
№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）

① ①板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス ＊納期対応、不良時の対応
835,512 厨房機器 ・洗浄機部品：500×800×800程度 TIG溶接機、バフ研磨一式

・洗浄機部品 ・シンク：500×600×600程度
400 ・シンク　など ・材質：SUS　　板厚：1mm～1.5mm

② ②機械加工 NC旋盤、マシニングセンター
愛知県豊川市 機械加工部品 ・SUS中心 スロッターなど

・多品種少量

①自動車板金部品 ①プレス加工～溶接加工 順送プレス機（200t程度中心、600tまで） ＊試作加工ではなく、量産対応な

300,000 ・溶接は外注可 タンデムプレス機(200t中心、1000tまで) 　新規取引先を探しています
　 ・100～1000mm、板厚0.8～1.8くらい 定置スポット溶接、ナットフィダー

600 ・SPC270～SPC980
・4000～10000個／月
②カチオン電着塗装 カチオン電着塗装装置
・プレス部品

②機械加工部品 ③機械加工 量産対応機械加工設備
・プロペラシャフト ・研磨・焼入れまで（外注可）

滋賀県湖南市 　　　　　　　向け ・S45C、5000個／月

機械加工 横中ぐり盤 ＊一品一様を得意とされている

255,000 圧延機部品 ・500×500～1000×1000程度 立・横マシニングセンター 　企業

レバー・BOX部品 ・内径公差H7、距離±0.05同芯必要 ＊継続的な取引を希望します

500 ・FC、FCD、SCMn2Aなどの鋳物鋳鋼品
愛知県尾張旭市 ・材料支給いたします

①ソフトウェアの開発・改造 C++、C#、HALCON対応可 ＊保守メンテナンスまで
30,000 フィルムなどの ・画像処理用 　行える企業歓迎

　　　　検査装置 ・AI分野にも対応可 ＊仕様書や報告書の翻訳、
49 ②FPGA～基板実装～検査機開発 　英語、中国語、台湾語、

　韓国語、ハンガリー語など
③設計～製缶・板金加工～機械加工 製缶・板金加工設備一式 　に対応可能な企業歓迎
　　　　　　　　　　　～現地据付
・製品：架台(2m程度が多い)
・小さなブラケットから5m程度まで
・SS、SUS、AL
④制御盤、カメラユニット 対応する設備
　　　　　　　　　　設計～製作
・年100台程度を案件ごとに注文
⑤機械加工 プレーナーが適している
・サイズは2m程度
・鉄のフレームに溝を複数本入れ、

滋賀県東近江市 　コの字型の銅を接着する加工

機械加工 NC旋盤、複合旋盤 ＊検査体制の充実、全加工可能
100,000 各種自動機部品 フライス盤、マシニングセンター 　なこと（表面処理まで）

サイズ：丸物（小径～φ500程度） 研削盤（内面、円筒、平面）
393 　　　　角物（手の平～1000）

・治工具、金型パーツ部品もあり
青森県八戸市 ・一般鋼材、アルミ、SUS

・数量：1個～
①機械加工及び製缶加工 製缶加工設備一式、各種溶接機

60,000 製造装置部品 ・手の平サイズ～2m超えまで フライス盤、マシニングセンター
・製缶：3m×4m×1.5m程度の大きさ 五面加工機、NC旋盤、長尺対応の旋盤

62 ・フライス：500×2000の長尺物
・旋盤：小物～2000程度まで
・SS、AL、SUS他
②ゴムライニング加工（ローラー） ウレタンゴムライニング設備

大阪府交野市 ・ローラーにウレタンゴムを
　ライニング
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

319 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
医療機器部品 　φ2000以上、長尺3000L～ 各種溶接機 　いただけること
航空機・宇宙 ・SC、SCM、SUS、インコネル、チタン ※各対応する設備あればOK ＊検査記録と荷造りが必要
防衛関連部品 　ハステロイ、タングステン、AL、銅

各種装置部品 　海外材（AMS材）、樹脂など

大阪市西区 ・単品～100程度の少ロット、大ロットも

① ①3D設計～製作・組付・配管・ CAD（3D）、五面加工機 ＊金型機械加工～組立～
70,000 車体組立用 　 　  　 電気計測・検査まで一式 立・横マシニングセンター 　検査対応までを希望

・溶接治具 （車体組立ライン設備一式） NC旋盤、三次元測定機 ＊三次元測定機での検査保証
120 ・設備関係全般 ②製缶加工 製缶加工設備一式など 　ができる企業希望

･溶接冶具のペース製作
　　　　　　 ･傾斜架台の部品加工

② ③金型加工 金型加工設備一式
広島県安芸郡 金型本体 ・SKD61

・キャビティ加工など
機械加工～研削加工 NC旋盤、汎用旋盤、NCフライス ＊機械加工～研削加工まで一貫して

20,000 産業機械部品 汎用フライス、マシニングセンター 　取りまとめできる企業歓迎

・研削加工は外注可 平面研削盤、円筒研削盤 ＊短納期対応、材料～表面処理

106 ・手のひらサイズから様々あり 内面研削盤 　まで対応できる企業、検査体制

・鉄、非鉄、樹脂等各種 　が整っている企業が望ましい

京都府久世郡 ・1～10個までが多い

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旋盤、マシニングセンター ＊ISO保持している企業
48,400 自動車用オートマチック 平面研削盤、円筒研削盤 ＊少量品（補給品）も受注

トランスミッション ・各単体加工のみでも可能 内径研削盤など 　可能なメーカー
908 の構成部品 ・SCM、SK材など

・φ10～150程度、長さは様々
愛知県高浜市 ・各加工で外注可

機械加工～研削加工 旋盤（NC･汎用）、マシニングセンター ＊見積り納期回答が早い事
10,000 半導体・液晶部品 ・研削加工は外注可 平面研削盤、円筒研削盤 ＊品質に対するレベルが高い事

食品・医療関連部品 ・サイズ：φ30～φ700程度、 （内面研削盤あれば尚良い）
31 　手の平サイズ～500×1000程度まで

・多品種少量
広島県福山市 ・SS、AL、SUSが80％、FC、

　他FC、真鍮鋳物などあり
①機械加工 旋盤（φ50程度） ＊単品の加工

50,050 CNC加工機及び ・SS、AL、SUS、FC マシニングセンター（□1000まで）
　専用機の部品 ②板金加工 板金加工設備一式

12
③製缶加工 製缶加工設備一式
・溶接架台（□2000まで）

神戸市西区 ④鋳造加工 鋳造加工設備一式（砂型・発泡型）
・FC、FCD

機械加工 汎用・NC旋盤、フライス盤
100,000 自動包装機械部品 ワイヤーカット放電加工機

産業機械部品全般 ・手の平サイズ～□1000以内程度 マシニングセンター、プレーナー
120 ・SS、SUS、S45Cがメイン 溶接機

・数量：1個～数個（単品主体）
島根県松江市

①製缶加工（溶接加工・曲げ加工） 製缶加工設備一式 ＊多品種、少ロット
80,000 コンベヤ及び ・板厚3.2～4.5メイン ＊図面支給

機械器具の ・SS、SGPなど ＊QCDに前向きに取り組み
339 メンテナンス部品 ②機械加工 汎用旋盤、NC旋盤 　されている企業

・手の平サイズメイン マシニングセンター、フライス盤　など ＊短納期対応可能な企業
・SS、SUS、S45C ＊鍍金・塗装まで一貫して
③機械加工（樹脂） 　とりまとめいただける企業
・手の平サイズメイン
・樹脂全般
④板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス

