
平成３０年度モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　

№１

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

製缶加工 製缶加工設備一式 ＊品質、納期の希望を満足し、

480,000 真空熱処理炉・ ・2000角程度 　それらの管理も任せられること

　浸炭炉等の部品 ・ロット1～5程度
310 ・SS、SUS、Mo、インコネル

山口県

機械加工～表面処理 NC旋盤（6インチ、8インチ、10インチ） ＊価格、納期、初期対応の
98,800 カップリング 複合旋盤、ブローチ盤 　よさ

メカロック　など ・φ20～φ200程度 キーシーターなど
120 ・表面処理は外注可

・S45C、SUS304、アルミなど
広島県 ・ロット1～500個

①ダイカスト鋳造加工～機械加工 コールドチャンバーダイカストマシン ＊納期対応・品質・少ロット
90,000 ガス供給機器の ・鋳造から切削まで一貫して取りまとめ 　　　　　　　　　　　（350ｔまで）

　　　　　　部品 　いただける企業（外注可） NC旋盤、フライス、
264 ・φ20～φ50、85×150×300程度 マシニングセンタ

・ADC12 各種検査機器

②射出成形加工 射出成形機（50t程度）
大阪府 ・POM、ABSなど

・金型から（外注可）
① ①熱間鍛造加工 熱間鍛造トランスファープレス ＊①厳しいコスト競争力

1,000,000 自動車部品 ・形状：30ｘ40ｘ150 　　　　　　　　　　（500ｔ～1000ｔ） ＊②ミクロンレベルの加工精度

エンドタイロッド ・ロット2万～10万個
1,361

② ②機械加工 横マシニングセンター♯50
油圧機器建機部品 ・形状：90ｘ200ｘ150 立マシニングセンター♯50

兵庫県 リバースファンの ・FCD450支給、1500個／年 各種測定器
ボディ

射出成形加工 射出成形機（100ｔぐらいまで） ＊必要数以外の数量はコンス
50,000 ヒューズ及び ・フェノール樹脂系 　タントに発注できない場合

ヒューズホルダ ・金型から（外注可） 　があるので、その点ご了承
16 ・コンパウンド成形ができる企業が 　いただく必要がある

東京都 　あれば歓迎します(金型保有あり)

①プレス加工（絞り） プレス機（45ｔ～200ｔ） ＊プレス（絞り）加工

1,000,000 自動車、医療用、 ・金型から（外注可） （板厚1㎜以上を精密に加工できる

　　OAの各種ばね ・SUS、SPCC、ピアノ線など 　こと)

357 ・線ばね ②スプリング加工 コイリングマシン ＊スプリング加工

・板ばね ・ばね材 　（線径φ10以上の加工機） （線径φ10mm以上が加工可能）

・絞り ＊また、売却型で対応できる

インサート成形品 ③インサート成形加工 インサート成形機　40ｔ～150ｔ 　金型加工企業も探しています

東京都 ・ロータリー成形、フープ成形 （縦型ロータリー成形、フープ成形）

機械加工 NC旋盤（ミーリング機能付き） ＊材料調達から(熱処理、表面処理

20,000 化学設備用部品 ・L寸においては数種類有 ポリゴン、マシニングセンター 　を含んだ）完成まで対応いただけ

　　　φ50ボルト ・ネジ部も切削、六角割(ポリゴン) 　ること

100 ・SUS316、数量5～300本 ＊品質管理を行っている(工程内

大阪府 　及び出荷前検査を実施し、かつ

　一定期間記録を残していること)

①プレス加工 プレス機（50t程度まで） ＊織金網、金網の取り扱い経験

30,000 金網・織金網 ・SUS、SS、真鍮、モネル、 ＊加工少ロット生産が可能
　　　　製品全般 　ハステロイ、ニッケルなど

35 ・金型から（外注可）
②板金加工～溶接加工 曲げ加工機、各種溶接機
・絞り加工～溶接など その他板金加工設備

東京都 ・SUS、SS、真鍮、モネル、
　ハステロイ、ニッケルなど
①機械加工 複合加工機、5軸加工機 ＊設計が可能、あるいは

150,000 半導体部品 ②製缶加工～機械加工 五面加工機、パイプベンダー 　加工方法を一緒に考えて
自動車部品 ターニングセンター、プレーナー 　工夫して頂けること

296 配管部品 ・手のひらサイズ以下の精密加工から 放電加工機、各種研削盤 ＊前向きにトライして
医療機器 　φ2000以上、長尺3000L～ ※各対応する設備あればOK 　いただけること
航空機・宇宙 ・SC、SCM、SUS、インコネル、チタン

　防衛関連部品 　ハステロイ、タングステン、AL、銅

　海外材（AMS材）、樹脂など

大阪府 ・単品～100程度の少ロット

①機械加工～研削加工 NC旋盤、マシニングセンター ＊品質・納期・安価
82,581 空気動工具 ・サイズφ6～φ100 横フライス(割出盤）、

・インパクトレンチ ・外径の研磨加工（寸法精度 1μ単位） 円筒研削盤 φ20～120×L40～150
295 ・ドライバ ・スプライン加工あり

・ドリル ・ニッケル･クロム鋼、SCM、AL、S45Cなど

・グラインダ ・ロット10～300
　　　　の構成部品 ②鋳鉄・アルミ鋳造～機械加工 砂型鋳造機（F1）、

・AC4C－T6、AC7AF、鋳鉄 NC旋盤等
・ロット50 横マシニングセンタ
・各加工で外注可

大阪府 ③深穴加工（小径） 左記例に対応できる設備
（例：φ2で深さ約80mm　材質SNC631）

機械加工 NC旋盤、汎用旋盤、NCフライス ＊単品加工を得意としている
20,000 産業機械部品 汎用フライス、マシニングセンター 　ことが望ましい

・手のひらサイズからA3サイズ程度 放電加工機など
90 ・鉄、鋼、アルミ、ステンレスなど

京都府

裏面につづく
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№２

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

機械加工～研削加工 NC・汎用旋盤、フライス盤 ＊納期遵守及び安定した品質
48,000 ・プレス機の ・研削加工は外注可 マシニングセンター ＊小回りの利く企業

 ダイクッション部品 ・ダイクッション部品 円筒研削盤、内面研削盤 ＊材料自給

80 ・クランピング 　（400ｘ500ｘ60～700ｘ800ｘ130）

　　　システム部品 ・クランピングシステム部品

　（φ100ｘ150～）
兵庫県 ・SS、AL、SUS、FC、SC、S45C、PSL

　SCM435、STKMー13A
①製缶加工 五面加工機、溶接製缶設備 ＊大、中型の製缶から機械加工まで

30,000 プレス機装置部品 ・SS　　　　　 　一括で可能な業者

・2350ｘ1350ｘ385くらい ＊各1～2ヶ
40

②機械加工（ターニング） ターニングセンター

・SKD
京都府 ・φ730ｘ85

・荒加工から仕上げ加工まで
①機械加工 マシニングセンター（1000角以下） ＊納期厳守、高精度、低価格

54,300,000 設備部品 ・高精度品の加工（ミクロン単位） NC旋盤（φ500ｘ300、φ200ｘ600など）
(各種専用機部品) ・300角～1000角（鋳物もあり） 平面研削盤、円筒研削盤

