
リアル面談（40社）

1
株式会社 ISSリアライズ

神戸営業所
兵庫県 23 千代田工業 株式会社 愛知県

企業名 地域 企業名 地域

2 愛知製鋼 株式会社 愛知県 24 株式会社 ツガワ 花巻工場

3 石川金網 株式会社 東京都 25 東京特殊印刷工業 株式会社 福岡県

岩手県

5 株式会社 イズミ 愛知県 27 滑川軽銅 株式会社 大阪営業所 大阪府

4 株式会社 イシダ 滋賀県 26 株式会社 中台超硬工具製作所 東京都

7
株式会社 エージェンシー

アシスト 岐阜営業所
岐阜県 29 日本電気硝子 株式会社 滋賀県

6
磯上歯車工業 株式会社

いわき工場
福島県 28 日電工業 株式会社 神奈川県

8 株式会社 オーエム機械 島根県 30 橋永金属 株式会社

9 有限会社 オーケイ機工 愛知県 31 株式会社 日立建機ティエラ 滋賀県

東京都

11 株式会社 ゲートジャパン 京都府 33 富士車輌 株式会社 滋賀県

10 クボタメンブレン 株式会社 大阪府 32
富士・フォイトハイドロ

株式会社
神奈川県

13 興和精密工業 株式会社 愛知県 35 豊和工業 株式会社 愛知県

12 光和商事 株式会社 大阪府 34 不二電機工業 株式会社 滋賀県

14 有限会社 サンエス 愛知県 36 前川化学工業 株式会社

15 昭和電機伊賀 株式会社 三重県 37 株式会社 ミズホ 京都府

京都府

17 シントク 株式会社 八ヶ岳工場 ⾧野県 39 株式会社 豊電子工業 愛知県

16 株式会社 シンテックホズミ 愛知県 38 株式会社 メカテック 滋賀県

18 株式会社 関ケ原製作所 岐阜県 40 株式会社 ワコー ⾧浜工場 滋賀県

20 ダイハツディーゼル 株式会社 滋賀県 41 株式会社 アイオー精密 岩手県

19 ダイトロン 株式会社 滋賀県 オンライン面談（20社）

21 太陽機械工業 株式会社 京都府 42
株式会社 エージェンシー

アシスト 京都営業所
京都府

22 中央技研 株式会社 滋賀県 43 エンシュウ 株式会社 静岡県
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44

企業名 地域

小川工業 株式会社 和歌山県

46 鋼鈑工業 株式会社 山口県

45 柏木産業 株式会社 愛知県

48 鈴与マタイ 株式会社 ⾧野県

47 佐久間特殊鋼 株式会社 愛知県

50 株式会社 デンケン 大分県

49 株式会社 中部プラントサービス 愛知県

52 ドリコ 株式会社 東京都

51 トーフレ 株式会社 大阪府

54 野原電研 株式会社 岐阜県

53 株式会社 ナカヒョウ 岐阜県

56 HILLTOP 株式会社 京都府

55 ハリキ精工 株式会社 大阪府

58 株式会社 瑞穂機械製作所 愛知県

57 藤田螺子工業 株式会社 愛知県

60 株式会社 理工電気 東京都

59 ユアサシステム機器 株式会社 岡山県
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加工内容 溶接、曲げ、切断、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。貴社の技術を活かしたご相談からお願い致します。

調達方針 品質、コスト、スピーディー

発注品目 金網製織及び金網、パンチング、エキスパンなどの加工（切断、溶接、曲げなど）

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

東京都荒川区荒川5-2-6

生産品目 金網全般（押出機用スクリーン/建築建材用金網/厨房用金網加工品など）

33 名（全社）

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

3 石川金網　株式会社 資本金 30 百万円 従業員数

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、組立、検査、処理(酸洗等の焼け取り)、現場施工
②丸物、鍛造品の機械加工、お・めねじ加工（～M30）
③棒鋼・鋼塊からの丸・角・段付き軸、リング、特殊形状への鍛造成形、鍛造品の熱処理、機械加工

必要設備
①TIG及びMAG・MIG、溶接後の酸洗等の焼取り処理設備、MC、門型5面加工機　等
②ねじ加工機（MC、NC、転造機）、洗浄機、摩擦圧接機、各種品質検査機器　等
③熱間鍛造機、マニピュレータ、MC、門型5面加工機、NC(長尺)、熱処理設備　等

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。

調達方針
【グローバルかつオープンでフェアな取引】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。

発注品目
①ステンレス製缶品（数十kg～数ton）
②ステンレス鋼部品（～2㎏）
③ステンレス鋼熱間自由鍛造品（数十㎏～十ton）

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

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地

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

2,773 名（全社）

〒 476-8666 URL https://www.aichi-steel.co.jp/

2 愛知製鋼　株式会社 資本金 25,016 百万円 従業員数

加工内容 機械加工（旋盤・フライス・NC・MC・研磨）

必要設備 機械加工（旋盤・フライス・NC・MC・研磨）

要望事項

調達方針 新規案件に前向きに取り組んでいただける企業

発注品目 機械加工品（旋盤・フライス・NC・MC・研磨）

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

兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1神戸三宮阪急ビル13F

生産品目 鉄鋼素材及び素形材・機械加工品の製造・販売

400 名（全社）

〒 650-0001 URL https://www.issgrp.co.jp

1 株式会社　ISSリアライズ　神戸営業所 資本金 150 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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加工内容 旋盤・マシニング・メッキ