兵庫県加古川市 ・SUSメイン、板厚3.2以下 タレットパンチプレス、溶接機など
・小物～中量サイズ
①機械加工～研削加工 NC旋盤、NC自動旋盤 ＊短納期対応が得意な企業

1,286,000 各種バルブ部品 ・数量1ヶ～1,000ヶ程度 NCフライス盤、マシニングセンター ＊価格勝負に自信がある企業
・SS、SUS、AL、FC、SCM、SKD他 各種研削盤(平面、円筒他)

274 ・研削加工は外注可
・手の平サイズの丸・角物
②製缶加工(架台、丸タンク他) 製缶・溶接設備一式
・架台はSS、タンクはSUS304

北九州市門司区 　タンク溶接後の酸洗すること
・タンクはφ600～1000×L2000以内
機械加工～研削加工～熱処理 NC旋盤(チャッカー式、4～6インチ）及び ＊自動車部品加工がメインの

20,000 自動車部品 ・冷間圧造・鍛造仕上げ材支給 (バーフィーダー付最大平径36対応) 　為、品質監査(自動車関係)
建築部品　　など ・月産3000～10万 フライス（穴明け加工機） 　が対応できること

280 　（加工できる量を相談下さい） マシニングセンター(30～50番) ＊和歌山までのデリバリー
・外径φ20、L10～40くらいのもの センターレス研削盤、円筒研削盤 ＊ISO取得企業
・鉄系（SS、SC、SCR、SCM） 内面研削盤
　SUS系（304、316、430）
・各加工で外注可

和歌山県橋本市

①冷間鍛造加工 冷間鍛造プレス ＊片手サイズから両手サイズ
303,000 自動車エンジン 　まで

　　　　関連部品 ②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 ＊数量は様々
1,219 ・アルミ ＊ISO9001、ISO14001は取得

　している事が望ましいが
③プレス加工（単発・順送） プレス機（500t程度まで） 　必須ではない
・金型は応相談

愛知県西尾市 ④プレス金型加工 金型加工設備一式

製缶～機械加工（樹脂加工あり） 五面加工機、横中ぐり盤、NC旋盤 ＊QCDの要求に対し、前向きに
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ー、NCフライス盤 　ご協力いただける企業

産業機械用架台 ・溶接構造物の切削有り ワイヤー放電加工機、平面研削盤 ＊さらには、PQCDSMEを意識
220 省力化機器 ・材質：SS、SUS、ABS、ジュラコン 製缶設備一式 　した展開を目指されている

ベースプレート 　　　　POM、MCナイロン 　企業
吸着プレート ・単品～100程度 ※特にワークサイズ(1000×300×300）に

京都市南区 （ジュラコン＋金属） ・小物の機械加工品もあり 　対応できるフライス加工設備歓迎
・吸着プレートは、600～800×1500

①板金加工 TIG溶接機、MIG溶接機 ＊価格および溶接資格

104,484,000 鉄道車両向け部品 ・アルミ、SUS　板厚t1.2～t3.2 (上記溶接機合わせて5台以上が望ましい)

・TIG溶接板金製品 200mm×200mm プレスブレーキ、レーザー加工機
35,691 　部品点数10点を溶接組立など タレットパンチプレス

・ロット：10個程度
②製缶加工～溶接加工 製缶加工設備一式、各種溶接機

神戸市兵庫区 ・手作業によるG仕上げ部品 組立定盤（3'ｘ6'）を数台
・SS　t6～t9mm　
プレス加工（溶接加工） メカプレス機100ｔ以上 ＊2,000～30,000個/月に対応

450,000 自動車用プレス ・自社でスポット溶接やプロジェク （小物から大物まであり） ＊自社にて製品造り込み、
　　　　板金部品 　ション溶接までできる企業歓迎 　精度保証、日常管理ができ

200 ・自動車用薄板 スポット溶接機 　る事
・板厚ｔ0.5～ｔ2.0 プロジェクション溶接機 ＊自動車用プレス板金部品の

大阪府池田市 ※溶接機はなくても可 　受注実績がある事
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№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）

溶接加工～機械加工の複合加工 横マシニングセンター(□700程度まで) ＊精度保証ができること
1,891,900 包装機械部品 (製缶加工＋機械加工、機械加工付板金） 立マシニングセンター(700×2000まで) ＊短納期対応ができること

組立機部品　など NC旋盤、NC複合旋盤(～φ200×500まで)
820 ・大型フレームから手の平サイズまで 五面加工機(長さ6000まで）

京都市伏見区 ・SS、AL、SUS、FC、FCD、S45Cなど 各種溶接機

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 製缶加工設備一式 　いただける企業歓迎

　機器及び製缶物 ＊単体の加工もOK
411 ・タンクはφ3000までのサイズ

・FRPタンク、制御盤、ブロワなど
　の製作もあり

東京都港区 ・SS、SUS、PP

① ①設計～機械加工・製缶加工 各種溶接機、ガス溶断機 ＊品質（高品質・すぐれた技術）

90,000 各種プラント機器 　　～据付工事～補修・配管工事 シャーリング、プレス機 ＊納期（納期厳守・突発対応可）
           ・シュートホッパー （汎用・NC）旋盤 ＊コスト（見積積算能力・コスト

1,733 　架台類 ・上記加工に加え電気・計装工事、 マシニングセンター 　競争力）

・ダクト 　回転機類のオーバーホール、築炉 五面加工機、横中ぐり盤　など ＊製缶～加工～現地搬入

・ダンパー 　工事、FRPライニング工事などの
・コンベア 　加工なども対応できる企業歓迎
・貯留ホッパー ・SS、SUSなど
・除塵機　等

② ②製缶加工～機械加工
破砕機部品 ・製缶加工、機械加工のいずれか再外注可

・ロータ ・熱処理など一貫して製作依頼
・ロータハウジング サイズ：200×300×t80～
・ライナプレート 　　　　　2300×3400×1200程度
・ベースフレーム 重量：200kg～3.2トン程度

兵庫県尼崎市 ・スクリーン　等 ・SS400、SCM440、S45C調質、HT60等

①製缶加工 製缶加工設備一式 ＊法令・社会規範遵守
13,450,751 水処理プラント用 ②ゴム・FRPライニング加工 5tクレーン ＊トラックで運べるサイズが

・タンク ③制御盤製作～計装工事 ライニング加工に係る設備 　メイン
1,516 ・プレファブ ・①②③単体の加工で募集 制御盤製作関連設備

　　配管ユニット ・製缶：タンク、配管ユニット製作
・制御盤 ・タンク、ライニング加工まで

　一貫製作できる企業歓迎
東京都中野区 ・SS、SUS、塩ビ

製缶加工～機械加工 製缶加工設備一式 ＊ごみ焼却プラントなどの
90,000 ・架台類 各種機械加工設備など 　メンテナンスに係る製缶品

・ダクト類 ・重量数百Kg～数t程度まで大小 　の加工が主です。
140 ・サポート類 　様々な製品あり ＊役所向けの仕事が多いので

　　などの製缶品 ・機械加工、表面処理など外注可 　検査対応、書類作成等可能
・単品対応いただける企業 　な企業

兵庫県尼崎市 ・SS、SUSなど ＊取引が年1～2回程度でも
　よい企業

①機械加工（量産） NC自動旋盤 ＊品質マネジメントシステム

6,932,000 四輪車用エンジン ②プレス加工 単発・順送プレス機 　ISO9001/ISO14000相当以上
マネジメント ③冷間鍛造加工 パーツフォーマー 　を有している事

