
◆発注企業45社の一覧(概要版）
概要
版） 会社名 （都道府県名） 主な生産販売品目

① 株式会社　ＩＨＩ機械システム 岐阜県 各種真空熱処理炉・新素材製造設備 等設計製作

② 愛知製鋼　株式会社 愛知県 特殊鋼条鋼、ステンレス鋼、チタン、鍛造品、工具鋼、電磁品　他

③ Ｉ・Ｔ・Ｏ　株式会社　滋賀工場 滋賀県 ガス減圧弁製造販売

④ アイテック　株式会社 岐阜県 自動車部品（クラッチ・エンジン周りの部品）

⑤ 葵機械工業　株式会社 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）

⑥ 株式会社　アドバンス 埼玉県 自動車関連部品・OA機器部品・カメラ部品・コネクタ部品等

⑦ 井上特殊鋼　株式会社　名古屋営業所 愛知県 金属加工部品

⑧ 株式会社　エージェンシーアシスト 岐阜県 機械加工部品（産業機械・工作機械の部品など）

⑨ 有限会社　オーケイ機工 愛知県 一般産業機械、医療機器などの特注部品、受注販売

⑩ 株式会社　桶谷製作所 京都府 製造装置の大型部品加工

⑪ 柏木産業　株式会社 愛知県 鉄鋼製品

⑫ カヨウ金属　株式会社 岐阜県 金属加工製品及び材料販売

⑬ 株式会社　鬼頭精器製作所 愛知県 スピンドル、シャフト、ハウジング、ブイブロック

⑭ 岐阜精工　株式会社 岐阜県 各種専用機械の設計製作

⑮ 株式会社　キョウワ 岐阜県 食品・医療品関係装置・搬送装置の部品加工及び装置組立

⑯ クボタ環境サービス　株式会社 兵庫県 水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設・再資源化処理施設の設計・監理・施工

⑰ 興和精密工業　株式会社 愛知県 自動車・弱電・機能部品の製造（金属の精密切削・研削/樹脂形成/ｻﾌﾞAssy 等）

⑱ 株式会社　三機 愛知県 ロボット商材、自動車用治具・金型・精密部品・ゲージ、FA用検査装置・専用機

⑲ 三協　株式会社 東京都 自動車部品を主に取り扱う専門・総合商社

⑳ 株式会社　島津製作所 京都府 分析機器、計測機器、医用機器、産業機器、航空機器

㉑ 新光機器　株式会社 愛知県 多品種、小ロットの加工

㉒ 株式会社　シンテックホズミ 愛知県 搬送システム、サービスロボット、自動車生産設備、サービスマニュアル

㉓ 株式会社　関ケ原製作所 岐阜県 大型油圧シリンダー　舶用補器　鉄道機器　大型産業機器　精密機器

㉔ 株式会社　ゼン 愛知県 様々な業種の設計・試作・小ロットの加工（例）事務機、自動車部品、照明製品、医療機器等

㉕ 株式会社　東海興産 岐阜県 ・省力化機械、各種専用機、油圧プレスの設計・製作・販売。

㉖ トーフレ　株式会社 滋賀県 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

㉗ 株式会社　ナゴヤカタン 愛知県 鋳造品・アルミ押出し・焼結金属・鍛造品・製缶品・プレス品・プラスチック製品・ゴム製品

㉘ 夏原工業　株式会社 滋賀県 半導体、液晶製造装置、自動化・省力化・視覚認識等装置の設計・組立、各種工事

㉙ 株式会社　ナベヤ 岐阜県 FC、FCD材料を中心とした素形材製品の製作販売。

㉚ 鍋屋バイテック　株式会社　美濃ファウンドリ岐阜県 FC鋳物の鋳造、加工、メッキ等表面処理

㉛ 株式会社　ナリタテクノ 愛知県 工業用ガスバーナー、工業用熱処理炉

㉜ ニットー精器産業　株式会社 愛知県 精密金型部品・設備部品製作、試作開発部品及び各種治具設計製作

㉝ ピーピーエル　株式会社 岐阜県 制御盤・設計・製造・工事・ハーネス製作

㉞ HILLTOP　株式会社 京都府 精密加工部品、FA機,自動機,試作開発装置

㉟ 株式会社　フジコー　仙台事業所 宮城県 製鉄所関連、産業設備関連、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備各種部品