必要設備 自動旋盤・NC旋盤・マシニング

要望事項

調達方針 納期と品質

発注品目 ギヤ・シャフトの前加工

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

福島県いわき市好間工業団地３－４

生産品目 ギヤ・シャフトの設計・製造

62 名（全社）

〒 970-1144 URL www.igma.co.jp

6 磯上歯車工業　株式会社　いわき工場 資本金 35 百万円 従業員数

加工内容 薄板精密板金加工

必要設備 NCT・レーザー・レーザー複合機、プレスブレーキ、CO2・TIG溶接機

要望事項 多品種、都度発注に対し柔軟に対応して頂ける企業様

調達方針 多種多様な案件に対応し、品質管理・生産管理がしっかりとしている企業様との協力体制

発注品目 産業機械カバー・BKT　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

愛知県一宮市明地字南古城50番地

生産品目 産業用工作機械カバー類・分電盤・制御盤BOX・繊維機械カバー・物流部材・エレベータードアパネル

116 名（全社）

〒 494-0012 URL http://www.izumi-ltd.co.jp

5 株式会社　イズミ 資本金 10 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。
・ユニット等の組立も請け負っている加工業者様も検討しております。

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（組立）

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

1,580 名（全社）

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

4 株式会社　イシダ 資本金 99 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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加工内容 切削、研削、放電、塑性加工、成型加工、その他

必要設備 加工物に対応出来れば可。出来な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。

調達方針 品質管理、納期管理

発注品目 小物機械部品、医療、IT関連部品、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

愛知県名古屋市守山区西城2-8-7

生産品目 一般産業機械、医療機械等の精密部品

3 名（全社）

〒 463-0084

9 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 ｼｬﾌﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾌﾚｰﾑなど機械加工部品

必要設備 5面加工機、ﾌﾗｲｽ、旋盤、溶接、ﾚｰｻﾞｰ、ﾀﾚﾊﾟﾝ、ﾌﾞﾚｰｷ曲げ、ﾜｲﾔｰｶｯﾄなど

要望事項

調達方針 Ｑ（品質）　Ｃ（価格）　Ｄ（納期）

発注品目 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

島根県松江市宍道町佐々布75番地

生産品目 自動包装機械の製造

138 名（全社）

〒 699-0406 URL https://www.omltd.co.jp/omm/

8 株式会社　オーエム機械 資本金 100 百万円 従業員数

加工内容 切削・溶接・熱処理等

必要設備 不問

要望事項 リアル面談ができな場合はオンライン面談希望

調達方針 短納期・ローコストに対応できること

発注品目 金属加工品

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

岐阜県羽島市福寿町浅平4-8　クレアール吉田ビル

生産品目 機械加工部品販売・計測サービス

130 名（全社）

〒 501-6255 URL https://www.agency-assist.co.jp/

7 株式会社　エージェンシーアシスト　岐阜営業所 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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加工内容 フライス加工、旋盤・NC・MC加工、レーザー・放電加工、溶接、塗装、組立

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、レーザー・ワイヤーカット、溶接、塗装、各種研削盤、組立

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/量産　②板金/溶接の試作/量産　③樹脂・ゴムの試作/量産

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

大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル６F

生産品目 単品・小/中ロットの加工部品および組立

92 名（全社）

〒 541-0046 URL https://kohwa-shoji.co.jp/

12 光和商事　株式会社 資本金 52 百万円 従業員数

加工内容 切削、研削、研磨、ワイヤー加工、放電加工　表面処理等

必要設備

要望事項

調達方針 各営業が持っている案件でのご相談となります。

発注品目 金型・金型部品・機械加工　自動化設備設計製作

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

京都府京都市伏見区竹田向代町9番地

生産品目 金型部品　金型一式　自動化設備向け部品加工

54 名（全社）

〒 612-8418 URL https://www.gatejapan.co.jp/

11 株式会社　ゲートジャパン 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 酸洗い（ステンレス）　吹付・浸漬

必要設備 酸洗槽　他

要望事項

調達方針 安価と迅速な供給

発注品目 酸洗い（ステンレス）

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

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
液中膜のメンテナンス

100 名（全社）

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

10 クボタメンブレン　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

6 

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/f11de8e45f3649ed0820a4657ab8ba15.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/9f8c7f02a262a6b321a5dc995795a824.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/e34301b4f857ba7d5817a57e59481f94.pdf