5,301 ・スピンドルφ20ｘ40～φ120ｘ600 内面研削盤
・SS、SS15CK～55C、SCM、SUJ、SUS
　FC　少ロット（多くても5個）
②板金加工 板金加工設備一式
③板金加工～組立
・専用機のカバー（SUSなど）

静岡県 ・③は研磨機の部品製作～組立まで

①機械加工 旋盤、マシニングセンター ＊材料持ち希望
78,700,000 ポンプ部品 ・スリーブ、リング類、水中カップリング スロッタ、ターニングセンタ

　羽止めナット(インペラナット)　など ガンドリルなど
16,000 ・FC、420J2、SCM440、403、316

・口径350～4000　　1～5個
②製缶加工 各種溶接機 ＊加工完希望
・ポンプケーシング （TIG・アーク、半自動、AUTO TIG）
（口径200ｘ800、長さ500～L2000）
・ベースプレート
（幅1500～3000ｘ長さ3000～7000
　　　　　　　　ｘ高さ500～1500）
・2相ステレンス、炭素鋼
・1～2台（1回の注文につき）
③鋳造加工 各種鋳造設備 ＊加工完希望
・大・中・小のポンプあり
・口径350～1800程度まで
・FC、SCS、2相ステンレス
・木型メーカーとの関係
・1～2台（1回の注文につき）
④配管加工・施工 TIG溶接機、酸洗設備、耐圧
・LOユニット、プレハブ配管

千葉県 ・SUS、炭素鋼

①機械加工 旋盤、マシニングセンター ＊単品の加工
50,050 CNC加工機及び ＊機械設計なども求む

　専用機の部品 ②板金加工 板金加工設備一式
11

③製缶加工 製缶加工設備一式

兵庫県 ④制御盤製作～配線組立

①製缶加工 製缶加工設備一式 ＊生産能力・品質管理
50,000 タンク･圧力容器 ・大小様々な製品あり 　納期管理

プラント配管機器 等 ・SS、SUS
50 　　　大型鉄鋼製品

富山県 ②現地据付工事

①設計(又は図面支給)～製缶～ NC・汎用旋盤、NC・汎用フライス ＊納期2～3W
100,000 自動包装機械部品 　　機械加工～組立 マシニングセンター、プレナー ＊品質はJIS中級レベル程度

スロッター、ワイヤーカット放電加工
120 ・機械加工のみでも可能 五面加工機、横中ぐり盤

・単品中心 各種溶接機、製缶設備一式
・フレームから手のひらサイズまで (全ての設備が揃っていなくてもOKです)
・長尺物は2000×3000ℓ程度

島根県 ・SS、SUS、S45Cがメイン

①機械加工 ターニングセンター（φ1500ｘ1500程度）
348,060 真空チャンバー ・SUS316L、FC鋳物支給 門型マシニングセンター

タンク ・一品物～少ロット 　　　　　　　　（3300ｘ650ｘ650程度）
200 架台・パネル

　　　　　　など ②製缶加工 製缶加工設備一式
・SS、SUS
・架台・パネル
③脱脂洗浄 脱脂洗浄装置（3500ｘ620ｘ620まで）

大阪府 ・ステレンスのタンクなど 　

①機械加工 NC旋盤、マシニングセンター ＊少量での短納期対応、
96,000 産業用装置構成 ・SS、アルミ、SUS、各種樹脂など 各種測定器 　かつ高品質でリーズナブル

　　　　　　部品 　な価格
98 ②板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス

・SS、アルミ、SUS 板金加工設備、各種測定器など

③製缶加工 製缶加工設備一式、各種溶接機
埼玉県 ・SS、SUSなど 門型マシニングセンター、五面加工機

各種測定器など
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平成３０年度モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　

№３

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

機械加工 NC旋盤 ＊「QCD」共に協力してやり
70,000 小型農業機械及び 縦型マシニングセンター 　遂げて、紳士的に末永く

　　動力伝達装置 ・ギャーφ20～φ240 　お付き合いできる企業
250 ・ギャー ・シャフトφ20～φ50ｘL150～L500

・シャフト ・上記部品に穴、溝、フライス加工
・ケース類 ・S25C、S45C、SCM415･420、

岡山県 　FC、FCD、ADC等

①板金加工 板金加工設備一式 ＊鋳造、成形後の2次加工まで

125,000 産業機械 ・中型～大型部品 　取りまとめて対応いただける

医療機器 ・AL、SUS、SECC 　企業歓迎

1,500 家電　　　　部品 ②アルミダイカスト鋳造加工 コールドチャンバーダイカストマシン ＊タイまたはベトナムに工場

・金型から（外注可） 　　　　　　　　　　　　　　　　など 　がある企業歓迎

③アルミの押出成形加工 アルミ押出成形機
・金型から（外注可）
④樹脂の押出成形加工 樹脂押出成形機
・金型から（外注可）
⑤機械加工 旋盤など

福井県 ・長尺シャフト(φ10以下、1m以上)

製缶～機械加工、研削加工 五面加工機、横中ぐり盤、NC旋盤 ＊常にQCDの追及をされている
485,700 レーザー加工機部品 (製缶加工のみでも可) 門型マシニングセンタ、NCフライス盤 　企業

産業機械用架台 ・材質：SS、SUS304、SPCC、アルミ ワイヤー放電加工機、平面研削盤
203 （2,400×4,100程度） 　　　　銅、スーパージュラコン 製缶設備一式

ベースプレート ・単品～100程度
吸着プレート ・小物の機械加工品もあり

京都府 （ジュラコン＋金属） ・吸着プレートは、600～800×1500
　大で、表面を1.6S程度の粗さで研削

①各種制御盤 ①設計～製作～検査 板金加工設備一式
80,000 　　　・分電盤 ・電気設計から製作や、当社仕様書により 天井クレーン（大物に対応、必須ではない）

　 　筐体から設計・製作いただく等あり 電気試験設備（必須ではない）
420 ・板金加工など外注可

②制御盤関連 ②設計～製作・デバッグ
　　ソフトウェア

滋賀県 ③制御盤用 ③ハーネス加工・製作 ハーネス製作に必要な設備
　　　ハーネス

機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊三次元測定器保有
2,781,000 半導体部品 ・超硬、SUSなど マシニングセンター ＊SUS薄物加工ができる

・ロット1～10個 ワイヤーカット放電加工機
869 型彫放電加工機

各種研削盤、三次元測定器
滋賀県 ※すべての設備が揃ってなくてもよい

①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊短納期対応とコスト協力
20,000 物流搬送装置 ・手のひらサイズから多数あり マシニングセンター （簡単な部品が多く品質は

