
関東5県ビジネスマッチング商談会2018 発注企業・発注案件一覧

1 ㈱アールビー 茨城県 8,880 約300 ・石油給湯器、システムバス ・給湯器用SUS、銅パイプ ・毎日納品、もしくは２日に１回の納品

2 アイテック㈱ 群馬県 2,000 65
・専用機・装置の設計製作
・機械部品の製造加工

・少数多品種対応可能 ・不問 ・不問

・専用機・装置の設計（メカ・電機）と組立（メカ組立・
電機配線）
・制御盤製作
・短納期対応可能

3 ㈱アイ電子工業 栃木県 10,000 107
・ソフト・電気・機械・設計・PLC制御設計の出
来る会社との連係

・短期案件や出張作業可能企業が望ましい

4 ㈱青木精機製作所 東京都 2,000 13
・航空宇宙機関連部品加工
・各種試験装置関連部品加工
・海洋関連部品加工

1. 中・小物 切削・旋盤加工（～φ500/□500）少量多品
種
2. 中・小物 切削・旋盤加工（～φ500/□500）量産（1ﾛｯ
ﾄ/1000個程度）
3. 大物 切削・旋盤加工（φ500/□500～）少量多品種

・鉄・アルミ・SUS・インコネル・樹脂
等　多岐に渡る

・マシニング・旋盤 他 ・自主的検査基準のあること

5 ㈱朝日ラバー 福島県 51,687 281（全社）

・工業用ゴム製品の製造・販売
 ASA COLOR LED、 ASA COLOR LENZ、
ASA COLOR RESIST INK、 卓球用ﾗﾊﾞｰ、 接
点ﾗﾊﾞｰ、
 医療用ｺﾞﾑ製品、車載用ゴム製品、工業用ゴ
ム製品、一般ゴム製品全般 etc

・加工委託、部品加工、製品購入、材料購入
（ゴム製品全般、樹脂成形品、金型等）

・ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ成形機、LIM成形機、特殊ゴム加
工、
樹脂射出成型、２色成形機、

①LIMの対応可能メーカ　②ゴム全般の対応可能
メーカ（海外工場があれば尚良）
③医療品の対応可能メーカ（ゴム加工、樹脂加工）、
④２色成形（LIM＋樹脂なら尚良）
⑤金型（超微細加工対応出来るﾒｰｶ）

6 アシザワ・ファインテック㈱ 千葉県 9,000 131 ・粉砕機部品
・機械加工（旋盤・フライスなど）、製缶、板金、組立て、
表面処理（バフ、メッキ、ブラスト）

・ SUS304、 SUS329J1、 SUS630、
SCS13,24Cr、SS、S45C 他

・旋盤・フライス・マシニング・五面加工機、
ターニング・キー加工・検査設備

・機械加工（超精密）・製缶（タンク製作が得意）・機械
加工・溶接・組立てまで一貫して対応出来る

7 ㈱アステクノス 静岡県 9,748 270 ・機械・電気設計、機械・電気組立、加工
・構想・詳細設計、電気ハード・ソフト設計、装置組立、
調整・現場工事、制御盤製作・配線作業、部品加工

・鉄、アルミ、SUS、樹脂　他
CAD(2D・３D）、工具全般、加工機（鉄・アルミ
他）

・海外出張や多関節ロボットのプログラム・ティーチン
グ実績があればなお可

8 ㈱アドバンス 埼玉県 8,000 約220
・試作品（自動車、OA機器、航空機、医療機
器等の試作部品）

・切削加工、真空注型、試作金型、石膏鋳造、試作板
金、3Dプリンタなどによる試作部品の製造
・塗装、鍍金、印刷などの各種表面処理
（小ロット・多品種）

・樹脂・金属全般

・各製法での加工や表面処理に必要な製造
設備および製造技術
・寸法精度や品質の確保に必要な検査設備
および検査技術

・1個からの小ロットを短納期において生産対応可能
であること
・機密保持を担保する方針と体制であること
・見積回答は早急に対応できること
・ISO9001の認証取得もしくは準ずる品質管理体制
が整備されていること

9 池田金属工業㈱ 大阪府 2,000 100
・JIS 規格ボルト、ナット及び関連部品の販売
・金属、樹脂等の製作品・加工品の販売

・加工内容：切削、プレス板金、ﾚｰｻﾞｰ、鍛造
・大きさ：丸物→φ0.5～φ200 角物→角1300
・数量：1～10000 個程

・ SS、 SC、 SCM、 SNCM、 SUS、
AL、真鍮、銅、チタン、工具鋼
(SK、NAK 等)
・難削鋼（ハステロイ等）

・旋盤、ﾌﾗｲｽ、ﾏｼﾆﾝｸﾞ、研磨機(円筒、センタ
レス、平面、ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ、ｱﾝｷﾞｭﾗ)、プレス機、
ヘッダー 等

・材料調達から(熱処理、表面処理等を含んだ)完成
まで対応頂けること
・品質管理を行っている
(工程内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)

10 ㈱石井機械製作所 栃木県 2,000 70
・自動車関連設備、航空宇宙関連設備、半導
体関連設備、専用治具、設計製作

・製品の大きさは特に指定がありませんが、少量多品
種、短納期に対応できることを希望します（一部 量産品
もあります）

・SS系全般（製缶品含む）
・FC系鋳物全般

・三次元測定機

・材料取り、製缶、加工、表面処理  一貫としてできる
ことを希望します
・生産管理体制と品質保証体制が整っていることを
希望します

11 ㈱いすゞテクノ 神奈川県 5,000 306

･事業内容　１）いすゞ自動車㈱ 工場生
産設備の保守、動力系の維持、組立＆搬
送装置の設計製作据え付け立ち上げ
２）いすゞ関連＆他社への生産設備の販
売

･工場の生産設備に纏わる　①設計・製作・組立
②治具類の製作

･S45C SCM420　SS34P　AL
･工作設備　①NC旋盤　②ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
③研削盤　④ﾌﾗｲｽ盤　⑤電気抵抗溶接機
⑥他

12 ㈱イトーキ 千葉県 527,700 1,900 ・スチール及びガラス パーティション等

・アルミ製品 → 3,500L～200L 製作図に基づく切断・穴
明け他の加工
・ガラス製品 → 3,000×1,200 製作図に基づく切断・穴
明け加工、シート貼り

・アルミ
・フロート、強化ガラス

・少量・多品種（サイズ）に対応していただける企業
様

13 岩手製鉄㈱ 岩手県 8,000 60
・鋳物（ＦＣ，ＦＣＤ，ＳＣＳ，ＳＣ，ＡＣ）
・機械加工
・省力化装置

・小物～大物、少ロット、量産品（１０００ケくらい） ・ＦＣ，ＦＣＤ，ＳＣＳ，ＳＣ，ＡＣ，ＳＳ ・ＮＣ．ＭＣ，研磨機等 ・高品質、短納期、低コスト

従業員数 (人)資本金 (万円)企業名 都道府県番号 主要生産品目 外注加工内容 材質 必要設備 外注先に求める特記事項等
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14 宇都宮螺子㈱ 東京都 5,000 100 ・ネジ、切削加工品、一般カタログ品
・大きさ：φ1～φ100
・数量：1ヶ～10万ヶ

・鉄、ステンレス真鍮、樹脂、その他 ・ヘッダー ・小ロット、短納期対応

15 エンシュウ㈱  浜北工場 静岡県 464,085 740
・工作機械、自動車部品の加工用治具（シリ
ンダーブロック、ヘッド等）

・精密部品加工、工作機械外観カバー、加工用治具 ・多岐 ・多岐

16 オーエスマシナリー㈱ 群馬県 40,000 122

・飲料容器関連機材
・産業機械（自動機械、省力機械）及びオー
バーホール
・精密金型（プレス金型、ブロー金型、イン
ジェクション金型）
・エンジニアリング

・多品種小ロットの機械構成部品などを中心に検討して
おります

・金属製品全般
・旋盤、フライス（NCを含む）やマシニングな
ど
・研磨機

・多品種小ロットを中心に短納期あるいは低価格で
対応可能な協力会社

17 大川精螺工業㈱ 茨城県 10,000 347
・ブレーキホース継手金具
・スタッドボルト
・充電コネクタ端子等

・冷間鍛造品の二次加工（φ５～φ３０、１，０００個～１
００，０００個）
・試作品の切削加工（φ５～φ３０、５０個～２００個）
・熱処理（調質）

・冷間圧造用炭素鋼（SWCH12A等）
・銅材（C1100等）
・合金鋼（SCM435H等）

・NC旋盤、マシニングセンタ、センタレス研磨
機等
・連続熱処理炉

・ISO９００１認証

18 大久保歯車工業㈱ 神奈川県 10,000 452 ・歯車、主に建設機械向け
・軸物旋盤加工、熱処理後研磨加工、全長200mm～
1000mm、φ60～φ200mm前後
・モジュール2～5、φ50mm～500の歯切り加工