加工内容 製缶部品の製作（SS,SUS304など）

必要設備 溶接機、3本ロール、

要望事項

調達方針 多品種少量生産で品質、価格、納期に対応出来ること

発注品目 送風機用　各種部品（ケーシング等製缶品）

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

三重県伊賀市下柘植５０３０

生産品目 送風機、集塵機、環境改善機器

78 名（全社）

〒 519-1412 URL https://www.showadenki.co.jp/

15 昭和電機伊賀　株式会社 資本金 24 百万円 従業員数

加工内容 工作機械加工全般、表面処理、LAP、ASSYその他

必要設備 上記に準ずる

要望事項

調達方針
各種金型構成部品/専用機部品/治具・消耗工具/試作品等の加工で納期対応力・コスト対応力・独創技術などをお持ち
の業者様

発注品目 精密金型（プラ型・プレス型）特注パーツ・産業機械部品・治具・ゲージ・試作部品その他

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

愛知県瀬戸市山の田町１８０番地

生産品目 精密金型（プラ型・プレス型）特注パーツ・産業機械部品・治具・ゲージ・試作部品その他

15 名（全社）

〒 489-0975 URL https://3-esu.co.jp/

14 有限会社　サンエス 資本金 3 百万円 従業員数

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）

179 名（全社）

〒 470-1167 URL http://kohwa-grp.co.jp

13 興和精密工業　株式会社 資本金 50 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/2022/05/a6271a565833e0fe30317a5fe833a728.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/7ffd03d29931571cc40fa29434b63f50.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/3eff7c11fee0b2b6507a2fb5461c55f3.pdf


加工内容 ロール曲げ　溶接　機械加工

必要設備 ３本ロール　縦型マシニング　門型マシニング

要望事項

調達方針 win-winな協業体制　公正・公平・透明な取引の徹底

発注品目 精密板金　鉄道機器部品

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

岐阜県不破郡関ケ原町2067

生産品目 大型油圧シリンダー　舶用クレーン　鉄道機器製品　大型産業機器　など

400 名（全社）

〒 503-1593 URL https://www.sekigahara.co.jp/company

18 株式会社　関ケ原製作所 資本金 247 百万円 従業員数

加工内容
①溶接製缶～竪･横ＭＣ機（#３０番～#６０番まで）で加工｡
②中板厚材･型鋼材の溶接製缶～大型の門型ＭＣ機（テーブル幅2.5m×長さ5mまで）で加工｡
③旋盤加工サイズ（外径30～200×長さ300まで）､キー溝や面削り等のＭＣ加工が必要｡

必要設備
①半自動溶接機と竪･横MC機（#３０番～#６０番まで）｡
②中板厚が溶接出来る溶接機と門型ＭＣ機（テーブル幅2.5m×長さ5mまで）｡
③汎用･ＮＣ旋盤（外径30～200×長さ300まで）と竪･横型ＭＣ機（#５０番まで）｡

要望事項 何れも品質重視（出荷前検査は絶対条件）､納期重視で､コスト低減にご協力願える企業様。

調達方針 新規の協力業者様を開拓

発注品目
①小物～中物の溶接製缶部品（ブラケット･ボックス等）｡
②大物の溶接製缶部品（フレーム･架台･ベース等）｡
③小物～中物の丸物部品（シャフト･フランジ等）｡

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

長野県茅野市玉川字原山１１４００－１００

生産品目 金属製品製造（大物製缶～焼鈍･ショット～大物ＭＣ加工及び大物装置組立）

65 名（全社）

〒 391-0011 URL https://shintoku.co.jp/

17 シントク　株式会社　八ヶ岳工場 資本金 15 百万円 従業員数

加工内容 ワイヤーハーネス部品調達、製作

必要設備 電線切断機、圧着工具、各種加工機

要望事項 リードタイム3W以内での対応を希望

調達方針 低コスト、短納期対応

発注品目 ワイヤーハーネス

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

愛知県みよし市根浦町5丁目3番地１

生産品目 搬送システム、サービスロボット、DXソリューション、ファクトリーソリューション

450 名（全社）

〒 470-0217 URL https://www.shcl.co.jp

16 株式会社　シンテックホズミ 資本金 350 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/2022/05/49ff86ef6cb24b91fd03310843bade0d.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/99d0997e93292c10e230bcd5b54e64b5.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/541bd89849812ad200517c4ec1c66904.pdf


加工内容 旋盤加工

必要設備 NC旋盤・複合旋盤

要望事項 Q・C・Dのアピールをお願いします。　※特に図面規格品質保証体制・測定方法含む。

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 旋盤加工・キー溝加工

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1-26

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

180 名（全社）

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

21 太陽機械工業　株式会社 資本金 100 百万円 従業員数

加工内容 切削加工、研削加工、研磨、配管曲げ、板金加工、板金溶接、

必要設備 マシニングセンター、フライス盤、旋盤、門型、五面加工機、五軸加工機、レーザー加工機など

要望事項

調達方針

発注品目 鉄鋼部品、板金部品、鋳物部品、製缶架台部品、配管部品

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

滋賀県守山市阿村町45番地

生産品目 舶用発電用ディーゼルエンジン、陸用非常用発電ディーゼルエンジン、ガスタービン

843 名（全社）

〒 524-0035 URL http://www.dhtd.co.jp/ja/index.html

20 ダイハツディーゼル　株式会社 資本金 2,434 百万円 従業員数

加工内容 圧着加工・半田加工・圧接加工・組立配線作業

必要設備 ハーネス加工に必要な設備（高額設備に関しては貸出可能）半田コテ

要望事項 製作時に必要な部材・材料は基本全支給。特殊作業（圧着・半田）については認定制度有。

調達方針 自社調達

発注品目 ワイヤーハーネス

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　等の製造・販売

893 名（全社）

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

19 ダイトロン　株式会社 資本金 2,200 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/2022/05/085730d1e96e8ec220d6df3dbf5e415d.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/1a6304e9d4ab2886629e3aa6ad54341a-1.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/b385eb785935248d95ecd4135be2dbf2.pdf