食品梱包機 ・SS、AL、SUS 　保証しやすいと判断して
40 各種専用機　など ・数量1個～10個 　いる）

②板金加工 板金加工設備一式 ＊少量多品種対応
・溶接、表面仕上げまで
・SS400、SUS
③樹脂板加工 左記加工に対応する設備

岐阜県 ・切断、穴あけ、曲げなどの加工
・900Ｘ1200程度の板材
①機械加工 NC旋盤、複合機、マシニングセンター他 ＊材料～完成まで一貫して

100,000 エアツール工具 ・SCM、SNC、AL、FCD、SC、SUS、SUM 　お願いしたい
　　　　　　部品 ・手のひらサイズの丸物、ブロック物

130 ・単品メイン、少ロット～中ロット品

②板金加工 板金加工設備一式
・SUS、SPCC、SPHC、SS400など

③抜き加工～印刷加工 トムソン打ち抜き加工設備
大阪府 ・シール、アルミプレートに印刷、 印刷機　など

　抜き加工など
①熱間鍛造加工 熱間鍛造エアーハンマ（6t～10t） ＊生産能力に余力があり、

84,100,000 農業機械及び ・各種鋼材 　新規案件に積極的な会社を
　　建設機械部品 　探索しております。

39,400 ②鋳造加工 鋳造設備一式
・FC、FCD

大阪府 ・700x600x180程度の大きさ

設計～製缶加工～機械加工～ 各加工設備一式 ＊一貫して取りまとめて
400,000 排水・排ガス処理用 　　据付工事～メンテナンス工事 大型製缶品対応設備など 　いただける企業歓迎

　機器及び製缶物
150 ・単体の加工もOK

・FRPタンク、制御盤、ブロワなど
東京都 　の製作もあり

・SS、SUS、PP
①板金加工 レーザー加工機（Co2、YAG、複合機） ＊弊社で加工したものを支給

30,000 ダクト ・SS、SUS、アルミ 　　　　テーブルサイズ1524ｘ3048程度 　して加工依頼するものや
カバー部品 ・多品種、少ロット タレットパンチプレス 　打ち合わせにより自給して

255 治具 ベンディングマシン　30～150ｔ程度 　頂く場合があります
各種溶接機（TIG・YAG） ＊記載設備が全て揃っていな

②機械加工 NC旋盤　φ300程度 　くても可です
・手のひらサイズから マシニングセンター　1000ｘ1000程度まで
・SS、SUS、アルミ、樹脂など
③表面処理 関連する設備
・アルマイト処理 手のひらサイズから1000ｘ2000程度まで

兵庫県 ・亜鉛めっき(三価クロメート処理）
・クロムメッキ

裏面につづく
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№４

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

①機械加工 NC旋盤、マシニングセンターなど ＊少ロット
35,000 半導体部品 ・手のひらサイズ～1000程度 ＊精度・納期・安価

電池製造ライン ・SS、AL、SUS、SCM、SKD、S45C
20 　　　　　　部品 　ゴム、　樹脂

②板金加工 レーザー加工機（2～4kw）
・SUS、AL ベンダー、タレットパンチプレス

③機械加工（製缶加工） 門型マシニングセンター
大阪府 ・SS 　　　　　　（2000ｘ4000ｘ1000）

五面加工機、各種溶接機など
給油装置構成部品 製缶加工～板金加工～機械加工 製缶・板金加工設備 ＊機械加工及び製缶加工も

95,000 ・油タンク （機械加工、塗装など外注可） クレーン5ｔ、各種溶接機 　できる企業がベターである

①角タンク　200～5000リットル 機械加工設備など 　が、製缶加工をメインとし、

90 ・W500～2000、D500～3000、 　機械加工を外注する場合も可

　　　　　　　　　　　H500～2500 JIS溶接免許保有のこと
・SS、SUS　　　　　ｔ4.6～6.0　　 ＊納品場所
②丸タンク　600～2000リットル 　神埼郡市川工場まで
・φ200～1500ｘ500～2500

潤滑装置部品 機械加工 NC旋盤、フライス盤
・ポンプ ・研磨から熱処理まで（外注可） マシニングセンター
・バルブ　　 ・FC、SS　材料支給 円筒研削盤、内面研削盤

兵庫県 ・手のひらサイズ
・ロット30～50
板金加工～塗装加工～ タレットパンチプレス、レーザー加工機 ＊品質・価格・納期

10,000 配電盤・制御盤 　　　　　　　配線作業・組立て 各種溶接機、クレーン2.5ｔ ＊各加工を一貫して取りまとめて

・設計は当社で行います 圧着機（0.5sq～325sq）、半田装置 　いただける企業歓迎します。

80 ・各単体のみの加工でもOKです

大阪府 ・塗装(焼付、ウレタン、粉体など）

製缶加工～機械加工～据付工事 製缶加工設備一式 ＊自社で品質、工程管理が
28,619,000 各種プラント機器 　　　　　　～配管工事～保温工事 機械加工設備一式（大型部品もあり） 　できる企業を優先

（製鉄所・化学 ・材質：SS、SUS クレーン（5ﾄﾝ以上要する場合もあり） ＊短納期・低コスト・高品質
11,417 　プラントなど） ・一貫して取りまとめできる企業 塗装ヤード、仮組ヤード 　対応可能な企業

・鋼構造物 ・単体の加工も可 組立場所、保管用地 ＊陸送可能な程度の大型
　ストラクチャー ・大型製缶品対応は必須ではない ※左記加工が対応可能な設備 　製缶品も対応可能な企業
・産業機械部品 ＊溶接技術に優れた企業
・環境・電気 　（現場溶接・工場溶接）
　エネルギー設備 ＊現場施工（出張工事含む）

福岡県 　対応可能な企業も併せて
  希望

①機械加工（樹脂） NCフライス盤 ＊少量多品種に対応いただ
2,774,278 電源機器製品部品 ・フェノール積層板、ガラスエポキシ樹脂 マシニングセンターなど 　ける企業

　　　　　 ・小物から大物まであり
1,457 ②精密板金加工 板金加工設備一式

・SS、SUS、AL
・ｔ5程度まで
③曲げ加工～穴あけ加工 ブレーキプレス
・大型ブスバー ボール盤など
・銅　ｔ10～ｔ20
④深穴加工（ガンドリル） ガンドリル

滋賀県 ・銅

① ①機械加工～研削加工 マシニングセンター、横中ぐり盤 ＊少ロット発注での対応が
62,280 工作機械部品 　　（粗加工～仕上げ研削まで） 立型フライス盤、平面研削盤など 　可能な企業を希望

・鋳物本体 ・FC30など
57 ・サイズは□300～700程度

・研削加工は外注可
② ②機械加工～研削加工 NC旋盤、円筒研削盤
工作機械部品 ・SCM中心 内面研削盤など
・スピンドル ・φ30～φ200程度

・研削加工は外注可
③工作機械部品 ③板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス
・カバー ・SS中心 タレットパンチプレス、シャーリング

滋賀県 ・1500ｘ1500ｘ1000程度 各種溶接機など
・設計までできる企業歓迎
機械加工～製缶加工～塗装加工 製缶加工設備一式 ＊図面支給

319,500 計測装置機械部品 機械加工設備一式
・各加工で外注可、一貫してとりまとめて 塗装設備

290 　いただける企業歓迎

・2500ｘ1000ｘ(Ｈ)600～700
兵庫県 ・SS、SUS

製缶加工～機械加工 製缶設備一式 ＊完成品まで一貫して取り
1,700,000 製鉄所関連部品 ・小物から大型部品まで 各種機械加工設備 　まとめていただける企業