22,371 　　システム部品 ④アルミダイカスト鋳造加工 ダイカスト鋳造機　など ＊安定的かつ長期にわたり
・各単体の加工 　供給可能であること
・数万～数十万／月、小物中心 ＊BCPに対する企業理念及び

栃木県塩谷郡 ・SUS、アルミ、SS、銅 　備えがある、又は構築する
　意思があること

機械加工 旋盤（汎用、NC）、正面旋盤 ＊短納期・品質・価格対応
2,002,710 送風機部品 ①φ150×2,000L～φ400×5,000L スロッター、キーシーター ＊今回は主に150φ以上、

　①軸 ・材質：S45C フライス盤（汎用、NC）、ボール盤 　2,000L以上の軸を加工して
681 　②軸受ケース ②φ700×300～φ800×500程度 ラジアルボール盤 　いただける企業を探したい

　　ボス　　など ・材質：FC200、FCD450で支給 マシニングセンター
・加工取り代は5～10㎜ 研削盤(円筒、内面)

兵庫県姫路市
①②とも月20個程度
①製缶加工 製缶加工設備一式 ＊コスト競争力

450,000 工業用熱処理炉 ・大型加工品対応
　　関連部品全般

600 ②板金加工 レーザー加工機（5×10尺）、
・MAX3000角 ブレーキプレス（長尺対応が望ましい）
・SUS、SS、ALなど 主体はt1.5 タレットパンチプレス、シャーリング、
・抜き、曲げ、定板ともに5×10尺が 各種溶接機
　加工できること

③機械加工 旋盤（φ500～φ1000×1000～2500）
奈良県天理市 ・SS、SUS、S45Cなど

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
大阪市大正区 ・塗装(焼付、ウレタン、粉体など）

① ①ロールフォーミング加工 ロールフォーミング加工設備一式 ＊少ロット対応、品質、
128,000 SUSフレーム ・板厚1～1.5、20～30角程度 　納期管理の徹底

・穴あけ等2次加工までできれば尚可 ＊経済的コストへの追求
85 ・SUS304

② ②切削加工、打ち抜き加工 汎用旋盤、汎用ルーター、フライス
樹脂製品 ・打ち抜き加工(樹脂フィルム・シート) NCルーター、トムソン加工機など

滋賀県大津市 ・ニューライト、他樹脂全般

裏面につづく

30

27

28

29

モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　

21

22

23

24

25

26



№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冷間鍛造加工 冷間鍛造用設備、プレス機(単発・順送) ＊コスト的、品質的に競争力
360,000 自動車部品 ②プレス加工（単発・順送） NC旋盤、汎用フライス盤 　のある企業

産業用設備・ ③機械加工 マシニングセンター(3軸以上) ＊タイ、ベトナム、中国、
167 　　　機械部品 ④歯切り加工 歯切り盤、各種研削盤 　インドネシア、アメリカの

・上記各単体加工 ※各加工に対応する設備 　いずれかに拠点がある企業
・研削・表面処理まで（外注可） 　（無くても可）
・サイズ：φ1～φ160×長さ～150
　　　　　手の平サイズがメイン

名古屋市緑区 ・数量：試作から量産数十万個／月
・SS、SUS、アルミ、真鍮など
①機械加工 旋盤（NC･汎用）、フライス（NC･汎用） ＊少ロット、単品から30個

367,000 印刷機部品 ・指先サイズから手の平サイズまで マシニングセンター、複合旋盤 　程度の間
・SS、S45C、SUS、FC、FCD ＊各加工で表面処理まで取り

151 　まとめできる企業歓迎
②溶接加工～大型機械加工 各種溶接機、五面加工機など ＊QCDに積極的な企業
・平板加工～溶接
・厚み25×幅100×長さ1700まで
③鋳造加工（銅合金） 砂型鋳造設備一式
・手の平サイズ（10kg程度）

④鋳造加工（アルミ：AC2B) 砂型鋳造設備一式
岐阜県美濃市 ・支給の長尺のロールと一体に鋳造

・重量：ロールと合わせて30kg程度
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 　　　　　　～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
・架台、架構 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

11,663 ・配管 ・材質：SS、SUS 塗装ヤード、仮組ヤード 　対応可能な企業
・ダクト類(丸・角) ・各単体の加工のみでも可能 組立場所、保管用地 ＊陸送可能な程度の大型
・搬送設備の ・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
　　　フレーム ・架台・ブラケットなど単体・単品 ＊溶接技術に優れた企業
・鋼構造物 　の加工もあります 　（現場溶接・工場溶接）
　　　　　　など ＊現場施工（出張工事含む）

　対応可能な企業も併せて
北九州市八幡西区   希望

製缶加工 ベンディングロール ・納期遵守、コスト
100,000 ・タンク ・大型製缶もあり 各種溶接機

・架台 ・タンク：φ500×H800～ 製缶加工設備一式
120 ・ラック　など 　　　　　　　　　φ3500×H8000

愛知県犬山市 ・SUS304、SUS316、SS400
・少ロット発注
機械加工 立・横マシニングセンター ＊品質・コスト・納期が

66,000 油圧バルブ用 NC旋盤 　守れる企業
　　　　部品各種 ・サイズは多種あり

104 ・鋳物は支給します。
兵庫県宝塚市 ・SS、SC、FC、FCD、FCV

① ①製缶加工～機械加工～組立 製缶加工設備一式 ＊納期遵守、価格、品質
10,000,000 各種プラント向け

・圧力容器 ・大型製缶品が多数
9,000 ・熱交換器 ・特に圧力容器、熱交換器を得意と

・タンク類 　される企業歓迎 圧力容器の製作は第二種圧力容器が必要
・サイロ ・左記製品は単体のみの加工でOK
・チェーンコンベア ・SS400、SUS、SM490

② ②制御盤製作～組立 制御盤製作設備一式

大阪市淀川区 制御盤 ・案件により設計も含む

製缶加工～機械加工 各種溶接機を含む製缶設備一式 ＊完成品まで一貫して取り
1,700,000 ・製鉄所関連 ・表面処理など各加工で外注可 旋盤、五面加工機 　まとめていただける企業

・産業設備関連 ・手の平サイズから数百キロまで マシニングセンター、フライスなど ＊品質・価格・納期
4,000 ・プラント設備 ・SS、SUS、FC、S45C、FC、SCなど