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 http://www.tsugawa.com/

24 株式会社　ツガワ　花巻工場 資本金 95 百万円 従業員数

加工内容
大物・中物・ハイテン材(780材以上)の順送プレス加工、パイプのベンダー加工・孔明加工、ワイヤー曲げ(ストライカー)、
簡単なS/A

必要設備 300t以上のプレス機、ＮＣパイプベンダーなど

要望事項 価格の競争力、生産準備能力を求めてます。

調達方針 自動車構成部品は、基本的に協力会社へ協力していただいております。

発注品目 自動車部品の構成品

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

愛知県大府市北崎町大島２３

生産品目 自動車部品 (機能部品・シートフレームなど)

500 名（全社）

〒 474-0001 URL https://chiyoda-kogyo.com/

23 千代田工業　株式会社 資本金 25 百万円 従業員数

加工内容

必要設備

要望事項

調達方針 弊社営業と現地同行打合せをして頂ける企業様(滋賀/京都)

発注品目 自動機・省力化機器・試験機・精密治具等の設計、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

滋賀県草津市大路2-9-1陽だまりビル6F

生産品目 自動機・省力化機器・試験機・精密治具等の設計、製作、据付工事

17 名（全社）

〒 525-0032 URL http://chuogiken.co.jp/

22 中央技研　株式会社 資本金 45 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/2022/05/69173aa2b8ccd3cf1207fea3abcf78f6.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/b56b2b91632c3411bb400386fb115b89.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/d8ad9c34d50771844e936ef40b33c252.pdf


加工内容 フライス、旋盤、板金、溶接など。表面処理込みでお願いするケースもあり。

必要設備 案件毎に都度ご相談させてください。

要望事項
弊社はアルミ材料販売を主力事業としており、ここ最近は加工込みでの営業活動を強化しております。販売させていただ
いた材料を、加工品として買い戻すwin-winな関係を目指しております。

調達方針
多種多様なお客様からのお引合は一品一様、スポット案件が多いため、案件発生ベースでの都度の相談を希望しており
ます。

発注品目 アルミ・非鉄金属の加工

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

大阪府大阪市中央区瓦町4-3-7　VORT御堂筋本町6階

生産品目
アルミ及びアルミ合金の販売及び切断等加工販売
非鉄金属材料の販売及び加工販売

230 名（全社）

〒 541-0048 URL http://www.namekawa.co.jp/

27 滑川軽銅　株式会社　大阪営業所 資本金 89 百万円 従業員数

加工内容 切削加工・研削加工・放電加工・プロファイル加工など

必要設備 マシニング・NC旋盤・平面研削・円筒研削・ワイヤー放電・放電・プロファイルなど

要望事項 見積が早いと助かります。

調達方針

発注品目 精密機械部品・治工具・金型部品・工具

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

東京都足立区梅田5-16-19

生産品目 精密機械部品・治工具・金型部品・工具

8 名（全社）

〒 123-0851 URL http://www.nakadaichoukou.co.jp/

26 株式会社　中台超硬工具製作所 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容
①スイッチ部周辺の構造設計、電気設計、製造委託
②印刷加工と成型加工の複合加工（フィルムインサート、フィルムインモールドなど）

必要設備

要望事項

調達方針 設計、製造、検査、梱包まで一貫で委託希望

発注品目 ①スイッチユニット品、②加飾成型品

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

福岡県大野城市川久保1-1-40

生産品目 スイッチユニット品、静電容量式フィルムセンサ、メンブレンスイッチ、加飾成型品、特殊印刷加工品

160 名（全社）

〒 816-0905 URL https://www.tdicorp.co.jp

25 東京特殊印刷工業　株式会社 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
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加工内容
1、材質：非鉄金属がメイン、鉄関連もあり
2、寸法：φ3～MAXφ30程度　長さは、MAX1000㎜のシャフトもあり
3、マシニングセンター関連では、手のひらサイズ

必要設備
1、CNC旋盤　ピーターマンタイプ
2、マシニングセンター、、旋盤　　検査機器ま必須

要望事項

調達方針 相互の信頼関係

発注品目
1、機械工品（切削品）
2、用途；自動車、半導体関連、精密機械関連部品他

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

東京都目黒区柿の木坂本社3-3-2

生産品目
非鉄金属材料の卸売りおよびその加工品の販売
アルミセンターレス材の在庫販売

10 名（全社）

〒 152-0022 URL https://www.hashinaga.co.jp

30 橋永金属　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 特になし

必要設備 特になし

要望事項
発注品目は、リピート性の低いものが多いです。長期的な視点で、都度、柔軟に対応していただける、お取引先を探して
おります。

調達方針 1.オープンかつ公平公正な取引、2.パートナーとの共存共栄、3.社会規範の遵守、4.環境への配慮（グリーン調達）

発注品目 ガラス製造用設備設計製作、機械部材加工品、電気制御ソフト、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