　　　　　　各種 ・SS、SUS、FC、S45Cなど ＊品質・価格・納期
1,000

広島県

製缶・溶接加工～自然乾燥塗装 交流アーク、TIG溶接機 ＊船舶艤装品の経験
480,000 船舶艤装品 ・SS、SUS　3～9tメイン ブレーキプレス　他製缶設備一式

・電気台、手摺 ・加工組立サイズ50×30～3500×700 塗装ブースがあれば尚良い
320 　階段、ハシゴ等 ・多品種少量

兵庫県 ・塗装はアクリル、エポキシ系

機械加工 NC旋盤、マシニングセンター ＊寸法検査を全品実施して
74,570 搬送用ロボット ①旋盤加工　φ150まで 三次元測定機などの検査機器 　ください

　　　　　　部品 ②マシニングによる板物加工　□200程度 ＊アルミ、ステンレスの加工が
155 ・①②どちらかの加工のみでもOK 　得意な企業

広島県 ・A5052、A2017、SUS303
・多品種少ロット
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平成３０年度モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　

№５

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

機械加工～研削加工 NC自動旋盤、NC複合旋盤 ＊ISO9001取得企業歓迎
45,000 自動車部品 （どちらかの単体加工のみでもOK） 円筒研削盤、内面研削盤

シャフト
180 バルブ ・サイズ～φ25中心

カラー ・数量最大100,000個／月

広島県 ピン　　　　など ・SUS、AL、S45C、S25C、STKMなど

①機械加工～研削加工～高周波焼入 NC旋盤、汎用旋盤
14,859,800 横編機部品 ・φ50～（フランジ形状など） 円筒研削盤など

・～φ40ｘ2500L（シャフト加工） ※シャフト加工は長尺旋盤など必要
1,332 ・S45C、SS400

・少ロット、ロット100～500など
②板金加工 板金加工設備一式
・SPCC、SECCなど
③製缶加工 製缶加工設備一式

④鋳造加工 鋳造加工設備一式
・FCD、FC150、FC200
・木型から（外注可）
⑤基盤製作
・多層スルーホール基盤
⑥パイプ曲げ～ロー付け加工 パイプベンダー、ロー付け機

和歌山県 ・細径銅パイプ

板金加工 ロール成形機、スポット成形機 ＊自動車業界の受注実績あり
7,460,000 自動車部品 ・ロール成形～スポット溶接 プレス機など ＊500㎡のスペースが捻出

ロアフレーム 　　　　　　　　～プレス加工まで 　できそうな企業が望ましい
2,080 ・SPC270D、板厚0.8 ＊設備移管も検討可

・数量：MAX18万本／月
愛知県

・製缶加工（小物） 製缶・溶接設備一式 ＊製缶と加工を一括依頼
350,000 自動車生産設備 ・角物中心、両手サイズ程度 　できる

　　　製作製缶品 ・SS400、S45C ＊リードタイム3W以内
440 ＊迅速な見積り

愛知県

①機械加工（切削、研削） NC旋盤 ＊材料手配から熱処理、
100,000 工作機械部品  ～熱処理（焼入れ） ～表面処理 立型・横型マシニングセンタ 　表面処理、仕上加工まで

（高周波、パーカー）～仕上げまで 五面加工機、門型マシニングセンター 　一貫して行なえる企業
800 ・上記の加工、一部外注対応可能 平面研削盤、内面研削盤、円筒研削盤

・丸・角物中小部品（中物部品は、
　500[φor□]×L・H＝500㎜まで）
・摺動部は100×1000×20もあり
・大型機械部品もあり
・材質：SS、S45C、SCM440、FC、BC
②製缶・板金加工～ 製缶板金設備一式、マシニングセンタ
　　　　　機械加工～組立～塗装 塗装ブース、スプレーガン
・材質：SS、SPCC他

大阪府 ・例1000×500大
・塗料はエポキシ系の自然乾燥

機械加工～製缶加工 NC旋盤（φ100～500） ＊溶接から機械加工までできる
247,000 各種産業機械 ・製缶・溶接加工は外注可 マシニングセンター（500ｘ500） 　協力企業

・SS、SUS、AL 五面加工機（2000ｘ2000）
400 ・小物部品も多数あり 各種溶接機

岐阜県 ・2～3台/月×5年間

① ①機械加工 旋盤、円筒研削盤、内面研削盤
100,000 ・シャフト ・旋削・研磨・高周波焼入まで(外注可) キー加工（新・旧JIS）

・スリーブ ・シャフトφ20～60ｘL150～1000程度

384 ・スリーブφ30～200ｘL40～250

・SCM、S45C、S25C、SUS
・多品種少ロット（1～10個）

② ②板金加工～溶接加工 板金加工設備一式
真空ポンプ用 ・φ300～500ｘL600～1500程度 各種溶接設備
　　　サイレンサ ・酸洗可能であること（外注可）

山口県 　（二重管構造） ・SUS、SS 機密試験、可能であれば耐圧試験（水圧）
・少ロット（1～2個） 可能であること
①製缶加工～機械加工 天井クレーン ＊製缶加工のみではなく、

90,000 砂等の貯槽、架構 　　　～機械組立～塗装 各種溶接機 　完成品の出荷業務まで
ダクト類 ・熱処理あり ベンダー 　ご協力頂ける企業との取引

100 エプロンコンベヤ ・一般構造用圧延鋼材など 各種工作機械（旋盤、中ぐり盤　等） 　を希望する
スクリューコンベヤ ＊製作図面は支給
バケットエレベータ ②現地工事 　
ベルトコンベヤ ・弊社受注プラントの現地据付工事
　　　等の搬送機械 　電気配線工事　等

③制御盤製作～組立 電気配線設備一式
・図面支給 板金加工設備一式

大阪府 ・一部制御機器、部品等支給あり

①エンジン配管 ①機械加工 自動旋盤（φ15程度） ＊少ロット～量産まで
98,325 　　　　継手部品 ・SSなど 　品質とコストメリットが

　出せる企業
280 ②プレス金型 ②金型加工（設計～製作） マシニングセンター、研削盤

・単発・順送 ワイヤーカット放電加工機など
・SKDなど

③板金部品 ③板金加工 レーザータレパン複合機
滋賀県 ・SPCC、ステンレス等 タレットパンチプレス、ブレーキプレス

各種溶接機など

裏面につづく
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№６

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

機械加工～焼入れ～研削加工 NC旋盤、マシニングセンター ＊旋削、穴明け(タップ）焼入
2,319,000 工作機械部品 平面研削盤、円筒研削盤 　研磨加工が1社で一貫製作

・焼入れの加工は外注可 内面研削盤、焼入れ装置など 　が出来る企業歓迎
330 ・φ80～φ300 ※三次元測定器は必須

・直角度・平行度3～5μ
岡山県 ・S45C、FC450、FC300

・ロット1～5個（MAX10個）
①製缶品 ①製缶加工 製缶加工関連設備 ＊品質を維持しながら安価

13,367,457 （ダクト、架台等） ・材質：SS、SUS　他 　であること
＊地方へのネットワークが

824 ②モーター・ファン ②メンテナンス（整備） メンテナンス関連設備　等 　豊富であること
　コンプレッサー ・電動機の点検整備
　ポンプ　等 ・クレーン点検整備