・SCM420H SCM440H 他 ・NC旋盤、NC研削盤、NCホブ盤

19 大阪銘板㈱　東京OFFICE 東京都 48,500
290

（グループ
全体）

・自動車内装部品、各種樹脂筐体部品(家電
部品・雑貨部品等)

・樹脂成型及び2次加工
・小ロット(10～100/月)～大ロット(50,000～200,000台/
月)の生産委託
・その他、真空成型/インサート成形等の特殊加工

・PP,ABS,PC/ABS,PPS、PBT-GF入
り等
・汎用・ｴﾝﾌﾟﾗ・ｽｰﾊﾟｰｴﾝﾌﾟﾗ全般

・射出成形機　110ｔ～1300ｔ
・縦型インサート成形機や2次加工(塗装・メッ
キ等の加飾技術)設備があれば

・パートナーとして取り組んで頂けるメーカーを希望
致します
・小ロット～大ロットまで案件によって対応頂ければ
尚有難いです
・QCDについても製造パートナーとして管理頂ける
メーカー様

20 ㈱オースズ 神奈川県 1,000 43
・ＡＳＳＹ部品（トルクヒンジ・機構部品など）
・プレス部品
・板金・機械加工品

①機械加工（30～100㎜角程度の大きさ中心に数個～
数十個程度）
②プレス用の金型（順送・単発で２００トンクラス）
③各種処理

・鉄、ＳＵＳ、アルミ、銅中心 ・各加工内容に必要な設備
・ＱＣＤを満たすことはもちろんですが、弊社の製品に
対して付加価値の向上と
競争力向上にご協力いただける企業様を求めます

21 ㈱オータ 東京都 1,000 87 ・各種ネジから精密機械加工部品まで

・旋盤加工品　φ50～100位まで　ロット１～10個、50～
100個
・マシニング加工品　50～100角　ロット1～10個、50～
100個
・旋盤、マシニング部品と板金部品を溶接まで対応可
ロット1～10個　50～100個

・鉄・SUS・真鍮・アルミ・銅・
樹脂

・ＮＣ旋盤
・ＭＣ
・板金設備、溶接設備

・品質管理が整っている
・加工+メッキまで一貫制作が可能
・加工+溶接まで一貫制作が可能

22 ㈱オーディオテクニカ 東京都 10,000 570
・ヘッドホン、マイクロホン、ミキサー、アンプ
等

・塗装、印刷、キャスト（外観品） ・真鍮、アルミ、亜鉛等 ・塗装、印刷一般、キャスト（100～200t前後）
・塗装、印刷業者を探しています　キャストは塗装ま
でまとめられる業者であること

23 ㈱大西熱学 東京都 10,000 230

・環境試験装置（各種カロリーメータ/バイオ
関連装置/各種恒温恒湿槽/超低温装置/オ
イル循環率測定装置/冷凍冷蔵・給排水衛生
設備空調関係機器等

・製缶板金　W×D×H（ｍｍ）　サイズは２，０００×１，５
００×２，０００程度
・機械加工品　定盤・シャフト・プーリー等　様々な製作
品あり
・数量は弊社の装置本体がワンオフの為、製作数１から
が大半

・SS400（要塗装）
・SUS304（２B・HL）
・その他　真鍮・アルミ・塩ビ・アクリ
ル・積層板等装置の内容により使用

24 大森機械工業㈱ 埼玉県 23,800 587 ・包装機
・部品、ユニット、機械の製作
・数量は 1ロット1個 から多くて 100、200個ぐらいです

・ SS400、 SS330、SUS304、SPCC
等

・汎用、NC旋盤、フライス、マシニング、ブ
ローチ、レーザー切断機（厚板、型鋼）、平面
研磨機 等

・量産（50～200個）の専門加工業者、ユニット組立等
依頼できると助かります

25 ㈱桶谷製作所 愛知県 2,000 110
・大型部品、製缶～機械加工及び付帯部品
加工商社

・製缶～機械加工～処理までできればありがたいです ・SS、アルミ、SUS、難削材等 ・製缶設備、マシニング設備 ・Q、C、Dを求めております　短納期対応
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26 オリエンタル技研工業㈱ 茨城県 100,000 180
・板金加工製品、木工品、樹脂加工製品、制
御盤　ほか

・小部品から完成品まで多種多様
・数量は受注生産の為　案件による

・スチール、ステンレス、パー
チクルボード、塩化ビニル ほ
か

・板金：レーザー加工機、タレットパンチ、ベン
ダー　ほか
・木工：NC加工機、木口貼機　ほか
・樹脂：NC化工機、溶接機　ほか

・外観図から製作図を自社で設計していただける企
業を求めています。

27 ㈱カープ 東京都 1,000 10
・ドアービューアー、玄関ドアに付ける防犯レ
ンズ

・15φ～２６φ ・真鍮、クローム、メッキ ・自動機 ・仕事は一年中有り

28 ㈱カナイ 神奈川県 10,000 13
・メラミン焼き付け塗装加工、ニッケルメッキ加
工、無電解ニッケル、レイデントメッキ、挽き
物、機械加工

・表面処理はサイズが約1,000ミリ角以内
・機械加工品は小物品

・主にSPCC材、アルミ材による塗
装、メッキ、機械加工品

・多品種少量に対応して頂ける企業様

29 カブトプラテク㈱ 茨城県 1,000 65
・各種プラスチック素材の機械加工（精密機械
加工・曲げ・接着・溶接など）

① 旋盤加工品（特にφ300以上のサイズ）
② フライス加工品（Ｌ＝1000以上のサイズ）
③ 量産品（100個以上1000個位）

・プラスチック全般（汎用～
スーパーエンプラ）

①NC旋盤・複合旋盤
②NCフライス・MC・５軸があればなお結構で
す
③自動旋盤など

・見積りや納期回答などのレスポンスの良さを評価し
ます

30 川口板金㈱ 埼玉県 7,720 250

・トラック・バスのフレーム部品のプレス加工
・レーザー加工（主に中厚板のハイテン材）
・その他自動車部品の加工、金型の設計、製
作

・プレス加工
・金型設計、製作
・設備設計、製作または設備保全

・中厚板のハイテン材（t3.2～t8.0、
45K鋼～80K鋼）
※材料は支給

・500t以上のプレス機

・金型設計、製作に関して、鋳物加工できる場合なお
可
・設備設計、製作に関してはロボット関連設備に対応
できる企業

31 ㈱川崎精工所 栃木県 2,000 93 ・自動車、建築関係の金属プレス製品

・２００t　５連のラインペーサーでの金属プレス金型（絞
り製品）の設計、製作、立会い
（t０．８+ｔ０．４の２枚合わせでの加工を含む）
・２００～３００tの金属プレス金型（順送）の設計、製作、
立会い

・鉄、ステンレス、他
・２００t程度のトライプレス機、型図は、CAD
化

・社内トライの立会い、短納期、安価な型費

32 川島金属㈱ 埼玉県 3,200 67
・金型用、特注モールドベース、部品加工（金
型・FA）

・案件により ・案件により
・マシニングセンター、平面研削盤、ラジア
ル、放電、ワイヤー等

・QCD、見積回答スピード、表面処理まで一貫対応

33 北芝電機㈱ 福島県 114,800 661

･電力システム：　電力用変圧器、受変電シス
テム、制御システム、回転機、発電システム
機器
･産業システム：　誘導溶解炉、誘導加熱機、
冷却システム機器
･モータシステム：　車載モータ車載用モータ
（エアコン用ブロワモータ・ラジエター用ファン
モータ）

機械加工、プレス、製缶、板金、溶接、塗装、めっき、ゴ
ム成形、樹脂成形、製缶
・車載モータ  ：外径約70ｍｍモータ部品（プレス部品、
樹脂成形部品、ばね）
・誘導溶解炉 ：炉体製缶（Ｗ３×Ｌ３.５×Ｈ３ｍ　３.５ｔ）
・誘導加熱機 ：台車製缶・機械加工（Ｗ３×Ｌ４.５×Ｈ１.
５ｍ　７ｔ）

・車載モータ ：ｔ0.5～3.2鉄
板、線材、熱可塑性樹脂、硬化
性樹脂、ゴム等
・誘導溶解炉 ：炭素鋼
・誘導加熱機 ：炭素鋼

・車載モータ：各部品に対応できる設備　･プレ
ス部品　順送　約125～300ｔ,トランスファー 約
300ｔ～500ｔ
･樹脂成形 熱可塑性、熱硬化性樹脂　約80ｔ
～200ｔ樹脂
・誘導溶解炉：5ｔクレーン
・誘導加熱機：１０ｔクレーン、５面加工機、横
中繰り