滋賀県長浜市高月町高月1979

生産品目 特殊ガラス製品の製造・販売およびガラス製造機械の製作・販売

1,682 名（全社）

〒 529-0292 URL https://www.neg.co.jp/

29 日本電気硝子　株式会社 資本金 32,100 百万円 従業員数

加工内容
旋盤加工・マシニング加工・金属プレス・樹脂射出成型
量産数量：年100～10000個

必要設備
旋盤→φ6～φ28、MC→150×100×120以下、プレス→80t以下、
成形→350t以下

要望事項

調達方針 安定した部材供給・品質、コスト低減

発注品目
①真鍮・SUS・K-M材の旋盤加工、②真鍮鍛造・角アルミ材のマシニング加工、
③SUS・鉄のプレス加工(メッキ含む)、④樹脂の射出成型(材質PBT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

神奈川県藤沢市小塚126番地

生産品目 各種自動制御機器製造販売

130 名（全社）

〒 251-0013 URL http://www.nichiden-kogyo.co.jp/

28 日電工業　株式会社 資本金 240 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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加工内容 PVC ｔ3の切断 穴あけ シルクスクリーン印刷　 /制御盤の組立作業

必要設備 ゴム板を切断可能な設備及びシルクスクリーン印刷機　　/　矢崎総業のターミナル用アプリケーター

要望事項

調達方針 1ヶから製作対応頂けることが好ましいです。

発注品目 トラック用泥除けゴム　/　車載用制御盤の組立作業

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

生産品目 LPGバルクローリー

180 名（全社）

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

33 富士車輌　株式会社 資本金 250 百万円 従業員数

加工内容 溶接⇒熱処理⇒非破壊検査⇒機械加工⇒塗装・・・添付資料ご参照下さい。

必要設備 上記製作工程に必要な設備・・丸形が主体のためﾀｰﾆﾝｸﾞは必須（外注可）

要望事項 溶接＋機械加工品が主体のため一式完成品としてまとめて頂きたい。

調達方針 品質第一、少量多品種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 水力ﾀｰﾋﾞﾝ、同発電機に使用される部品・・・添付の部品の一例を示す写真をご参照下さい

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

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

生産品目 水力発電に関わる製品の設計、製造、現地据付、試験、メンテ等一切の業務

150 名（全社）

〒 210-9530 URL http://voith.com/jpn-ja/index.html

32 富士・フォイトハイドロ　株式会社 資本金 1,000 百万円 従業員数

加工内容 薄板板金から製缶構造物

必要設備 溶接ﾛﾎﾞｯﾄ、マシニングセンタ、ショットブラストなど

要望事項 ISO9001/14001の取得有無。品質、生産管理者の専任配置。

調達方針
①最適地生産に対応する最適地調達
②グローバル調達力強化

発注品目 建設機械用量産部品

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

滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-2

生産品目 建設機械の開発・製造・販売

673 名（全社）

〒 528-0061 URL https://tierra.hitachi-kenki.co.jp/

31 株式会社　日立建機ティエラ 資本金 1,440 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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加工内容 ゴム加硫成型

必要設備 ゴム成型機（直圧プレス）100~350ｔ

要望事項 事業規模は問わないが、自社製造設備が無い場合はご遠慮ください。

調達方針 信頼関係重視

発注品目 ゴム成型部品

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

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町172

生産品目 工業用ゴム・プラスチック部品の製造販売

100 名（全社）

〒 612-8473 URL https://maekawakagaku.co.jp/

36 前川化学工業　株式会社 資本金 20 百万円 従業員数

加工内容 ①部材切出し、組立、溶接、塗装など　②旋盤加工、フライス・穴あけ加工、焼入れ、研削加工、硬質クロムメッキ、黒染め

必要設備
①レーザー加工機、酸素切断機、溶接設備など　②旋盤、ＭＣ、円筒研削盤、内面研削盤、平面研削盤、ワイヤカット、熱
処理設備、表面処理設備など

要望事項 品質保証・納期管理が可能で、生産性向上に積極的な企業様と面談を希望します。

調達方針 今年度からの３ヶ年計画にて検討中

発注品目 ①工作機械の厚板製缶　②空・油圧機器の金属部品（ほぼ丸物）

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

愛知県清須市須ヶ口1900番地1

生産品目 工作機械、空・油圧機器、電子機械、火器、清掃車両、建材

701 名（全社）

〒 452-0905 URL https://www.howa.co.jp

35 豊和工業　株式会社 資本金 9,019 百万円 従業員数

加工内容
電気部品の組立（手作業での端子台組立、電動ドライバーでのねじ締めなど軽作業）、塗装（電着塗装、焼き付け塗装）、
旋盤加工、厚物の板金、手はんだ、プレス(単発･順送、0.4～2.0mm厚程度、鉄・SUS、銅合金)

必要設備

要望事項 継続的な取引を希望します。

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 組立外注、塗装、機械加工、板金、金属プレス

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

滋賀県草津市野村三丁目4-1

生産品目 制御機器パーツ

292 名（全社）

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

34 不二電機工業　株式会社 資本金 1,087 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

14 

https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/56b3cce32a80752c61d729d03b95b3dd.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/571338d98c0a9f175c2b8bf58b76d251.pdf
https://www.shigaplaza.or.jp/cms_ssp/wp-content/uploads/2022/05/318ba2340e8bbc9d46bbd9233d3b0e6b.pdf


加工内容
・Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）
・ロボットティーチング、ロボットプログラム
・大物製缶+精密加工（平面/平行度：2/100）　　真空チャンバー製作