㊱ 富士車輌　株式会社 滋賀県 環境関連機械、プラント、特装車

㊲ 富士精工　株式会社 愛知県 超硬工具、ダイヤモンド工具、その他切削工具、工具保持具及び治具の製造販売

㊳ 株式会社　古川電機製作所 岐阜県 配電用品・変電用品・キュービクル

㊴ ブレインシール　株式会社 岐阜県 金属とゴムの加硫接着製品の製造・販売

㊵ 豊和工業　株式会社 愛知県 工作機械、空油圧機器、電子機械、金属建具、火器、清掃車両

㊶ 株式会社　豊電子工業 愛知県 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

㊷ 株式会社　ヨシタケ 愛知県 減圧弁、安全弁、電磁弁（製品）

㊸ 利高工業　株式会社 滋賀県 住宅の外装部材（バルコニー、玄関庇、玄関ドア等）

㊹ 株式会社　理工電気 東京都 電子機器受託生産・精密切削加工・各種ケーブルハーネス加工・MIL規格コネクタの生産

㊺ 株式会社　ワコー　長浜工場 滋賀県 上下水設備、粉体・液体容器、産業車両、住宅設備
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◆発注企業45社の一覧（詳細版）

URL

TEL

https://www.ihi.co.jp/ims/
058-379-1302 FAX 058-379-1318

509-0109〒

必要設備

①溶接：ＴＩＧ及びＭＡＧ・ＭＩＧ 等　 処理：溶接後の酸洗等の焼取り処理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  機械加工：溶接後の機械加工（MC、5軸門型加工機)
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場施工：鋼構造物工事業の建設業許可が必須
②端面めねじ・おねじ加工機（切削・転造、～M24）、摩擦圧接機、品質検査機器など

調達方針

グローバルかつオープンでフェアな取引
当社とのお取引に関しましては、皆様に国内外を問わず調達情報とオープンで公正な取引の機会を提供いたします。な
お実際のお取引については、品質・技術・コスト・納期に加え経営の健全性・継続的改善姿勢・体制等を総合的に検討さ
せていただき、決定いたします

2 愛知製鋼　株式会社 資本金

生産品目 ガス減圧弁製造販売

調達方針 品質至上

滋賀県米原市村木930 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045

発注品目 ダイカスト・樹脂・真鍮加工・塗装

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
弊社図面による。
特に、気密部品のため、部分によっては、0.8程度を要する場合もございます。

要望事項 ＬＰＧ・都市ガス関係へ供給されている方、ぜひお話を。

生産品目 各種真空熱処理炉・新素材製造設備 等設計製作

調達方針 ①公平・公正な取引　②お取引先と相互繁栄　③法令の遵守と社会的要請への対応

発注品目 真空熱処理炉および新素材製造設備用部品（機械加工品・一般製缶品・制御盤等）

約310 名（全社）1 株式会社　ＩＨＩ機械システム 資本金 480 百万円 従業員数

要望事項 コストダウン提案、品質、短納期対応

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 製缶、板金、溶接、機械加工、塗装等

必要設備 各種工作機械、溶接機、ブレーキプレス、塗装設備等

岐阜県各務原市テクノプラザ2-14

25,000 百万円 従業員数 2,663 名（全社）

〒 476-8666 URL https://www.aichi-steel.co.jp/
愛知県東海市荒尾町ワノ割１番地 TEL 052-604-1111 FAX 052-603-1835

生産品目 特殊鋼条鋼、ステンレス鋼、チタン、鍛造品、工具鋼、電磁品　他

発注品目
①ｽﾃﾝﾚｽ製缶品：数十kg～数ton、製缶、機械加工
②ｽﾃﾝﾚｽ部品：軸物・小物ｽﾃﾝﾚｽ部品（～2kg）、おねじ・めねじ加工品（～M30）

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ｽﾃﾝﾚｽ鋼の溶接等による鉄骨製作、機械加工、検査、現場施工（中厚板・形鋼は支給）
②ｽﾃﾝﾚｽ鋼の軸物・小物(～2㎏)の機械加工、摩擦圧接、転造加工など（丸棒・鍛造品は支給）

要望事項
広範囲な加工内容を記述していますが、全てが必須ではなく、部分的に対応できる場合も歓迎します。これまでのステン
レス鋼の扱い実績を重視させていただきます

3 Ｉ・Ｔ・Ｏ　株式会社　滋賀工場 資本金 90 百万円 従業員数 294 名（全社）

〒 521-0323 URL http://www.itokoki.co.jp/

必要設備 出荷検査時の測定器具。
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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

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

4 アイテック　株式会社 資本金 35 百万円 従業員数 54 名（全社）

〒 505-0039 URL http://www.aitech-inc.co.jp/
岐阜県美濃加茂市蜂屋台1-5-14 TEL 0574-28-3530 FAX 0574-28-3540

生産品目 自動車部品（クラッチ・エンジン周りの部品）

調達方針 相互信頼関係

発注品目 金型（順送・単発）　110T～200T用

加工内容 金型製作

必要設備 マシニングセンター等、試打ちプレス機

要望事項 品質保証

5 葵機械工業　株式会社 資本金 300 百万円 従業員数 655 名（全社）

〒 520-3212 URL http://www.aoimac.co.jp/
滋賀県湖南市小砂町1-7 TEL 0748-75-8503 FAX 0748-75-8914

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 自動車板金部品、機械加工部品（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ向け）

