
加工内容

必要設備

要望事項

調達方針 「顧客第一」主義のモノづくりを実行する

発注品目 ①製缶＋機械加工品②旋盤加工品③自動化省力化設備の設計、製作④燃料タンク

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

愛知県小牧市大字舟津1360 TEL 0568-72-3161 FAX 0568-41-0603

生産品目 ①ｺﾞﾑ射出成形機②自動化省力化設備③防音・消音装置④発電機

250 名（全社）

〒 485-8531 URL http://www.sanyu-group.com/

3 三友工業株式会社 資本金 100 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 TEL 0748-48-4600 FAX 0748-48-5070

生産品目 スタッドボルト、樹脂クリップ、溶接機器

110 名（全社）

〒 529-1422 URL http://www.nsw-j.com/

2 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 特に、縛りは有りません、板金加工、製缶加工、機械加工、塗装を、各々でもOKです。

必要設備 特に、縛りは有りません。

要望事項 前向きな企業様を望みます、時には、お客様への同行もお願いします。

調達方針 協力的なサプライチェーを求めます。板金製作・製缶加工・機械加工・塗装関係、その他

発注品目
工作機械カバー関係から、食品関係の組立まで、特に特急対応の協力頂けるサプライヤー様との協業・助け合いを求め
ます。製品はお客様からの受注品になります。

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

滋賀県滋賀県大津市月輪3丁目22-5　サンパティーク B-202 TEL 077-574-7551 FAX 077-574-7552

生産品目
精密板金・組み立て・周辺装置設計製作（本社は和歌山で、社名違いで姉妹会社《2社》有り、第二工場を含めて、4工場あ
り、滋賀ではそれらの営業を担っております）

50 名（全社）

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

1 ㈱大輝製作所・滋賀営業所 資本金 10 百万円 従業員数

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細

2 

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/1matching20200904-daikiss.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/2matching20200904-nsw-j.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/3matching20200904-sanyu.pdf


加工内容 ステンレス及び特殊材料品の機械加工、ネジ加工、穴加工、フライス加工、汎用旋盤での切削加工

必要設備 汎用旋盤、フライス盤、刻印機、ボール盤、放電加工機等

要望事項 小口対応可能な企業様との面談希望

調達方針 小ロット品対応　短納期

発注品目 圧力計用部品加工

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

滋賀県湖南市石部中央3丁目6番1号 TEL 0748-77-3136 FAX 0748-77-7377

生産品目 圧力計製造販売

100 名（全社）

〒 520-3106 URL https://asahigauge.co.jp

6 旭計器工業株式会社 資本金 75 百万円 従業員数

加工内容 機械加工、曲げ加工等、油圧配管

必要設備 ﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｽ、5面加工機、旋盤等

要望事項

調達方針

発注品目
各種大型機械加工部品、大型ﾎﾞﾙﾄ(SCM、M50～80)、大型歯車用製缶(SS,45C,SCM)、切削歯切り加工、銅系鋳造品機械
加工、ｺﾝﾍﾞｱ各種(ｴﾌﾟﾛﾝ、ﾍﾞﾙﾄ、ﾊﾞｹｯﾄ、軽量～重荷重)車輌架装部品(切断、溶接、曲げ仕上げ特にｽﾃﾝ、アルミ)

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13-1 TEL 077-582-8758 FAX 077-582-8765

生産品目 特装車、LPGﾛｰﾘｰ、ｽｸﾗｯﾌﾟ処理機械

190 名（全社）

〒 524-0034 URL https://www.fujicar.com/

5 富士車輌（株） 資本金 25 百万円 従業員数

加工内容 ①SUS板金加工及び溶接、表面仕上げ②板金溶接+機械加工（M/C、フライス）

必要設備 ﾚｰｻﾞｰ、曲げプレス、機械加工設備（M/C、NC、ﾌﾗｲｽ）

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 板金溶接+機械加工部品、製缶溶接部品

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

岐阜県関市志津野2935 TEL 0575-29-0221 FAX 0575-29-0558

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）

〒 501-3205 URL www.kk-kyouwa.co.jp

4 株式会社　キョウワ 資本金 20 百万円 従業員数

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細
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https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/4matching20200904-kyouwa.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/5matching20200904-fujicar.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/6matching20200904-asahigauge.pdf


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 TEL 0774-52-0001 FAX 0774-52-0200

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

550 名（全社）

〒 610-0101 URL http://www.oyoe.co.jp

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 アルミ合金、SUS、SS、SKD等の切削加工

必要設備 フライス/MC/平面研削盤/円筒研削盤/ジグボーラ/深穴放電加工機/ワイヤー放電他

要望事項

調達方針 ｸﾞﾘｰﾝ調達（ISO14001）、その他IATF16949に準拠した調達を実施

発注品目 自社設計した設備に使用する加工部品や、新規設備設計及び組立、電装をトータルで発注

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

滋賀県長浜市高月町1623 TEL 0749-85-2606 FAX 0749-85-2804

生産品目 アルミ電解コンデンサ用リードタブ端子、光通信用部品、石英ガラス加工他

1,427 名（全社）

〒 529-0241 URL https://www.kohokukogyo.co.jp/

8 湖北工業㈱ 資本金 350 百万円 従業員数

加工内容
焼き入れ有り無しSS400、S45Cなどプレート系、ユニクロ、HCrメッキなど表面処理、寸法確認後に納品願い。納品は、手
渡し宅急便可能。

必要設備 加工機。

要望事項 なし。

調達方針 FA機器に特化した生産技術室として、近場で、納期が早い、価格安さ、仕事のミスの少なさ。

発注品目 1/100mm精度の加工品（SS400、S45Cなどプレート系）で受け治具など

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

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川658 TEL 0749-42-6155 FAX 0749-42-7078