兵庫県 　の回転機器 ・制御盤点検整備　　　含む

金型加工（機械加工） NC旋盤、フライス、円筒研削盤 ＊図面に忠実な製品つくりで
450,000 冷間鍛造用金型 ・冷間鍛造用金型φ30～φ300 内面研削盤、平面研削盤 　あること

治工具 ・治工具200角程度 ワイヤーカット放電加工機 ＊短納期、低コスト対応可能
210 ・SKD61、SKD11、SKD51　1個から 型彫放電加工機、プロファイル研削盤 　なこと

マシニングセンター、ラップ盤
愛知県 形状測定器

①製缶加工～配管工事(プレハブ含む） 製缶・溶接設備一式 ＊安全・品質・価格
240,000 プラント設備 ・SGP、STPG、STPT、SUS 下記対応可

・溶接資格JIS TN-P/N-2P ・高圧ガス保安法
1,686 ・10,000DB／月未満 ・電気事業法（G）

　10,000～30,000DB／月 ・消防法（現地敷設～検査まで）
②製缶加工～機器据付工事 製缶・溶接設備一式
・200ｔ／月未満 下記対応可
　200ｔ／月以上 ・ボイラ据付(施工計画･要領作成含む)

・タービン据付(施工計画･要領作成含む)
③ダクト製作～据付工事 製缶・溶接設備一式
・100ｔ／未満、100ｔ／以上
・SS、SUS、S-TEN
・板厚3.2、4.5、6.0
④プラント架構製作 製缶・溶接設備一式
　　　　（歩廊、小ステージ含む） 塗装ヤード、屋外仮置ヤード
・鉄骨評価基準Mグレード
・500ｔ／月未満 ※塗装仕様4工程あり
　500ｔ／月以上
⑤タンク製作～据付工事 製缶・溶接設備一式
・水タンク2,000㎥　φ15ｍ～18ｍ

愛知県 ・油タンク300㎥　φ4ｍ～5ｍ

①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊品質・コスト
90,000 加熱装置部品など ・手のひらサイズ程度 マシニングセンターなど

・SS、AL、SUS、FC、SCM、S45C
26 ・ロット10～100

②板金加工 板金加工設備一式
大阪府 ・SUS、ALなど

製缶加工～塗装～組立～出荷 製缶加工設備一式、プレス機 ＊物件によって製作中の工程
60,000 チェーンコンベア ・各加工で外注可 クレーン 　写真等が必要な為、写真

スクリューコンベア ・SS、SUS、炭素鋼（S45C～S50C） （5tがあれば良いが2.8ｔでも良い） 　撮影等ができること。
117 ・小型から20ｔくらいまで

山口県

①機械加工 NC旋盤（φ6～φ50くらいまで） ＊少ロット、短納期対応
32,000 印刷・製本機器 ・SS、SUS、アルミ フライス盤（700ｘ500くらいまで）

　　　　　 部品 ・少ロット
204

②板金加工 レーザー加工機、タレットパンチプレス
・600角程度、板厚3.2まで シャーリング、ブレーキプレスなど
・SECCなど
③プレス加工（単発) プレス機（200ｔまで）

和歌山県 ・SECCなど
・金型製作までできる企業歓迎
①機械加工 マシニングセンター、NC旋盤、 ＊材料仕入れから塗装を含む

75,200 半導体検査装置 ・手のひらサイズ～最大1500ｘ3000 ワイヤーカット放電加工機、NCフライス 　表面処理を一括で依頼したい

　　　　　 搬送装置 　部品 ・アルミ、SUS304、316、SS400、 平面研削盤(ロータリー式尚良) ＊小ロット短納期でも対応が
422 　S45C、SKD 三次元測定機 　可能であること

門型マシニングセンターあれば尚よい
②製缶・板金加工 製缶板金設備一式、レーザー加工機
・フレーム、架台(1500×1000～3000） タレットパンチプレス、各種溶接機など
・アルミ、SUS304、316、SS400等
・架台は角パイプ、アングル、 門型マシニングセンターあれば尚よい

大分県 　チャンネル材

①プレス加工（単発・順送） プレス機（250ｔ程度まで） ＊QCDに対して、しっかりと
80,170 自動車・建機用 ・SPHC、SAPH、SPCC 　した方針を持ち実行して

　　　　　　部品 ・ロット10～1000 　いる企業であれば可
70 ・金型から（外注可）

②ゴム直圧成形加工 直圧成形機
・金属とゴムの成形

埼玉県 ・金型から（外注可）

・NBR、フッ素、EPDM、シリコン、CR
①機械加工(研削加工を含む) NC旋盤、NCフライス、円筒研削盤 ＊品質安定、低価格、短納期

98,000 包装用機械部品 ・シャフト最大φ100Ｘ2000L程度 マシニングセンター、複合加工機
スリッター ・材質：S45C、SS400

85 リワインダー ・多品種少量
②溶接＋フライス加工 溶接機、NCフライス
・ブラケット

岐阜県 ・手のひらサイズ～1000Ｘ600Ｘ1000
・材質：S45C、SS400、多品種少量
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平成３０年度モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　

№７

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

①機械加工 旋盤（φ200ｘ300） ＊品質・短納期に対応して
300,000 自動車関連 ・小物精密旋削加工品 　いただける企業

医療品製造関連 ・SS400、AL、SUS304
62 　　　　　　部品

②機械加工（大物・製缶品） 五面加工機（2000ｘ5000）
徳島県 ・SS400、AL、SUS304 横中ぐり盤（1000ｘ1000）

機械加工 NC自動旋盤、複合自動旋盤 ＊多品種、少ロット品で短納期対応

471,030 金属製ゴムホース用 多軸自動旋盤、NC旋盤、汎用旋盤 　可能な小回りの利く協力先を求む

　　　　　継手全般 ・SS、S25C、S45C、STKM、STPT ＊品質意識の高い企業(ISO9001等

785 　SUS類、真鍮など 　取得されていれば尚良し)

・多品種少ロット中心 ＊環境対応に積極的な企業

大阪府 　(ISO14001等を取得されていれば

　尚良し)

①機械加工 マシニングセンター（タテ・横） ＊ロット10～100程度
70,000 産業用機械部品 ・鋳造品の追加工 NC旋盤、NCフライス　等 ＊QCDに優れた協力工場を