・車載モータ：自動車用部品の為実績があり品質管
理、調達能力がしっかりしていること
・誘導溶解炉：価格競争力があること
・誘導加熱機：大型製缶品の加工ができること

34 ㈱京三製作所 神奈川県 627,030 1,953（連結） ・鉄道信号制御装置
・板金塗装
・2150×1200×900（塗装する板金の大きさ）

・SPCC、SPHC、SECC ・塗装設備

・SPCC、SPHC材に塗装する場合は必ずボンデ処理
が必要
・鉄鋼が重なり、合せ目内部にボンデ処理液が残る
構造にはシーリング作業が必要
・外面の溶接仕上げグラインダー痕と素地キズには
パテ付け作業が必要

35 ㈱共和工業 神奈川県 2,200 27 ・切削 ・小物～大物　小ロット～中ロット ・金属全般 ・MC、旋盤

36 ㈱協和製作所 富山県 100,000 110 ・銑鉄鋳物部品（FC,FCD,FCV）

・銑鉄鋳物部品（FC,FCD）で特に10㎏/個～500㎏/個
程度のものが困っています
・5㎏/個～10㎏/個　程度のものも対象とします
・数量はAVE 10個/月～300個/月、多いもので300個/
月～500個/月
・アルミ鋳物・銅鋳物

・FC250～300、FCD450～FCD700
・自動ライン
・自硬性（FP）ライン

・ISO取得は必須
・品質保証を自社内で最低限出来る事（QC工程表・
検査成績表・ミルシート等、要提出）
・Q、C、Dを徹底管理出来ている
・レスポンスの速さ

37 ㈱清国 栃木県 2,000 134 ・自動車部品、OA部品、オーディオ部品
・金型　６０ton～４００ton　単発、順送金型、/塗装、メッ
キ

・鉄、ステンレス、アルミ
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38 クボタ化水㈱ 東京都 40,000 120 ・排水処理、排ガス処理設備 ・製缶、作業台、架台、配管ラック、階段、歩廊、製作盤
・製缶：SS、FRPが主体（一部SUSあ
り）

・製缶大きさ：受槽（１㎥～５０㎥）など製作が
可能な設備

・社会保険に加入していること
・排水処理プラント向け経験があって製作のみなら
ず、据付工事まで対応可能な会社

39 栗田工業㈱ 東京都 1,345,000 1,516
・水処理設備の設計・建設・運営・メンテナン
ス

・水処理製缶、動力制御盤、プレファブ水処理スキッド
品・規格品
（小型製缶、大型製缶、ゴムライニング製缶）

・SS400、SUS304 ・ｸﾚｰﾝ設備

40 ㈱ケアコム 群馬県 9,000 250
・ナースコール機器
・医療・福祉施設向けの情報・通信システム
の開発・販売

・数CM～数10CMの大きさの部品がメイン
・小ロット対応希望（ロット　数10～数100）

・成型部品（ABS・AES等）
・板金部品（SPCC・SECC等）
・シート関係

・400～500t クラスの大型成型が可能
・小ロット対応可能
・新しい取り組み・技術等　アピール可能なポイント
がある

41 啓装工業㈱ 埼玉県 5,500 187 ・半導体、電子部品製造装置関連製造
・製缶切り出し、溶接加工　3次元パイプ加工
・1400×1200(STKR)  SUS

・上記 ・3次元パイプ加工機

42
京葉プラントエンジニアリン
グ㈱

千葉県 8,000 142
・産業プラントの設計、調達、建設および保全
業務

・熱絶縁素材（ベークライト、FRP等）の加工品、真空系
継手等

・小ロットで対応が可能なこと

43 ㈱ゲートジャパン 東京都 1,000 25

・金型パーツ(プレス・インジェクション・ダイカ
スト)
・自動機パーツ(スチール全般、超硬、セラミッ
ク、樹脂)

・超硬、樹脂、　セラミック　加工
・金型一式(プレス・インジェクション・ダイカスト)
・自動機　設計～組立まで

・スチール全般、超硬、SUS、　セラ
ミック、　樹脂

フライス、MC,　研削盤、ワイヤー放電加工
機、型彫り放電加工機

・ご相談しやすい雰囲気

44 光陽精機㈱ 茨城県 4,000 170
・油圧シリンダ・オイルダンパーの設計製造販
売

・φ100～500程の旋盤加工
・多品種小ロットまた、油圧部品の加工経験があると良
い
・トラニオン、ロッドクレビスなどの加工

・S45C
・SCM435（一部）

・NC旋盤・汎用旋盤
・横型ﾏｼﾆﾝｸﾞ

45 光和商事㈱ 東京都 5,210 94

①パイプ（建機用） φ6～φ30まで
②大型板金 W 2m×H2.5m×D1m目安
③長尺シャフト φ20～φ50
④油圧部品 プーリー・フランジ・治具など

①TP6・TP8相当、全長300～1,000相当品
②板厚2.3～6mm、溶接・塗装対応尚可
③全長 １～3m程度、φ20～φ50、キー溝加工
④加工、熱処理、表面処理、研磨仕上加工 一式

①OST、NTG 他
②SPHC、SS400 他
③S45C、SS400 他
④J4SC、SCM435 他

①パイプ切断・曲げ・端末・穴開・ロー付け加
工機
②溶接機・三本ローラー・レーザー加工機 な
ど
③NC旋盤・研削盤・マシニングセンター・三次
元測定器
④NCフライス・NC旋盤・マシニングセンター、
三次元測定器

・QCDが優れている　量産よりも小ロット対応可能
コストに自信

46 サーマル化工㈱ 埼玉県 1,000 10 ・金属熱処理加工業

・真空熱処理（焼入れ・軟窒化・固溶化）　1000L以上が
望ましい　単体で30～50kg　500kg/月
・熱処理用トレー・治具（100×250×0.8）　メッシュ　パイ
プ加工品など　20～100ロット

・ハステロイ・SKD・SKH・
SUS304.316.310　SUS631.632
・インコネル　チタン　SUS304・316・
310S

・真空熱処理炉（700×700×1000以上が望
ましい）
・設計・材料手配・溶接が1社で対応可能なこ
と

・トレーサビリティーがとれること・研究機関に関して
の秘密保持が可能なこと
・図面が無い製品からの設計・制作に柔軟な対応が
可能なこと
・上記2案件にコストの制限はありません

47 ㈱サーマル那須工場 栃木県 4,937 75 ・工業加熱装置、金属熱処理炉
・タンク・気密製缶、大型機械加工品、装置製作委託、
設備搬入据付・各種メンテナンス助勢
　（発注品は一品一様、個別受注生産につき多種多様）

・SS、SUS304、SUS316、SUS310S
　（インコネル等耐熱合金の対応が
できれば尚良し）

・製缶品…各種溶接機及び技能（アーク溶
接、TIG溶接、MIG溶接、プラズマ溶接等）
・機械加工…フランジ面加工～φ2500程度ま
で
・自社インフラが多種完備されているのが理
想ではあるが、協力会社のネットワークが安
定して保たれていれば特段問題なし

・QCDのバランス、円滑な窓口対応、納期融通

48 サクサテクノ㈱ 山形県 40,000 300
・ﾌﾟﾘﾝﾄ基板/ﾌﾟﾘﾝﾄ基板検査装置/通信機器/
情報機器/産業機器/特殊装置

・今現在案件は御座いません。
・今後事業の拡大をしていくにあたり、情報の収集なら
びに協力会社様と協業により案件獲得を目指しており
ます。

・EMS関係･･自社で海外工場を保有、もしくは提携し
ており、国内で品質ｺﾝﾄﾛｰﾙできること。
開発・設計関係･･企画ﾚﾍﾞﾙ、提案ﾚﾍﾞﾙ、ｲﾒｰｼﾞ図等
から製品の開発設計ができること。

49 ㈱佐竹製作所 埼玉県 5,000 176
・SUS、真鍮、鉄等の自動盤、NC、MCによる
製作物

・φ3～φ20　　100,000個/月
・φ10～φ60　　1個～個

・SUS、真鍮、鉄、アルミ、難削
材

・自動機（スイス型、固定型）、NC旋盤、MC、
アルゴン溶接、組立、板金、表面処理等
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50 ㈱サツマ超硬精密 大阪府 1,000 55 ・金型部品、治工具、機械部品、超硬部品
・大きさ：大小問わず、深い長いが出来れば
・数量：１ヶ～１００ヶくらい

