
22 瑞穂工業　株式会社 大阪府

21 不二電機工業　株式会社 滋賀県

20 HILLTOP　株式会社 京都府

19 橋本金属工業株式会社 兵庫県

18 株式会社　巴製作所 兵庫県

17 株式会社　ツガワ　花巻工場 岩手県

16 太陽機械工業　株式会社 京都府

15 真郷精機　株式会社 滋賀県

14 三精テクノロジーズ　株式会社 兵庫県

13 湖北精工　株式会社 滋賀県

12 興和精密工業　株式会社 愛知県

11 クボタメンブレン　株式会社 大阪府

10 近畿金属　株式会社 大阪府

9 カヨウ金属　株式会社 岐阜県

8 有限会社　オーケイ機工 愛知県

7 エンシュウ　株式会社 静岡県

6 井上特殊鋼　株式会社　名古屋営業所 愛知県

5 株式会社　イシダ 滋賀県

4 石川金網　株式会社 東京都

3 株式会社　アトライズヨドガワ 滋賀県

企業名 地域 企業名 地域

2 旭計器工業　株式会社 滋賀県

1 Ｉ・Ｔ・Ｏ　株式会社 滋賀県　 23 水戸工業　株式会社 大阪府

「しがビジネスマッチング会in草津」発注企業一覧
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加工内容

必要設備

要望事項

調達方針

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

滋賀県草津市駒井沢町225番地

生産品目
プラスチック部品、ゴム部品、金属部品、金型（国内及び海外）
産業資材関連部品、電子関連部品組み立て品

289 名（全社）

〒 525-0014 URL http://www.atryz.co.jp

3 株式会社　アトライズヨドガワ 資本金 100 百万円 従業員数

加工内容 ＳＵＳ－３１６・ＳＵＳ－３１６Ｌ・ＢＳ・ＳＳ・特殊材（ハステロイＣ・ニッケル・チタンなど）

必要設備 汎用旋盤・ＮＣ旋盤・放電加工機・溶接機・ボール盤

要望事項

調達方針 注文書でのやり取り

発注品目 圧力計、圧力スイッチ、圧力発信器、その他圧力計付属部品

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

滋賀県湖南市石部中央３丁目６－１

生産品目 圧力計、圧力スイッチ、圧力発信器、その他圧力計付属部品

86 名（全社）

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

2 旭計器工業　株式会社 資本金 75 百万円 従業員数

加工内容

必要設備 検査測定具

要望事項

調達方針 品質至上

発注品目 機械加工品・ネームシール・梱包資材

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　米原市村木930番地

生産品目 ガス減圧弁

303 名（全社）

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

1 Ｉ・Ｔ・Ｏ　株式会社 資本金 90 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/2021/05/01-ITO-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/02-asahikeiki-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/03atoraiuz-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容 素形材～切削を中心に幅広いです。10～100個程度./ロット。材質は鉄、SUS,非鉄中心

必要設備 必要に応じ、高精度の案件が多いです。

要望事項

調達方針 新しい仕事に意欲的に取り組んで下さる企業

発注品目 自動車向けを除く金属加工部品　（工作機械、発電機、ロボット、油圧機器など）

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

愛知県名古屋市中村区名駅1－1－1JPタワー名古屋24階

生産品目 鋼材及び金属加工部品

300 名（全社）

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

6 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

加工内容 板金加工、フライス加工、旋盤加工、研削、樹脂加工　他

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、ワイヤーカット、各種研削盤、射出成型機　他

要望事項
・多品種小ロットを得意としており、短納期対応可能な企業様とも面談を希望します。
・商談時にサンプルを確認したい

調達方針
「三方良し」（自分良し、相手良し、第三者良し）の企業理念のもと、高い品質・適正な価格の物品をタイムリーに調達することにより、
お取引先と共にお客様のご要望に応える事。

発注品目
・ステンレス、鉄、アルミなどの切削品・板金およびプレス部品
・ABSやEPDMなどの樹脂プラスチック・ゴム製品

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

滋賀県栗東市下鈎９５９－１

生産品目 単品・小ロットの加工部品　アルミ・ＳＵＳ・鉄の板金、切削加工、樹脂・ゴム加工

1,559 名（全社）

〒 520-3026 URL https://www.ishida.co.jp/ww/jp/

5 株式会社　イシダ 資本金 99 百万円 従業員数

加工内容 溶接、曲げ、絞りなど

必要設備 プレス機、溶接機、シャーリング、レーザーなど

要望事項 金網の加工経験は必要ありません。まずは、ご相談からお願いします。

調達方針 品質、コスト、製作可否

発注品目 金網の製織及び金網（織金網、パンチング、エキスパンドメタルなど）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

東京都荒川区荒川5-2-6

生産品目 金網全般

35 名（全社）

〒 116-0002 URL https://www.ishikawa-kanaami.com

4 石川金網　株式会社 資本金 30 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/2021/05/04-ishikawa-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/06-ishida-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/05-inoue-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容 板金・切削・旋盤・溶接・プレス加工・塗装・表面処理