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
ﾌﾟﾚｽ加工(月産4000～10000個）、ｽﾎﾟｯﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ溶接、ｶﾁｵﾝ電着塗装（外注でも可）
機械加工（月産5000個以上）

必要設備
順送ﾌﾟﾚｽ機（600ｔ以下）、ﾀﾝﾃﾞﾑﾌﾟﾚｽ機（400～1000ｔ）、定置ｽﾎﾟｯﾄ溶接機、ﾅｯﾄﾌｨｰﾀﾞｰ、塗装設備
機械加工設備（加工から研磨、焼入まで）

要望事項 試作加工ではなく、量産対応可能な、新規取引先様を探しています。

6 株式会社　アドバンス 資本金 80 百万円 従業員数 200 名（全社）

〒 352-0004 URL http://www.ab-advance.co.jp
埼玉県新座市大和田2-1-39 TEL 048-479-1101 FAX 048-479-1151

生産品目 自動車関連部品・OA機器部品・カメラ部品・コネクタ部品等

調達方針 相互信頼/社会的信頼

発注品目 精密部品各種

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 プレス板金/板金/インサート成形・金型/切削（金属・樹脂）/鋳造等

必要設備 幾何公差等が測定できる測定設備

要望事項 短納期
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発注品目 小物機械部品、医療機械部品

7 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 330 名（全社）

〒 450-6324 URL http://www.issgrp.co.jp/
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋24F TEL 052-583-1030 FAX 052-581-6006

生産品目 金属加工部品

調達方針 新しい仕事に意欲的に取り組んでくださる企業

発注品目 自動車部品以外の金属機械加工部品

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 自動車以外の産業は概ね取引があり、加工内容も様々です

必要設備 高精度部品の方が多いです

要望事項

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 120 名（全社）

〒 501-6255 URL http://www.agency-assist.co.jp/
岐阜県羽島市福寿町浅平4-8クレアール吉田ビル TEL 058-393-3066 FAX 058-392-3677

生産品目 機械加工部品（産業機械・工作機械の部品など）

調達方針

発注品目 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

加工内容 旋盤・フライス・マシニング・放電加工・研磨など

必要設備 同上

要望事項 単品加工を得意としている企業を希望します

9 有限会社　オーケイ機工 資本金 300 百万円 従業員数 3 名（全社）

〒 463-0084 URL -
愛知県名古屋市守山区西城2-8-7 TEL 052-795-1278 FAX 052-794-4568

生産品目 一般産業機械、医療機器などの特注部品、受注販売

調達方針 品質管理、納期管理

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 精密機械加工、塑性加工、成型加工など

必要設備 加工物に対応出来れば可。無ければ協力工場にて可。

要望事項 加工技術、経験、挑戦する意欲及び提案力を希望します。
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10 株式会社　桶谷製作所 資本金 20 百万円 従業員数 130 名（全社）

〒 601-8203 URL http://www.e-oketani.co.jp/
京都府京都市南区久世築山町376-7（KKD会館2F） TEL 075-922-9409 FAX 075-934-7507

生産品目 製造装置の大型部品加工

調達方針 協力会社の拡充

発注品目 フライス加工、旋盤加工、製缶加工、装置組立

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

加工内容 角物、丸物の機械加工品、製缶加工品、製缶架台の機械加工品

必要設備 旋盤（汎用旋盤、長尺旋盤など）　フライス（マシニングセンター、横中グリ、五面加工機）

要望事項 品質納期に自信があり、継続的に続けられる企業

11 柏木産業　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 15 名（全社）

〒 474-0001 URL http://www.kashiwagi-sangyo.com/
愛知県大府市北崎町福池70－5 TEL 0562-57-6800 FAX 0562-46-1112

生産品目 鉄鋼製品

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

加工内容 パイプ切断、曲げ、リーマ加工、穴あけ、潰し、切削等、板・型鋼の加工

12 カヨウ金属　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 16 名（全社）

調達方針 品質・納期・価格

発注品目 パイプ（鉄・ＳＵＳ・アルミ・銅等）及びその加工品、板・型鋼等及びその加工品

要望事項 特にパイプのリーマ加工　1000㎜強のパイプの両端内径のリーマ加工できる加工先を探しています。

必要設備 パイプ自動切断機、ベンダー、レーザー、ボール盤、プレス機等

〒 500-8281 URL http://kayou-group.com
岐阜県岐阜市東鶉1丁目125-1番地 TEL 058-216-1760 FAX 058-216-1762

生産品目 金属加工製品及び材料販売

調達方針 多品種・小ロットから対応可能　検査体制の充実

発注品目 SUS/AL/鉄・樹脂等　業種問わず様々な加工品（板金・製缶品・プレス加工品・機械加工品）

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 板金・切削・旋盤・溶接・プレス加工・塗装

必要設備 プレスブレーキ・ﾚｰｻﾞｰ加工機・プレス機・各種マシニング設備

要望事項 短納期に対して対応頂ける企業様を要望致します
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13 株式会社　鬼頭精器製作所 資本金 20 百万円 従業員数 45 名（全社）