・アルミ、SUS、真鍮、銅、難削材（イ
ンコネル、ハステロイ、チタン等）

・フライス、旋盤、研磨機等 ・見積が早い事、検査をして出して頂ける事

51 三英電気工業㈱ 埼玉県 1,000 25
・高周波同軸コネクタ、変換アダプタ、アレス
タ、導波管用アダプタ、光用レセプタクル　な
ど

・外径：φ１５～φ９０、高さ：ｔ１５㎜～７０㎜、数量：１０個
～１０，０００個（変種変量）

・黄銅、りん青銅、エコブラス、ベリリ
ウム銅、ステンレス、ＰＴＦＥ、ＰＯＭ、
ＰＳ、ＰＣなど

・ＮＣ、ＣＮＣ（バー材の自動供給装置があると
量産対応に向いていると思います）

52 山九㈱プラント事業部 千葉県 2,861,900 10,785
・製缶加工品　　　　・製缶、機械、組立品
・機械加工品
・製缶、機械加工品

・３．０ｍ（Ｗ）×３．０ｍ（Ｈ）×１０．０ｍ（Ｌ）以上取扱可
能
・製品単体重量　：　１０ｔ以上取扱可能

・ＳＳ
・ＳＵＳ

・製缶工場のクレーンが１０ｔ以上である
・大型機械加工装置保有（五面加工機、ター
ニング、長尺旋盤等）
　＊上記条件は片方だけでもＯＫ

・製鐵所向けの大型加工品製作が対応できる工場

53 三恵技研工業㈱ 東京都 50,050
単体：570

連結：2,406

・自動車内外装部品
・樹脂成型品　樹脂めっき品　樹脂塗装品
めっき上塗装品

・樹脂金型作成、樹脂成型
・樹脂塗装、樹脂めっき

・PP、AES、ASA、ABS、PC-ABS、
PC、アクリル等

・INJ成形、塗装設備 ・自動車外装スペックを満足できる事

54 三正工業㈱ 東京都 3,000 85

・油圧機器部品・空気圧機器部品・真空機器
部品を中心とした精密機械加工部品の組立・
製造販売
・スプール、ピストン、スリーブ、プラグ、アッセ
ンブリまでを一貫提供

・大きさ：φ５～φ２００、角物も有
・数量：ロット１０～２０，０００（３００～１，０００の仕事が
多い）

・鋼全般、ステンレス、アルミ、真鍮、
樹脂、その他

・ＮＣ自動旋盤、ＮＣ旋盤、マシニング、研削
盤、その他

・切削、旋削、研削メーカー様で、ＱＣＤがしっかりし
ている事
・熱処理メーカー様、表面処理（メッキ）メーカー様も
探してます

55 サンリツオートメイション㈱ 東京都 13,260 143
・産業用コンピュータ機器
・交通インフラ機器
・医療機器

・板金加工（電子機器の板金部品、制御盤等の板金溶
接筐体）（ロット10～50程度）
・組立配線（筐体や盤の組立配線）（ロット10～50程度）

・ SECC 、 SPCC 、 SUS304 、
SUS316、SUS430、A5052等

・精密板金加工が製作可能な設備
（3Dcadデータを加工データとして使えると良
い　ただし必須ではない）

・品質管理体制を整えていることが望ましい

56 サンリット工営㈱ 東京都 5,045 45
・アルミ合金製手摺、ルーバー、その他周辺
商品

①ステンレスSUS304のアングルなどの小さな部品
②焼付塗装
③ナイロン樹脂、塩ビのキャップ、カバー(追加)

・アルミ、ステンレス、スチー
ル、ナイロン樹脂、塩ビ

・特殊なものはありません

57 しのはらプレスサービス㈱ 千葉県 9,000 200

・プレス機械法令点検代行・保守・安全化工
事・リビルト・レトロフィット・改造業務・機械移
設に伴うエンジニアリング・プレス用ロボット開
発・製造・販売・オーダーメイドプレス開発・製
造・販売・安全教育・安全装置販売

・基本的に単品モノです
・製缶+機械加工品、歯切り加工(外歯、内歯、ウォーム
等)
・サイズは、手で持てるものから4000L以上の製缶品も
あります

・鉄が多いです
・門型・ボーリング等
・歯切り加工機械全般

・単品、短納期が多いです　納期対応や修理の追加
工対応していただけるところは末永くお付き合いして
いきたいと考えています

58 芝浦メカトロニクス㈱ 神奈川県 676,100 1,207
（連結）

・半導体製造装置  　・FPD製造装置
・真空応用装置      　・各種応用装置

・精密加工部品  　・大物製缶部品
・真空チャンバー
・PVC処理槽、タンク   SUS処理槽、タンク   テスリ、他

・ SS41 、 SUS304 、 303 、 樹 脂
（PVC、テフロン他）

・マシニングセンタ、大物加工機（5面）、溶接
加工、精密測定（三次元測定器、他）

59 ㈱シマデン 埼玉県 9,000 75 ・工業用温・湿度制御機器の開発・製造・販売 ・製品組立・基板実装等 ・SMT実装機・半田付け装置（鉛フリー） ・少ロット生産対応

60 ㈱上備製作所  高崎工場 群馬県 12,000 75
・圧力容器、鉄骨構造物、化学諸機械（多管
式熱交換器、貯槽、反応器）、一般産業用機
械

・10㎡～100㎡熱交換器、1㎥～100㎥貯槽 ・SS、SUS304、SUS316 ・ターニングロール、Tig溶接、CO2溶接 ・法規対応（消防法、二圧、一圧対応）

61 ㈱シンキー 東京都 9,900 101 ・自転公転式ミキサー ・旋盤加工φ30～100　年間10個～1000個 ・ｽﾃﾝﾚｽ・鉄・樹脂・ｺﾞﾑ ・旋盤加工及び簡単な組立が出来る
・加工だけでなく組立も含めた納品を出来る業者が
第一希望となります
※加工だけ・組立だけでも可

62 ㈱新盛インダストリーズ 東京都 3,500 71
・電子ラベルプリンター
・ハンドラベラー
・ラベル　など

・樹脂成形、板金加工、切削加工、基板実装（部品調
達・検査含む）
・量産部品で年間500～3000個程度、小物が多い、長
期安定供給希望
・オプション部品だと10～100個のものもある

・樹脂成形（外装品 ABS着色V-
0、POM、PCなど）
・板金加工（SUS、アルミ他）小
ロット～1000個程度 バリキズ
不可
・切削加工（SUS丸棒、アルミ
板）φ3～6

・初物や金型サンプルは全寸法測定での検
査成績書が必須のため、測定対応可能なこと
が必要です
・3DCADデータ対応希望

・金型は弊社にて買い上げて貸与します
・弊社フィリピン工場への供給が可能であれば尚可
・支払条件：月末締切翌月25日支払、税込8万円以
上手形120日希望
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63 ㈱シンテックホズミ 愛知県 35,000 440

・自動車生産設備、生産準備支援、ロボット
ティーチング
・ＡＧＶ導入支援、周辺設備設計製作、据付工
事
・テクニカルドキュメント
・デジタルコンテンツ
・映像コンテンツ

① 小物製缶加工品（両手で持てるぐらいのサイズ）
② 樹脂の切削、成形品
③　ワイヤハーネス

① SS400,S45C
② MCナイロン、標準ナイロン
③ 弱電用ケーブル信号用ケーブ
ル

① 機械加工機、溶接機
② 樹脂加工機、成形機
③ 各種アプリケーター

・リードタイム3W以内、迅速な見積り

64 新日本工業㈱ 神奈川県 1,300 29 ・自動車関連・電力関連・建築関連 他 ・微細～大物加工まで各種（数量も少ロット～量産まで）
・鉄・SUS・アルミ・他 非鉄・
銅

・NC旋盤・マシニングセンタ・各種研削盤・汎
用旋盤 等 他

・納期厳守・品質管理

65 鈴与マタイ㈱ 長野県 5,000 152

・客先支給図面による鋳物～加工完成品まで
のワンストップ製造委託　試作、多品種少量
品、量産品まで業界、材質は多岐に亘ります
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

・小物から大物までの多品種少量～量産品
・鋳物(特にFC,FCD)、加工は、
鋳物をはじめ金属材料全般

・鋳物：F1造型機、少量でも自動造型機にて
対応　大きめ枠対応　短納期対応
・加工：鋳物加工が得意であること（鋳物の超
精密加工ができるとなお良い）
・自社にて多品種少量生産対応　短納期対応

・見積り回答のスピード
・品質管理体制の充実（品質クレーム０を目指す）
・難しい物件に積極的に取組姿勢
・技術継承がなされている事
・生産量（キャパ）に余裕がある

