
2/15 2/16 参加 企業名 都道府県 事業内容（取扱製品） 調達分野 調達品概要 求める技術概要・得意分野

1 ○ ○ 初 ㈱アイオー精密 岩手県
金属・樹脂機械切削加工全般、
伝動部品（ギア、プーリ等）

丸・角焼き入れ後の研磨、表面
処理まで

NC,MC,内外平研磨、５軸加工
機等を所有しQCDに対応して
頂ける企業

2 ○ ㈱アイメックス 広島県
産業機械、環境装置、ボイ
ラー、ディーゼルエンジン

金属加工 製缶、機械加工
手のひらサイズから数トンの製
缶品まで、多種多様

3 ○ ○ アシザワ・ファインテック㈱ 千葉県 粉砕機
機械加工　溶接　組立て　塗装
据付

検査体制充実　精密加工可能
一品可

4 ○ ㈱アステクノス 静岡県
専用機械設計製作及び治具加
工、制御盤設計製作

金属加工全般
ロボットプログラム・ティーチン
グ

5 ○ アズワン㈱ 大阪府
研究用機器機材、看護・介護用
品、その他科学機器の販売

研究分野、産業分野、医療・介
護分野

研究・産業・医療分野の機器・
用品等

6 ○ ㈱アヤハエンジニアリング 滋賀県 電子機器の設計、製造、販売
画像処理ソフトウェア、工場内
装置組立て（電装含む）、AI、
IOT関連、基板設計

7 ○ ○ イートン㈱ 京都府
油圧機器の設計、製造、販売
並びに修理

金属機械加工 丸もの、角もの、鋳物 研削、歯切等　機械加工

8 ○ ○ 初 池田金属工業㈱ 大阪府 工業用ファスナー、金属部品
一般規格品ねじ、ナット及び図
面製作品

切削品(丸もの、角もの)
切削加工(特に研磨、熱処理等
の仕上げまで対応可能)

9 ○ ○ 初 ㈱石井工作研究所 大分県
金型、自動化装置の設計から
製作

金属機械加工、精密板金加
工、

切削加工品、精密加工品
精密な研削技術、切削技術、
精密板金技術

10 ○ ○ ㈱イシダ 滋賀県
食品工場向け 計量・包装・検
査・箱詰め装置全般

金属機械加工、電気制御部
品、組立

製缶、組立、盤設計生産、基板
設計生産

納期対応（変動含む）

11 ○ ○ 泉ケミカル㈱ 大阪府 プラスチック製品製造 プラスチック製品 射出成型・金型

12 ○ ○ 初 イツワ商事㈱ 大阪府
商社(電子部品、工具、消耗
材、食品等）

FA関連機器、生産消耗品、
コーティング

自動車、二輪、産業機器、家電

13 ○ 初
井上特殊鋼㈱　名古屋営
業所

愛知県 鋼材及び金属加工製品 金属機械加工・製罐品 旋盤・マシニング加工品
新しい仕事に意欲的に取り組
んでくださる企業

14 ○ 初 入江㈱ 大阪府
製造用機械・器具・部品及び分
析・計測機器販売

金属・樹脂加工、配管等エンジ
ニアリング

設計・施工
広範囲の業界・分野に対応でき
る技術力・柔軟性

15 ○ 瓜生製作㈱ 大阪府
空気圧・電動工具及び関連機
器製造販売

金属機械加工、射出成形等

16 ○ ○ ㈱エージェンシーアシスト 京都府 加工部品関連 機械加工部品 一般部品・精密部品・その他

17 ○ ㈱SDC田中 大阪府 ボルト・ナット等ねじ部品
ボルト・ナット・座金・スリーブ・
ピン・リベット等ファスナー類

国際航空規格（ＮＡＳ・ＮＡ等）
少量・多品種に対応し参入する
技術力と意欲と情熱

18 ○ ○ 初 エスペック㈱ 京都府 環境試験装置製造販売 真空容器 製缶、精密板金

19 ○ ○ NKE㈱ 京都府

「モノづくり現場を支援する」ための
設備機器や生産ラインの自動機、
及びオリジナル標準ユニットの設
計・製造・販売を行っています。

金属加工品、樹脂加工品
旋盤、フライス、板金、樹脂加
工品

４Ｍ管理が出来ている

20 ○ 初 ㈱エヌ・ピー・シー 愛媛県
太陽電池製造装置及びFA装置
等

金属機械加工、板金等 丸もの切削品、まげもの等

21 ○ ○ 初 ㈱荏原製作所 千葉県 大型ポンプ、高圧ポンプ 鋳物、製缶、機械加工
鋳物（ＦＣ，ＳＣＳ系）、製缶（大
型ＳＵＳ）、加工（旋盤　軸、イン
ペラ、キ－）