広島県福山市 各種部品 ・少ロット、短納期

①機械加工 ①～⑤までの各加工に対応する設備 ＊4M変更管理、RoHS対応、

266,000 分析機器 ②機械加工（樹脂） 　コスト、納期

医療用機器 ③板金加工

11,900 真空ポンプ ④アルミ鋳造加工（手込め・砂型）

　　　　　部品 ⑤アルミダイカスト鋳造加工

・①～⑤までの各単体加工
京都市中京区 ・手のひらサイズ～φ500程度

・SUS、AL　年間100～1000個
機械加工(金型部品加工） マシニングセンター（小型～大型） ＊ボリュームディスカウント

96,000 金型部品 (放電加工、ワイヤー加工、 NC旋盤、ガンドリル 　にて発注を考えています
①インサート・  電極加工、ガンドリル加工あり） 放電加工機、ワイヤーカット放電加工機 ＊品質・コスト・納期に自信

98 　　　スライドコア ・左記①部品：50×50～300×300 　のある企業
②ガイドピン・ ・左記②部品：φ100までの丸物 ※上記設備で大型部品対応歓迎 ＊中国や韓国から国内への
　インサートピン等 ・左記③部品：10トンまでの鋼板 　発注切替も視野に入れて

徳島県吉野川市 ③固定主型・ ・S55C、SCM440、KPM30、HPM7等 　います
　キャビティコア等

①板金加工 タレットパンチプレス、ブレーキプレス
48,000 住宅用建築金物 ・SUS304など レーザー加工機　など

40 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
・ADC12

③射出成形加工 射出成形機（最大300tまで）
・ABS
・金型から（外注可）
④サイン・室内札製作 対応する加工設備

大阪府東大阪市 ・カッテングシートサイン製作
・箱文字
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№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）

各種開発 下記条件あり ＊左記条件のメーカー
350,000 制御ソフト ①制御ソフト開発 ①スマホで工業製品を制御するソフト開発

モータードライバ ②モータードライバ開発 ②ベクトル制御のモータードライバーを開発

455 無線機 ③無線機開発 ③工業用の無線技術(特有の無線機)開発

愛知県みよし市 　海外認証を含む　　　　　　　

①機械加工～研削加工 NC旋盤、複合旋盤、放電加工機 ＊長期取引希望
100,000 工作機械部品 ・手の平サイズの小物部品 マシニングセンター ＊多品種少量生産対応

・SS、S45C、SUS、SCM、SNCM420、FC 各種研削盤　など
690

②機械加工～研削加工 旋盤（ターニング）φ500以上可能
・中量物～大型の製缶品の加工 門型マシニングセンター
・SS、S45C、SUS、SCM、SNCM420、FC 　　　(最大5000×2500×1500)

堺市南区 例：板材：1000×600×100 横マシニングセンター(600×600×500)
　　製缶品：2500×1500×1000 各種研削盤　など
①機械加工 対応する必要設備 ＊自社にて納期品質管理ができ、

13,000 自動車部品 ②板金加工（プレス加工） 品質保証に必要な検査器具 　前向きに協力してくれるメーカー

　　　 電力部品 ③冷間鍛造加工 ＊また、様々な提案をしてくれる

30 建機部品 ・小物から手の平サイズ中心 　メーカー

神奈川県海老名市 産業機械部品 ・少ロット～中ロット～万単位まで

①機械加工 立・横マシニングセンター ＊商社経由は不可
12,700,000 工作機械 ・手の平サイズからあり 中ぐり盤、フライス盤

・構成部品 ・高精度の仕上げ加工品もあり NC旋盤、各種研削盤
511 ・治具部品 ・ロット1～40程度 ※ネジ研削盤をお持ちの企業歓迎

・S45C、FC、SKSなど

②板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス

静岡県菊川市 ・ロット1～40程度 タレットパンチプレス

・SPCC、SS、SUS中心 各種溶接機など

① ①板金加工、溶接、塗装 ブレーキプレス ＊塗装、及び細かな部品に
480,000 機械式駐車場用部品 　・SS、SUS    t1.6～t6.0 　ついては外注対応でも可

（旋回デッキ・扉・枠） 　・L:200～2,000位まで
730 物流機器

（カバー・フレーム）

② ②製缶溶接、機械加工、塗装、組立 切断機、溶接機、五面加工機
AGV 　・角パイプ（AGVのみ）
自動倉庫用部品 　・SS t30～t50位/形鋼(AGV以外)
その他 　・2,000角位まで(AGVのみ)

　・2,000～5,000位(L)x1,000位(W)
　　x500位(H) (AGV以外)

③ ③単品 機械加工 マシニングセンター、 ＊熱処理については外注対応
軸 　・S45C、熱処理 旋盤（軸、車軸のみ） 　でも可
車輪 　・SCM440(軸・ﾌｫｰｸﾒﾝﾊﾞｰのみ)
フォークメンバー 　・高周波焼入(車輪のみ)

　・φ50前後(軸)
　・φ270～400位(車輪)
　・100(W)ｘ100(D)ｘ1,500(L)位
　　(ﾌｫｰｸﾒﾝﾊﾞｰ)

④ ④単品 製缶溶接 ブレーキプレス、溶接機、ボーリング盤
愛媛県新居浜市 ブラケット 　・SS t2.3～t6.0前後

及び付属品 　・200～1,500位
機械加工、板金加工、製缶加工など 各加工に対応する設備一式 ＊半導体装置メーカー向けに

100,000 半導体製造装置用 半導体向けに実績がある企業 　実績があること
　　　　　　部品

9,500
熊本県菊池郡

①現地据付工事 各種溶接機など現地作業設備一式 ＊現地工事に関して弊社、
20,000 誘導炉 ・配管工事、電気配線、組立など 　現地責任者のもと、工事の

誘導加熱装置 ・サイズは小型から大型まで 　とりまとめができる協力会社
110 　　　　　　など ②機械加工 フライス盤、各種ボール盤など 　希望

・Cu（銅版） ＊銅板は一部ブレーキプレス
兵庫県伊丹市 ・t4.0～t16×50～200 　曲げ加工あり

・多品種少ロット
機械加工、製缶加工 五面加工機 ＊少ロット対応可能なところ

99,500 ・バンドソーマシン 立・横マシニングセンター
・ドリルマシン ・鋳物加工、溶接加工もあり 各種溶接機など

170 他加工機の部品 ・SS、S45C、FC、FCD
兵庫県尼崎市 ・1～10ロット

ハーネス加工 半自動圧着機、手動工具 ＊圧着加工、半田加工を強み
2,200,708 ワイヤーハーネス ・圧着加工、半田加工、圧接加工、 アプリケータ、半田ごて 　とする企業

　融着加工、組立配線 ＊配線組立を行っている企業
795 ・サイズ：50mm～50000mmまで様々 (メーカー：HRS、JST、JAE、MOREX、etc) 　と面談を希望

滋賀県栗東市 ・関連材料はすべて支給
・数量：1～5本、10本、30本、50本

①小型エンジン ①機械加工 NC自動旋盤（φ15程度） ＊単発加工だけでなく、複合
98,325 　　配管継手部品 ・SS、SUS 　加工で部品完成まで対応が

・大ロット 　できる企業
300 ②エンジンの ②プレス加工（単発） プレス機（45t～300t程度）

　　ブラケット ・SPCC、SPHC

③板金部品 ③板金加工 レーザータレパン複合機
・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
④パイプ ④パイプ曲げ～ロー付け加工 パイプベンダー、ロー付け機

