
福井県元気企業ものづくり商談会2020 　発注案件一覧表
開催日：令和2年10月14日（水）　開催場所：福井県中小企業産業大学校［福井市下六条町16-15］

№ 企業名 所在地
資本金
（万円）

従業
員数

事業概要 発注品の概要 加工内容 主な加工材質 必要設備 協力企業に求める内容

1 大羽精研株式会社
愛知県
豊橋市 3,000 400

産業用ロボット部品製造、自
動車部品製造、産業機械部
品

半導体関連、自動車関連、医療関連等
の試作から量産まで(試作がメイン)

切削案件、研削案件
鉄、アルミ、SUS、樹
脂、チタン

自動盤、旋盤、複合機、マシニング、
ワイヤー、放電、研磨

特に切削案件の短納期対応に困っている。
リードタイム2週間以内で対応可能なメー
カー。
品質保証体制の整ったメーカー。※図面全個
所測定出来る事が必要。

2 トーフレ株式会社
大阪府
大阪市 9,800 270

金属製フレキシブルチューブ
の製造

金属製の継手金具（弊社設計分）及び
弊社仕様の生産設備等

切削加工、円筒曲げ加工、鋳
造・鍛造、専用機の設計・製作
及びメンテナンス、メッキ加工
等

ステンレス鋼（主に
SUS304）、SS400、
S25C、S45C等

CNC、汎用旋盤、マシニング、縦型旋
盤（φ1000mmまで加工できる。）、
円筒曲げ加工用3本ロール、TIG溶接
等

安定したコスト、デリバリー

3  三友工業株式会社
愛知県
小牧市 1億 250

機械製造（ゴム射出成形機、
防音・消音装置、マイコン式
自動魚切身機） 電機関連製
造（産業ロボット用制御装置、
画像検査装置

①製缶＋機械加工品
②旋盤加工品
③自動化省力化設備の設計、製作
④燃料タンク

左記のとおり
鉄、ステンレス、アル
ミ

左記の加工内容に必要な設備
品質、価格、納期を継続していただける取引
先を希望致します。

4 HILLTOP株式会社
京都府
宇治市 3,600 130

機械加工事業、表面処理事
業、装置開発事業

精密部品
装置設計製作

機械加工(切削,旋削),機械加
工+溶接,板金・製缶+機械加工

アルミ、鉄、SUS、樹
脂、その他

旋盤(ＮＣ，複合)・マシニング(３軸、４
軸、５軸、門型)
放電(ワイヤー、型彫り)　
板金設備(レーザー、複合機)
金型設備、成形設備

美観・納期厳守・品質・対応力・挑戦心

5 株式会社きしろ
兵庫県
明石市 9,400 350

重機械利用の大型切削加工
業
大型溶接構造物の製作及び
組立業
各種産業プラント用装置、機
器類の製造業

産業機械部品
舶用部品　他

素材（鋳鉄鋼、一般鋼材）、
製缶、機械加工、熱処理、組
立

SS、SF、SC、SUS、
銅合金、
アルミ合金、チタン、
高合金

製缶・溶接設備、鋳造設備、鍛造プ
レス、旋盤、竪型旋盤、横中ぐり盤、
五面加工機ほか

他社に無い技術や設備を保有している
納期・品質の管理ができている

6 株式会社タクマ
兵庫県
尼崎市

133億
6,700万

875

各種ボイラ、機械設備、公害
防止プラント、環境設備プラ
ント、冷暖房ならびに給排水
衛生設備の設計、 施工及び
監理、土木建築、その他工事
の設計、施工及び監理

ごみ焼却施設及びリサイクル施設、水
処理施設、ボイラ設備等の新設及び補
修・改造工事
・工事全般(据付工事、鉄部工事、築炉
工事、電気計装工事、保温工事、配管
工事、塗装工事、その他補修工事)、試
運転調整、機器の補修
・工事現場で使用する機器のﾘｰｽ・ﾚﾝﾀ
ﾙ、ﾊﾞｷｭｰﾑ車や重機、工事用備品・消
耗品の納入

製缶加工等 SS、SUS他
現地工事に必要な道工具類、機器類
等

工事に必要な許可、資格は保有しているこ
と。
工事を施工していただく場合、監督(下請監督
含む)はあらかじめ弊社独自の安全教育を受
講し合格していただく必要があります。
補修工事に関しましては突発対応可能な業
者を求めています。

7
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社名古屋支店

愛知県
名古屋市 100億 10,000

リサイクル
発電・電力
都市環境
上下水道
パイプライン
エネルギープラント
橋梁・鉄鋼
産業/機械システム

（１）ごみ焼却施設：バグフィルタ、飛
灰・排水処理設備、各種コンベア、風道
/煙道伸縮継手、各種配電/制御盤、施
工で発生する製缶・機械加工品（小ロッ
ト・多品種・突発対応可）他
（２）主に環境・アクアプラント施設の各
種ポンプ・鋳鍛鋼弁・ブロワ・ファン他
（３）バイオマス発電施設の燃料貯蔵用
サイロ・搬送用コンベア・バケットエレ
ベータ他
（４）主に環境/アクア/発電プラント等で
の各種機器据付工事/電気工事

