/

23 新興機械　株式会社 資本金 91 百万円 従業員数

加工内容
切削加工　鉄(FCV,FCD)・アルミ(ADC12)
旋盤加工　鋼材(SCM415)

必要設備 MC、NC旋盤など

要望事項 多品種小ロットから大ロットまで、様々な要望品があります。

加工内容 旋盤加工，フライス加工，製缶・機械加工

必要設備 汎用旋盤、ＮＣ旋盤、フライス、ＭＣなど

要望事項 単品加工，小中物旋盤加工が得意な企業様希望。

調達方針 Ｑ・Ｃ・Ｄの向上に努める。

発注品目 機械加工部品（単品）

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

岐阜県安八郡神戸町八条302

生産品目 一般産業機械、自動化機械、省力化機械製造

調達方針 品質第一、少量生産に対応可能生産体制、コスト低減

発注品目 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/

24 新光機器株式会社 資本金 80 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

要望事項 短納期対応可能な企業、1個からでも対応可能な企業との面談を希望
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416 名（全社）

URL http://2nd.starlite.co.jp/

25 スターライト工業株式会社 資本金 1,064 百万円 従業員数

加工内容 フライス、旋盤、成形

必要設備 マシニング、ＮＣフライス、ＮＣ旋盤など

要望事項 特になし

調達方針 多品種・小ロット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 プラスチック成形、金型、プラスチック品加工、

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

滋賀県栗東市上砥山2222番地

生産品目 産業機器、自動車・輸送、オフィス・電器、くらし・安全・防災

調達方針 自社購買

発注品目 ワイヤーハーネス製作

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

滋賀県滋賀県栗東市伊勢落字野神689-1

生産品目
電子部品＆アセンブリ商品、半導体、エンベデッドシステム、電源機器、画像関連機器・部品、情報システム、半導体・FPD
製造装置、電子部品製造装置　製造・販売

763 名（全社）

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

26 ダイトロン株式会社 資本金 2,200 百万円 従業員数

450 名（全社）

URL http://www.tsk.taihonet.co.jp

27 大豊精機株式会社 資本金 878 百万円 従業員数

加工内容 半田・圧着・圧接・融着圧接

必要設備 御社に無い設備に関しては短期貸し出しを行います。

要望事項 末永いお付き合い・互いに成長出来る企業様を探しております。

加工内容 フライス加工、旋盤加工、放電加工、研削

必要設備 （大型）　マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、複合加工機

要望事項 短納期にご対応いただける企業様との面談を希望します。

調達方針 品質・コスト・納期　全てにおける「最適調達」　（高負荷に対応できる体制づくり）

発注品目 ①鉃、ＳＵＳ、アルミの製缶、機械加工品。②切削加工品③板金部品

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

愛知県豊田市　上原町　折橋　1-15

生産品目
プレスの自動化装置及びその付属品の設計、製作、販売。プレス金型、ＺＡＳ型の設計、
製作、販売。試作部品の製作、販売。自動車用量産部品の製作、販売。
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調達方針
弊社はギヤ加工をコアとしており、ギヤ加工に必要な旋盤～歯切り加工及び研磨・歯車仕上げ加工が対応可能な協力会
社を探しております。

発注品目
各種ギヤ製品の旋盤加工・ギヤ加工及び鍛造品など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例：丸物（～Φ200）、数
量（試作レベル数個　～　月産数千個）

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

京都府南丹市園部町船阪町田1番地26

生産品目
自動車エンジン・トランスミッションコンポーネント及び部品、エアコン用部品、二輪クラッチ用歯車、減速機用歯車、産業機
器部品

200 名（全社）

URL http://www.taiyokikai.com/

28 太陽機械工業 株式会社 資本金 100 百万円 従業員数

1,556 名（全社）

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

29 株式会社　ティラド 資本金 8,545 百万円 従業員数

加工内容
鍛造品、旋盤加工、ギヤ加工（ホブ・ブローチ・ギヤシェーパー・シェービング・歯車研削）等　　　　　　※MC加工・・・ADC品
からの量産加工対応など

必要設備 NC旋盤、MC、ホブ盤、ブローチ盤、転造盤、歯車研削盤、各種研磨機など

要望事項
少ロット～量産対応が可能な企業を希望します。（但し、試作対応・少量のみでも可）色々提案頂ければ有り難いです。ま
た、品質体制（測定器保有必須）もアピール頂けますと幸いです。