・手で運べる範囲の大きさ 　探しています
15 ・組立～検査までできる企業歓迎

・FC、FCD、アルミ、青銅、黄銅

②ロストワックス鋳造加工 ロストワックス鋳造設備
愛知県 ・ステンレス鋼など

機械加工～表面処理 NC旋盤、汎用旋盤、正面旋盤 ＊ご協力企業に合わせて
98,000 鋳造部品など フライス盤、マシニングセンター 　材質・数量などご相談

・FC、FCDなどの銑鉄鋳物 五面加工機、門型マシニングセンター 　させて頂きます
180 　鋳物以外の鋼材や非鉄金属もあり 三次元測定器があれば尚良い

・片手サイズから１m角強サイズまで

・形状は丸、角、異形など
岐阜県 ・少量中量ロット対応頂ける企業

・メッキ、塗装は外注可
①② ①機械加工　②研磨加工 ①CNC旋盤、NC複合旋盤 ＊自動車部品が主で、4年～8年間

30,000 自動車部品等に ・冷間圧造及びプレスカットされた 　マシニングセンター 　継続する前提でコストを設定

使われる異形部品 　数グラム～数十グラムの金属部品支給 　していただけ、ユーザーからの

120 ・普通鋼から軸受鋼などや、非鉄線材全般 ②各種研削盤 　品質監査等にも対応いただける

・研磨は両端面研磨 　加工先を求めています

・月産3万個～10万程度が主 ※ワークの自動供給などで月産1万個以上の

　加工能力を有する加工先を求めています

③ ③研削切断加工（砥石切断） ③砥石切断機
伸線加工された ・φ24MAX、又は相当の異形線支給

大阪府 コイル線及びバー材 ・普通鋼から軸受鋼などや、非鉄線材全般 ※ワークの自動供給などで月産1万個以上の

　加工能力を有する加工先を求めています

① ①機械加工 NC旋盤、正面旋盤
2,232,560 カップリング ・カップリングφ600ｘ175程度 ターニングセンターなど

小物加工品　など ・鍛造品（KSF50等）
700 ・船級証明必要

② ②設計(防音設計)～ 製缶・板金加工設備一式
防音キュービクル 　　　　製缶・板金加工～組立加工

兵庫県 ・6000ｘ4600ｘ2000など

①機械加工 NC旋盤、NC自動旋盤 ＊QCDにおいてハイレベルな
9,533,170 ベヤリング部品 ・φ10～φ200 マシニングセンターなど 　協力企業

・SUJ-2、SUS、SCM、STKMなど ＊各種提案いただける
2,066 ・ロット100～30,000 　協力企業

②プレス加工 プレス機（200ｔ程度まで）
・SPCCなど
・金型は外注可

岐阜県 ・単発中心、順送もあり

①プレス加工 単発プレス機（100ｔクラス） ＊当社は紙幣搬送、硬貨搬送
2,216,000 貨幣処理機器 ・SECC、SUS 　の部品を扱っており、部品

遊技場向機器 ・厚み0.5～3.2（主は1.0～1.6） 　寸法精度を求められます
254 　　　　 　部品 ・金型から（外注可）

②板金加工 タレットパンチプレス
・SECC、SUS レーザー加工機、ブレーキプレス
・厚み0.5～3.2（主は1.0～1.6） 溶接機など

③射出成形加工 射出成形機（50ｔ～300ｔ）
滋賀県 ・ABSなど

・金型から（外注可）
板金加工 NCレーザー切断機、プレスブレーキ ＊複雑な曲げやR曲げ加工が

395,950 半導体・配電盤用 3本ロール（ベンディングロール） 　可能な事
　　　　　　部品 ・レーザー抜き、プレス曲げ YAG溶接機、ファイバーレーザー溶接機 ＊アルミ加工が可能な企業に

245 　ローラー曲げ、各種溶接加工 　　　　　　　　　　　　　　　　　等 　協力いただきたい
・SUS、アルミ　t0.3～3.0程度

東京都 ・サイズは手のひらから1m角まで

機械加工～溶接加工 NC旋盤、NC自動旋盤 ＊リードタイムの正確性
408,000 レベルセンサ部品 TIG溶接機など ＊品質

・プラグ(六角対辺17、G1/8ネジ）
202 ・ボス付フランジ(JISフランジに

　φ80、t50程度のボスを溶接）
・SUS304、SUS316、SUS316L

大阪府 ・機械加工と溶接ができる企業

裏面につづく
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№８

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

①熱間鍛造加工 熱間鍛造機（300ｔまで） ＊製品品質保証体制が確立
33,000 温水器具水まわり部品・真鍮 　されている事

及びユニット品 ・金型から（外注可） ＊健全な経営状態である事
140 ②機械加工 NC旋盤、マシニングセンタ ＊引合いに対して前向きに

・真鍮 タッピングセンタ、ボール盤 　検討し、依頼元任せになら
自動旋盤　他 　ない企業である事

③パイプ曲げ加工～ロウ付け NCパイプベンダー、端末機 ＊品質を第一に考え、自社の
・鉄管、ステンレス管、銅管 ロウ付け機（黄銅ろう、Bcup-2） 　保証内容が明確である事
・φ12.7、φ16
④射出成形加工 射出成形機（50～150ｔ）
・PPS、POM　他
・金型から（外注可）
⑤組立・ユニット組立 電気ドライバー、リークテスター他
・金属＋樹脂成型品

兵庫県 ・検査設備を自社設計・製作できれば

　尚良い

①プレス加工（単発メイン） プレス機（45ｔ～300ｔ程度） ＊金属プレス金型製作から

75,000 自動車部品 ②金型加工（単発・順送） 金型加工設備 　金属プレス加工まで一貫生産が

自転車部品 ③スポット溶接加工 ボール盤、スポット溶接機 　できる企業
126 釣具部品　 ④組立加工 リベッティングマシーン ＊少ロット～中ロットまで

建材部品 ⑤カシメ加工 カシメ機、バレル研磨機
電子部品　など ⑥タップ加工

⑦面取加工
・①～⑦の単体加工歓迎、
　一貫してできる企業も大歓迎

大阪府 ・SUS、AL、SPCC、SPHC、SGCC

①機械加工～表面処理 NC旋盤、NC複合旋盤 ＊多種多様で一品物が多い
100,000 家電部品 ・SS、SC、SUS、AL マシニングセンター 　ので量産以外の単品対応

弱電部品 ・各種表面処理は外注可 5軸マシニングセンターなど 　可能な企業
600 車載部品など

②大型機械加工 五面加工機、門型マシニングセンター ＊コスト対応力、納期対応力
・SS、SC、SUS、AL 　を求めています
・フレーム1000ｘ5000程度

③製缶加工 製缶加工設備一式
大阪府 ・架台など中物～大物まで

設計～製缶加工～機械加工 製缶加工設備一式 ＊近隣の工場（車でこまめに

55,020 各種プラント設備 　確認打合せができる範囲）

・圧力容器 ・研削、塗装、材料手配まで 大型製缶に対応できる業者が望ましいが 　または、弊社工場内にて製作

300 ・塔槽類 ・サイズ・重量は幅広く一品一様 必須項目ではない（製作・海上輸送含む） 　いただける業者(特に大きな工場

・熱交換器 ・SS、SM、SB、SUS304、316 　が必要な訳ではございません）

兵庫県 　　　　　　など 　その他二相系ステンレス 他 第一種、第二種圧力容器対応可

①板金加工 ①～③を製作可能設備 ＊鉄道車両向け製作実績の
458,790,000 ・化粧版、パネルの加工、接着等 プレスブレーキ、レーザー加工機 　ある企業

・車両によりサイズは様々 曲げ、切断、溶接設備一式　等 ＊自社にて設計可能な企業
35,631 (側、天井、戸袋等) ・アルミ、メラミン化粧版、芯材等 ＊溶接作業は有資格が