生産品目
シートベルト、エアバッグ、ステアリング・ホイール、チャイルドシート、
衝突検知センサーなどの自動車安全システムの開発・設計・製造・販売

全体5万人） 名（全社）

〒 529-1388 URL http://joysonsafety.com/?lang=ja

7 ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン　㈱ 資本金 万1,115円 百万円 従業員数

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細
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https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/7matching20200904-joyson.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/8matching20200904-kohoku.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/9matching20200904-oyoe.pdf


加工内容 圧着加工、半田加工、圧接加工、融着加工、組立配線（ハーネス支給）

必要設備 半自動圧着機、手動工具、アプリケータ、半田設備、ハクリ機、ケーブルカット機等

要望事項 特に半田加工を強みとする企業様、小LOT対応で可能な企業様と面談を希望します。

調達方針 品質第一、少量多品種に対応可能な生産・供給体制、コスト低減（価格競争力の強化）

発注品目 ワイヤーハーネスの生産、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

滋賀県栗東市伊勢落689-1 TEL 077-553-7822 FAX 077-553-7877

生産品目 ワイヤーハーネスの加工（半田、圧着）

823 名（全社）

〒 520-3044 URL http://www.daitron.co.jp/

12 ダイトロン株式会社 資本金 2,200 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

調達方針 安心、安定、安全を軸にした適正コスト調達

発注品目 金属製の継手関係及び弊社仕様の機械設備

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 TEL 077-582-6155 FAX 077-582-5489

生産品目 ステンレス製フレキシブルホース＆エキスパンション継手製造・販売

270 名（全社）

〒 524-0034 URL www.tofle.com

11 トーフレ　株式会社 資本金 98 百万円 従業員数

加工内容 レーザー加工、曲げ加工、溶接加工

必要設備 レーザー加工機、プレスブレーキ、溶接機、ボール盤

要望事項 短納期対応可能、検査員がいる

調達方針

発注品目 ステンレスの板金・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

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

生産品目 精密板金部品、製缶部品、組立部品

49 名（全社）

〒 527-0056 URL https://www.kk-masui.co.jp/company/index.html


10 株式会社マスイ 資本金 10 百万円 従業員数

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細

5 

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/10matching20200904-masui.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/11matching20200904-tofle.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/12matching20200904-daitron.pdf


加工内容
取引顧客から、大小、丸角、少量中量大量、異形状など、色々な要求に合った鉄鋳物を中心に、加工、メッキや塗装等、
各工程でご協力頂ける企業様を探しております。

必要設備
加工内容に対応した加工機、また加工精度を自社で保障頂ける為に、三次元測定機を保有されている企業様。機械：ＮＣ
旋盤・マシニングセンタ

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材質含め都度異なります。幅広く、協力企業様を募集しておりま
すので、この機会に面談をさせてください。

調達方針 少量、中量ロットに対応頂ける、加工精度の補償体制を構築されている企業様取引

発注品目 鋳鉄鋳物の機械加工

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

岐阜県岐阜市若杉町25番地 TEL 058-276-1511 FAX 058-278-0220

生産品目 素形材部材

190 名（全社）

〒 500-8433 URL https://www.nabeya.co.jp/division/sp_quality.html

15 株式会社ナベヤ 資本金 98 百万円 従業員数

加工内容
① 金型製作（ダイカスト、プレス、モールド）：売型・対応できること、②切削・研削加工・ワイヤー放電加工・表面処理まで
対応できること、少量多品種、大きさ：手のひらサイズ程度、③組付・測定/検査治具、④専用設備の設計・製作、⑤ロボッ
トのSier

必要設備 各種工作機械、測定器、CAD、CAM、設計・調整ツール等

要望事項 過去の実績・事例および他社よりも優位性のある特色技術を紹介できる資料を提示できること。

調達方針 品質第一・生産管理対応。

発注品目
③組付・測定/検査治具、④専用設備の設計・製作、⑤ロボットのSier

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白鳥二丁目8番24号 TEL 052-681-2134 FAX 052-681-2140

生産品目
ロボット商材、自動車＆航空宇宙産業用（治具・金型・精密部品・ゲージ）、FA用検査装置・専用機・工場IOT化対応、研究
開発支援業務

145 名（全社）

〒 456-0035 URL http://www.sanki1948.co.jp/

14 株式会社　三機 資本金 9,900 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

必要設備 旋盤・フライス・横ﾌﾗｲｽ・平面研磨・円筒研磨・焼入れ・表面処理

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。（可能であれば所在地の近い所を希望します。）

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 TEL 0584-22-0773 FAX 0584-22-1594

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

85 名（全社）

〒 503-2124 URL http://tokai-kousan.com/

13 株式会社　東海興産 資本金 10 百万円 従業員数

発注品の詳細

発注品の詳細

発注品の詳細

6 

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/13matching20200904-tokaikousan.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/14matching20200904-sanki.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/15matching20200904-nabeya.pdf


加工内容 加工内容は様々です

必要設備 同上

要望事項

調達方針 新しい物に積極的に取り組んで頂ける企業様

発注品目 射出成形機・発電機・モーター、DDモーター・エレベーター　など産業機械の部品

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

愛知県名古屋市中村区名駅1－1－1　JPタワー名古屋24階 TEL 052-583-1030 FAX 052-581-6006

生産品目 鋼材及び金属加工部品

330 名（全社）

〒 450-6324 URL http://www.issgrp.co.jp/

16 井上特殊鋼株式会社　名古屋営業所 資本金 150 百万円 従業員数

発注品の詳細
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https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2020/06/16matching20200904-issgrp.pdf
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