66 ㈱スバック 東京都 3,917 90
・ねじ及び関連部品、冷間圧造部品、切削加
工部品、プレス加工部品、鋳造加工部品、バ
ネ製品、ゴム成型部品

・φ1以下の小径、φ50以上の大径、小ロット、量産の中
でどれか1つでも得意ならOK ・鉄系、非鉄金属な中でどれか1

つでも得意ならOK
・マシニングセンタ、NC旋盤、NCフライス盤、
三次元測定機があれば尚可。

・見積依頼に必ず回答して頂ける加工先（見積辞退
も可）

67 住友重機械モダン㈱ 神奈川県 20,000 160 ・樹脂成形装置 ・500角　程度まで希望　少量多種　短納期対応希望 ・S45C　SUS　アルミ ・マシニングセンター　旋盤 ・汎用機対応が可能であれば是非にお願いします

68 精工産業㈱  栃木営業所 栃木県 7,000 67

① 台板
② 治具関係
③ マンドレル（筒状）
④ シャフト（キー溝）
⑤ タップ

① 1400×900ぐらい（3枚1組） 上下面並行度0.05（専用
の測定治具有）
② 小物～全長500ぐらい
③ φ85×1000
④ φ65×4500
⑤ 200×200 機械加工

① SS400
② SS、SCM、SKD、SK、MCナイロン
など
③ SKD61
④ S45C
⑤ SKD11

69 ㈱西部技研 福岡県 10,000 320 ・VOCカセット、ユニット、除湿機 ・設計～製凾～組立～出荷　５ｍ×５ｍ×１ｍ　MA×５ｔ ・ＳＳ材、メッキ鋼板　等 ・工場高さ、クレーンが必要

70 ㈱誠和 栃木県 9,980 158
・施設園芸用の環境制御機器
・養液栽培システム
・省エネ・省力機器

・プレス加工・組立て ・ステンレス他金属全般
・コスト、品質及び短納期等々優良な企業
・部品調達から組立てまで、一貫生産可能な企業

71 ㈱第一 東京都 10,000 60 ・ゴム、樹脂、金属部品、産業資材商社 ・金属、樹脂 加工

72 大陽日酸㈱ 東京都 3,734,400 1,231 ・バーナー、バーナー関連機器

・バーナー製作はパイプ、丸棒、フランジを加工、組合わ
せるイメージです
・長さ　～1000mm、径　～100A程度です（目安です）
・数量は開発品は1形状1式、客先からの受注案件は1
案件数式程度です

・ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304 SUS310S）、
銅（C1020、C1220）、SSなど

・機械加工、溶接（SUS－SUS、銅-銅、銅-
SUS）
・完成検査（溶接部の浸透探傷試験、耐圧気
密試験、寸法検査）

・銅を含む溶接は、ろう付けではなく溶接が必要です
（高温にさらされるため）
・機械加工から溶接組立てまで一貫して対応できる
こと、あるいは窓口が一か所で対応できることを希望
いたします

73 太洋マシナリー㈱ 大阪府 9,000 100
・鋳造工場向け設備機械、産業廃棄物処理
工場向け設備機械

・受注案件に応じた製缶加工（架構、貯槽、ダクト類）品
製作、その他搬送機械（エプロンコンベヤ、バケットエレ
ベータなど）や大型の振動機械製作に関わる製缶・機械
加工・機械組立て、塗装作案など　製作図面は支給
・上記案件（プラント）に使用する制御盤の製作　製作図
面は支給

・主としてSS材
・天井クレーン、溶接機器、汎用工作機械全
般、ベンディングローラーなど

価格競争力、柔軟な納期対応能力　材料調達から完
成品の仕上げ塗装までの生産能力を有すること

74 ㈱タカシマ 東京都 6,800 270

・各種ボルトナット、締結関連部品、特殊加工
部品の製作・試作、弛み防止製品、建築関連
部品、各種表面処理、他　国内販売及び輸出
入

・加工径：φ50～φ200の切削加工可能な仕入先
・発注数量：試作、小中ロット（2桁～4桁）
・継続発注品及びスポット発注品対応　　　・短納期対応
可能

・SS,S45C,SCM435,SUS（304,
316,630）,黄銅,アルミ,チタン,
樹脂,鋳物

・5軸加工機（マシニング系、旋盤系）、CNC設
備（C軸Y軸搭載機）
・熱間鍛造加工（～M24迄のボルト形状が可
能な仕入先を特に探しています）

・納品毎に製品検査表の提出
・見積り等の対応が早い企業を求めています
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従業員数 (人)資本金 (万円)企業名 都道府県番号 主要生産品目 外注加工内容 材質 必要設備 外注先に求める特記事項等

75 ㈱武部鉄工所 神奈川県 13,500 500 ・輸送機器部品 ・1,000mm×1,000mm×1,000mm 程度 ・自動車専用鋼鈑 ・中型プレス以上 ・中厚板加工

76 ㈱ダンレイ 神奈川県 10,000 170 ・水道用バルブ ・①樹脂成形、②プレス、精密板金、レーザー加工 ・①PPS、②SUS304、SPCC ・三次元測定器 ・ISO9001取得

77 ㈱中央エンジニアリング 神奈川県
11,600
（含 資本
準備金）

540

①産業機械の設計･製作･各種試験、②情報
通信･家電機器の設計･開発･試験、③自動車
関連機器の設計･開発、④上記①～③に関連
するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ及び組込ｿﾌﾄｳｪｱの設計･開
発、⑥上記①～④の試験装置等の設計･製
作

①,②,③,⑤　回路設計、パターン設計、製造、ハーネス
製造、部品調達
④　C#,C++でのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ及び組込ｿﾌﾄｳｪｱの設計・開
発

78 ㈱ツガワ 神奈川県
9,500

（グループ
含む）

500
（グループ

含む）
・金融、通信関係、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ、交通ｲﾝﾌﾗ系 受託生産により大小あり。ﾛｯﾄ50～300中心 ・鉄、SUS、ｱﾙﾐ

・各種加工機器、塗装設備、組立ｽﾍﾟｰｽ
・ﾌﾚｰﾑ溶接加工

・板金加工に関する各種加工先を募集します　部品
対応から一貫生産対応迄求めています

79 ㈱ティーエヌケー 東京都 9,900 50
・機械装置の受託設計・製作、装置モジュー
ル化対応受託生産

・（角物）　10mm～2000mm　（丸物）　5mm～500mm
（数量）　数個～数百個

・ステンレス、鉄、アルミニウム、非
金属

・マシニングセンタ、NC旋盤、フライス盤、旋
盤、成形研磨機、平面研削盤、ワイヤーカット
放電加工機、精密板金用設備（レーザー加工
機、溶接機）、検査設備（三次元測定機、投影
機等の検査設備）

・品質管理、コスト対応力、納期管理

80 ㈱ＴＢＫ 東京都 461,730 2,650
・輸送用機器、大・中型用ブレーキ、水・油圧
ポンプ、エンジン部品

・機械加工、金型、プレス、鋳造、鍛造、塗装
めっき、熱処理、ゴム、樹脂

・ FC 、 FCO 、 AC2B 、 AC4C 、
ADC12、SC材

・ADC → 650t以上 ・IATF（環境・品質）等の認証取得を要する

81 ㈱ティラド 愛知県 854,564 1,556 ・自動車、建産機、空調機器他各種熱交換器 ・http://www.trad.co.jp/supplier/item.html　参照ください ・上記 ・上記加工に必要な設備、各種検査設備

・ISO9001認証取得が望ましい
・熱意をもって取り組まれること
・弊社製造拠点：神奈川県秦野市、滋賀県東近江
市、愛知県知多郡東浦町

82 ㈱テセック 長野県 252,100 195 ･精密加工部品
･シュート
20X40～150X250程度 ･S45C　SUS　DC53　SKD11他 ･マシニング　5軸加工機　研磨機 ･仕上げ精度が厳しい為、管理・測定環境が必要

83 東京ガスケット工業㈱ 埼玉県 8,017 70
・自動車・建機用部品（ガスケット・クリップ・ブ
ラケットステー、ヒートインシュレーター）

①プレス加工部品：手のひらサイズから1,000mmまで／
数量：10個～1,000個／月
②ゴム成型：上記同様

①SPHC,SAPH,SPCC
②NBR,フッ素,EPDM,シリコン,CR

・上記生産に必要な設備があれば機種は不
問

・材料調達が可能であり、小ロット生産が対応可能で
ある事。当社まで納品が可能である事。

84 ㈱東京自働機械製作所 千葉県 95,400 241 ･自動包装機械 ･手のひらサイズから門型加工品まで・多品種少量
･鉄、ステンレス、アルミ、FC鋳物、ア
ルミ鋳物