滋賀県長浜市 ・銅、SS
・φ20まで

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）

① ①機械加工 マシニングセンター、NC旋盤 ＊少量多品種対応（必須）
98,300 レーザー加工設備 ・大小様々なサイズ 門型マシニングセンター　など ＊めっき・焼付塗装までの

生産ライン構築 ・SS、AL、SUS、SKD、S45C 　対応ができること
128 　　　　部品など ・少量多品種 ＊納期対応、価格にご協力

②板金加工 レーザー加工機、タレットパンチプレス 　いただける企業歓迎
・数mm～千数百mm程度 ブレーキプレス、各種溶接機

③製缶加工～機械加工～塗装 製缶加工設備一式
・架台～5mまで（2m前後が多い）
・機械加工、塗装は外注可

② ④設計～製作～組立･調整～現地作業 対応する設備一式
FA設備 ・全工程または一部工程

佐賀県三養基郡 制御盤　など ・部品など手配によりとりまとめ

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
1,653 ・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

名古屋市熱田区 ・油タンク300㎥　φ4ｍ～5ｍ

①板金加工 レーザー・タレットパンチプレス加工機 ＊製缶板金加工においては
50,000 食品製造装置 ・SUS304中心、多品種、少ロット TIG溶接機、ブレーキプレス 　軸回転機構(攪拌パドル等）

粉体製造装置 ・板厚3mm以下が多い 電解焼け取り処理装置 　を扱える精度、また外観
150 　　　　　　部品 　部品についてはシビアな

②製缶加工 製缶加工設備一式 　外観品質を求めます
・主にSUS、多品種、少ロット ＊機械加工についてはSUS304

・数メートルの物まで有り 　の一品一様の部品へ素早い

③機械加工 汎用旋盤、NC旋盤、複合旋盤 　対応を求めます

・表面処理まで（外注可） フライス盤、マシニングセンター　など

愛知県半田市 ・主にSUS304、多品種、少ロット　

・手の平サイズ程度

①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊ISO(環境、品質)などの
4,617,300 商用車(トラック) ・鍛造shaft(段付き）φ60×250程度 マシニングセンター 　認証取得を要する

・ブレーキ ・鋳造ハウジング　□500程度
2,766 ・ポンプ ・試作部品を含む

　　　　　　部品 ・鋳造・鍛造品支給あり
②アルミ鋳造加工(下記3種類） 左記に対応する鋳造機
・ダイカスト型（高圧鋳造） コールドチャンバーダイカストマシーン
・LP型（低圧鋳造） 　　　　　　　　　　　（650t～1600t）
・グラビティ鋳造
・金型から（外注可）
③鋳造加工(FC、FCD） 対応する鋳造機
・大きさ：3kg～10kg

東京都町田市 ・機械込め(量産仕様)

①プレス加工（単発・順送他） 単発・順送プレス機（400ｔ程度まで） ＊ISO9001認証必須
8,545,640 ・自動車 ・アルミ・SUS ＊信頼関係が築けること

・建産機 ・金型から（外注可） ＊IATF16949認証取得、
4,040 ・空調機器 ②アルミの鋳造加工 各種鋳造設備（グラビティ、砂型） 　ISO9001認証取得、ROHS対応

・各種熱交換機 ・グラビティ鋳造、砂型鋳造 　企業は歓迎いたします
　　　　 　部品 ・重量：10kg以内

③板金加工（溶接あり） 板金加工設備一式
・t6.0以上、フレームなど 各種溶接機など
・カチオン電着塗装まで（外注）
・SS、SPCC
④射出成形加工 射出成形機（350t～450t中心）

名古屋市南区 ・PA66、9tナイロン ※450t以上の成形機をお持ちの企業歓迎
・金型から（外注可）
①ゴム・ウレタンローラー製作 印刷用ゴム・ウレタンローラー製作に ＊少ロット対応

32,000 印刷・製本機器 ・機械加工～ゴム成型（焼付け）～研磨 必要な設備一式
　　　　　 部品 　まで一貫した加工

207 ・最大φ50以下～1000まで

②機械加工 NC旋盤（φ6～φ50くらいまで）
・SS、SUS、アルミ フライス盤（700ｘ500くらいまで）

和歌山県紀の川市 ・少ロット

機械設備設計 CAD（2次元、3次元）など ＊各種自動機、生産設備を
300,000 各種機械設備 　提案設計できるメーカーを

・部品製造ラインの設計経験のある 　希望します
65 　企業歓迎します。

徳島県徳島市

製缶加工・板金加工 各種溶接機、プレス機、ブレーキプレス
98,800 粉体プラント ベンディングロール、各種溶断器

・タンク ・板厚3mm以下の薄肉ステンレス中心 シャーリング、レーザー切断機
140 ・容器　　など ・現地据付工事まで可能な企業歓迎 天井クレーンなど

・SUS304、SUS316、SUS316L、SS400
大阪市北区
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№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 小物部品：自動旋盤、NC旋盤など ＊安定した品質、コスト、納期

98,000 金属製配管継手関係 ・小物φ5～φ50、大型φ500～φ1,000等 大物部品：立旋盤(ターニングセンタ) ＊各加工で鍍金、熱処理等の

・フランジ ・SUS304、SS400 その他、マシニングセンター、フライス 　表面処理まで一貫製作できる

230 ・ねじ 　企業を歓迎します

・パイプエンド式 ②鋳造加工 鋳造加工設備一式

滋賀県守山市 ・FC、1kg未満まで
・砂型鋳造、木型から
機械加工 マシニングセンター（350×800以内） ＊QCDがしっかり守れる企業を

10,000 ・半導体部品 ・メインは手の平サイズ NC旋盤（φ5～φ200×200以内） 　求めています
・分析機器部品 ・各種研削加工あり（外注可） ワイヤーカット放電加工機

30 ・計測機器部品 ・MAX：350×800、φ5～φ200×200 各種研削盤、三次元測定機
・医療機器部品 ・アルミ、SUS、SS、S45C、SCMなど

京都市南区 ・各研究開発部品 ・少ロット（1～10）から
　中量産（10～200）まであり
①機械加工 NC旋盤、フライス盤

10,000,000 自動ドア用部品 ・手の平サイズから600角以内 マシニングセンターなど
・SS、SUS、樹脂もあり

2,296 ②プレス加工（単発・順送） 単発・順送プレス機（300ｔ程度まで）
・金型から（外注可）
③板金加工 タレットパンチプレス、レーザー加工機
・取り付けブラケットなど ブレーキプレス
・多品種少ロット
④射出成形加工 射出成形機

神戸市東灘区 ・小物中心
・金型から（外注可）
機械加工～表面処理 NC旋盤、汎用旋盤、正面旋盤 ＊企業様の保有設備に合わせて

98,000 鋳造部品など フライス盤、マシニングセンター 　案件を相談させていただきます

・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 ＊三次元測定機を含む各種測定機

180 　鋳物以外の鋼材や非鉄金属もあり 三次元測定機があれば尚良い 　の定期校正がされている

・片手サイズから１m角強サイズまで
・形状は丸、角、異形など

岐阜県岐阜市 ・少量中量ロット対応頂ける企業
・メッキ、塗装は外注可

機械加工（ねじ加工） NC旋盤、NC複合旋盤 ＊積極的でチャレンジ精神が

96,000 ネジ NC自動旋盤、マシングセンター 　あり品質及び納期管理能力

プーリー　など ・機械加工：φ8～φ100 ブローチ盤、転造盤 　がある企業を求めます。

459 　　　　　 ・ねじ加工：M1～M20

岐阜県関市 ・SUS、AL、SS、FC、FCD、難削材 ※上記いずれかの設備で単体の加工OK

・100個程度の中ロットが多い
機械加工 マシニングセンタ(立、5軸、門型・五面) ＊品質・日程等、管理が

89,987 真空機器関連部品 ・アルミ精密切削加工(他材質あり） NC旋盤、複合旋盤 　されている協力メーカー
一般産業機器部品 　シール面加工、他溶接加工あり 測定機類（3次元）