必要設備
・設計：Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）
・組立：天井クレーン（2.8ｔ以上）、フォークリフト、工場エア、3Φ200V電源
・加工：MC加工機　門型五面加工機　NC旋盤　溶接機　中ぐり盤　等

要望事項
産業機械の設計（ﾒｶ・電気・ｿﾌﾄ）が対応可能な業者。
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。

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。

発注品目
・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。
・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）

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(ロボットプログラム、教示)

愛知県刈谷市一ツ木町沖田60

生産品目 産業用ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ製造販売

450 名（全社）

〒 448-8550 URL https://www.ytk-e.com/

39 株式会社　豊電子工業 資本金 45 百万円 従業員数

加工内容 装置の組立、電装等

必要設備 天井ホイスト2.8t以上　フォークリフト1.5t以上

要望事項

調達方針 品質第一、短納期対応

発注品目 機械の組立、電装作業など

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

滋賀県彦根市西葛籠町字藤森435-3

生産品目 半導体機器、FPD装置、その他自動機の製造(組立、電装等々)

180 名（全社）

〒 522-0213 URL https://mechatech.co.jp/

38 株式会社　メカテック 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 旋盤加工・ローレット加工・円筒研削加工・フライス加工

必要設備 旋盤・フライス盤・円筒研削盤

要望事項

調達方針
調達の優先順位として①品質厳守が絶対条件　②リードタイム　③単価
2社発注化によるリスク回避の為の商談会参加

発注品目 砥石軸・クイル・砥石ベース

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

京都府城陽市寺田袋尻82

生産品目 精密研削砥石の製造販売

264 名（全社）

〒 610-0121 URL http://www.kk-mizuho.jp/index.html

37 株式会社　ミズホ 資本金 45 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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加工内容 フライス加工、旋盤加工、ワイヤー加工、放電加工、研削

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、汎用旋盤、ワイヤーカット、放電加工機、各種研削盤

要望事項

調達方針 短納期、品質重視、単品・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鉄・アルミ・ＳＵＳの単品　②焼き入れ研磨部品

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

京都府久世郡久御山町佐古外屋敷66-1 

生産品目 産業用機械装置、製造機械設備、省力化機器等の各種精密機械加工部品の調達・販売

128 名（全社）

〒 613-0031 URL https://www.agency-assist.co.jp/30th/ 

42 株式会社　エージェンシーアシスト　京都営業所　 資本金 20 百万円 従業員数

加工内容 切削、研削、ワイヤー等

必要設備 MC、NC旋盤、研磨、ワイヤー等

要望事項

調達方針 QCDが管理されている。見積レスポンス重要。

発注品目 客先企業仕様に合わせた特注品

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

岩手県花巻市東十二丁目19-10-54

生産品目
ＦＡ用メカニカルパーツ、金型用パーツ、研究開発部門向け試作パーツ、生産技術部門向けメンテナンスパーツ、組み立
て装置部品、伝動部品、各種治具設計・製造組立、特注材受注製作、他

545 名（全社）

〒 025-0015 URL http://www.aio-precision.co.jp/

41 株式会社　アイオー精密 資本金 175 百万円 従業員数

加工内容 製缶・板金・研磨・ﾌﾟﾚｽ・機械加工・樹脂成型

必要設備 ﾚｰｻﾞｰ、NCT、ﾌﾟﾚｽ、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ、真空成形、硬化炉

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 製缶品、ﾌﾟﾚｽ加工品、機械加工品、樹脂成型品

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

滋賀県長浜市加納町横田261番地

生産品目 上下水設備、粉体・液体容器、産業車両、住宅設備

199 名（全社）

〒 526-0804 URL http://www.wako-ss.co.jp/

40 株式会社　ワコー　長浜工場 資本金 15 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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加工内容 切断、曲げ、穴あけ、潰し、溶接、塗装等

必要設備 自動切断機、パイプベンダー、ベンダー、プレス、溶接機等

要望事項

調達方針 品質、納期、単価

発注品目 主にパイプの加工品（アッシーまで）

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
■鍍金・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

愛知県大府市北崎町福池70－5

生産品目 パイプ（鉄、ＳＵＳ、銅、アルミ）型鋼、鋼板等材料及びその加工品

16 名（全社）

〒 474-0001 URL http://www.kashiwagi-sangyo.com/

45 柏木産業　株式会社 資本金 10 百万円 従業員数

加工内容 冷間鍛造（鋼、ステン、アルミ）、機械加工（NC旋盤、MC、研削　他）、熱処理、表面処理（めっき）

必要設備 鍛造、MC、NC、研磨、熱処理炉、めっきライン

要望事項 　・自動車部品の加工実績をお持ちのメーカー様　・関西方面（和歌山）へ納入便をお持ちのメーカー様

調達方針 ＱＣＤ評価を基本に、長期的な信頼関係を築くことが重要であると考えています。

発注品目 自動車部品・建築部品（冷間鍛造品、プレス品）

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

和歌山県橋本市隅田町真土39番地

生産品目 自動車部品・建築部品（冷間鍛造品、プレス品）

260 名（全社）

〒 648-0011 URL https://www.ogawa-industry.co.jp/

44 小川工業　株式会社 資本金 20 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、円筒研磨機、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/