精密鋳造、SUS系（ＤＳＳ）製
缶、磨き加工

22 ○ ＦＮＳ㈱ 兵庫県 専用工作機械の設計製造
機械加工、盤内電機配線、機
内配線、鋳物製造、設計

工作機械の部品と電機配線 単品加工　単品の電気盤工事
自動機設計

23 ○ ○ エムテック㈱ 岡山県
搬送機械・制御盤・分電盤・ソフ
トウェアの設計製作

制御盤関連 筐体板金、配線組立 仕様の遵守

24 ○ 初 エンシュウ㈱ 静岡県
工作機械（マシニングセンター、
ライン）、レーザー

工作機械 自動車製造ライン構成部品
機械設計、電気設計、デバック
できればベター

25 ○ (有)オーケイ機工 愛知県
一般産業機械等の特注部品受
注販売

機械加工、鋳造、成形等 丸もの、角もの等
超精密な研削、ワイヤ、放電加
工。一般機械加工等

26 ○ 大阪ガス㈱ 大阪府 ガスの製造、供給および販売 微粉砕加工 微粉砕機 超微粉砕できる粉砕技術

27 ○ ○ 初 大鳥機工㈱ 鳥取県 工作機械、専用機製造 金属機械加工、ハーネス製作 プレート、ブロック等 高硬度材料の切削加工

28 ○ ○ 小川工業㈱
和歌山

県
金属加工（自動車部品、建築土
木部品）

金属機械加工、表面処理（6価
鍍金）、鍛造

ブランク加工、鍍金、鍛造完成
品

量産対応できるNC旋盤、マシ
ニング、研削、鍍金、鍛造
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29 ○ ○ ㈱桶谷製作所 京都府 大型装置部品の加工 金属機械加工
ベースプレート、架台、丸もの、
角もの