・サイズ：手の平～3000角まで
大阪市中央区 110 ・A5052、A6063、A6061、A7075

　SUS、SS400、鋳鉄　他
①機械加工 ①NC旋盤、MC他、様々な案件による 当社は鉄道車両関係、産業機械品

419,500,000 鉄道車両部品 ②板金加工 ②板金加工設備 関係等の製品を製造していること

産業機械品部品 ③製缶加工 ③製缶加工設備(MAX：1000×1000×t20) から、コスト面・品質面にも大変

93,557 ④鋳造加工 ④鋳造設備（鋳鉄・鋳鋼・アルミなど） 厳しい分野となりますが、すでに

⑤鍛造加工 ⑤鍛造設備（冷間・温間・熱間） その分野で実績があるという企業

・①～⑤各単体の加工で募集 はもとより、今後新たにチャレン

　　　　　 ・サイズ：大小様々あり ジしてみようと考えている意欲の

・材質：SS、S45C、AL、SUS、TI ある企業もお待ちしております

大阪市此花区 　　　　FC、FCD、SC、SKDなど
・数量：数10個～数100個／月
板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス ＊小回りのきく企業歓迎

40,000 工作機械部品 タレットパンチプレス、シャーリング ＊長くお付き合いのできる
・薄物中心 溶接（半自動・アルゴン・TIG） 　企業を希望いたします

120 ・手のひらサイズ～1m、2m角まで
兵庫県三木市 ・SS、SUS

製缶加工～機械加工 旋盤、アルゴン溶接機など
90,000 スクリュー製作 ・全長：300～2000くらい

・羽根径：φ25～φ60ぐらい
195 ・SUS、SS、ごくまれにTi

大阪市淀川区 ・1本～5本ぐらい

①プレス加工（単発・順送） プレス機（15ｔ～300ｔ程度まで） ＊金属プレス加工～金型製作まで

75,000 自動車部品 ②金型加工（単発・順送） 単発・順送プレスライン 　一貫生産ができる企業

自転車部品 ③スポット溶接・他溶接加工 トランスファープレスライン ＊ダブルクランクプレス(200ｔ～

126 釣具部品　 ④組立加工 スピンカシメ機、スポット溶接 　300ｔ)の設備がある企業を急募

建築建材部品 ⑤カシメ加工 バレル研磨機、金属洗浄機 ＊鍍金、塗装、その他の表面処理、

センサー系部品 ⑥タップ加工 　熱処理、プレス品の切削追加工の

電子部品 ⑦面取加工 　専属加工先も募っています

⑧金属洗浄
⑨バフ研磨加工
・①～⑨の単体加工歓迎、
　一貫してできる企業も大歓迎

大阪府東大阪市 ・SUS、AL、銅、真鍮、鍍金鋼板、鉄等

・ロット数：300～100,000個
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

290 ・塔槽類 ・サイズ・重量は幅広く一品一様 必須項目ではない 　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）

　　　　　　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が望ましい ＊陸送不可サイズなどは弊社工場

姫路市網干区 　内にて製作いただき海上輸送、

　現地施工もあります

裏面につづく

モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　
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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）

板金加工・製缶加工 板金加工設備一式 ＊少ロット対応でもQCDで
81,576,590 建設機械部品 製缶加工設備一式 　良い条件で対応いただける

・特に板金加工先を探しております 　企業

4,072 ・塗装まで一貫して取りまとめ

・サイズは大小様々あり
兵庫県加古郡 ・SS中心

機械加工～板金・製缶加工～組立 各加工設備一式 *難加工材(SUH21)を曲げ･溶接加工

45,442,365 産業機械モジュール 　経験及びチャレンジできる企業

・圧力容器 ・圧力容器　φ810×1700 *加工、組立て、検査(溶接・寸法

10,747 ・熱交換器 ・熱交換器　φ465×370 　・気密／耐圧)まで一貫してでき

・配管部品 ・配管部品　25A～80A、φ9.5～φ19.1 　ることを希望しますが製作範囲

・台盤 ・台盤　　　1800×1530 　を分割でも可(要相談)

・10台／年程度(将来的には100／年) *VE提案希望

大阪市大正区 ・SUH21、SUS302B、SS400など

・単体の加工も相談下さい
①機械加工 NC旋盤、複合旋盤 ＊美観・納期厳守・品質・

36,000 機械加工部品 ・サイズ：φ3～φ800、10角～3000×1000 マシニングセンター 　対応力
及び装置部品など ・SS、AL、SUSなど 　　（3軸、4軸、5軸、門型） ＊表面処理まで一貫してとり

130 ・数量1個～10個、量産 　まとめできる企業
②精密板金加工～機械加工 板金加工設備一式
・溶接あり 溶接機、マシニングセンターなど

③射出成形加工 射出成形機（300ｔ程度まで）
京都府宇治市 ・金型は外注可

・自社で金型加工まで可能な企業歓迎

①設計～製作 タレットパンチプレス、レーザー加工機 ①詳細設計(CAD設計)部隊
490,000 ベルトコンベヤー (設計～板金加工～機械加工～組立まで) 板金加工設備一式 　があること

ローラーコンベヤー ・例：幅1m×長さ6m×高さ800ｍなど 機械加工設備一式 ②機械の設置経験があること
150 ・SS、SUSなど ③PLCプログラミング、情報の

・一貫して取りまとめできる企業 　PC管理等の経験があること
②現地据付工事 現場作業設備一式

物流システム ③PLCプログラム作成～ 設計、制御盤製作、電気配線など
神戸市中央区 制御系・情報系 　　　制御盤製作～現地電気工事等 　　　　　　　　　対応する設備一式

① ①鍛造加工～機械加工～研磨 鍛造用プレス機、バフ研磨機 ＊医療用・病理用器具の為、
180,400 医療機具 ・鍛造加工、研磨は外注可 フライス盤、マシニングセンター 　精度及び品質について大変、

・メスハンドル ・メスハンドル：130×10 　厳しくなっています。
490 ・SUS410 ＊納期に関しても医療器具で

・ロット100～2500／月 　あるため遅延はできません
② ②機械加工～研削加工 フライス盤、マシニングセンター
病理用器具 ・薄切用ホルダー：240×45×12 平面研削盤

岐阜県美濃市 ・薄切ホルダー ・SKD-12
・ロット100

① ①機械加工（金型部品加工） 5軸マシニングセンター ＊材料から一貫して完成まで
20,000 自動車他の ・手の平サイズから500□程度まで ワイヤーカット放電加工機、放電加工機 　発注対応可能な企業