43 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
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加工内容
①鋳物加工が得意である事。幾何公差1/100〜3/100を確保出来る事。
②鋼材加工について熱処理、表面処理まで完成品対応出来る事。（外注OK）

必要設備 NC旋盤、MC、研削盤、三次元測定機他検査機器

要望事項 御社の強みを明確に示して頂きたい（材質、大きさ、形状、数量等）。

調達方針
①見積回答スピードが早い事。
②納期、品質管理体制が充実している事（流出クレームゼロを目指す）。

発注品目
①鋳造品（FC,FCD）の精密加工（□400以上、ロット：100個以上）
②一般鋼材の精密加工（材質、形状、大きさ、数量は多種多様）

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

長野県佐久市中込1-10-1 

生産品目
支給図面による鋳物、機械加工の製造委託。試作品、多品種少量品、量産品まで業界は多岐にわたります。
商社として多数のお客様から常に案件を抱えております。

173 名（全社）

〒 385-0051 URL http://www.newest.ne.jp/

48 鈴与マタイ　株式会社 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容
バー材加工、マシニングセンター加工、プレスブレーキ加工、順送プレス加工
トランスファープレス加工、パーツフォーマー加工、樹脂成形加工

必要設備
ＮＣ自動旋盤、マシニングセンター、プレスブレーキ、順送プレス、トランスファープレス
パーツフォーマー、マイプレス、樹脂成形機

要望事項

調達方針 特になし

発注品目 現状なし

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

愛知県東海市名和町北埋田３３－１

生産品目 特殊鋼、自動車部品

180 名（全社）

〒 476-0002 URL https://www.sakuma-ss.co.jp/

47 佐久間特殊鋼　株式会社 資本金 360 百万円 従業員数

加工内容 旋盤・マシニング・研磨・歯切り・スプライン・熱処理

必要設備

要望事項

調達方針 生産安定・品質安定・コスト安定

発注品目 SS・アルミ・SCM・SKD等の加工

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

山口県下松市西豊井1394番地

生産品目 結束機部品・エアモーター部品加工

600 名（全社）

〒 744-0011 URL https://www.i-koko.jp/

46 鋼鈑工業　株式会社 資本金 150 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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加工内容 金属加工（鋳物・ロストワックス・切削・製缶・鍛造・ベンダー等）

必要設備 上記加工に必要な設備

要望事項 ＩＳＯ９００１

調達方針 迅速・安価・品質

発注品目 各種継手金具

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

大阪府大阪市中央区本町1-6-16

生産品目 ステンレス製フレキシブルチューブ、ＰＴＦＥホース、伸縮管継手等の企画・製造・販売

230 名（全社）

〒 541-0053 URL https://www.tofle.com/

51 トーフレ　株式会社 資本金 98 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、溶接

必要設備 マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、ワイヤーカット、曲げ、溶接機

要望事項
◎数量：少量(1個～)多品種です。◎部材にもよりますがリードタイムが短いです：約2W
◎材質：鉄系/SUS/AL

調達方針 ・品質・コスト・納期

発注品目

①弊社で言うところの「スタンド」⇒ 角パイプの両端に板を溶接し、その板を機械加工で平面度/
平行度の精度を出した部材。(塗装/表面処理あり)
②板金加工(溶接物/焼き付け塗装の部材もあり)
③機械加工部材全般

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

大分県由布市挾間町鬼崎688-2

生産品目
メカトロ機器の開発/製造 ・ 各種FA機器 ・ 太陽電池検査装置
 駐輪場総合管理システムの開発/製造

509 名（全社）

〒 879-5501 URL https://www.dkn.co.jp

50 株式会社　デンケン 資本金 75 百万円 従業員数

加工内容

必要設備

要望事項 現時点で具体的な発注案件はありませんが、将来的な取引を考慮し面談を実施したいと考えております。

調達方針 品質第一、信頼関係、価格（価格競争力の強化）

発注品目 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（別紙参照）

愛知県名古屋市熱田区五本松町11-22

生産品目
発電設備、石油・ガス・化学プラント設備、環境・廃棄物処理設備等　各種プラントの建設・保守・点検事業、
電気・計装設備の建設・保守・点検事業　他

1,564 名（全社）

〒 456-8516 URL http://www.chubuplant.co.jp/

49 株式会社　中部プラントサービス 資本金 240 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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加工内容 ・精密加工（特にｱﾙﾐ材・SUS材）の加工（ｱﾙﾐ材製品はﾏｼﾆﾝｸﾞ加工が多め）