〒 473-0904 URL http://www.kitouseiki.co.jp
愛知県豊田市中町中根50番地 TEL 0565-52-3757 FAX 0565-52-8567

発注品目 精密加工品

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 材料から完成まで（熱処理、表面処含む）、または旋盤加工品、マシニング加工品、研磨品等

14 岐阜精工　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 80 名（全社）

生産品目 スピンドル、シャフト、ハウジング、ブイブロック

調達方針 検査体制が充実しており、精密多品種小ロット短納期対応して下さる企業様

必要設備 旋盤（NC、汎用、複合）、マシニングセンター（縦、横)、円筒研磨、内径研磨、平面研磨

要望事項 末永くお取引していただける企業様を希望します

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

調達方針 納期・品質・コスト厳守

発注品目
一般加工部品（ｓｓ材・Ａｌ材・ＳＵＳ・樹脂）　製缶加工品（大物～小物）　軸、ロールの焼入研磨品など　　サブAssyの部品
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
フレーム・ベース等大物～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・ダクト等板金・他各種部品加工

必要設備
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　　サブAssy製作・組立が
出来る組立定盤など

要望事項 材料調達から表面処理まで対応可能を希望

15 株式会社　キョウワ 資本金 20 百万円 従業員数 45 名（全社）

〒 501-3205 URL http://www.kk-kyouwa.co.jp/
岐阜県関市志津野2935 TEL 0575-29-0221 FAX 0575-29-0558

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+機械加工部品、製缶溶接部品+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

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

要望事項

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

必要設備 ﾚｰｻﾞｰ切断機、曲げプレス、各種溶接設備、機械加工設備
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16 クボタ環境サービス　株式会社 資本金 90 百万円 従業員数 1,775 名（全社）

〒 661-8567 URL http://www.kubota-ksk.co.jp
兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号（クボタ　阪神オフィス） TEL 06-6470-5922 FAX 06-6470-5918

生産品目
水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設・再資源化処理施設の設計・監理・施工ならびに補修・改造工事・新設プラント
工事。破砕機の設計・製造・部品供給・メンテナンス工事

調達方針
公平・公正且つ誠実なお取引を徹底する。安全最優先を鑑みた調達を実現する。お取引先とパートナーシップを構築し
お互いの技術力・品質向上に努める。

発注品目
環境プラント施設に対する補修工事・機器据付配管工事。各環境プラント機器の設計・再作（ｼｭｰﾄﾎｯﾊﾟ架台類・ﾀﾞｸﾄ・ﾀﾞﾝ
ﾊﾟｰ・ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝﾍﾞﾔ・ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ・破砕機部品等）【別紙参照】

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 機器据付配管・電気計装・油圧機器整備（現場工事）　製缶機械加工

必要設備
工場設備(溶接機・ガス溶断機・シャーリング・プレス）現場工事（発電機・吊具・ユニック・溶接機・フォークリフト・各種測定
器等）製缶機械加工（旋盤・マシニング・五面加工機・横中ぐり盤等）

要望事項 品質(高品質・優れた技術・安全意識)　コスト（積算能力・コスト競争力）　別紙参照

17 興和精密工業　株式会社 資本金 50 百万円 従業員数 200 名（全社）

〒 470-1167 URL http://kohwa-grp.co.jp
愛知県豊明市栄町西大根30-183 TEL 0562-97-3116 FAX 0562-97-8507

生産品目 自動車・弱電・機能部品の製造（金属の精密切削・研削/樹脂形成/ｻﾌﾞAssy 等）

調達方針 自動車関連部品に実績があり　尚1.0万個～10.0万個/月検討いただける仕入先様

発注品目 ・EFP関連、INJ部品、ABS部品、空調部品、半導体関連部品　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

加工内容 ・NC自動盤、NC旋盤、樹脂形成機、ｻﾌﾞAsｓy　等

必要設備
・NC自動盤、NC旋盤、樹脂形成機（縦盤、横盤）、Assy等
　　（φ50.0以下）　　　　　（75t～250t）

要望事項 ISO9001、ISO14001認証取得

18 株式会社　三機 資本金 99 百万円 従業員数 145 名（全社）

〒 456-0035 URL https://www.sanki1948.co.jp/
愛知県名古屋市熱田区白鳥2-8-24 TEL 052-681-2161 FAX 052-681-2146

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

調達方針 品質第一・生産管理対応。

発注品目
①金型製作　②機械加工　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

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。

6 / 15



19 三協　株式会社 資本金 360 百万円 従業員数 275 名（全社）

〒 132-0023 URL https://www.sankyokk.co.jp/
東京都江戸川区西一之江1-11-3 TEL 03-3653-5111 FAX 03-3652-6847