（１）～（３）について　一部を除
き性能発注のため設計から一
貫して対応可であること
（４）各プラント等での施工実績
があること

各品目による
各品目に対応可能な設備・設計・品
質/施工管理能力があること

お互いの認識違いによる漏れや誤作・遅延
等を防ぐため、こちらからの一方方向のコミュ
ニケーションで無く、積極的に意思疎通を図
れてほしい。
また、仕様改善等があれば積極的にご提案
頂けると幸いです。

8 夏原工業株式会社
滋賀県
彦根市 2,000 500

蓄電池、太陽光発電、環境測
定・調査、半導体・液晶製造
装置、エンジニアリング、省力
化・自動化装置の設置・製作

弊社は省力機器や自動化設備の装置
を製作しております。
設計から部品、組立まで行っておりま
すが、部品を製作をしていただける企
業さんを探しております。

精密部品もありますが、通常
の機械図面です。
溶接もあります。

鉄、ステンレス、アル
ミ、MCナイロン、PET

製作出来れば設備は問いません。外
注でも可能です。

製品は全点検査をお願いします。（部品に
よっては検査成績書を別途添付していただき
ます）
精密加工あります。
多品種小ロットです。対応可能な企業様を希
望します。
低価格を希望します。

9 株式会社ミズホ
京都府
城陽市 4,500 250

研削砥石、超仕上砥石、ホ－
ニング砥石、軸付砥石、CBN
砥石、ダイヤモンド砥石

超硬クイル、超硬ロー付クイル
※クイル：スピンドルの差替軸

旋盤加工、研磨加工、フライス
加工、ロー付加工

超硬、SCM435（調質
材）

旋盤、フライス、円筒研磨 品質、納期、価格
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10
ダイトロン株式会社

電装工場
滋賀県
栗東市 22億 823

○一般産業用ハーネスの製
作、販売 ○高機能ハーネス
の製作、販売 ○束線ハーネ
スの設計及び製作 ○組立配
線、販売

ワイヤーハーネス、組立配線

カット設備、圧着加工設備、半
田加工設備を用いたワイヤー
ハーネスの加工。
組立配線。10～50本

ケーブル、圧着端
子、半田、その他補
材類

半自動機、アプリケータ、手動工具、
ケーブルカット機、ストリップ機、印字
機、半田コテ

特に半田加工を強みとする企業様、小LOT
対応で可能な企業様と面談を希望します。

11
株式会社

関ヶ原製作所
岐阜県
不破郡

2億
4,700

390

○油圧機器製品　○商船機
器製品　○舶用特機製品　○
大型製品（トンネル掘削機
等）　○鉄道機器製品　○精
密石材製品

① 舶用エンジンルームクレーン
② 鉄道分岐器

① 舶用エンジンルームクレー
ンの製缶
② 分岐器製品の溶接・機械加
工

①：S400（ショットプラ
イマー材）
②：SS400 主にマシ
ニング加工

①：製缶定番サイズ3M×7M程度必
要
②：一般的な加工設備で問題なし

長期的に安定供給していただける企業

12
厚板プレス工業

株式会社
大阪府
八尾市 3,825 70

プレス加工・曲げ加工・スピニ
ング加工
（圧力容器、化工機・プラント・
熱交換器、蒸気・ガスタービ
ン、造船、ダム・水門等）

重厚長大製品の製缶・溶接

製缶・溶接
※機械加工、塗装まで対応可
能
（必須ではありません）

SS400、SUS304など

10ｔ以上のクレーン
※以下設備は必須ではありません
ポジッショナー、機械加工設備、
ショット、塗装設備

早いレスポンス（見積回答や問い合わせ対応
など）、納期対応力
出来ない理由を考えるのではなく、どうしたら
出来るのかを共に検討していただける企業

13
株式会社

ナゴヤカタン
愛知県

名古屋市 7,000 16

ロストワックス製法によるステ
ンレスおよび鋳鋼鋳造品・ダ
クタイル鋳鉄・銅鋳造品の製
造、ろ過機製造販売

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)