精密な研削技術

30 ○ 初 オリオン電機㈱ 福井県 家電、設計・製造受託 成形、金属加工、貼り物、ほか 多種多様
小ロット対応、精密加工、特殊
成形

31 ○ ㈱片岡製作所 京都府
レーザ加工機、電池検査装置、
各種産業機械

金属、樹脂、機械加工
製缶品、切削品（架台）、精密
部品

32 ○
川崎重工業㈱　精密機械
カンパニー

兵庫県
油圧機器(モータ・ポンプ・バル
ブ）他

金属機械加工
鋳鉄素材加工、丸もの加工、研
磨

重量30㎏くらいの鋳物をH7以
上の精度で仕上げる。　円筒研
磨、内径研磨で真円度2μくら
い出来る

33 ○ 川重冷熱工業㈱ 滋賀県

汎用ボイラ、空調機器、吸収式
ヒートポンプ等の設備およびそれ
らの部品の設計、製造、据付、修
理、補修、運転保守整備ならびに
販売、賃貸借。

耐圧部溶接組立、板金塗装品 貫流ボイラ耐圧部、ケーシング
多品種・小ロット・短納期の対
応力

34 ○ 河淳㈱ 兵庫県

演出装飾備品・店舗什器・物流シ
ステム機器などの企画、開発、設
計、製造、販売、およびその輸出
業務

店舗内装加工、木工加工、金
属機械加工

店舗什器
木什器加工、樹脂曲げ加工、
パイプ加工

35 ○ ㈱きしろ 兵庫県
産業機械部品製作/舶用エンジ
ン部品製作/航空機部品製作

金属機械加工/溶接・製缶/鋳
造/鍛造/研磨/表面処理

旋盤・フライス機械加工品/製
缶品/鋳鍛鋼素材/非鉄素材

単重1トン以上のワーク取り扱
い可能なことが望ましい

36 ○ 岐阜精工㈱ 岐阜県 各種専用機械の設計製作
金属機械加工、樹脂機械加
工、板金、製缶、旋盤

単品部品及びサブAssy調達品

37 ○ ○ キヤノンマシナリー㈱ 滋賀県
自動化・省力化装置、及び半導
体製造装置の設計・製造・販売

機械加工 多品種少量
低コスト丸もの、低コストＳＵＳ
薄板の難形状段加工

38 ○ ○ ㈱九州プレシジョン 福岡県 自動機及び製造装置等の製作 金属機械加工 加工部品全般
少量多品種の対応、及びQCD
の確保

39 ○ ○ 京セラ㈱ 滋賀県
電子デバイス、半導体部品、
ファインセラミック関連、自動車
部品

金属加工品、冶工具
金属加工品　プレス加工品　ダ
イキャスト　めっきラック　AL蒸
着　セラミック加工

試作～量産加工　TS認証

40 ○ ○ ㈱京都製作所 京都府 包装機械、組立機
金属機械加工部品、製缶機械
加工部品

複合加工部品 旋盤MC溶接複合加工技術

41 ○ 初 ㈱協和精機製作所 兵庫県 プラスチック金型製造 特殊金型、部品加工 微細加工技術他

42 ○ ㈱協和製作所 富山県
銑鉄鋳物（FC,FCD,FCV)部品製
造・・・工業製品

銑鉄鋳物　＋　鋳鉄加工 銑鉄鋳物（FC,FCD）+加工
銑鉄鋳物（FC,FCD）で特に
10kg/個～500kg/個程度のもの

43 ○ 旭光精工㈱ 京都府
自動省力化機械、事務機器・医
療機器の設計製作、自社製品
の販売

機械加工品、購入部品、組立
配線、設計

汎用フライス、ワイヤー、研磨
部品

44 ○ 初 ㈱クボタ　滋賀工場 滋賀県 浄化槽・浴槽 樹脂加工、FRP加工 浄化槽部品 インジェクション成形、FRP成形

45 ○ クボタ環境サービス㈱ 兵庫県

水道施設・清掃施設・リサイク
ル施設及び廃棄物処理施設等
の設計・施工・補修工事・改修
工事・改造工事

環境ﾌﾟﾗﾝﾄ（機器据付・配管工
事・電気工事・補修工事）破砕
機部品（機械加工製缶）環境ﾌﾟ
ﾗﾝﾄ機器の設計製作（ｺﾝﾍﾞｱ等）

丸もの・軸・角物等
高品質・コスト・環境プラントで
の工事実績等

46 ○ クボタメンブレン㈱ 大阪府
排水前処理装置の製造 ・メン
テナンス、 使用部品の回収・処
分

SUSフレーム加工、不織布、射
出成形（ABS）、圧縮成形（ゴ
ム）

SUS鋼材加工品、不織布、平板
状成形品（ABS)、ゴム部品

量産、品質管理、VE・CD提案
力

47 ○ 初 ㈱ケーヒン 栃木県
二輪車、四輪車エンジン部品及
び電装部品、四輪車空調部品

金属切削、プレス、鍛造、鋳造
樹脂成型

丸もの研削品、ADCケース、増
肉プレス品、樹脂成型品

48 ○ 初 虹技㈱ 兵庫県 送風機 金属機械加工 軸、ボス 長尺　丸物加工

49 ○ 光洋機械工業㈱ 大阪府
工作機械、ＦＡシステム、精密
機器

金属機械加工 製缶機械加工品 製缶品の精密機械加工

50 ○ 光洋サーモシステム㈱ 奈良県 工業用熱処理装置の製作 大型薄物板金、大型厚物製缶
・1.5t　SUS製　□3000程度の
気密容器

薄物板金tig全集溶接　クリーン
ルーム対応の板金が制作でき
る事

51 ○ ○ 初 向陽鉄工㈱ 岡山県
プラントメンテナンス、建設・改
造工事、配管プレファブ、機器
製作・組立

仕上工、配管工、機器据付・芯
出し、製缶企業、設計

機械及び回転機の整備、建設工
事に伴う配管工事及び機械器具
等の設置、汎用機器から圧力容器
までの製缶、ﾌﾟﾗﾝﾄ設計

52 ○ 光和商事㈱ 大阪府 機械部品及び産業機械の販売 鍛造品、アルミダイカスト品他 鋳造品、鍛造品、研削加工品

53 ○ 興和精密工業㈱ 愛知県 金属精密加工 金属機械加工 NC複合加工製品 超精密な切削、研削加工品

54 ○ ○ ㈱幸和電熱計器 愛知県 製造・販売業 金属加工品等 丸物・角物・製缶品等 精度保証された精密加工。
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55 ○ 湖北精工㈱ 滋賀県
曲面印刷機及び一般産業用省
力機械設計製造