生産品目 自動車部品を主に取り扱う専門・総合商社

調達方針
商社機能を活かしたモジュール化 / コストダウンから納入方法まで、 最適物流ソリューション / 自動車から電機・建築ま
で、 様々な業種で豊富な実績

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
コストメリットのある圧造、切削メーカー
多段パーツフォーマー
樹脂成形品（大型やインサート成形）

発注品目 金属・非金属の圧造や切削加工品、大型樹脂成形品

必要設備 2D3B/多段パーツフォーマー/800t以上の樹脂成形機/竪型成形機

要望事項
コストメリットのある圧造、切削メーカー
商社との取引が可能なメーカー様にてお願い致します。

20 株式会社　島津製作所 資本金 26,600 百万円 従業員数 11,900 名（全社）

〒 604-8511 URL https://www.shimadzu.co.jp/
京都府京都市中京区西ノ京桑原町１ TEL 075-823-1998 FAX 075-842-0141

生産品目 分析機器、計測機器、医用機器、産業機器、航空機器

調達方針
アルミやSUSを中心に切削（丸モノ、板）、鋳物（真空機器、油圧機器）で大きさは□500mm以下の物が多い。精度やク
リーン性を要求する物が殆どである。
基本的に少量多品種で、多い物でも１００個/年程度。4M変更管理、Rohs対応、コスト、納期も条件としている。

発注品目 アルミやSUSを中心に切削（丸モノ、板）、鋳物（真空機器、油圧機器）、樹脂（成型品・切削品）

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 旋盤、フライス、5軸等

要望事項 4M変更管理、Rohs対応、コスト、納期

加工内容
切削（丸モノ、板）、鋳物（真空機器、油圧機器）で大きさは□500mm以下の物が多い。精度やクリーン性を要求する物が
殆どである。
基本的に少量多品種で、多い物でも１００個/年程度。

21 新光機器　株式会社 資本金 98 百万円 従業員数 154 名（全社）

〒 463-0932 URL http://www.shinkokiki.co.jp
愛知県清須市朝日貝塚33 TEL 052-401-3611 FAX 052-401-3751

生産品目 多品種、小ロットの加工

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

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希望

発注品目 銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）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
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加工内容 エンジンルームクレーンの製缶　鉄道分岐部品　油圧機器部品

必要設備 一般的な加工機（NC/MC)で対応可能　製缶は３M×７M程度の定盤必要

要望事項 長期的に安定供給していただける企業を希望します

調達方針 相互理解と協業体制に基ずく調達活動　SLQCDの強化

発注品目 舶用補器製缶品　鉄道機器部品　大型油圧シリンダー部品

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

390 名（全社）

生産品目 大型油圧シリンダー　舶用補器　鉄道機器　大型産業機器　精密機器

〒 503-1593

23 株式会社　関ケ原製作所 資本金 247 百万円 従業員数

URL https：//www.sekigahara.co.jp
岐阜県不破郡関ケ原町２０６７番地 TEL 0584-43-1214 FAX 0584-43-1209

22 株式会社　シンテックホズミ 資本金 350 百万円 従業員数 455 名（全社）

〒 470-0217 URL http://www.shcl.co.jp/
愛知県みよし市根浦町5丁目3番地1 0561-35-5666 FAX 0561-35-5678

生産品目 搬送システム、サービスロボット、自動車生産設備、サービスマニュアル

調達方針 良品廉価

発注品目 ワイヤーハーネス、樹脂・ゴム加工

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 ワイヤーハーネス製作、樹脂切削、ゴム加工

必要設備 各種加工機

要望事項 少量品の短納期対応可能なメーカー様を希望します

TEL

24 株式会社　ゼン 資本金 45 百万円 従業員数 75 名（全社）

〒 454-0805 https://www.zen.co.jp/
愛知県名古屋市中川区舟戸町6-30 TEL 052-655-5001 FAX 052-655-5002

URL

生産品目 様々な業種の設計・試作・小ロットの加工（例）事務機、自動車部品、照明製品、医療機器等

調達方針 Q・C・Dが管理されている事

発注品目 試作・小ロット加工全般（金属切削・樹脂切削・板金加工・バネ・試作金型等）加工種問わず。

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 図面・データ等によります。

必要設備 加工に必要な機械。検査設備（3次元測定器や顕微鏡・粗さ計等）

要望事項 各業種でQありきですが、C・Dのどれか一つでも得意な分野があれば大歓迎です。
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25 株式会社　東海興産 資本金 10 百万円 従業員数 88 名（全社）

〒 503-2124 URL http://tokai-kousan.com/
岐阜県不破郡垂井町宮代3031-1 TEL 0584-22-0773 FAX 0584-22-1594

発注品目
・大物～中物の製缶加工部品加工
・小口旋盤（～φ300）、フライス加工部品、精密部品（ＳＳ，ＡＬ，ＳＵＳ）

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
・製缶加工品はフレーム、ブラケット等の製缶～加工。
・旋盤・フライス加工部品は、簡易な部品から研磨工程が必要となる部品までの加工品全般