･都度相談 ･多品種少量生産を通常業務としている

85 東京特殊印刷工業㈱ 神奈川県 1,000 180 ・スクリーン印刷 ・スクリーン印刷、プレス加工、組立、等
・樹脂（PET、PC）、金属（アル
ミ）等

・上記内容に対応できる設備です
・上記内容に限定せず、工業製品に関するあらゆる
領域で、お話を聞かせて下さい

86 東京発條㈱ 東京都 5,400 200
・通信機器、電子機器に関わる精密板金、プ
レス品

・SPCC、A5052、SUS等 ・NCTP、レーザー、バリ取り機、スポット溶接

87 東光技研工業㈱ 神奈川県 1,000 20 ・洗浄用シャワーノズルおよび洗浄乾燥装置
・洗浄装置の一括設計製造現地対応まで　洗浄装置は
大小多数あり　得意なサイズで検討可能
・設計、製造、現地対応など部分的に検討も可能

・ 基 本 は SUS304 だが SUS316や
316Lなど

・設計、製作・組立可能な設備及び工場
ただし自社でなくても協力会社あれば検
討可能

・SUS製作時の段取り替えは必須（別工場が望まし
いが金型ほかSUS専用を使用とし段取り替えを希
望）、配管など水回りの経験あれば優遇
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従業員数 (人)資本金 (万円)企業名 都道府県番号 主要生産品目 外注加工内容 材質 必要設備 外注先に求める特記事項等

88 ㈱東光高岳 埼玉県 800,000 1,800 ・重電機器　製造販売
・大型製缶、板金・溶接、プレス、機械加工、樹脂成形、
ゴム、鋳造、鍛造、
塗装、メッキ

・鉄、ステンレス、非鉄（アルミ、銅
系）

・多品種少量対応、コスト、納期

89 ㈱東洋精機製作所 東京都 10,000 150
・プラスチック、ゴム、紙、塗料、インキ 等 試
験機・測定機

・配線、組立配線、槽、機械加工、板金加工 ・ステンレス、鉄、アルミ 等
・機械加工から組立、配線までできる業者を特に求
む

90 ㈱東洋ボデー 東京都 4,800 119 ・トラック荷台 ・鉄・ステン・アルミ ・レーザー ・短納期、少量多品種

91 ㈱栃木屋 埼玉県 5,000 240
・通信機用、配電盤用、その他の産業用機構
部品　蓋止、錠前　パチン錠　ヒンジ　ハンド
ル等

・プレス　ダイカスト鋳造　樹脂成形
・SUS　SPCC
・ZDC　ADC
・PA　ABS　AES　PE　POM等

・組立まで一貫生産が可能 ・化学物質調査の対応

92 ㈱豊通マシナリー 東京都 32,500 675

・機械商社につき生産品目なし
【主な事業内容】各種機械器具、コンピュー
ター周辺機器、計装機器、繊維機械等の開
発、製造、売買、およびこれらの仲立業、代
理業

・生産設備等の設計製作会社、電気、プログラムの
設計、配線・配管会社
・特に生産ラインの自動化、改造・改善を行うことが
出来る会社
・加工機の保守、修理、改造を行うことができる会社

93 ㈱トラウム 東京都 1,400 150
・ものづくり総合商社
・開発・組立・部品加工（金属・樹脂切削）板
金・鋳造製品・ハーネス　樹脂成形

・切削加工　φ3～φ100　1,000×1,000
・板金　ｔ0.5～ｔ5
・数量　1～100

・SUS  AL  CU  SS  インコネル　樹
脂一般
・マグネシウム

・マシニング　ワークサイジ　MAX１０００×１０
００複合旋盤　３次元測定器

94 トリニティ工業㈱　東京支店 神奈川県 131,100 751 ・製缶（タンク）、配管、ダクト、保温
・タンク（30㎡）、配管（10A～250A）、ダクト、保温（1,000
㎡）

・MS、SPG、SUS ・製作だけでなく工事まで一括請負を求む

95 長尾工業㈱東京営業所 東京都 3,000 88
・精密機械加工部品（通信機器・バルブ部品
等）

・NC自動旋盤複合機  ：　量産対応希望
・NC旋盤、M/C　 　    ：　1個から～試作レベルと300～
500個の量産
・基本的に手のひらサイズまで

・真鍮、SUS、AL、SPCC、樹脂 ・NC自動旋盤、NC旋盤、M/C ・見積対応が早い事、仕事が丁寧な事

96 ㈱ナカヨ 群馬県 490,907.5 594
・ビジネスフォン、情報通信端末、板金製品、
金型（モールド／プレス）、他

① プラスチック成形⇒大きさ：成形機１８０～３５０トンク
ラス
② 精密プレス加工⇒大きさ：プレス機１０～１５０トンクラ
ス
③ 金属/非金属切削加工
④ ①②に対しシルク印刷、メッキ、塗装などの二次加工

① 樹脂：ＰＳ、ＰＭＭＡ、ＡＢＳ
② 金属：アルミ、ステンレス、鉄
③ 切削：ＳＵＳ、ＰＭＭＡ、ＰＳ

① 射出成形機、スピンドル全自動塗装
ライン、シルク、パッド、レーザー印刷
機
② 中型プレス機、ベンダー、タレパン
加工機
③ ＮＣ、ルーター加工機

① 外観成形品を得意とし、500ヶ/月～のロット対応
可能なこと(生産期間は2～3年）
② 透明樹脂品（外観部）の成形及び、シルク印刷が
可能
③ 樹脂成形品に塗装可能な技術（自社内で塗装設
備を保有）

97 ㈱南雲製作所 新潟県 9,500 96
・精密金型設計製作及び部品加工
・省力化装置部品加工

・丸物及び複合加工品、装置部品加工品、
　金型部品加工品（超硬、焼入れ鋼）

・超硬、焼入れ鋼、アルミ、ス
テンレス

・マシニング、旋盤、平面研削盤、複合加工
機、ワイヤー放電、型彫り放電、プロファイル
グラインダー

・見積りの速さ、精度保証できる検査機器、不具合発
生時の迅速な対応

98 那須電機鉄工㈱ 千葉県 60,000 343 ・遮音壁、標識柱（道路関係）　照明鉄塔 ・鋼構造物全般 ・SS～STK ・クレーン、溶接機他 ・現寸～材料、組立加工、仮組、輸送

99 ㈱七星科学研究所 埼玉県 4,000 約240 ・産業用丸型コネクタ
・亜鉛合金ダイカスト、鋳造・加工・鍍金
　Lot1000～10000

・ZDC2
・ﾎｯﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ・NC旋盤・ﾆｯｹﾙｸﾛﾑ
鍍金設備など

・鋳造～鍍金まで一元管理で製作できる企業様歓迎

100 ナプソン㈱ 千葉県 5,000 36 ・半導体・フラットパネル等の抵抗率測定装置

・機械加工　少量多品種　片手で持てるサイズが多い
その他新聞見開きサイズや門型加工機を必要とする部
品もあり　平板の加工が多い
・板金加工

・アルミ、SUS、樹脂、鉄等
・マシニングセンター、NC旋盤等の加工機
・タレパン、レーザー加工機等

・一品多品種が得意



関東5県ビジネスマッチング商談会2018 発注企業・発注案件一覧

従業員数 (人)資本金 (万円)企業名 都道府県番号 主要生産品目 外注加工内容 材質 必要設備 外注先に求める特記事項等

101 ナメカワアルミ㈱ 茨城県 8,998 110
・半導体製造装置部品、その他一般機械加
工部品

・マシニングセンター加工・旋盤加工・表面処理等 ・アルミ ・上記加工内容に精通する設備
・アルミ加工品に対する外観取扱いのノウハウ
・少量多品種、短納期対応

102 ㈱ナリカ 栃木県 4,980 85 ・理科機器 ・プラスチック（成形除く）金属加工、少ロット、多品種 ・プラスチック、金属、他
・少ロット、低価格、短納期、材料調達から加工・組
立・梱包等一括で

103 ㈱新堀製作所 埼玉県 2,000 170

・各種自動車部品(シート、内装、排気系)や各
種産業機器部品
⇒プレス･パイプベンダーによる金属加工を始
め、溶接･組立の一貫体制にて生産をしてお
ります

① プレス・CO2溶接・カチオン塗装・三価メッキ・バレル・
パイプベンダー（どれか一つでも可）
② 試作溶接・組立治具、量産溶接・組立治具設計、加
工　設計のみでも可
③ 試作プレスおよび溶接、パイプベンダーの加工(1～
300台程度/1ロット)

・SPCC等の一般鋼板～980MPaま
での高張力鋼板
(少量ですが、ステンレスもあ
り）

① 自動プレス機600ｔ・400ｔ・300ｔ・200ｔ・150ｔ・
110ｔ・80ｔ
上記プレス・CO2溶接・カチオン塗装・三価
メッキ・バレルの設備
② ③の加工内容が対応できる設備　※
980MPaの加工実績があると尚可