機械部品の製作 機械加工、製缶板金、組立

56 ○ ㈱ササキコーポレーション 青森県
農業機械　環境機械　OEM（除
雪機）

プレス加工品　金属機械加工
品

プレス部品　シャフト　ベベルギ
ヤ

57 ○ ㈱サツマ超硬精密 大阪府 金属部品製造業 金属部品、難削材機械加工 機械加工品　数物部品
細い　長い　深い　細かいに対
応できる技術

58 ○ サハシ特殊鋼㈱ 愛知県
特殊鋼材料の販売、機械加
工、プラント製作施工

金属機械加工、製缶板金加工
の設計製作施工

丸物、角物、板物
早急な見積回答、材料から製
作完品まで対応可能な企業

59 ○ ㈱三機 愛知県
試験装置・専用機設計製作・電
子機器商品開発・研究開発支
援業務

生産設備関連・通信/情報関連
の専用機・試験機・検査機の設
計・製作

専用機設計製作、マイコンFAソ
フト・PLCハード/ソフト設計調
整

油圧/温度/電波/通信/画像/
耐圧/耐熱/抵抗/接合技術な
どの技術

60 ○ 初 山九㈱　プラント事業部 福岡県
鉄鋼・環境・プラント設備関係及
びその他鋼構造物の製作・据
付

製缶・組立・機械加工・現地工
事等

下段に別記

61 ○ サンコール㈱ 京都府
機能材料・部品、自動車関連部
品、他

成形加工 銅（アルミ）成形加工 銅の厚板成形

62 ○ ○ 三精テクノロジーズ㈱ 兵庫県
エレベーター・舞台機構・遊戯
装置

機械加工が絡む製缶品を製
作・対応可能な企業

製缶・機械加工品
JIS溶接資格保有、機械加工が
絡む製缶品を一社でできる。品
質管理が整っている等

63 ○ 初
ＪＦＥエンジニアリング㈱
調達本部

神奈川
県

ごみ焼却場、浄水処理場、LNG
基地、パイプライン他社会イン
フラ

機械・装置・製作品・電機・材
料・工事他

圧力容器、制御盤、各種材料 確かな品質

64 ○
ＪＦＥエンジニアリング㈱
西日本調達室

大阪府
プラントや構造物のEPC(設計/
調達/建設）、製造及びオペ
レーション・メンテナンス

エネルギー,都市環境,鋼構造,
産業機械,快適社会創造の各分
野

-

65 ○ 初 ＪＦＥ継手㈱ 大阪府
配管用継手、建築・産業機械部
品の製造（材質鋳物）

金属機械加工　表面処理　メッ
キ　樹脂成型

鋼管（SGP）の内外面加工
ＮＣ旋盤加工　電気メッキ　樹
脂成型

66 ○ ㈱JMUアムテック 兵庫県
造船業（居住区ブロック、作業
船、修理船）

溶接、塗装、曲げ加工 製缶物が90％ 船舶艤装品の経験がある企業

67 ○ ○ 初 ㈱ジェイテック 三重県
日本製の加工・産業機械装置
類の輸出（主に欧米先進諸国）

日本製にこだわる産業機械装
置類

ニッチな産業機械装置類 欧米諸国等の要望に独自技術

68 ○ 初 ㈱シブヤ 広島県
小型建設機械、および刃物の
製造、販売

金属機械加工、樹脂・ゴム成
型、アルミ鋳造

丸、角もの切削品、樹脂成型品 安定したアルミ鋳造技術、

69 ○ 初
シブヤパッケージングシス
テム㈱

石川県 包装機械 金属機械加工部品 中物旋盤・溶接部品 少量多品種に対応可能

70 ○ ㈱島精機製作所
和歌山

県
ニット機械製造・販売 機械加工、アルミ鋳造、製缶

シャフト、アルミ鋳物、平面研
削、針

71 ○ ○ 島津エミット㈱ 滋賀県
バルブアクチュエータ、真空ポ
ンプ

金属機械加工 丸物　角物切削品

72 ○ ○ 島津エンジニアリング㈱ 京都府
機械加工（金属、プラ）、板金、
ケーブル、プリント基板

精度のいい加工

73 ○ ㈱島津製作所 京都府
分析計測機器，医用画像診断
機器，航空・産業機器

74 ○ ○ 島根自動機㈱ 大阪府 省力化設備の設計および製作 金属加工機械製造業 省力化設備に係る全て一式
機械設計・制御設計（ソフト・
ハード）・高度な組立技術・デ
バック調整