　　　　　 　金型・治具部品 ・多品種少ロット 横マシニングセンターあれば尚良い ＊見積りのレスポンスが
110 　早い企業

② ②製缶加工＋機械加工 立・横マシニングセンター
各種産業機械・ ・単体の機械加工も募集いたします 門型マシニングセンター
　　装置向け部品 ・小物部品～2000×4000程度まで 各種溶接機器など

広島県福山市 ・SS、SC、SCM、SKD、AL、SUS
・多品種少ロット
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

100 ②板金加工 板金加工設備一式
・SUS304、303など　　t3.0まで
・少ロット
③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
・亜鉛、アルミ ホットチャンバーダイカストマシン
・金型支給 　　　　　　（ともに80t～300t程度）
④ハーネス組立加工 ハーネス加工設備一式
・ロット50～300
⑤鋳造加工 鋳造設備一式

大阪府豊中市 ・FC130～150 （木型、手込め砂型鋳造）
・手の平サイズ
製缶加工～機械加工～現地工事 溶接機　等製缶加工設備一式、 ＊単発の見積り発注等ご対応

100,000 製鉄所構内 （各々単体での加工でOK） 天井クレーン2.5ﾄﾝ以上 　いただける企業
   各種設備部品 大型機械加工は天井クレーン5.0ﾄﾝ以上 ＊短納期対応（スポット発注）

750 ・大型の機械加工品もあり 旋盤（汎用・NC）  ・納期厳守・資料の機密厳守
・陸送可能サイズ フライス盤（汎用・NC）  ・低コスト対応可能な企業
・多品種小ロット（1～数10個） フロア型横中ぐり盤、五面加工機

仙台市宮城野区 　 ・SS400、S45C、SUS、SGPC等 門型マシニングセンタ　他

① ①大型製缶～機械加工 大型製缶加工設備
250,000 スクラップ機械用 ・MAX：3500ｘ1500ｘ6000迄 五面加工機、門型マシニングセンター

　　　　　　部品 ・耐磨耗鋼hardox：t25×1000×2500 マシニングセンター、フライス盤
　　　　　 ・SS、S45C、SCM、SKD、鋳鋼など 中ぐり盤など

190 ②製缶加工～機械加工 製缶加工設備
・MAX：φ1000×φ2500、モジュール400 旋盤、正面旋盤
・大型ボルト：M24～M76 ターニングセンターなど
・SS400、S45C、SCM

②環境機械部品 ③設計～製缶～機械加工 製缶加工設備
・コンベア ・コンベヤ設計可能歓迎
・エプロン・ベルト ・軽搬送～重量搬送まで、種類多い
・架台 ・機械加工は外注可
③ ④製缶加工 製缶加工設備
車両架装部品 ・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

滋賀県守山市 ・車輌用BOX、パイプ曲げ製作
・SUS、AL　
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
・鉄くずを20kg程度のブロック状に 加工サイズ：210Ｘ370Ｘ230

396 　プレスする加工 　　　　　　20～25kg程度
大阪市西区 ・鉄板くず（板厚0.6以下）支給

・ロット：20kg/個×500個程度
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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

309 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

滋賀県草津市 ④半田付け加工 半田ごて
・手半田付け
精密機械加工 マシニングセンター、旋盤 ＊外観重要部品のため、拡大鏡

30,000 微細加工品など ・研削・放電加工まで複合的に加工 放電加工機（微細・精密） 　での品質確認が必要

・熱処理・表面処理（外注可）まで 各種研削盤 ＊わが社が要求する品質・納期に

223 　一貫して依頼いたします ※品質を保証できる測定機が必要 　全社総力で対応いただける企業

・SUS、チタン、耐熱・耐薬合金鋼 ＊見積回答納期2日以内

京都市南区 ・（MAX：□300、φ300）
・試作から開始、数年後に量産移行
機械加工＋製缶加工（溶接加工） 汎用旋盤、NC旋盤（φ150～φ400） ＊部品精度仕上げ

80,190 攪拌機用部品 　　　　　　～バフ研磨仕上げまで TIG溶接機、アーク溶接機
・攪拌翼 ・各加工で外注可 マシニングセンター、中ぐり盤

243 ・ベヤリング ・SUS304、SUS316　　単品中心
兵庫県淡路市 　　　ケースなど ・攪拌翼は大きいものがあります

①機械加工 旋盤、フライス、マシニングセンター ＊商談時詳細打ち合わせ
42,000 粉砕機 ・φ25～φ1000程度の加工能力 機械加工設備一式（図面対応） ＊弊社指定の納品書の対応

造粒機 ・SS、SUS、FC、SCM、S45C ＊見積り対応等
57 分級機　部品など

②板金加工・製缶加工 板金加工設備一式
・SS400、SUS304の架台など 製缶加工設備一式

神奈川県横須賀市 ・2m程度の加工能力

①機械加工 NC旋盤 ＊小ロット、短納期対応
100,000 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～φ600×t300 NCフライス

三重県名張市 ・SS400、FC200、S45C等
・小ロット

①水門付帯装置 ①製缶加工 プラズマ切断機、製缶設備一式 ＊設計、製作図、記録書等は
440,000 (階段・手摺等) ・SS t16～、形鋼、SUS304 t12～ クレーン、各種溶接機 　弊社より支給

＊材料（鋼材）等の支給に
300 ②モーターカバー ②板金加工 レーザー、Tig溶接機、他板金設備一式 　ついては、お見積時に相談

・SUS t2.0～4.0、1000角程度 　にて決定（全材支給 or
③水門ゲート ③製缶加工 プラズマ切断機、Co2半自動溶接機 　全材持ち）

・2000角程度　一部曲げ加工 製缶加工設備一式 ＊エンドユーザーが官公庁に
・SS t20～、SUS 　より、一定の施工管理が

④除塵機 ④機械加工～製缶加工 NC旋盤、五面加工機 　必要となります(材料管理、
奈良県大和郡山市 ・製缶は4000×8000程度（平面上） マシニングセンター、製缶加工設備一式 　写真管理、品質出来形管理)

機械加工～研削加工 NC旋盤、放電加工機 ＊品質・納期・単価
45,000 砥石軸・クイル・ ワイヤーカット放電加工機

超硬軸・台金 ・超硬ロー付け加工企業歓迎 平面研削盤、円筒研削盤
265 　　　　　 ・熱処理・表面処理まで（外注可） 内面研削盤　など

・S45C調質、SCM435･415、WCなど
京都府城陽市 ・砥石軸、超硬軸など：φ3～φ100

・台金：φ200～φ500(A5052）
① ①製缶加工 製缶加工設備一式

25,000 安全柵 ・サイズ□1000～2500
・角パイプ、C型チャネル、ブラケットを

114 　繋ぎ合せて枠を製作

・その枠に取付用のタップが多数必要

② ②機械加工（旋削）～表面処理 汎用・NC旋盤、NC複合旋盤 ＊一部外注の場合は納品責任
自動省力化 ・SS、S45C、SUS、AL、SCM、SKDなど 内外同時研磨機、円筒研磨機 　を持つこと（検査成績書）
　　　機械用部品 ・φ30～φ50×L150 BTA、プロファイル研磨機（横） ・三次元測定機