① 品質及び生産管理システムが整っており、品質不
良や搬入異常・未納が無く、且つ
工場の5Sがしっかり出来ている埼玉県及び群馬県
の企業様を希望
② 溶接加工は、ロボットです　組立はFA化、生産性
UP提案ができる企業様を希望
③ VE/VAの積極的な提案でき、一定のコスト競争力
を有する企業様を希望

104
㈱日産クリエイティブサービ
ス

神奈川県 9,000 3,000
・生産技術プロセスにおけるサポート（生産設
計・工程設計）
・機械設備の整備・修理

・自動車関連会社との取引実績があることが望まし
い
・機械加工機やコンプレッサー設備等の母機メーカー
や古い設備に対応して欲しい

105 日綜産業㈱　岩間事業所 茨城県 179,134 283
・建築、土木、造船、プラントなどの建設用仮
設機材

・試作から量産まで ・ＳＳ、ＡＬ
・レーザー加工機、ベンダー等板金加工設備
プレス機、溶接機（自動、半自動、ＴＩＧ等）

・短納期対応
・材料手配からメッキまで一括発注出来る企業
・アルミ溶接得意な業者も希望します

106 日発販売㈱ 東京都 204,034 344 ・自動車及び各種機械、機器類の部品販売

・大  き  さ：てのひらサイズがメイン
・数      量：多いものは 10万/月レベルのものも有り
・加工内容：受精成形・機械加工・プレス・板金・鍛造・切
削・圧造

・鉄、ステンレス、アルミ、
銅、ABS、PC、PBT 他

・竪型成形機・パーツフォーマー・マシニング
センター・NC旋盤
・順送、TRプレス機、ボトルフォーマー

・特異技術・設備保持、ISO9001保持 等

107 日本パルスモーター㈱ 東京都 10,000 約200 ・小型モータとその関連機器
・サイズ　30～200mm程
・数量　1～10（試作用途限定）

・ＳＵＳ、アルミ、樹脂 等
（すべて切削）

・NC旋盤、フライス（MC）、三次元測定器 少量試作用途　幾何公差対応

108 日本オートマチックマシン㈱ 東京都 182,000 417 ・自動圧着機および関連機器の製造販売
・フライス加工、旋盤加工、研削加工、200角以内、電子
部品用プレス部品、成形部品、メッキ等

・ SS41、 S50C、 SK4、 SKS4、黄
銅、リン青、SUS

・汎用フライス又はマシニングセンター、成形
研削盤、プレス、成形機

109 日本金銭機械㈱ 滋賀県 221,600 254 ・貨幣処理機器、遊技場向機器の開発・製造
・プレス　100t　成形機　50t～300tの製品　数量　50～
300/月

・樹脂、ABS、POM、その他　エンプ
ラ、PMMA、PC、SECC、SUS、厚み
0.5～3.2mm（主に1.0mm～1.6mm）

・溶接、プレス、タレパン、レーザー加工、イン
ジェクション成形機、挽物

110 日本原料㈱ 神奈川県 9,800 68
・ろ過材の製造・販売、水処理装置の製造・販
売

・ろ過器の製作　φ450～φ3000
・パッケージの箱・制御盤の製作・全体パッケージ化など

・SUS304・塩ビ・SS400など
・ホイストクレーン・旋盤・フライス盤・ボール
盤・ベンディングロールなど

111 迫リコー㈱ 宮城県 44,000 390

・プレス等工作機械による精密機器の部品加
工及び金型の設計製作
・複写機、プリンタ－のユニットとオプション製
品の製造

・プレス金型パ－ツ　/　金型パ－ツコ－ティング
・プレス金型製作（売型）

・今後の新規手配先の開拓
・納期及びコストに対応して頂けるメ－カ－様
・情報収集

112 橋永金属㈱ 東京都 1,000 10
・非鉄金属材料の販売及びその加工品の販
売

・小物は、手のひらサイズ～φ5～φ20×L=500mm程度
のシャフト類
・詳細は、図面を以って打合せさせてください

・アルミ・ステンレス・伸銅品他 ・マシニング・NC自動機他検査設備機器 ・ISO9001又は、これに準じる規格
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113 林精鋼㈱ 埼玉県 1,000 65 ・自動車整備用機器 ・機械加工全般、熱処理、表面処理、小ロット品 ・鋼材、アルミ、ステンレス他

114
ビー・ブラウンエースクラップ
㈱

栃木県 20,000 250
（栃木工場）

・医療機器（麻酔針） ・麻酔針の組立作業、麻酔術キットの組立包装作業 ・クラス10万レベルのクリーンルーム
・ISO13485の取得が望ましいですが、少なくとも
ISO9001の取得は必須になります

115 ㈱日高製作所 東京都 1,000 4
・バルブ
・機械部品
・フランジ各種

・Φ500～Φ4,000 ターニング加工　旋盤加工
・50×50×10～2,000×2,000×1,000　フライス　五面加
工
・1個～4個位

・鉄：ＳＳ４００、Ｓ４５Ｃ等
・鋳物：ＦＣ２５０等
・ステンレス：ＳＵＳ３０４
等、アルミ：Ａ５０５２等

・ターニング、正面旋盤
・横ボーリング、五面加工機
・縦、横マシニングセンター

・平面度、平行度、垂直度等が±0.02の物も時々あ
ります

116 布川産業㈱ 千葉県 2,000 50 ・製鉄所  補修部品 ・多品種 少ロット （機械加工部品、製缶品） ・SS、S45C、アルミ、SUS 等 ・旋盤、フライス、（溶接機）
・納入前又は納入時に（自社チェック）検査表を提出
して下さい

117 ㈱福島製作所 福島県 49,000 約200

・甲板機械(揚錨機･係船機･揚貨機)、船舶用
低油圧ポンプ･モーターバルブ
・電動油圧式及びディーゼル油圧式グラブバ
ケット
・水力発電所部品･工事、環境関連設備

・製缶(厚板・大物) ・SS400
・天井クレーン(5t以上)
・ポジショナー(2y以上)

・高品質
・価格協力
・短納期対応

118 古河電気工業㈱ 千葉県 6,939,500 3,704
・光ファイバ、電線ケーブル、情報通信機器、
エレクトロニクス、新素材、自動車部品

・サイズ：φ170mm程度  L400mm程度
・加工内容：旋盤加工、精密切削加工
・数量：２～１０個（サイズ違いを不定期で発注）

・SS400 ・旋盤、マシニング ・表面処理（電気亜鉛メッキ）必要

119
㈱古河電工アドバンストエン
ジニアリング

千葉県 9,900 130 ・メカトロ関連装置 ・機械加工、板金加工 ・SS材、アルミ材、SUS材 等 マシニングセンター等  一般工作機械 ・Q.C.D 対応可能

120 文化シヤッター㈱ 東京都 1,500,000 4,500 ・各種シャッター、住宅建材、ビル用建材
・電気部品の製造
・プレス品の製造、アッセンブリ

・薄板から厚板まで、金属全般

・ＱＣＤ体制がシステム的に整備され、きちんと管理さ
れていること
・少ロット、短納期対応も可能であること
・電気部品については、モーター制御の制御盤の開
発設計および製造が可能であること

121 平和テクニカ㈱ 東京都 5,000 83
・自動車業界向け生産設備、治工具、搬送パ
レット

・金属、樹脂 ・機械加工設備、設計 ・設計製作据付調整

122 ホーコス㈱ 広島県 8,500 755

・自動車向加工専用機、マシニングセンタ、集
塵機（バグフィルタ）、オイルミストコレクター、
グリーストラップ、厨房用フード、グリースフィ
ルター、製缶タンク、SUS側溝、プレハブ配管

・SUS板金、製缶、SS製缶、パイプのフレア加工、バーリ
ング加工、R曲げ

・SUS304 t1.0～t4.0 酸洗・研
磨・塗装
・ SS（サビ止め or ドブ漬け
メッキ加工）

・複合機（レーザー、タレパン）、プレ
スブレーキ、アイアンワーカー、ロー
ル、シャーリング、汎用旋盤、フライス
盤、メタルソー、配管加工機 1式

・大物については出来るだけ現場に近いところで製
造し全体コストを下げる
・ゼネコン・サブコンと直接取引をしていない業者が
望ましい

123 北越工業㈱ 新潟県 341,654 433
・エンジンコンプレッサ
・エンジン発電機
・モータコンプレッサ

・空圧機器、機械加工部品、ゴム製品など様々な工業
製品を使用しています

・多品種少量生産・短納期・毎日納入にご対応頂け
る企業様を希望します

124
㈱北陸エンジニアプラスチッ
ク

富山県 2,000 20 ・プラスチック素材、加工品 ・樹脂切削加工（大きいものから小さいものまで） ・樹脂素材全般 ・マシニング、NCルーター、NC旋盤等 ・ISO取得済みの企業であること