必要設備 ブレーキプレス・レーザー加工機・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れる企業様を要望致します

調達方針 多品種・小ロットから対応可能業者　検査体制の充実

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

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 金属加工品製作及び材料販売

16 名（全社）

〒 500-8281 URL https://www.kayou-group.com/

9 カヨウ金属　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 (1)切削　(2)熱間鍛造

必要設備 発注案件に対応できる事

要望事項 加工についての提案力希望します

調達方針 品質・コスト重視

発注品目 (1)ミシン針　(2)JボルトとKナット（冷間鍛造）　(3)モーター関係の部品

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

愛知県名古屋市守山区西城2-8-7

生産品目 特注部品の受注販売

3 名（全社）

〒 463-0084 URL 0

8 有限会社　オーケイ機工 資本金 3 百万円 従業員数

加工内容
①材料手配から溶接、加工まで（手の平サイズから2m程度まで）
②ガンドリルによる深孔加工。3次元測定で加工評価ができること

必要設備 治具ボーラー、三次元測定機

要望事項 少量多品種の生産に対応可能であること

調達方針 少量多品種の都度発注

発注品目 ①製缶加工品　/　②大物精密品

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

静岡県浜松市南区高塚町4888番地

生産品目 工作機械、レーザー溶接機

780 名（全社）

〒 432-8522 URL https://www.enshu.co.jp/ja/

7 エンシュウ　株式会社 資本金 4,641 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

3 / 8

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/07-ensyu-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/08-okei-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/09-kayou-shodan-hanro-210521.pdf


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

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

愛知県豊明市栄町西大根30-183

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

186 名（全社）

〒 470-1167 URL http//kohwa-grp.co.jp

12 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 射出成型

必要設備 射出成型機1600ｔ以上

要望事項

調達方針

発注品目 ろ板515HP

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

大阪府八尾市神武町2-35

生産品目 クボタ液中膜ユニットの製造、メンテナンス

70 名（全社）

〒 581-8686 URL https://www.kubota.co.jp/product/membrane/business/m

11 クボタメンブレン　株式会社 資本金 30 百万円 従業員数

加工内容 アルミダイカスト、銅鋳物、FC鋳物、シャフト、深絞り、丸物、鋳物切削、ギヤ

必要設備

要望事項

調達方針 できるだけ商社を隔てずに、直接取引をする　(商社がNGではありませんが)

発注品目 別ファイル参照

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

大阪府東大阪市高井田本通2-8-27

生産品目 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ用ポンプ各種

165 名（全社）

〒 577-0066 URL http://www.kawnet.jp/

10 近畿金属　株式会社 資本金 40 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/2021/05/10-kinki-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/11-kubota-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/12-kouwa-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容 角ブランク、丸ブランク加工

必要設備 フライス加工機、研磨機等

要望事項 材料支給可。本件に関わらず、他にも新規案件があり、遠慮なくお声掛けください。

調達方針 お互い助け合って信頼の上の長いお付き合いがしたい。

発注品目 ブランク加工品の製作

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

滋賀県大津市南郷4丁目1番34号

生産品目 切削ツール製造（一次下請けNTK、住友電工）・包装用部品の製造（大手メーカー一次下請け）

16 名（全社）

〒 520-0865 URL https://www.shingoseiki.com

15 真郷精機　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 溶接、機械加工が１社で対応できるところ。

必要設備 溶接、旋盤、フライス、５面加工機

要望事項 溶接、機械加工が１社で対応できるところ。外注でも良いが検査がしっかり出来るところ。

調達方針 不適合の低減。

発注品目 巻取りﾄﾞﾗﾑ、ﾏｼﾝﾍﾞｰｽ、ｼｬﾌﾄ

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

兵庫県神戸市北区赤松台２丁目３番１号

生産品目 エレベーター、舞台装置、遊戯装置

1,134 名（全社）

〒 651-1516 URL www.sansei-technologies.com

14 三精テクノロジーズ　株式会社 資本金 3,251 百万円 従業員数

加工内容 多種多様

必要設備 旋盤・フライス・TIG・アーク溶接機

要望事項

調達方針 不良率0.2パーセント

発注品目 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

滋賀県長浜市東上坂町351-2

生産品目 一般産業機械

160 名（全社）

〒 526-0802 URL https://www.kohokuseiko.co.jp/

13 湖北精工　株式会社 資本金 100 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/2021/05/13-kohoku-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/14-sansei-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/15-mago-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容

必要設備

要望事項 FCDやアルミ製品の鋳造や加工が可能な企業様を探しています。

調達方針

発注品目 （FCD、アルミ）鋳造 ・（FCD、アルミ、ステンレス）機械加工、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