要望事項
・企業規模は問いません。
・品質、価格、納期　重視　　※短納期対応して頂ければ幸いです。

必要設備 ・旋盤・フライス・横フライス、平面研磨、円筒研磨　等

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 ・お客様の要望に沿ったＱＣＤＥＳの追及と、顧客満足度の向上

26 トーフレ　株式会社 資本金 98 百万円 従業員数 260 名（全社）

〒 524-0034 URL https://www.tofle.com/
滋賀県守山市千代町179-1 TEL 077-582-6155 FAX 077-582-5489

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

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

加工内容 　切削加工、特に外径φ500mm以上のリング状の加工

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

27 株式会社　ナゴヤカタン 資本金 70 百万円 従業員数 16 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

〒 455-0008 URL https://www.nagoyakatan.com/
愛知県名古屋市港区九番町四丁目5番地 TEL 052-651-5491 FAX 052-651-5499

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

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

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

必要設備 横MC・縦MC・NC旋盤・NCフライス盤等

要望事項
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28 夏原工業　株式会社 資本金 20 百万円 従業員数 420 名（全社）

〒 522-0201 URL http://www.natsuhara.co.jp/
滋賀県彦根市高宮町2688-2 TEL 0749-26-6060 FAX 0749-26-6077

生産品目 半導体、液晶製造装置、自動化・省力化・視覚認識等装置の設計・組立、各種工事

調達方針 低コスト、高品質部品の調達

発注品目 機械部品、精密部品もあり

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

加工内容 図面をお渡しします（データも有り）。　図面指示通りに。

必要設備 お渡しした加工図面にて必要となる設備（外注も可）。

要望事項

29 株式会社　ナベヤ 資本金 98 百万円 従業員数 190 名（全社）

〒 500-8433 URL https://www.nabeya.co.jp/division/sp_quality.html
岐阜県岐阜市若杉町25番地 TEL 058-276-1511 FAX 058-278-0220

生産品目
FC、FCD材料を中心とした素形材製品の製作販売。量産単重は1～10kg程度、単品単重100～1000kg程度の鋳物を制
作し、加工など付加価値を高めた鋳物を販売。

調達方針 ISO9001の取得は不問ですが、それに準じた企業内活動を進めている企業様を優先致します。

発注品目
各業界の顧客から受注した鉄鋳物は弊社で製作しますので、後工程として協力企業様の設備に合わせてお願いさせて
頂きます。品目内容は都度、変わります。

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
鉄鋳物をメインで加工対応いただける企業様で、素材形状は丸角異形、サイズは片手で持てる～1トン程度。数量は1個
から数百個程度。試作対応、少量対応、中量量産対応等で相談させてください。

必要設備 加工設備全般。（縦横ＭＣ、五軸や五面加工、ＮＣ旋盤や複合旋盤等）

要望事項
近年、顧客から加工品精度の保証要求が多くなり、三次元測定機はもちろん、各種測定具の定期公正を行っていただい
ている企業様。

30 鍋屋バイテック　株式会社　美濃ファウンドリ 資本金 96 百万円 従業員数 393 名（全社）

〒 501-3772 URL https://www.nbk1560.com/products/contents/imono_jigyo/

岐阜県美濃市楓台60-1 TEL 0575-31-1911 FAX 0575-31-1912

生産品目 FC鋳物の鋳造、加工、メッキ等表面処理

調達方針 納期管理能力、品質保証能力のある企業

発注品目 FC鋳物の製造、加工、表面処理

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 鋳物の切削加工

必要設備 マシニングセンタ・NC旋盤

要望事項

10 / 15



31 株式会社　ナリタテクノ 資本金 28 百万円 従業員数 30 名（全社）

〒 489-0063 URL https://www.naritatechno.co.jp/
愛知県瀬戸市上陣屋町20番地 TEL 0561-21-1111 FAX 0561-21-1112

生産品目 工業用ガスバーナー、工業用熱処理炉

調達方針 長くお付き合いできる会社と取引したいと思っています。

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 溶接製缶（SS,SUS）、鋳物（FC200,FCD450,アルミ鋳物etc）

必要設備 加工、発注品目に必要な設備

32 ニットー精器産業　株式会社 資本金 20 百万円 従業員数 50 名（全社）

発注品目 製缶、電気工事、制御盤、鋳物（FC,FCD,アルミ,ステンレス）

要望事項 価格、納期、品質のバランスが取れている企業

〒 471-0825 URL http://www.nitto-seiki.co.jp/
愛知県豊田市明和町7丁目58番地 TEL 0565-25-1122 FAX 0565-28-1538