・無電解ニッケル、アルマイト処理 内径研磨機（インターナル 立・横） ・真円度計
　真空焼入れ、軟窒化処理等の　 図面表示（h7.H7）（f8.G8） ・サーフテスト
　表面処理あり（外注可） ・輪郭形状測定機
・一部研磨･ワイヤーカット･放電等 ・拡大画像測定機
　の設備が必要（外注可）
③機械加工（フライス）～表面処理 フライス、マシニングセンタ（立・横）
・SS、S55C、SUS、AL、SCM、SKDなど 同時5軸加工機、平面研磨機
・15×15×30～300×300×100 プロファイル研磨機（立）
・表面処理等は上記と同じ ジグ研磨機、ワイヤーカット機

兵庫県姫路市 ・一部加工の外注等は可 放電加工機、ガンドリル、ジグボーラー
図面表示（h7.H7）（Js6．H6）

①機械加工 NC旋盤、フライス盤 ＊多品種少ロット
50,000 自動化装置部品 ・持てる程度のサイズ マシニングセンターなど

・SS、SUS、AL
80 ②板金加工 レーザー加工機、ブレーキプレス

・板厚1.6、小物部品 タレットパンチプレス
・SS、SUS
③製缶加工 製缶加工設備一式

兵庫県淡路市 ・フレームなど2m角程度の大きさ 　
・SS中心

裏面につづく

モノづくり受発注広域商談会　発注案件一覧表　
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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機械加工 対応する機械加工設備 ＊一品対応して頂けること
1,042,850 プラント設備部品 ・シャフトφ50×1000ほか様々なサイズ 　（大量発注はありません）

　 各種装置部品 ・樹脂類の機械加工も募集 ＊短納期に対応して頂ける
1,100 ・SS400、SUS304、S45C、PVC、PP 　こと

②板金加工 板金加工設備一式
・薄肉板金φ200×300、300×1000×100

大阪市北区 ③製缶加工 製缶加工設備
・大小様々なサイズ
製缶加工～機械加工～組立 製缶加工設備一式 ＊精度（検査）・納期

48,000 重工業・重電向け 機械加工設備一式
大型部品・治具・ ・大型製缶品対応できる企業 門型マシニングセンター

426 装置など ・一貫して取りまとめできる企業 五面加工機、平面研削盤
神戸市長田区 ・設計・据付までできる企業歓迎

・SS、AL、SUS
① ①機械加工 汎用旋盤、NC旋盤 ＊見積り回答スピード（希望

10,000 繊維機械部品 ・手の平サイズ、丸物が多い フライス盤、マシニングセンターなど 　3日以内）

・φ10～φ50、L20～L500程度 ＊品質管理ができているところ、

64 ・SS、AL、SUS、S45C、SCM 　ISO9001程度の管理は必要

② ②板金加工～機械加工 レーザー加工機、ブレーキプレス ＊糸に触れる部品などはバフ研磨

ブラケット ・板金溶接部品：50×50～300×300 ボール盤（リーマ加工） 　まで対応が助かります

レバー・カバー ・溶接後の焼け太りの修正やリーマ 溶接機（TIG・スポット）
　加工が可能な企業 バレル研磨機、バフ研磨

③ ③汎用旋盤加工 汎用旋盤
京都市伏見区 鋳物部品 ・FC・FCD ・基本汎用旋盤中心の仕事ですが、

・異形状のものが多い 　マシニングセンターがあれば尚可
①機械加工（絶縁物） フライス盤、マシニングセンター ＊少ロット多品種での対応を

17,070,000 重電機器 ・熱硬化樹脂、熱可塑性樹脂 NC旋盤、各種切断機械 　お願いします
・変圧器 ・材質：EL-GEM、べークライト、PC ワニス処理設備　など ＊納期遵守でお願いします

8,995 ・GIS ・ワニス処理まで
・その他機器 ②製缶加工 溶接機、ホイスト
　に使用する部材 ・タンク、架台、ベースなど 定盤等の各種設備

・SS材、型鋼など
③鋳造加工（手込め・砂型） 手込め・砂型鋳造設備一式

静岡県沼津市 ・アルミ合金、銅
・両材質またはどちらかの鋳造加工
板金加工 板金加工設備一式

100,000 制御機器ケース ・塗装(焼付・粉体)、鍍金まで 各種溶接機など
・溶接加工もあり

127 ・板厚1.3メイン、単品～100個程度
兵庫県三田市 ・手で抱えられるサイズ

・SPCC、SECCなど
①板金加工②製缶加工～焼付塗装 板金加工設備一式 ＊鋼板パネルは3m以上加工

143,000 エレベーターパネル 製缶加工設備一式、各種溶接機 　可能な板金、塗装設備を
エレベーター ・板金加工・製缶加工単体のみでOK 塗装ブースなど 　お持ちの企業歓迎

259 　　　　フレーム ・焼付塗装企業も歓迎
エレベーター制御盤 ・サイズ最大1000×4000程度まで

・SS等、鋼板、型鋼、少ロット
③制御盤製作～配線組立 板金加工設備一式

横浜市金沢区 ・図面支給 電気配線・組立加工設備一式
・一部材料支給
射出成形加工 射出成形機（250t～850tクラス） ＊ISO9001認定取得企業

350,000 自動車部品
　内装・外装部品 ・組み付け製品などもあり

・ABS、PP、PC/ABS　など
三重県鈴鹿市 3,834 ・金型支給

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
74 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

岐阜県中津川市 ※食卓に載る程度 　望します。　
　の小物

機械加工、製缶加工、表面処理など マシニングセンター、汎用フライス ＊納期、コスト対応、長期取引
40,000 専用機部品 五面加工機、門型マシニングセンター 　を希望します。

治具部品 ・手の平サイズの金属加工部品 NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤
165 試作部品　　など ・製缶品（小物～大物あり） 平面研削盤など

愛知県大府市 ・SS、S45C、AL、SUS、SCM、SKD

製缶加工 製缶加工設備一式 ＊製缶品の組立、塗装まで
96,000 工業炉 天井クレーン 　お願いしたい

・炉体 ・機械加工、塗装･組立まで(外注可)
230 ・デッキ ・板厚：3.2～6.0、1～10トン位

大阪市西区 ・配管　　など ・SS、SUS中心

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 ・φ100～φ500、□50～□400 縦・横マシニングセンター 　可能な企業

・S45C中心、多品種少ロット ＊コスト削減の積極的な企業
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
・t9.0～t36、約300～3000L 各種溶接機など
・SS400、SCM440

③クランクなど ③円筒研削加工 円筒研削盤など
佐賀県唐津市 ・φ200～φ300×1m程度

・SCM440
メンテナンス（点検・修理・改造など） 溶接機器、現場作業工具類、車両 ＊各地域での現場出張作業の

70,000 各種プラント機器 ・出張工事（工期は1ヶ月～2ヶ月中心） （上記を持ち込み対応できる企業） 　対応ができ、若さと機動力
・バルブ ・SUS、SS、アルミ 　の有る企業を求めます

50 ・ポンプ ・大型プラント対応が可能な企業 ＊機械設備・配管工事の設計･
・回転機類 　施工や現場出張作業もでき

札幌市白石区 　有資格者が在籍している事
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②天然素材(石、紙、竹、硝子、一部金
属)の切断、切削等
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