75 ○ ○ 初 ㈱神鋼環境ソリューション 兵庫県
上・下水、排水処理設備および
ごみ焼却設備の設計・製造・建
設・維持管理

弊社製缶機器の製作 製缶機器、塔槽類製作
官公庁向け検査対応・成績書
作成・製作工程写真撮影編集
が可能であること

76 ○ 新日本工機㈱ 大阪府 工作機械
製缶/板金(加工も含む) 及び
部品加工

77 ○ ㈱瑞光 大阪府 衛生用品製造機械 金属機械加工 金属機械加工全般

78 ○ スガツネ工業㈱ 京都府
建築、産業分野の装飾及び、
機構部品の製造、販売

金属、非金属（樹脂など）、ＡＳ
ＳＹ部品、めっき・塗装技術

ロストワックス、ダイキャスト、射
出成型技術、その他

79 ○
㈱SCREENグラフィックソ
リューションズ

京都府 半導体/印刷機/液晶
金属機械加工、板金、製缶加
工

丸もの、角もの切削、板金外装
カバー

板金外装カバー、製缶ベース
精密研磨

80 ○ 初
㈱SCREENホールディング
ス

京都府
半導体製造装置 ,液晶パネル
製造装置 ,業務用印刷機 ,プリ
ント基板製造装置

製缶　板金
製缶・フレーム組み立て、機械
加工　鉄・SUS・アルミ板金・溶
接

鉄系製缶・フレームの組立・溶
接・機械加工技術　鉄・SUS・ア
ルミ板金の加工・低歪溶接技術
塗装・表面処理対応

81 ○ 初 ㈱砂﨑製作所 京都府

鉄道車両用制御・電気・機械機
器、電力用送電・配電・変電用
品、クレーン・ホイスト用部品に
関する設計・製造・販売事業

板金加工、金属機械加工、樹
脂成型、樹脂機械加工、プレス
加工、組立配線

箱物板金、盤板金、丸もの切削
品、角もの切削品、樹脂成型
品、樹脂切削品

多品種小ロット対応
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82 ○ ○ 初 ㈱誠工社 兵庫県 自社サイトをご参照ください。 切削加工・外装関係 マシニング・自動盤

83 ○ ○ 星和電機㈱ 京都府

情報表示システム　産業用照
明機器　道路・トンネル照明機
器　照明用LEDモジュール製品
ノイズ対策製品　配線保護機材

板金加工　アルミダイカスト　金
属切削品　塗装

板金　塗装　ダイカスト　金属切
削

84 ○ ㈱第一 東京都
ゴム・樹脂・金属の加工品、ベ
ルト・プーリ、接着剤、梱包資材

金属機械加工、樹脂成形 切削、板金、プレス ＱＣＤ

85 ○ 大信精機㈱ 愛知県 自動車関連の専用機製作 金属機械加工 丸・角の部品加工全般 精密加工部品

86 ○ 大同メタル工業㈱ 愛知県 すべり軸受 金属機械加工 丸もの切削
精密切削技術　大型品、小物
品

87 ○ ○ ダイハツディーゼル㈱ 滋賀県
舶用ディーゼル機関　ガスター
ビン

ディーゼルエンジン部品　ガス
タービン部品

製缶　鍛造　鋳造　熱処理　等
薄物精密板金　大物鋳物　小
物鋳物　精密機械加工

88 ○ ○ 太陽機械工業㈱ 京都府
自動車エンジン・トランスミッショ
ンコンポーネント及び歯車製造

金属機械加工 歯車加工に関わる各工程
試作～量産対応可能体制（各
種品質測定器保有必須）

89 ○ 太陽精機㈱ 滋賀県
製本関連機器・設計・製造・販
売

金属機械加工・組立 旋盤・フライス・板金 多品種少量生産

90 ○ 太洋マシナリー㈱ 大阪府
鋳造工場向け設備機械　産業
廃棄物中間処理施設向け設備
機械

製缶 金属機械加工 機械組立
て等

受注プラントに応じた製缶構造
物(架構、ダクト類）や大型振動
機械をはじめとする機械類(部
品製作 機械完成品）

91 ○ 初 髙橋金属㈱ 滋賀県 金属加工製品 金属加工 鈑金・プレス加工製品 精密金属加工

92 ○ ㈱滝澤鉄工所 岡山県 金属工作機械の製造販売

93 ○ 初 ㈱タハラ 東京都
中空ブロー成形機の製造販売
(付帯周辺機器含む)

機械加工・溶接製缶・鋳物切削
など

多種多様
上記の他、金型ミガキの手仕上
げ(鏡面)

94 ○ ㈱椿本チエイン 埼玉県
マテハン事業部として、搬送設
備の設計・製作

自動車業界、搬送コンベヤ向け
の

設計、製作、組立、電装
板金～切削～製罐～塗装まで
を社内で一貫して出来るか?