鋳造品・ロストワックス鋳造品
の切削加工

鋳造品（FC・FCD、ア
ルミニウム及び青銅
（BC3・BC6・BC7・
BC8）黄銅）・
ロストワックス鋳造品
（鋳鋼・ステンレス・ア
ルミ・FCD）

横MC・縦MC・NC旋盤・NCフライス盤
等

QCDに優れた協力工場を探しています。

14
橋本金属工業

株式会社
兵庫県
明石市 3,300 160

減圧弁、水量センサ、排水バ
ルブなど水回り関連製品の
製造販売

当社製品の加工
パイプ加工、端末（カシメ）、
ロー付け、切削等

銅、鋳物、樹脂、鍛
造、挽物、リン青銅
等

NC旋盤、マシニングセンター、タッピ
ングセンター、NCベンダー、端末機、
成形機

見積依頼実施の場合、まずは「秘密保持契
約書」の取り交わしをお願いしております。
合意頂けない場合は、見積依頼は出来かね
ます。

15
太陽機械工業

株式会社
京都府
南丹市 1億 180

自動車用エンジン・トランス
ミッションコンポーネント及び
部品、
エアコン用部品、二輪クラッチ
用歯車、減速機用歯車、産業
機器部品の製造販売

旋盤加工  研磨加工、鍛造品など 左記のとおり
鉄（SCM415・
SCM420・SCR420）
が主

NC旋盤、ホブ盤、各種研磨機など
少ロット～量産対応が可能な企業を希望しま
す。特に品質体制（測定器保有必須）をア
ピール願います。

16 利高工業株式会社
滋賀県
米原市 4,000 320

住宅部材設計・製造（住宅部
材・玄関ドア・バルコニー・ア
ルミ部材・加工品等）

アルミ加工品、アルミ形材加工品
鉄加工品（ＺＡＭ、ドブメッキ）
アルミ・鉄加工から塗装までの一貫生
産品
カラー鋼板加工品

鉄・アルミ・カラー鋼板のＮＣＴ・
ＮＣＶ加工
アルミ・鉄溶接、アルミ形材切
断
アルミ・鉄加工品の塗装

アルミ板、アルミ形
材、鉄（ＺＡＭ材）、カ
ラー鋼板

タレットパンチプレス
ブレーキプレス（できれば４Ｍ）
溶接機
塗装設備

得意分野の強みを生かした提案を期待しま
す。
住宅関係の仕事をしていますので小ロット、
多バリエーションが中心となりますがロット生
産品もあります。

17
シントク株式会社

八ヶ岳工場
長野県
茅野市 1,500 65

半導体・液晶・有機EL・IT・工
作機械・自動車・食品・医療・
電池・物流・検査・繊維などの
部品製造

①小物～中物溶接製缶部品(ブラケッ
ト､ボックス等)
②大物溶接製缶部品(フレーム､架台
等)
③小物～中物の丸物部品(ピン､シャフ
ト､フランジ等)
④中尺丸物部品(カラー等溶接の中尺
シャフト等)

①及び②：溶接製缶～機械加
工～塗装
③：外径３０～２００×長さ３００
までの旋盤加工～一部ＭＣ加
工
④：シャフトに溶接したカラーの
外径２００×シャフトの長さ１ｍ
までの中尺旋盤加工

①､②：SS材･型鋼
材･角パイプ･SS材プ
レート等

③､④：SS材･SC材

①半自動製缶溶接機､＃６０番まで
のMC機(竪･横)
②半自動製缶溶接機(SS材･型鋼材･
角パイプ･プレート材溶接)､門型ＭＣ
機(幅2.5m×長さ5m)
③外径２００×長さ３００が加工出来
る旋盤､＃６０番ＭＣ機(竪･横)
④外径２００×長さ１ｍが加工出来る
旋盤

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

18 ボルカノ株式会社
大阪府
大阪市 4,620 136

舶陸用燃焼機器・環境保全
機器の製造販売、燃焼ソ
リューション

丸炉（耐火材あり）及び付属金物（機械
加工あり）
バーナ組立品、配管ユニット
制御盤

製缶、溶接、耐火煉瓦築炉、
耐火キャスタブル・耐火プラス
ト施工、配管組立（ねじ込み・
溶接）、塗装、制御盤製作（板
金・塗装・組立）

主にSS・SUS（板
2.3mm～9mm程度、
管10A～100A程
度、）

半自動溶接機、TIG溶接機、クレーン
等

品質確認を自ら行い、自信をもって弊社に資
材を送り出していただけること
また、充分に合理的な価格設定に加え、短納
期に対応していただける企業様

19
滑川軽銅株式会社

大阪営業所
大阪府
大阪市 8,998 98

アルミ及びアルミ合金の販売
及び切断等加工販売
伸銅品など非鉄金属材料の
販売及び加工販売

アルミニウムを始めとする非鉄および
鉄の加工部品

板物、丸物、ブロックなど様々
な形状の穴あけ加工～精度加
工まで

アルミニウム、非鉄、
鉄など

5軸加工機、複合旋盤など
※客先により引き合い形状は様々な
ため、都度ご相談させてください

弊社の得意先の業種は様々で、半導体・液
晶、産業機械、工作機械と多岐に渡ります。
足元で具体的な案件はありませんが、営業
活動を行っていく中で継続して引き合いがご
ざいますので、都度ご相談させていただけれ
ばと存じます。
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