②板金加工、製缶加工～機器組込み 　望ましい
②鉄道車両開戸 ・溶接、塗装(要相談)、水密シール
(側開戸、妻開戸、 ・SUS304 、A5083P、A5052P、
前面貫通開戸) 　ｔ1～ｔ3程度、アルミ形材

③鋳造加工～機械加工
③鉄道車両 ・バフ研磨からショットブラスト、

山口県 　アルミ鋳物製品 　アルマイト（AA10）まで
・AC7A　　H1000ｘW1000以下
機械加工 マシニングセンター（精度±0.01） ＊納期・単価・品質

10,000 自動車関係 ・研磨、焼入れ、表面処理まで 平面研削盤 　協力頂けると助かります
　　　設備部品 　一貫して出来る企業 ※複合加工機があれば好ましいです ＊納期は短いもので、

32 ・例　丸物　φ3～φ400ｘ5～700 　3日～1週、1ヶ月、2ヶ月の
　　　角物は手のひらサイズから 　案件もあります
　　　1000ｘ1000プレート物まで

愛知県 ・鉄～非鉄など様々
・少ロット（一個から）
機械加工 NC旋盤、NCフライス盤、 ＊見栄え、精度、納期

36,000 機械加工部品 ・主にAL、SUS、SS、樹脂 マシニングセンターなどNC機械全般 　アフターフォロー
　及び装置部品 ・1個～10個程度（量産物もあり）

128 ・サイズは大小様々
京都府

①パイプ曲げ加工～溶接加工 NCパイプベンダー ＊コスト提案力
100,000 マッサージチェア ・角パイプSTKMR290 ロボット溶接機 　スピード短納期対応

　　　　　　部材  (t1.6ｘ30ｘ16、t1.6ｘ32ｘ32など)
400 ・ロット500/月

②プレス加工（単発） プレス機（40ｔ～300ｔ）
・SPCC、SAPH400、SECC、SGCC
・金型から（外注可）

③射出成形加工 射出成形機（40ｔ～860ｔ）
・ABS、PP、POM、PA6、HDPE
・金型から（外注可）
④ハーネス組立 ハーネス組立設備一式
・電線ANM1007-AWG20～28
⑤縫製加工 対応するミシンなど

鳥取県 ・PVCレザーと布
・自動車のシート関連の縫製経験必要

板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス ＊外観部品となるので高い
2,760,000 冷蔵庫用板金部品 ・レーザー加工、R曲げ、溶接、 タレットパンチプレス 　研磨技術と溶接技術を

　　　 　　　　バフ研磨、プレス加工まで プレス機（100ｔ未満）、バフ研磨機 　必要としております。
1,993 ・SUS304、SUS430 TIG溶接機、YAG溶接機など

岡山県 ・少ロット（1～10P程度）
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№９

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊少ロット品は短納期対応
23,800 各種シーラー部品 ・SS、アルミ、SUSなど マシニングセンターなど

・小物中心、少ロット
76

②板金加工 板金加工設備一式
・SUS304、303など　　t3まで
・少ロット
③ハーネス組立加工 ハーネス加工設備一式

大阪府 ・ロット50～300

車両架装部品 ①製缶加工 製缶加工設備 ＊多品種少量を得意とされて
250,000 ・切断・溶接・曲げ・仕上げ ブレーキプレス、パイプベンダーなど 　いるところ

・SUS、AL　　　　MAX□1000
190 環境機械部品 ②機械加工 五面加工機、門型マシニングセンター

・手のひらサイズから3500ｘ1500ｘ6000迄 マシニングセンター、フライス盤
・SS、S45C、SCM、SKD、hardoxなど 中ぐり盤など
③機械加工 旋盤、正面旋盤
・φ1500ｘ3000 ターニングセンターなど
・SS400、S45C、SCM

プラント設備 ④設計～製缶～機械加工 製缶加工設備
コンベアなど ・ベルト、エプロンなど種類多い

滋賀県 ・MAX20ｍ　　軽量～重荷重まで
・機械加工は外注可
プレス加工（鉄スクラップ用） プレス加工機 ＊ロット10ｔ(年6回）程度

1,926,000 鉄スクラップ
・鉄板くず（板厚0.6以下）支給 加工サイズ：210Ｘ370Ｘ230

303 　　　　　　20～25kg程度
大阪府

①塗装加工（メラミン焼付け） 焼付け塗装設備一式 ＊少ロット、短納期対応可能

1,087,250 制御用パーツ ・SS、SUS　　ロット10～1000 　な協力企業を求めております

317 ②板金加工～溶接加工 板金・溶接加工設備一式
・SS、SUS　　500角程度など
・鉄道関係の経験がある企業
③ハーネス組立加工 ハーネス組立設備
・材料支給

④半田付け加工 半田ごて
滋賀県 ・手半田付け

機械加工 NC旋盤、円筒研削盤 ＊高精度、価格、納期
10,000 射出成形金型部品 ・旋盤加工、内外径研磨 内面研削盤

・φ20～φ80～全長50～290くらい
100 ・主にSTAVAX、HPM38、NAK80

大阪府 ・2～70個
・研磨のみの加工及び研磨外注可
板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレスなど ＊ISO9001取得されている

8,000,000 建設機械用 　企業が望ましい
　キャビン部品 ・板金加工品、ロールフォーム部品

1,892 ・SS、SPHC－P、SAPH－P
広島県 ・ロット10～500

①機械加工 NC旋盤 ＊小ロット、短納期対応
276,700 減速機部品 ・Tm30×P6、Tm40×P8～Tm220×P20 マシニングセンター

①台形ネジ ・オネジ:S45CH、非調質鋼
230 （オネジ、メネジ） 　メネジ：ALBC相当

②カバー ・長さ1ｍ～6ｍ　　・小ロット
③フランジ・ ②板金加工～焼付塗装 レーザー加工機、タレットパンチプレス
　アダプタ ・サイズ:5×10尺 ブレーキプレス、TIG溶接機

・SUS304、SPCC　MAX3t 粉体・液体塗装装置(トロリー式)
・ロット20程度
③機械加工 NC旋盤、マシニングセンター
・MAX400～600φ×300t NCフライス

三重県 ・SS400、FC200、S45C等
・小ロット
機械加工～研削加工 NC旋盤、放電加工機 ＊弊社は精密研削砥石の製造

45,000 砥石部品 ワイヤーカット放電加工機 　を行っています
・クイル、軸 ・SS、超硬など 平面研削盤、円筒研削盤 ＊砥石に取り付ける部品など

245 超硬芯棒 ・サイズや形状は多種 内面研削盤　など 　供給できるメーカーを
・φ10～φ40（φ10以下もあり） 　探しています

京都府

機械加工～焼き入れ～ロー付け 旋盤(汎用・NC)、フライス(汎用・NC)、 ＊当社は創業70年の超硬メー

56,000 金型部品・治工具 ・30～200角、 焼入れ設備、ロー付け設備、 　カーです。メインは超硬で

パーツ、ゲージ 　丸物 超硬100～130φ×40～50ℓ、 研削盤(円筒、内面、平面、治具、 　すので、超硬を加工できる

56 　　　　　　　　等 　スチールMAX300φ×10～1000ℓ プロファイル)、ワイヤーカット加工機 　取引先を探しています

・超硬(G1～G6で、材料支給可)、 放電加工機 ＊多品種小ロットでの案件が

　スチール、ジルコニアセラミック 　多いので、その対応ができ

　　　　　 　等 　ること、また、見積案件も

・超硬以外の案件もあり、その他 　多いので、レスポンスの早

大阪府 　加工先も探しています。 　い会社様が希望です

製缶加工（板金加工） 各種溶接機、フライス盤 ＊設計部門があること
600,000 ロボット用 製缶・板金加工設備

架台 ・SS材、ｔ15程度まで
1,900 カバー ・設計できる企業歓迎

・架台　1300ｘ1300ｘH1000程度
大阪府 　　　　　　　　（角パイプ構造）

裏面につづく
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№１０

№ 企業名・所在地
資本金(千円)
従業員(名)