95 ○ デンソー機工㈱ 愛知県 金型プレス部品加工 金属機械加工 精密金型部品

96 ○ 初 ㈱東京鋲兼 東京都
金属加工部品・樹脂成型品　販
売及び輸出入

金属機械加工 金属加工部品全般

97 ○ ㈱東伸 岐阜県
産業用機械（スリッター・リワイ
ンダー）

金属機械加工
溶接・フライス加工品　　旋盤加
工品

98 ○ 東邦機械工業㈱ 徳島県
ポリウレタン発泡設備及び各種
省力機械の設計・製作

機械金属加工 丸物及び角物の両方 精密機械加工

99 ○ 東邦工機㈱ 奈良県
「HIT」印作業工具の製造販売、
各種機械工具・鍛工品・金型の
製造販売

プレス・鈑金加工、表面処理、
金属機械加工、 鋳物加工

作業工具用各種パーツ類 特になし

100 ○ 初 東洋機械金属㈱ 兵庫県
射出成形機　ダイカスト機　製
造　販売

金属加工部品　製罐部品 機械加工品全般

101 ○  東洋サクセス ㈱ 大阪府 非鉄金属材料及び加工品 金属材料及び加工品 金属加工品 大小問わず特殊加工技術

102 ○ 東洋自動機㈱ 山口県 食品用自動包装機 金属加工品
製缶、角・丸もの切削品、アルミ
鋳物（機械加工含む）

製缶後の機械加工が可能

103 ○ 初 東洋電機製造㈱
神奈川

県

交通事業：鉄道車両用電機品
他、産業事業：インバータ、試
験装置他

鋳造品（鋳造から加工まで）、
鈑金・製缶・溶接、塗装・ロー付
他、

FCD450や非鉄品、L鋼・SPCC
（他鉄製品）・非鉄品

精度の高い加工技術、アング
ル構造の鈑金溶接品

104 ○
㈱東洋レーベル　電子機器
事業部

京都府 受託開発 EMS事業に対しての協力会社 設計、基板、組立、ケース 価格、品質、納期

105 ○ 東レエンジニアリング㈱ 滋賀県

半導体・液晶関連製造・検査設
備、フィルム製造設備、ＬＩＢ製造設
備、計測関連機器、自動機、各種
産業機械(FAｼｽﾃﾑ、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾗﾐ
ﾈｰﾄ・ｽﾘｯﾃｨﾝｸﾞ、RTRなど）

UNIT製作、加工品 UNIT製作、部品加工
UNIT製作・組立・調整、精密部
品加工ほか

106 ○ ㈱トピア 三重県 試作品製造 自動車部品試作
鈑金部品、溶接組立、組立治
具、検具、機械加工、など

試作板金、組立治具設計製
作、検具設計製作、自動車板
金部品組立

107 ○ ○ ㈱ナガセ　関西営業所 京都府 ヘラ絞り及び金属加工全般 金属加工全般＋処理関係 多種多様
コスト競争力があり、迅速な対
応可能な業者

108 ○ ㈱中農製作所 大阪府 金属切削加工部品 金属切削加工部品 丸物・角物切削品
外観傷に留意でき、三次元測
定機など自社で品質保証でき
る技術力の高い企業
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109 ○ ○ 中山精工㈱　鳥取工場 鳥取県
精密機械部品の切削・研削加
工、省人化ライン設備・機器