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目4番24号

生産品目 特殊継手部品、他

75 名（全社）

〒 660-0806 URL https://www.tomoe-works.co.jp

18 株式会社　巴製作所 資本金 60 百万円 従業員数

加工内容 板金加工＋塗装＋組立までの一貫生産

必要設備 板金・塗装・組立一式

要望事項

調達方針 法令、社会規範を遵守して共存・共栄のため、公平・公正に評価した調達活動を行います。

発注品目 弊社生産品

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

岩手県花巻市大畑９－９２－４

生産品目 画像処理機器、医療機器、金融・流通機器の設計・製造

600 名（全社）

〒 025-0303 URL WWW.tsugawa.com

17 株式会社　ツガワ　花巻工場 資本金 9,500 百万円 従業員数

加工内容 同上（旋盤加工（レース・ブランク）・マシニング加工）

必要設備 NC旋盤・マシンぐセンター・複合旋盤・各種研磨機（外研・平研・内研など）

要望事項 少ロット～中ロット（500台程度）が加工対応可能な企業を希望します。尚、品質体制（検査機器保有は必須）等をアピール願います。

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の協力会社を探し
ております。

発注品目 各種ギヤ製品の旋盤加工（レース・ブランク）・マシニング加工

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

京都府南丹市園部町船阪町田1番地26

生産品目
自動車用エンジン・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

170 名（全社）

〒 622-0053 URL http://www.taiyokikai.com

16 太陽機械工業　株式会社 資本金 100 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/2021/05/16-taiyou-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/17-tsugawa-shodan-hanro-210521.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/18-tomoe-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容 めっき（ニッケル）、塗装（電着塗装、焼き付け塗装）、厚物の板金、手はんだ

必要設備

要望事項 小ロット、短納期対応可能な仕入先様との面談を希望致します。

調達方針 1、公正・公平な取引　2、遵法の原則　3、パートナーシップ　4、力の共有

発注品目 めっき・塗装、機械加工、板金、組立外注（はんだ含む）

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

滋賀県草津市野村三丁目4-1

生産品目 制御機器パーツ

309 名（全社）

〒 525-8521 URL https://www.fujidk.co.jp/

21 不二電機工業　株式会社 資本金 1,087 百万円 従業員数

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

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

京都府宇治市大久保町成手1-30

生産品目 アルミ試作部品加工、装置・検査機器等の試作・開発・量産

160 名（全社）

〒 611-0033 URL https://hilltop21.co.jp/

20 HILLTOP　株式会社 資本金 36 百万円 従業員数

加工内容 鍛造品機械加工、ﾊﾞｰ材機械加工、ﾊﾟｲﾌﾟ加工、樹脂成形、機械加工　他

必要設備 NC旋盤・ﾎﾞｰﾙ盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、ﾎﾞｰﾙ盤、ｽﾋﾟﾝｶｯﾀｰ・端末機、NCﾍﾞﾝﾀﾞｰ、ﾛｳ付設備、自動ﾛｳ付機、成形機　他

要望事項
国内外共に取引先拡充を図っております。
海外(中国、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ他)現地調達を前向きに検討可能な企業様を募集。

調達方針
・ｸﾞﾘｰﾝ調達　・相互信頼に基づく共存共栄
・法令遵守

発注品目 FA自動機[構想~設置・作動確認迄］・金属機械加工・倉庫（賃貸）

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

兵庫県明石市二見町南二見1番11号

生産品目
非鉄金属製造業
ﾊﾞﾙﾌﾞ組立、金属機械加工、ﾊﾟｲﾌﾟ加工、樹脂成形、組立、自働機製作　他

135 名（全社）

〒 674-0093 URL https://www.ujs.co.jp/

19 橋本金属工業株式会社 資本金 33 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/2021/05/19-HILLTOP-shodan-hanro-210521.pdf
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https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2021/05/23-hashimoto-shodan-hanro-210521.pdf


加工内容 機械装置の設計・製作・組立・現地工事までの一貫施工体制。

必要設備 設計は２Ｄでも可ですが、客先設備仕様やワークが３Ｄデータで支給の場合有り。

要望事項

調達方針

発注品目 自動化・省力化機器、搬送設備、冶具、その他生産設備

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

大阪府大阪市北区西天満3－4－27 ドゥムレ１Ｆ

生産品目 産業機械販売

450 名（全社）

〒 530-0047 URL http://www.mitokogyo.co.jp/

23 水戸工業　株式会社 資本金 3,422 百万円 従業員数

加工内容 研削加工、放電加工、フライス加工、旋盤加工、ロー付け加工、焼嵌め加工　等

必要設備 各種研削盤(プロファイル含む)、ワイヤーカット・型彫放電機、マシニングセンタ、NC旋盤　等

要望事項 上記条件全て揃わなければ不可と言う意味ではありません。加工条件等のご提案を要望します。

調達方針 多品種少量生産中心、図面見積からの発注が多い。超硬加工品の場合は素材支給可能。

発注品目 ①超硬部品の一貫加工(素材支給可能)　②スチール部品全般の全加工

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

大阪府大阪市西淀川区佃5-9-31

生産品目 超硬合金の素材・工具・金型部品の加工、販売

65 名（全社）

〒 555-0001 URL http://www.mizuho-loy.co.jp/

22 瑞穂工業　株式会社 資本金 56 百万円 従業員数

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/2021/05/21-mizuho-shodan-hanro-210521.pdf
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