加工内容 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

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

調達方針 品質保証、コスト低減（価格競争力の強化）、短納期対応

発注品目 制御盤製作、電気配線工事等

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

滋賀県野洲市大篠原3200

生産品目
リチウムイオン電池電極製造装置
液晶ディスプレイ用偏光膜製造装置　他各種フィルム製造装置　設計、製造

256 名（全社）

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

30 株式会社　テクノスマート 資本金 1,953 百万円 従業員数

加工内容 板金加工等

必要設備 上記加工に必要な設備

要望事項 特になし
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88 名（全社）

URL http://tokai-kousan.com/company/

31 株式会社　東海興産 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 大物～中物の製缶部品加工、小物旋盤・フライス加工、及びその塗装

必要設備 旋盤・フライス・横ﾌﾗｲｽ

要望事項 特に旋盤・フライス・製缶部品の短納期対応可能な協力会社様を募集します。

調達方針 Q（品質）C（コスト）D（納期）を遵守できる事。

発注品目 省力化設備の構造部品一式

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

岐阜県不破郡垂井町宮代 3031-1

生産品目 省力化機械、各種専用機、油圧プレスの設計、製作、販売

調達方針 短納期対応　品質・納期・価格の順で選定

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

岐阜県大垣市野口3-1

生産品目 産業用機械(スリッター、リワインダー)

84 名（全社）

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

32 株式会社　東伸 資本金 98 百万円 従業員数

29 名（全社）

URL http://www.toho-yogyo.co.jp/

33 東邦窯業 株式会社 資本金 120 百万円 従業員数

加工内容 旋盤加工　製罐・フライス加工

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

加工内容 旋盤加工

必要設備 上記に必要な設備

要望事項

調達方針 品質第一

発注品目 鉄芯の修理、廃材(高密度不織布)の有効活用

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

滋賀県愛知郡愛荘町東円堂533-2

生産品目 産業用不織布ﾛｰﾙ
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調達方針 　品質・コスト・デリバリーを重視

発注品目 　金属製継手・生産設備

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

滋賀県守山市千代町179-1

生産品目 　金属製フレキシブルホース＆エキスパンションジョイント製造・販売

260 名（全社）

URL www.tofle.com

34 トーフレ株式会社 資本金 98 百万円 従業員数

14 名（全社）

URL http://www.nagoyakatan.com

35 株式会社　ナゴヤカタン 資本金 70 百万円 従業員数

加工内容 　主に、切削加工

必要設備 　CNC、マシニング等

要望事項 　生産設備については、設計～組立･試運転までの一括受注できること

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

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

愛知県名古屋市港区九番町四丁目5番地

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 公正、公平に、そしてパートナーシップを大切にします。

発注品目 鉄・ステンレス等の上記板金製作、またはそれに伴う装置設計・組立

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

愛知県名古屋市熱田区花表町21-2

生産品目 工作機械カバー、キュービクル、収納BOX、制御盤、組立A'ssy

110 名（全社）

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

36 株式会社名古屋製作所 資本金 20 百万円 従業員数

加工内容 板金加工、レーザー切断、曲げ溶接など

必要設備 レーザー加工機、タレパン、ブレーキプレス各溶接機

要望事項 板金製作で、コラボできる企業様を探しています。
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180 名（全社）

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

37 株式会社　ナベヤ 資本金 98 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 素形材部材、治具全般

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/

38 鍋屋バイテック会社 資本金 96 百万円 従業員数

105 名（全社）

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

39 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

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、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。

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
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調達方針 適正な価格、納期、品質で部品を用意する

発注品目
プラグ(SUS316L、六角対辺17mm、全長21.5mm、G1/8ネジ15mm、センタ-に6.7mm貫通穴)
ボス付フランジ(径65mm、G1/2ネジ付きボスをJISフランジに溶接した部品、SUS304、316)