金属加工品 丸物（切削・研削）が多いです 精密加工、少ロット生産、

110 ○ ㈱ナゴヤカタン 愛知県

鋳造品・ロストワックス鋳造品・ア
ルミ押出し・焼結金属・フラット
バー・鍛造品・製缶品・プレス品・
プラスチック製品・ゴム製品

鋳造品・機械加工
鋳造品・鋳鋼品・切削品の機械
加工、板金溶接品・OEM品製造
（機械加工～組立～検査）

品質・コスト・納期・継続性が担
保できるメーカーと調達を行い
ます。

111 ○ ㈱名古屋製作所 愛知県

高圧開閉器（スイッチ）の製造・
組立、金属製品の設計・加工・
製造業務、ＬＥＤ照明、商店街
街路灯の設計・施工

金属板金加工 金属板金加工 溶接技術・プレス技術

112 ○ ○
ナブテスコ㈱　住環境カン
パニー　甲南工場

兵庫県
建築用自動ドア、プラットホーム
ドア

電子電装部品、金属加工部
品、樹脂成型部品

コントローラ、ブラケット、戸車 品質管理

113 ○ ○ 初 ㈱ナベヤ 岐阜県 治工具、鋳物製品の受託販売 金属機械加工

114 ○ ○ 初 鍋屋バイテック会社 岐阜県
機械要素部品の開発・製造・販
売

鋳造、鋳物機械加工、金属機
械加工

当社標準在庫品及び受注生産
品

納期及び品質管理能力がある
企業を求めまし

115 ○ ニチコン草津㈱ 滋賀県 電気機械器具製造業 金属機械加工、樹脂成形 射出成型、精密プレス加工
車載向け（実績があるとなおよ
い）

116 ○ 日新産業㈱ 滋賀県 試作品全般 小ロットの部品加工品
板金、金属切削、樹脂加工品
等

板金部品、金属切削、樹脂加
工等

117 ○ 初 日曹エンジニアリング㈱ 東京都
機械器具設置工事業（化学プラ
ントの設計施工）

製缶、制御盤、工事

118 ○ ○ ニッタ㈱ 三重県
空圧継手、油圧金具、メカトロ
製品の製造

金属機械加工、樹脂射出成
型、ゴム成型

丸もの切削（SUS、真鍮、鉄）
ステンレスの精密丸もの加工、
精密成型

119 ○ ○ 初 日本フォームサービス㈱ 大阪府
AV関連製品、サーバーラック
キャビネット製品、地震/災害対
策製品等

120 ○ 初 日本モレックス（同）
神奈川

県

市場向けのコネクターおよび
ハーネス品などの各種接続シ
ステム製品の製造・販売

成形・プレス・組立・エンボス、
金型、組立自動機、ハーネス加
工

上記の金型及び製品 コネクター委託加工全般

121 ○ ○ ハカルプラス㈱ 大阪府 粉体の計量器の製造 製缶品・樹脂類の加工

122 ○ 橋本金属工業㈱ 兵庫県
機械加工[鍛造・鋳造]・パイプ
加工・樹脂成形・設備製作

機械加工・パイプ加工・樹脂成
形

黄銅鍛造切削・パイプ加工
精密機械加工・パイプ加工/溶
接技術

123 ○ ㈱八田製作所 大阪府 切削加工 金属切削加工 丸物・角物切削品 旋盤・マシニング・複合旋盤

124 ○ ○ 初 ㈱ハマダ 兵庫県
圧力容器・熱交換器・タワー・水
処理設備・加熱炉等各種プラン
ト設備の設計製作

設計・製缶・機械加工・鍛造品
等を含む各種材料購入

上記全般
（大型）機器・圧力容器に係る
外注全般

125 ○ 初 ハリキ精工㈱ 大阪府 切削加工品 切削加工品 丸材からの削りだし製品 公差10μ程、外径3Φ～50Φ程

126 ○ 初 ㈱日立ハイテク九州 福岡県
医用分析装置・バイオ関連機
器及び消耗品の開発、設計、
製造

精密機械加工(金属・樹脂)、精
密板金加工、樹脂成型、ハー
ネス

金属切削加工品(丸物・板)、小
物板金・板金カバー、樹脂カ
バー、ハーネス

127 ○ ○ HILLTOP㈱ 京都府
自動機・省力化装置・治具等の
装置開発

自動機・FA機等の装置開発・製
作に関わる業務全般

機械設計、電気設計、制御プロ
グラム

単品対応、迅速かつ柔軟な対
応

128 ○ ファミリーイナダ㈱ 鳥取県 マッサージチェアの製造販売

インジェクション成形、ブロウ成
形、プレス部品、パイプ加工溶
接品、ゴム成形、ハーネス加工
組立、切削品

インジェクション成形（小物～大物
部品、金型）、ブロウ（小物～大
物、金型）、プレス（小物～中物、
金型）、パイプ（曲げ、溶接、塗
装）、ハーネス加工品

家電関係と同等レベル

129 ○ ○ 初 富士チタン工業㈱ 大阪府 酸化チタン他製造 鉱石他原材料および包装資材 鉄スクラップの成形品
鉄くずを20kg～25㎏にプレス成
形する

130 ○ ㈱不二鉄工所 大阪府 巻取り機製造 金属機械加工 長尺旋盤、大径旋盤、プレーナ
大物、旋盤、フライス、製缶小
物品、プレーナ、歯切り

131 ○ 富士電波工業㈱ 大阪府 真空加圧高温炉
金属機械加工・製缶加工・鈑金
加工

丸もの研削品・角もの研削品・
製缶と機械加工を伴う部品・鈑
金部品

銅電極の加工を特に求めてい
ます（それ以外も求めていま
す）。

132 ○ ○ 初 二九精密機械工業㈱ 京都府
受託金属加工業　分析機器
医療用分析機器　医療部品
半導体部品　産業機器

金属機械加工 丸・角物切削加工及び研削
調達品概要の試作及び量産技
術

133 ○ 初 ホーコス㈱　工機製造部 広島県 工作機械製造、販売
製缶、機械加工（主に鉄、鋳
物）

荒加工から仕上げ加工まで（丸
もの，角もの）

精密機械加工

134 ○ 初 ホーコス㈱　調達部 広島県
工作機械、環境改善機器、建
築設備機器

製缶、板金、塗装、バフ研磨、
鍍金処理等

製缶、板金製品
製作から仕上、出荷まで対応
可能な自社設備

135 ○ ○ 初 前橋工業㈱ 京都府
砕石、リサイクルプラント、環境
プラント

SS、SUS材の製缶、機械加工 大中小の製缶品
Ｑ，Ｃ，Ｄをひとつとして追求す
るものづくり技術
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136 ○ ㈱マキシンコー 三重県
ウォーム減速機、ジャッキ、
ロータリーストッカー（縦形自動
回転棚）の製造及び販売