発注品 加工内容 必要設備 要望事項
（協力企業として求める内容等）

①鍛圧機械部品 ①機械加工 NC旋盤、マシニングセンター ＊迅速な対応力(見積作成、提出、

90,000 ・SS、炭素鋼全般、SUS、SKD 横中ぐり盤、五面加工機など 　品質関連の提出書類）、誤削を

・φ20ｘ50～φ1500ｘ7000 　しない、トラブル時の迅速な

450 　重量0.1kg～30ｔまで　 　報告・連絡・相談・品質と納期

　に対する意識の高さ

②製鉄向け製缶品 ②製缶加工～機械加工 製缶・溶接設備一式 ＊部品加工から組立、現地電気・

・最大2000ｘ2000ｘ5000程度まで クレーン 　据付工事できる企業歓迎します

・機械加工は外注可 ＊多品種少ロット中心

長崎県 ③制御盤 ③製作～組立 制御盤製作・電気配線・組立設備一式 ＊0.01単位までの加工精度を要

・設計からの案件もあり 　するものもあり

①機械加工 NC旋盤、ターニングセンターなど ＊多品種少量
48,000 生産設備に係る治具 ・円盤形状φ500～φ600ｘL50 ＊自動車会社で実績があるところ

・シャフト ・シャフトφ30～60ｘL700～1000 ＊SKD61加工が得意な企業歓迎
400 ・コレット　など ・SS、S45C、SCM、SKD

②歯切り加工 ホブ盤、歯車研削盤など
・φ100～φ300中心

東京都 ・SS、S45C、SCM、SKD

機械加工～板金加工～製缶加工 金属加工全般の設備 ＊短納期対応1W～2W
30,000 熱圧着設備用 ＊QCDの確保

　　金属加工部品 ・例　800ｘ600ｘｔ16、
80 　　　手のひらサイズなど

・SS、AL、SUS、S45Cなど
大阪府 ・1ヶ～100ヶの少ロット

設計～製缶加工～機械加工 各加工設備一式 ＊加工内容の各部品を外部
75,000 プラント設備 　　　　塗装～電気工事～試運転 　にて調達し、品質、コスト､

・送風機 　短納期対応可能な協力会社
80 ・産業機械 ・各単体の加工でもOK（外注も可）

・省力化機械 ・SS、SUS、SCM、S45C
　　　　　　部品 ・サイズは大小様々

大阪府 ・受注生産品

①プレス加工 プレス機（150t程度まで） ＊QCDを兼ね備えたモノづくり
900,000 繊維機械部品 ・SPCH-P、SUSなど 　体制が確立していて、後継

　 ・金型から(外注可)、単発中心 　者も含めて継続的な取引に
3,160 ②射出成形加工 射出成形機(125t程度まで) 　対応できる企業

・ABS、PPなど
・金型から(外注可)
③機械加工（樹脂切削） NC旋盤、フライス盤

石川県 ・手のひらサイズが主 マシニングセンターなど
・ABS、PPなどの樹脂
機械加工 NC・汎用旋盤（φ400まで） ＊短納期対応、コスト協力

10,000 自動車部品 ・少ロット マシニングセンター（□400まで） 　していただける企業
半導体部品 ・SS、AL、SUS ＊品質力のある企業

56 医療関係部品
大阪府

製缶加工～機械加工 製缶加工設備一式 ＊海上輸送ができる設備、
50,000 発電所ボイラー 　仮組ができる設備がある

　　　の非圧品 ・大型製缶品、精密製缶品など 　企業歓迎します
120 ・ダクト・歩廊 ・取りまとめて一貫製作できる企業

・ケーシング ・SS400、SM490、SUS304、SUS316
広島県 ・サイレンサー 　SUS310S、INONEL

調理道具・器、 ①木工加工 木工旋盤、ルーター他 ＊当社扱い品（ＨＰ参照）の
95,650 キッチングッズ、 　類の各種商品の外注加工、

雑貨(生活・キッ 　商品のご提案、少量多品種
70 チン・浴場)、 　対応。

什器・備品、和装 旋盤、切断機、研磨機他 ＊天然素材を扱う業者様（中
雑貨用品他 　小問わず）とのご商談を希

岐阜県 ※食卓に載る程度 　望します。　
　の小物

製缶加工 製缶加工設備一式 ＊弊社製品は量産品ではなく

98,000 ボイラー構成部品 　受注生産のボイラーとなり

・フレーム ・SS、SUS、STK、SGP等 重量物が多いため5t、2.5tクレーン所有 　ますので、基本的には　スポット

113 ・歩廊 ・サイズは様々(輸送可能な大きさ) の企業が望ましい 　での発注となります

・空気・ガスダクト ＊材料込み、塗装まで対応

大阪府 ・排気筒　　　など 　いただける企業

①精密部品 ①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊品質・価格・納期などを
30,000 ・形状は多種あり（比較的小さい） マシニングセンターなど 　遵守して頂けること

・非鉄・鉄・樹脂など ＊長いお取引希望
80 ②各種ケーブル ②ケーブルのアッセンブリ 半田ごて

・半田・圧着が中心 圧着・圧接アプリケータ所有のこと

③制御盤 ③設計～製作～組立 電気設計、制御盤製作、電気配線など
　　　　　※据付までできれば尚可 　　　　　　　　　　　　対応設備一式
・板金・塗装など外注可

④自動機 ④設計～製作～組立
東京都 ・その都度打ち合わせ

機械加工 五面加工機 ＊発注品に対しての納期厳守
15,000 産業機械部品 ・製缶フレーム 門型マシニングセンターなど 　と検査図の添付

　　　　（2800ｘ1000ｘ700）
12 ・大物ベースプレート

京都府 　　　　（2800ｘ1000、ｔ12）
・SS、SUSなど

①機械加工品 ①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊多品種少ロットの製作が
100,000 ・φ50～φ500、□50～□400、シャフト等 縦・横マシニングセンター 　可能な企業

・S45C、多品種少ロット
300 ②製缶加工品 ②製缶加工～機械加工 五面加工機、門型マシニングセンター

・薄物～厚物、カバー、架台、その他 横マシニングセンター、横中ぐり盤
・SS400、SCM440 各種溶接機など

③精密歯車 ③機械加工（歯切り加工） NC旋盤、ホブ盤
佐賀県 ・φ50～φ300 歯車研削盤など

・SCM440
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②天然素材(石、紙、竹、硝子、一部金
属)の切断、切削等

97

98