生産品目 精密金型部品・設備部品製作、試作開発部品及び各種治具設計製作

調達方針 相互のメリットを活かしたお取引

発注品目 金型及び設備部品、各種治具の製作

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 切削加工全般

必要設備 ＮＣ旋盤、ＮＣフライス、各種研磨機、三次元測定機

要望事項 短納期、低価格

33 ピーピーエル　株式会社 資本金 20 百万円 従業員数 73 名（全社）

〒 509-0108 URL http://www.pplinc.jp/
岐阜県各務原市須衛町１丁目225番地 TEL 058-370-3532 FAX 058-370-3592

生産品目 制御盤・設計・製造・工事・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 制御盤BOX等における一連の加工工程

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）

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

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。

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
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34 HILLTOP　株式会社 資本金 36 百万円 従業員数 130 名（全社）

〒 611-0033 URL http://www.hilltop21.co.jp
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 精密加工部品、FA機,自動機,試作開発装置

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 精密加工部品、開発装置の設計～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

加工内容 旋盤加工・マシニング加工・板金、製缶・表面処理、機械設計,電気設計,制御プログラムまで装置一貫製造

必要設備
旋盤(ＮＣ，複合)・マシニング(３軸、４軸、５軸、門型)・放電(ワイヤー、型彫り)・板金設備(レーザー、複合機)・金型設備、
成形設備

要望事項 美観・納期厳守・品質・対応力・挑戦心

35 株式会社　フジコー　仙台事業所 資本金 100 百万円 従業員数 830 名（全社）

〒 983-0001 URL http://www.kfjc.co.jp
宮城県仙台市宮城野区港1丁目6-1 TEL 022-258-4182 FAX 022-258-4183

発注品目 製鉄所関連、産業設備関連、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備各種部品

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 製缶～機械加工　手の平サイズから数百キロまで　材質SS、SUS、FC、S45C、SCM、BCなど

36 富士車輌　株式会社 資本金 250 百万円 従業員数 180 名（全社）

生産品目 製鉄所関連、産業設備関連、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備各種部品

調達方針 品質、短納期、価格（コスト）等の相談に対応頂ける企業を求む

必要設備 天井Cr2.5ｔ～5ｔ以上、旋盤、五面加工機、横中、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、ﾌﾗｲｽ

要望事項

〒 524-0034 URL https://www.fujicar.com/
滋賀県守山市千代町１３番地1 TEL 077-582-8758 FAX 077-582-8765

生産品目 環境関連機械、プラント、特装車

調達方針 当社品質方針、環境方針、労働安全衛生方針に準じて

発注品目 制御盤、コンベア各種、油圧ユニット、油圧ブロック、大物鋳鋼品、耐摩耗鋼の加工など

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

加工内容 大型機械加工（マシニング、中ぐり、旋盤）、大型製缶溶接、組み立て

必要設備 ＮＣ旋盤、マシニング、中ぐり、製缶設備一式

要望事項
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37 富士精工　株式会社 資本金 2,882 百万円 従業員数 485 名（全社）

〒 473-8511 URL http://www.c-max.co.jp/
愛知県豊田市吉原町平子26番地 TEL 0565-53-6688 FAX 0565-53-6607

調達方針 　　　―

発注品目 治具部品

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 切削及び研削

要望事項 検査設備の充実

38 株式会社　古川電機製作所 資本金 100 百万円 従業員数 158 名（全社）

生産品目 超硬工具、ダイヤモンド工具、その他切削工具、工具保持具及び治具の製造販売

必要設備 機械加工全般　及び　測定器

〒 503-0415 URL https://www.furukawadenki.jp/
岐阜県海津市南濃町山崎312 TEL 0584-55-0322 FAX 0584-55-0530

生産品目 配電用品・変電用品・キュービクル

調達方針

発注品目 金属製品(鉄・銅など)

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

加工内容 錫メッキ・ニッケルメッキ等

必要設備

要望事項 継続的に取引可能・小ロットでも対応可能・本工場から交通の便がよい　等

39 ブレインシール　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数 108 名（全社）

〒 503-0854 URL http://www.bsk-brain.com/
岐阜県大垣市築捨町4-87 TEL 0584-89-8911 FAX 0584-89-8686

生産品目 金属とゴムの加硫接着製品の製造・販売

調達方針 間口を広げ、マッチングした新規サプライヤー様は積極的に商談を行う。

発注品目 金属精密プレス多数。金属小物切削品・ゴム加硫成形品

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　　■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ゴム加硫成形品：NBR、EPDM、FKM等。金型新規立上げや型移管も有。
②金属小物プレス品：発注頻度多数。精度は必要。価格競争力が必要。
③金属小物切削品：φ30までの加工品が多い。

必要設備 ①150t～250t程度の真空プレス機が保有されているとなおいいです。②③は加工に係る設備。

要望事項
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40 豊和工業　株式会社 資本金 9,019 百万円 従業員数 703 名（全社）

〒 452-8601 URL http://www.howa.co.jp
愛知県清須市須ケ口1900番地1 TEL 052-408-1418 FAX 052-400-7217