125 ホソカワミクロン㈱ 大阪府 1,449,600 1,488 ・粉体機器全般

・製缶業者を希望…大型製缶品の製作や組立作業が出
来る事
・数量は単品がほとんど
・大きさや形は様々

・主要材質はSUS304

・圧力容器製作経験有り　普通ボイラー士や
JIS溶接士が在籍していること
・屋内での製作でクレーン下有効６～８ｍ以
上
・機械仕上げ加工設備が有れば尚良い

・バフ及び酸洗が社内若しくは近郊で対応可能が望
ましい
・板厚４～６ｍｍ程度の円錐曲げ製缶が可能な業者
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126
ボッシュパッケージングテクノ
ロジー㈱

埼玉県 1,100 200
・液材（医薬品）検査装置 開発製造
・液材（医薬品）充填装置 開発製造

1. 鋳造          1800x1300x140mm以上
2. 樹脂切削加工  500x200x70mm以上   (1個-10個ロッ
ト)
3. 金属切削加工  軸物旋盤  (1個-100個ロット)
4. 板金加工      タレパン、溶接、ヘアライン加工 (1個-
10個ロット)

1. 鋳造 FC25相当
2. 樹脂切削加工 PET/POM等の樹
脂材
3. 金属切削加工 SUS303/A5052
等
4. 板金 SUS t=2mm程度

・ISO-9001を取得しているのが望ましい

127
本田技研工業㈱  パワートレ
インユニット製造部

栃木県 8,600,000 21,543
（単独）

・エンジン部品：エンジンバルブ・クランクシャ
フト・コンロッド
・4WD部品：トランスファーアッセンブリ・デュア
ルポンプシステムアッセンブリ・ディファレン
シャルアッセンブリ
・ミッション部品：ミッションギア・CVTプーリー・
・足回り部品：等速ジョイント

・主要生産品目に関わる、生産装置の導入及び既存
設備生産ラインの自動化等

128 ㈱増野製作所 東京都 10,000 40 ・当社設計の破砕機、粉砕機、分級機等

・φ750×ｔ18 程度の物  φ450×ｔ16 程度の物  二つ割
り
・500角程度の鋳物  その他長尺物から小物まで各種
・一品一葉での製作のためロット一個よりお願いいたし
ます

・SS
・SUS
・FC 等

・各種工作機械

129 ㈱瑞穂 東京都 32,480 205

・プラントシステム工事の一部の装置設計施
工（事例一部下記の通り）
・部品・食品自動搬送装置、部品・食品自動
組立充填装置など

・特記参照 ・特記参照 ・特記参照
・主要品目を弊社で作成した設計企画を実設計し製
作・組立・試験・組立・据付が出来る力量要す

130 ㈱ミタカ精機 埼玉県 1,000 15 ・精密機械加工品、各種産業機器装置製造 ・各種機械加工、板金製缶加工 ・AL、SUS、鉄、伸銅類、樹脂 ・NC、MC、汎用機 ・迅速な見積対応、納期管理等

131 三菱化工機㈱ 神奈川県 395,697 544
･各種プラント、環境設備及び各種単体機械
等の設計、製作、据付、販売

・製缶加工、機械加工、曲げ加工など ・ステンレス、炭素鋼など

132 南デザイン㈱ 東京都 4,000 100 ・OA・医療・自動車の試作部品がメインです ・特に無し ・樹脂・アルミ・鉄など ・MC加工機 ・弊社の品質を満たすこと

133
ミネベアミツミ㈱　軽井沢工
場

長野県 6,825,800 78,351
・ボールベアリングなどの機械加工品
・自社制作設備など
・モータなどの電子機器

・少量多品種の案件が多数
・精密加工が主体

・鋼材・炭素鋼・ステンレス・
黄銅・ NCナイロン・デルリン
(POM)・PEEK材など多数

・NC、CNC旋盤/フライス盤/研磨機/マシニン
グセンター/ワイヤーカット等
・ミクロン・サブミクロン管理できる測定器・設
備各種

・小ロット多品種対応が可能な企業
・寸法精度　ミクロン/サブミクロン台の対応できる企
業

134 ㈱明電舎 群馬県 1,707,000 連結8,474 ・各種電気機器

１、大型発電機用大物溶接板金および製缶品（箱物、Ｒ
曲げ物、吸音材取付、他）
２、機械加工品、鋳造品
３、大型発電機用すべり軸受、軸受用熱交換器、オイル
クーラ、スペースヒータ

１、 鉄、アルミ、SUS、SGP
２、 鉄、アルミ、銅、FCD450、
FC200
３、 鉄、銅、SUS

・旋盤・フライス盤・ボール盤・研磨機・NC工
作機械・マシニングセンタなど
・炉（鋳造、熱処理）
・ショットブラスト（外注でも可）

・材料調達から加工・納品まで　有資格者による非破
壊検査と成績書提出
・有資格者による溶接、揚重
・設計製造一貫製作

135 ㈱茂木商会 茨城県 3,000 60
・締結部品販売商社　ネジ関連、ボルト、ナッ
ト専門商社

・精密シャフト、精密ピンなど小ロット多品種
・ SS400 S45C SCM435 SUS
等

・仕上げ寸法10φ～35φ　精度m6、g6程度

136 ユニット㈱ 埼玉県 10,000 280
・安全標識・安全用品関連の金属製標識
・ビニール腕章等

・金属製安全標識、用品の製作
・ビニール腕章等の製作

・アルミ・スチール
・軟質塩ビ

・シルク印刷機　ベンダー（折り曲げ）プレス機
・シルク印刷機　ウェルダー加工機

・完成品での納品希望

137 ㈱吉野機械製作所 千葉県 1,500 47 ・鍛圧機械、自動化省力化機械

・長尺金型（焼入研磨2～4ｍ）加工品、厚板製缶加工品
（1130x1730x2700）、角ﾊﾟｲﾌﾟ(ｱﾝｸﾞﾙ)製缶加工品
（718x896x2200）、ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ（φ200*1732L）、その他
旋盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞ加工品

・SS400、 S45C、 SCM440、 SK4、
SUS304

・5面加工機、大型旋盤、溶接機、長尺研磨
機、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、NC旋盤、横中ぐり盤

・長尺物金型（焼入）は歪みなきこと。製缶加工品は
仕上塗装まで
・その他加工品は表面処理（ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ、黒染）まで
迅速な見積り対応要
・少ロット対応
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138 理研化機工業㈱ 埼玉県 18,200 200 ・治具一式（用途は自動車関係） ・小物の機能部品～中物の板金加工 ・SPCC、SPHC、SAPH、SUS 他
・レーザー加工機、ターレットパンチプレス、ベ
ンダー、スポット溶接機

139 ㈱理工電気　東京営業部 東京都 3,000 80

･電子部品の受託生産・各種ケーブルハーネ
ス加工・精密切削部品製作・成形部品製作・
制御盤の設計製作・電子部品の自動組立機
設計生産・治工具、検査機器の設計製作

１．制御盤の組立組配（板金塗装含む）
２．自動機の設計製作
３．各種ケーブルハーネス加工（アプリ所有の事）
４．切削部品（丸もの・角もの）の製作

･その都度、お打ち合わせ
･価格・納期・品質など長期的なお取引を希望致しま
す。

140 ㈱菱興社 東京都 10,000 85

・各種超硬工具・各種超硬製品（工場生産品）
・ﾒｰｶｰ標準工具・特殊工具・各種超硬製品・
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥石・各種超合金製品・治具等各種
機械加工品（営業部取扱品）

・各種治具・機械部品（客先より加工依頼を受けるの
で、様々なｻｲｽﾞの機械加工品の受注実績がございま
す）

・客先より加工依頼を受けるの
で、様々な材種の機械加工品の
受注実績がございます

・主に北関東エリアの機械加工業者様を探しておりま
す　また短納期での製作が得意な加工業者様も探し
ております

141 ㈱YSK 東京都 3,200 200 ・リニアシャフト、機械加工品 ・小ロット品、小径から長尺物まで
・鉄、ステンレス、アルミ、チタン、イ
ンコネル等

・旋盤、フライス、研磨機 ・検査体制、見積りのレスポンス、短納期対応

142 ワシノ機工㈱ 東京都 5,000 30
・機械・工具及び計測機器販売及び環境機器
の提案販売する商社

・国内輸送可能なサイズ ・特に指定なし
・自社工場を所有が望ましい　 設備の立会い
できる環境

・自動車製造設備関連の省力化機器、搬送設備、リ
フター台車等の設計から製作までご協力いただける
企業様
・自動車、電力、プラント設備関連の修繕、メンテナン
ス業務の提案に御協力いただける企業様 など