ギアケース製缶、MC加工、金
属機械加工、台形ネジ加工、鈑
金業者

137 ○ 三島光産㈱ 福岡県
連続鋳造用設備、自動車製造
用設備

機械加工全般・製缶加工全般 製缶機械加工品 低コスト・短納期対応可能

138 ○ ○ ㈱ミズノマシナリー 富山県
金属切削加工・アルミ切削加工
高精度部品/各種装置部品/治
工具

機械加工品（フライス・旋盤・研
磨・溶接・表面処理）

品質管理および納期管理ができる
企業様、アルミの加工に馴れた企
業様、アルミ以外にも装置部品を
手掛ける実績をお持ちの企業様

139 ○ ㈱ミズホ 京都府 精密研削砥石製造販売 金属機械加工 精密研削砥石用部品 精密部品

140 ○ 瑞穂工業㈱ 大阪府 超硬工具金型治具製造販売業 超硬機械加工 超硬をメインに角丸形状全般

141 ○ ○ 初 ㈱ミタチ 兵庫県 自動省力化機械製作 金属機械加工・樹脂加工
製缶加工・板金・角物・丸物・高
精度品・樹脂加工

製缶加工・板金・角物・丸物・高
精度品・樹脂加工

142 ○
三菱ケミカル㈱　長浜事業
所

滋賀県 機能商品　素材他
生産設備の維持管理のための
部品・備品

金属加工部品・樹脂加工部品

143 ○
三菱電機㈱　系統変電シス
テム製作所

兵庫県
電力,一般用ガス絶縁開閉機器
及び変圧器

金属の製缶及び機械加工 多種(丸物，角物，その他）
金属での製作にてQCD総合的
に優秀な技術力

144 ○ ○
三菱電機エンジニアリング
㈱　姫路事業所

兵庫県 自動化設備・試験装置
設計・製造・組立・配線・盤組
立・据付

設備全体に含まれる VA/VE、短納期対応

145 ○ 初
三菱マテリアル㈱　明石製
作所

兵庫県
セメント事業、金属事業、加工
事業、電子材料事業他

機械・装置
NC専用研削盤、自動化設備、
自動検査装置等の設計、製作

146 ○ 水戸工業㈱ 大阪府
自動機・産業機器・各種治具販
売

自動機・産業機器・各種治具・
製缶加工、現地工事

３Ｄ設計対応。設計から製作現
地据付まで一貫施工

147 ○ ○
ムネカタインダストリアルマ
シナリー㈱

大阪府
独自の樹脂溶着設備の製造・
販売

金属・樹脂の機械加工及び制
御盤製作

設備用架台他金属・樹脂の機
械加工品

148 ○ ○ 初 ㈱森井製作所 東京都
輸送機用部品（足回り・エンジ
ン・ミッションなどの部品）

金属機械加工
旋盤加工品、マシニングセン
ター加工品

多品種少量品に対応する加工
技術

149 ○ ㈱モリタ製作所 京都府
歯科・医科医療器械器具の製
造・販売

板金・切削・樹脂成型・電線加
工

150 ○ ○ ㈱モリタテクノス 兵庫県 制御装置製造 金属機械加工 薄物板金

151 ○ ㈱ユーシン精機 京都府 産業用機器 金属機械加工　ハーネス加工 フライス・製缶・ハーネス 大型製缶・精密切削

152 ○ ㈱豊電子工業 愛知県
産業用ロボットシステムの開
発・設計・製造・販売

産業機械の機械設計　制御設
計　プログラミング設計及びロ
ボット教示　金属機械加工

丸物　角物　製缶物　精度品 精密機械加工部品　等

153 ○ 初 淀川メデック㈱ 大阪府
液晶関連製造装置、セラミック
コンデンサー積層装置

機械加工部品 精密加工品、金属加工全般

高精度品（研削加工　位置精度）
に慣れているところ。多品種少量
（主にアルミ加工　コスト重視）に慣
れているところ。ロール加工品（ア
ルミ　Hcrめっき）に対応できるとこ
ろ。樹脂接着・溶接　大型洗浄漕
に対応できるところ。

154 ○ ○ ㈱ロブテックス 大阪府

作業工具・ ファスニングツー
ル・工業用ファスナー・電設工
具・油圧工具・切削工具の製造
販売

金属機械加工、アルミ鋳造、板
金・プレス

155 ○ 初 ㈱ワイ・ジェー・エス． 兵庫県 給湯器部品、産業機器部品
金属機械加工、金属板金加
工、樹脂成型、樹脂切削

切削、板金、溶接、樹脂製品各
種

多品種小ロット品の対応　他

100 107 50
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