必要設備 ・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・NC旋盤・汎用旋盤

要望事項

調達方針 相互信頼関係

発注品目 精密部品加工

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

岐阜県大垣市内原1－68－1

生産品目 電子・自動車部品のｱｯｾﾌﾞﾘｰ　金属部品加工　技術開発ｻﾎﾟｰﾄ

500 名（全社）

〒 503-0936 URL https://www.n-denken.co.jp/

54 野原電研　株式会社 資本金 50 百万円 従業員数

加工内容 金属プレス、プレス部品の切削、研削、熱処理、表面処理、金型製作

必要設備 マシニングセンター、NC旋盤、プレス機、溶接機、その他上記発注品目、加工内容に対応できる設備。

要望事項 バリレス、全せん断等の精密プレス加工、6.0～10.0mmの厚板加工を実現できる金型を希望。

調達方針 品質、コストのバランスが取れている。短納期対応可能。設計対応可能。

発注品目
金属プレス金型及びその部品、金属試作部品、プレス品の切削・研磨加工、プレス品に
接合（カシメ、溶接）する小物付属品の加工、切削・溶接・検査治具

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

岐阜県各務原市鵜沼羽場町7丁目363番地

生産品目 主に自動車、住宅向けの金属プレス部品の製造販売。金属試作部品の製造販売

150 名（全社）

〒 509-0135 URL http://www.nakahyo.com

53 株式会社　ナカヒョウ 資本金 84 百万円 従業員数

加工内容 部品や加工のみでの発注はございません。

必要設備 製作する品目により都度変わります。

要望事項

調達方針 当社取扱品は全て１品ものです。板金や機械加工のみで発注することはございません。

発注品目
水処理装置（SS,SUS製作品、電気配線込みのユニット品）、機械器具設置工事、管工事、
電気工事、3Dスキャニング業務、設計業務

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

東京都中央区日本橋2-13-10日本橋サンライズビルディング3階

生産品目
水処理装置（SS,SUS製作品、電気配線込みのユニット品）、機械器具設置工事、管工事、
電気工事、3Dスキャニング業務、設計業務

140 名（全社）

〒 103-0027 URL https://www.drico.co.jp/

52 ドリコ　株式会社 資本金 275 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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加工内容 圧造加工、切削加工、プレス加工、樹脂成形加工

必要設備 圧造機、切削機、プレス機、樹脂成型機

要望事項

調達方針 　　“顧客ニーズにグローバルで対応できるコスト競争力強化の実現”

発注品目 圧造品、切削品、プレス品、樹脂インサート品、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

愛知県豊田市吉原町平子26

生産品目
ネジ部品全般、精密機能部品、新素材製品、樹脂加工製品、止め輪、・取付工具、表面処理加工、各種工具、
FA省力化設備、部品袋詰

530 名（全社）

〒 473-0916 URL https://fjtrashi.co.jp/

57 藤田螺子工業　株式会社 資本金 89 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 要望  ：　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/

56 HILLTOP　株式会社 資本金 36 百万円 従業員数

加工内容 切削加工、後加工を含めた完成品（表面処理や熱処理、研磨等）

必要設備 NC旋盤、マシニングセンタ、カム式旋盤、エスコマチック等

要望事項

調達方針 QCDが安定しており、今後長く付き合っていけるメーカー様との商談を希望します。

発注品目 金属切削加工部品

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

大阪府大阪市東成区大今里3丁目26番17号

生産品目 精密切削部品（自動車、医療業界向け）

180 名（全社）

〒 537-0012 URL http://www.hariki.co.jp

55 ハリキ精工 株式会社 資本金 60 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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加工内容 少量多品種が主です。

必要設備 所有している設備はリスト化してご持参ください。

要望事項

調達方針 基本契約を締結して頂くこと

発注品目 切削加工・ケーブルハーネス・自動機の組立・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

東京都品川区東五反田５－２２－３７

生産品目
①受託生産、②精密切削加工、③各種ケーブルハーネス、④MIL規格コネクタ生産販売、⑤全自動機設計製作
⑥制御盤設計製作、⑦ロボット制御開発、⑧ロボットハンド設計製作、⑨板金溶接塗装

145 名（全社）

〒 141-0022 URL https://rikohdenki.jp/

60 株式会社　理工電気 資本金 30 百万円 従業員数

加工内容
材質：SS、S45C、ﾌﾟﾘﾊｰﾄﾞﾝ、SUS、ｱﾙﾐ、MC901、POM等
ｻｲｽ：1000ｘ1000ｘ1000未満の物など小物含めて多種多様
機械加工品は角物や丸物多種多様、焼入後研磨ﾒｯｷ要する品多々あり、製缶・板金類はﾒｯｷや塗装を要する。

必要設備 3次元測定器による幾何公差・寸法公差の測定結果を書面で提出して頂く場合があります。

要望事項

調達方針
・量産ではなく、多品種単品の発注
・最適なQCDに基づくサプライヤーチェーンの拡充及び集約

発注品目 機械加工品類、製缶後機械加工要する品類、製缶・板金類、樹脂カバー・樹脂機械加工品類

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

岡山県岡山市北区吉備津2292-1

生産品目 FA省力化設備及び耐久試験機の設計製造販売

50 名（全社）

〒 701-1341 URL https://www.yuasa-system.jp

59 ユアサシステム機器　株式会社 資本金 60 百万円 従業員数

加工内容 機械加工、切削。研削

必要設備 旋盤、複合加工機、マシニングセンタ、研削盤、測定器等

要望事項

調達方針 QCDはもとより、地域を問わず幅広く相互に安定継続取引を行う

発注品目 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

愛知県名古屋市緑区鳴海町山下50番地

生産品目 装置組立(厨房用消火設備、農機具・畜産製品、減速機等）、歯車・機械加工部品

30 名（全社）

〒 458-0801 URL https://mizuhokikai.jimdo.com

58 株式会社　瑞穂機械製作所 資本金 115 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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