生産品目 工作機械、空油圧機器、電子機械、金属建具、火器、清掃車両

調達方針 景気回復時に向けた調達能力の拡大と購入原価低減

発注品目 工作機械用の部品、特に板金製缶品

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

加工内容 薄板板金、中板・厚板製缶、及び丸角平鋼の機械加工

必要設備 溶接機、レーザ加工機、プレスブレーキ、旋盤、各種ＭＣ、各種研削、ワイヤ放電加工機　等

要望事項 専業、総合問いません

41 株式会社　豊電子工業 資本金 45 百万円 従業員数 460 名（全社）

〒 448-8550 URL http://www.ytk-e.com/
愛知県刈谷市一ツ木町沖田60 TEL 0566-24-2634 FAX 0566-24-2584

生産品目 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

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。

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（機械組付～機内配線、ロボット教示）

加工内容
・溶接加工　・フライス加工　・旋盤加工　・研磨加工（平研・円筒・内研）
・Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）

発注品目
・製缶+機械加工部品 ・切削加工品（角・丸物）・精密加工（研磨品含む）
・産業機械の機械設計業務。 ・産業用ﾛﾎﾞｯﾄのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成及び教示業務｡
・制御盤ﾊｰﾄﾞ～PLC設計業務。 ・専用機の機械組付～機内配線までのユニット製作。

必要設備
・加工：MC加工機　門型五面加工機　NC旋盤　溶接機　中ぐり盤　板金加工機　等
・Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）

要望事項
多品種少量生産の加工が得意な業者を募集しています。
部品製作（特に製缶加工）と組立・配線までの一貫生産が可能な業者を募集しています。
産業機械の設計（ﾒｶ・電気・ｿﾌﾄ）が対応可能な業者。

42 株式会社　ヨシタケ 資本金 1,908 百万円 従業員数 475 名（全社）

〒 485-0084 URL https://www.yoshitake.co.jp/
愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955-5 TEL 0568-75-3066 FAX 0568-72-8391

生産品目 減圧弁、安全弁、電磁弁（製品）

調達方針

発注品目 ステンレス加工、ステンレス鋳造品（加工）、真鍮加工等

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

必要設備

要望事項

加工内容 バルブ部品
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加工内容 製缶・板金・研磨

必要設備 ﾚｰｻﾞｰ、NCT、ﾌﾟﾚｽ、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ

要望事項 加工製品が大きい為、保管等のｽﾍﾟｰｽが必要

調達方針
法令の遵守ができ、環境に配慮した上で、継続的な取引が可能で協業関係が築けることを当社の調達方針としていま
す。

発注品目 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

199 名（全社）

生産品目 上下水設備、粉体・液体容器、産業車両、住宅設備

〒 526-0804

45 株式会社　ワコー　長浜工場 資本金 15 百万円 従業員数

URL http://www.wako-ss.co.jp/
滋賀県長浜市加納町横田261番地 TEL 0749-64-1105 FAX 0749-68-2087

43 利高工業　株式会社 資本金 40 百万円 従業員数 320 名（全社）

〒 521-0061 URL https://www.riko-kk.co.jp/
滋賀県米原市長沢988 TEL 0749-52-1212 FAX 0749-52-1545

生産品目 住宅の外装部材（バルコニー、玄関庇、玄関ドア等）

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
鉄・アルミ・カラー鋼板のＮＣＴ・ＮＣＶ加工
アルミ・鉄溶接、アルミ形材切断、アルミ・鉄加工品の塗装

必要設備
タレットパンチプレス、ブレーキプレス（できれば４Ｍ）
溶接機、塗装設備

44 株式会社　理工電気 資本金 30 百万円 従業員数 90 名（全社）

〒 141-0022 URL https://rikohdenki.jp/

要望事項 得意分野の強みを生かした提案を期待します。

発注品目
アルミ加工品、アルミ形材加工品、鉄加工品（ＺＡＭ、ドブメッキ）
アルミ・鉄加工から塗装までの一貫生産品、カラー鋼板加工品

調達方針
お客様を想い、丁寧な製品づくりをしようという会社方針の基、
丁寧で品質の高い製品を提供できる協力メーカーとともに成長する

東京都品川区東五反田５－２２－３７　 03-6869-2581 FAX 03-6869-2582

生産品目
電子機器受託生産・精密切削加工・各種ケーブルハーネス加工・MIL規格コネクタの生産・全自動機組立検査梱包機設
計製作・制御盤設計製作・ロボット制御開発・ロボットハンド設計製作

調達方針 価格・品質・納期/長いお取引希望/PDCAが運用されている

発注品目 ①精密切削②各種ケーブルハーネス③制御開発設計④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

加工内容 商談会でご説明します

必要設備 所有設備などは商談会でご説明下さい

要望事項 契約の取り交しを要望いたします

TEL
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