
しがビジネスマッチング会（９月７日）

大阪府大阪市西区江戸堀2-1-27 TEL 06-6447-8900 FAX 06-6447-8684

生産品目 研究機器、産業機器、医療・介護機器、および消耗品

480 名（全社）

〒 550-8527 URL https://www.as-1.co.jp/

1 アズワン　株式会社 資本金 5,075 百万円 従業員数

加工内容

必要設備

要望事項

調達方針

発注品目 多種多様な研究機器、産業機器、医療・介護機器、および消耗品

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

辞退

岐阜県安八郡安八町南條１２９０番地１ TEL 0584-63-1611 FAX 0584-63-1551

生産品目 各種専用機械の設計製作

68 名（全社）

〒 503-0123 URL http;//www.gifuseiko.jp/

3 岐阜精工　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

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

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）

要望事項 材料調達から表面処理まで対応可能を希望

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）

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

発注品の詳細

発注品の詳細
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http://www.shigaplaza.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/06/0907as-1.pdf
https://www.as-1.co.jp/
http://www.gifuseiko.jp/
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しがビジネスマッチング会（９月７日）

愛知県刈谷市桜町3丁目3番地 TEL 0566-21-4302 FAX 0566-21-4399

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

1,612 名（全社）

〒 448-0028 URL http://www.san-ei-kk.co.jp

4 サンエイ株式会社 資本金 80 百万円 従業員数

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

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

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

愛知県小牧市舟津1360 TEL 0568-76-6586 FAX 0568-72-9253

生産品目 ゴム射出成型機・自動化、省力化設備設計製造販売他

250 名（全社）

〒 485-0073 URL http://www.sanyu-group.com/industry/

5 三友工業株式会社 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、放電加工、研削

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、放電加工など

要望事項 自動化設備などの設計付一括製作先も探しています

調達方針 早く安く良い物を調達する。取引先様と良好なパートナーシップの構築

発注品目 ①溶接構造の機械加工品　②機械加工による削り出し品　③設備の設計付製作組立

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

滋賀県滋賀県守山市勝部四丁目４番１８号 TEL 077-583-8633 FAX 077-583-8185

生産品目 工作機械全般（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ，ＮＣレトロ，改造）

130 名（全社）

〒 524-0041 URL http://www.sanwa-seiki.co.jp

6 三和精機株式会社　滋賀製作所 資本金 62 百万円 従業員数

加工内容 フライス加工、旋盤加工、平面研削盤加工、円筒研削盤加工、内径研削加工、ネジ加工

必要設備
マシニングセンター、横中ぐり盤、立型フライス盤ＮＣ旋盤、平面研削盤、円筒研削盤、
内径研削盤、など

要望事項

調達方針 「品質」「納期」「単品・少量生産に対する生産・対応可体制」

発注品目 １）鋳物（ＦＣ３０）の粗加工＆仕上研削加工　２）浸炭（SCM材）の生材・焼入材の加工

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

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細
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http://www.san-ei-kk.co.jp/
http://www.shigaplaza.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/06/0907sanei.pdf
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しがビジネスマッチング会（９月７日）

滋賀県大津市月輪1-8-1 TEL 077-545-2072 FAX 077-545-2139

生産品目 ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

316 名（全社）

〒 520-2152 URL http://www.sis.shimadzu.co.jp

7 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 軸加工（切削、研磨、歯切、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ）、ｹｰｼﾝｸﾞ加工（鋳造、切削）

必要設備 MC、NC旋盤、研磨、ﾜｲﾔｰｶｯﾄ他

要望事項

調達方針 継続的にQCDを追求されている企業と継続的な取引を希望いたします。

発注品目 ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ部品、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ部品

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

福井県敦賀市木崎45号10番 TEL 0770-25-2256 FAX 0770-25-2259

生産品目 建設機械・産業機械・測定機器・仮設資材・コンテナ・農業機械・環境商材のレンタル・販売・施工

7 名（全社）

〒 914-0814 URL http://www.ren-tama.jp/

8 有限会社　タマムラ 資本金 5 百万円 従業員数

加工内容

必要設備

要望事項
①食品・食材の保存設備にお悩みの食品加工会社様との面談を希望します。
②製品・仕掛品の保管施設にお困りの製造業様との面談を希望します。
③事務所や倉庫、その他躯体設備を安価で調達したい方との面談を希望します。

調達方針 レンタル商材の調達は提携レンタル会社、販売商材の購買は、提携会社・総代理店から

発注品目

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

滋賀県蒲生郡日野町中山619 TEL 0748-52-2244 FAX 0748-52-2245

生産品目 感電防止工具

11 名（全社）

〒 529-1658 URL 0

9 株式会社　希望電機 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 アルミ鋳物　　　電子基板の実装

必要設備 各加工内容に対応した設備

要望事項 設計・開発・製作についてご教授いただける、ともに進んでいける企業様を希望いたします。

調達方針 品質第一、少量生産に対応可能　コスト低減

発注品目 アルミ鋳物関係　電子基板の開発・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

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細
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しがビジネスマッチング会（９月７日）

京都府宇治市大久保町成手1-30 TEL 0774-41-2933 FAX 0774-41-2926

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）

〒 611-0033 URL http://www.hilltop21.co.jp

10 HILLTOP株式会社 資本金 36 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。

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

滋賀県東近江市御園町405-2 TEL 0748-23-4030 FAX 0748-23-2969

生産品目 カバ－、フレ－ム、機械加工製品

49 名（全社）

〒 527-0056 URL http://www.kk-masui.co.jp

11 株式会社　　マスイ 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 案件に応じご相談させて頂きます。

必要設備 溶接機全般、フライス、旋盤、マシニング、五面加工機

要望事項

調達方針 納期対応の出来る企業

発注品目 フレ－ム、機械加工、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

京都府京都市伏見区久我西出町3番15 TEL 075-921-1235 FAX 075-931-3167

生産品目 自動車製造装置関連・リチウムイオン電池製造装置関連・液晶、半導体製造装置関連

60 名（全社）

〒 612-8496 URL http://www.morikawass.co.jp

12 株式会社　森川製作所　　 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容 製缶+加工、フライス加工、旋盤加工、研削

必要設備 5面加工機、マシニングセンター（縦・横）、NC旋盤、ワイヤーカット、各種研削盤、各種溶接

要望事項 短納期対応が得意な企業様も面談希望します。

調達方針 品質第一、納期厳守　　単品・小ロットに対応可能な生産・供給体制

発注品目 ①鉄・アルミ・SUSの加工品　　②焼入れ研磨部品

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

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細
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しがビジネスマッチング会（９月７日）

滋賀県米原市 長沢 988 TEL 0749-52-1212 FAX 0749-52-1545

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）

〒 521-0061 URL www.riko-kk.co.jp

13 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。

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

発注品の詳細
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