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

大阪府吹田市広芝町１５－３２

生産品目 レベルセンサ

202 名（全社）

URL http://www.nohken.com

40 株式会社　ノーケン 資本金 408 百万円 従業員数

970 名（全社）

URL https://tierra.hitachi-kenki.co.jp/

41 株式会社　日立建機ティエラ 資本金 1,440 百万円 従業員数

加工内容
機械加工、溶接
電解研磨、バフ加工

必要設備 溶接設備、溶接箇所の気密確認設備、溶接部が洗浄できる設備

要望事項

加工内容 製缶・板金部品を主とし、サブ組立

必要設備 レーザー加工機、溶接ロボット、ブレーキプレス　など

要望事項
主要取引先、得意とする製品サイズ・加工、（塗装設備を有しており塗装作業が出来る。もしくは近傍にお付き合いの有る
塗装会社が有るなどもお聞かせ下さい。）

調達方針 「基本と正道」の下に「販売機会損失ポテンシャル排除」

発注品目 建設機械部品（カバー、ブラケット、サブ組立品）

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

滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-2

生産品目 ７トン油圧ショベル及びミニショベル

調達方針 高い技術力、特殊分野の技術力、継続対応力、短納期対応力を保有する協力会社

発注品目 SUS、アルミ、鉄の切削部品（試作、量産）、SUS、アルミ、鉄の板金部品、塗装品、

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

滋賀県蒲生郡　日野町　西大路2140

生産品目 産業用機械部品、音響関係部品、ダイカストパーツ、板金塗装部品、樹脂成型品

106 名（全社）

URL www.hinoseiki.com

42 日野精機　株式会社 資本金 23 百万円 従業員数

加工内容 旋盤加工、マシニング加工、板金加工（タレパン、レーザー、スタッド）各種塗装

必要設備 NC旋盤、マシニング、タレパン、レーザー、複合機、塗装ブース、

要望事項 試作、量産もしくは両方対応出来る企業様との面談希望
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2,185 名（全社）

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

43 平田機工㈱　関西事業部 資本金 2,633 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

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

要望事項 短納期対応可能な企業様とも面談を希望します。

調達方針 品質第一、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）

発注品目 ①アルミ・ＳＵＳ・鉄の試作　②焼き入れ研磨部品　③難削材の加工

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

滋賀県野洲市小堤500番地

生産品目 各種生産システム、産業用ロボット及び物流関連機器等の製造並びに販売。

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/ 

44 HILLTOP　株式会社 資本金 36 百万円 従業員数

180 名（全社）

URL https://www.fujicar.com/

45 富士車輌株式会社 資本金 250 百万円 従業員数

加工内容 機械設計,電気設計,制御プログラムまでの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。

加工内容 製缶加工品、曲げ加工品

必要設備 ブレーキプレス、レーザー、シャー

要望事項

調達方針 品質と価格のバランス

発注品目 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

滋賀県守山市千代町13番地1

生産品目 特装車、バルクローリー、スクラップ処理設備
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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つける。

発注品目 ゴム金型、ゴム成形品、金具プレス(小物)、金具切削(小物)。樹脂成形品。

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　　■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

岐阜県大垣市築捨町4-87

生産品目 工業用精密ゴムの製造販売

100 名（全社）

URL http://www.bsk-brain.com/

46 ブレインシール株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

14 名（全社）

URL http://www.frontier-s.co.jp

47 フロンティアシステム株式会社 資本金 30 百万円 従業員数

加工内容 金具プレス品、金具切削品においては、ゴムとの複合成形を行うため、精度は必要です。

必要設備
ゴム成形：100t、150t、200t真空プレス。金具プレス：総抜き、順送仕様。
金具切削：φ10～φ30棒材からの削り出しがメイン。
ゴム成形：200t竪型ゴム射出成形機

要望事項

加工内容 制御盤設計製作、板金加工品設計製作

必要設備 上記加工に必要な設備

要望事項

調達方針 現金振り込み

発注品目 板金加工品設計製作、制御盤内配線、冶具関係設計製作、画像処理ソフト開発

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

滋賀県大津市月輪三丁目７０番１８号

生産品目 各種シート材検査装置

調達方針 ＢＣＰの観点に立ち、重要部品の複数購買化と受注変動に対応できるサプライヤー開拓を図る

発注品目 ＳＵＳ製缶品（ポンプ用サニタリーケーシング、ジャケット構造製缶品）

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

滋賀県長浜市高月町東物部1020

生産品目 産業用ポンプ（ヘイシンモーノポンプ）及び周辺機器

394 名（全社）

URL http://www.heishin.jp

48 兵神装備株式会社 資本金 100 百万円 従業員数

加工内容
レーザー切断、プレス加工、機械加工（旋盤、フライス、マシニング）、バーリング加工、
バフ（#400）、溶接

必要設備 レーザー切断、プレス、機械加工（旋盤、フライス、マシニング）、バーリング、バフ（#400）、溶接

要望事項 多品種小ロットへの対応、短納期（手配後3週間）
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230 名（全社）

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

49 株式会社　マキシンコー 資本金 277 百万円 従業員数

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、レーザー、パンチング、溶接機

要望事項

調達方針 小ロット、短納期対応、価格協力

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

三重県名張市夏見2832

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 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに戦える製品ｺｽﾄ競争力の実現

発注品目 工作機械周辺ＡＳＳＹ品、加工品（旋盤加工、マシニング加工等）

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

滋賀県栗東市六地蔵130

生産品目  工作機械（歯車加工機、大形五面加工機、大形横中繰り盤　等）

1,000 名（全社）

URL www.mhi-machinetool.com

50 三菱重工工作機械株式会社 資本金 3,000 百万円 従業員数

67 名（全社）

URL http://ｗｗｗ.morikawass.co.jp

51 株式会社　森川製作所　　 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容 機械加工、工作機械周辺装置組立

必要設備 ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・旋盤などの加工機、（溶接機器）、ほか

要望事項
工作機械メーカー（オークマ、森精機、マザック、東芝機械、村田機械　等）とＡＳＳＹ品の取引実績があり、設計者と技術打
合せが可能な会社を希望。

加工内容 機械加工、製缶+加工、研削加工、放電加工他

必要設備 5面加工、マシニングセンター（立、横）、NC旋盤、NCフライス、平研、成研、外研、放電、　　　　　　ワイヤー、溶接機

要望事項 見積りが早い企業様とも面談希望します。

調達方針 短納期対応、多品種少ロットに対応して頂ける事。

発注品目 ①アルミ・ＳＵＳ・鉄の多品種少ロット部品　②焼き入れ研磨部品　③難削材の加工

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

京都府京都市伏見区久我西出町3番15

生産品目 二次電池、食品、半導体、自動車関連の製造設備を製作しています。
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調達方針
①法令や社会規範を遵守、人権/環境/労働安全衛生等に充分配慮した公正な取引に努めます。
②全てのお取引先に調達取引の機会を提供、新規お取引先からの調達も積極的に検討します。
③品質、価格、納期、技術力、CSRへの取組み、事業継続性等の視点から総合的に選定、優良かつ信頼性の高いお取引先と調達取引を行います。

発注品目 自動車内装/外装部品

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

三重県鈴鹿市伊船町字北下ノ割2102-17

生産品目 四輪車/二輪車用樹脂部品

連結3,486 名（全社）

URL http://technology.moriroku.co.jp/

52 森六テクノロジー株式会社 資本金 350 百万円 従業員数

461 名（全社）

URL http://www.ytk-e.com

53 株式会社　豊電子工業 資本金 45 百万円 従業員数

加工内容 樹脂成形加工/塗装加工/組立加工等

必要設備
①射出成形機　350ton～1350ton
②塗装設備R/B　1コート～4コート対応

要望事項

加工内容
・溶接加工、機械(MC）加工・NC旋盤加工。
・専用機の機械設計・電気設計・ソフト設計。・専用機の組立・配線（機内配線）作業。
・ロボット教示作業　・制御盤の板金加工・製作（機器取り付けから配線・検査まで）。

必要設備
MC（縦・横）、門型・五面加工機、旋盤、フライス、各種溶接機、三次元測定器、3DCAD（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸｽ)。　専用機の組立に
は、天井ｸﾚｰﾝ2.8t以上が必要。

要望事項
①単品発注の加工を得意とするところ。②部品製作だけでなく、設計から組付けまで対応出来る会社も募集します。③機
械設計・制御設計・ロボット教示の出来る会社の紹介もお願いします。

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（VE VA）を相互に行える企業からの調達

発注品目
・製缶+機械加工部品・切削加工（角物・丸物）
・専用機の部品製作+組付けまで一貫して可能な業者。・各設計業務（専用機の機械設計・電気設計・ソフト設計）。ﾛﾎﾞｯﾄ教示業務。

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

愛知県刈谷市一ツ木沖田60

生産品目 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

調達方針
材料歩留まりの改善、トレースを確保した品質保証体制、
得意先出荷にリンクした納入計画。

発注品目 住宅外装材の一部。構造体に関わる物から化粧材まで。

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

滋賀県米原市 長沢 988

生産品目 住宅外装材、玄関庇、軒庇、バルコニー、屋根回り板金、破風、玄関ドア

250 名（全社）

URL www.riko-kk.co.jp

54 利高工業株式会社 資本金 40 百万円 従業員数

加工内容 鉄、アルミ、板の加工から溶接まで。

必要設備 タレパン、ブレーキ、溶接 等

要望事項 製品のロット購入もしていますが、オーダー別の納入計画を推進しています。

18 / 19



200 名（全社）

URL http://www.wako-ss.co.jp/

55 株式会社　和光製作所 資本金 15 百万円 従業員数

加工内容
①ステンレス、製缶板金及び研磨、②鉄、CO2溶接、③鉄角パイプ穴あけ・曲げ加工、CO2溶接、④機械加工（ロットは少
量から中量まで）　のいづれかの加工

必要設備 ①～④の仕事にタレパン、レーザーカット機、ブレーキ、TIG溶接機

要望事項

調達方針 ①品質、②納期、③コストでご協力頂ける企業様と長くお付き合いをさせて頂きたい

発注品目 産業用設備機器並びに住宅産業向けステンレス容器及び機械加工小部品等と鉄製架台・フレーム等

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

京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町7番地

生産品目
ステンレス浴槽、産業車両外板部品、上下水道処理装置筺体、食品・薬品用コンテナ、　　　　　　　産業用二次電池外装
ケース、その他金属加工全般
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