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1 ㈱愛光 埼玉県 10,000 130 自動車部品・建機部品・医療関係等
プレス加工・板金加工・樹脂成形・切削・ダイカスト・鍛
造加工他　(手のひらサイズ～ ・　200個～)

SPCC、SUS、アルミ、亜鉛他
プレス200ｔ以上、切削(NC、マシニング)  、
縦型成形

ISOの認証がある事

2 ㈱青木精機製作所 東京都 2,000 11
航空宇宙機器関連部品。各種試験装置関連
部品。海洋関連部品。

1. 中・小物　切削・旋盤　～φ500/□500
2.大物　切削・旋盤　φ500/□500～

SUS、鉄、アルミ、インコネル等　多
岐に渡る

マシニング、旋盤　etc 自主的検査基準があること

3 アクアス㈱　坂東工場 茨城県 37,500 420 水処理関連装置

①製缶、配管、塗装、計装組立φ400×H1400～φ1500
×H3000mm程度
②簡易な制御盤の製造（プラボックス）
③手作業組立、検査、在庫出荷
④制御盤の設計、製造、および付随する電気計装工事
⑤パンチングメタル製の筒の製造φ90×H200mm程度

①鉄、SUS
⑤SUS

ISO9001、RoHS対応できると望ましい

4 ㈱浅野研究所 愛知県 54,685 120 プラスチック用真空成形機メーカー
2500×3000×350、2000×1200×350製缶、加工。
その他中小物部品の製缶、加工及び鋳物。

ＳＳ４００ ５面加工機、旋盤、フライス等 納期１．５ヵ月

5 厚板プレス工業㈱ 大阪府 3,825 70
プラント／蒸気・ガスタービン／造船／ダム・
水門／産業機械　左記業種関連部品

サイズ：W1000×L1000×H1000～　　　数量：１ヵ～ SS、SUSなど
5t以上のクレーン／溶接機（TIG、半自動、
アーク）

必要資格：JIS溶接免許
要望事項：重厚長大製品の製作実績／高圧ガス保
安法などの溶接認定、資格

6 ㈱石井機械製作所 栃木県 2,000 100
自動車関連設備、航空宇宙関連、半導体設
備、産業機械

精密機械加工、表面処理、3次元測定器を持っていれ
ば尚可

鉄、ステンレス、アルミ、鋳物、難削
材

可能であれば材料調達から表面処理まで
一貫して出来る企業

単品（1個）～100個程度の依頼は可能か。自社トラッ
クの有無（可能なら）

7 石原金属化工㈱ 東京都 1,800 40 コントロールケーブル 樹脂、切削、プレス

8 ㈱いすゞテクノ　栃木事業所 栃木県 5,000 320

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

工場の生産設備に関わる　①設計・製作・組立
②治具類の製作

特に問いません 特に問いません 納入先メーカー名・実績等

9 ㈱いすゞテクノ　藤沢事業所 神奈川県 5,000 320

事業内容　①いすゞ自動車㈱　生産設備の保
守点検、動力設備の維持管理、組立＆搬送
装置の設計製作設置
②いすゞ関連＆他社への展開

生産設備に関わる①装置の設計・製作・設置
②治具・部品の製作 特に問いません 特に問いません 納入実績など

10 岩手製鉄㈱ 岩手県 8,000 70 各種鋳物、機械加工、ＦＡ装置設計製作 １～１０ｔ、小物～φ３０００、１ケから
ＦＣ，ＦＣＤ，ＳＣＳ，ＳＣ，ＡＣ，ＣＡＣ，
ＳＳ，Ａ５０５２，ＳＵＳなど

鋳物製造設備、各種加工設備、クレーン
２．８以上

コストパフォーマンス、高品質、短納期

11 ㈱荏原製作所　富津工場 千葉県 791,000 450
①ポンプ部品：機械加工品、(ロット目安:１～５
個)
②ポンプ部品：製缶品、(ロット目安:１～２台)

①機械加工：ポンプ部品(主軸(Ｌ寸600～1500㎜、φ60
～150㎜)、リング類(２つ割り、外径300以上肉薄)、減圧
ｵﾘﾌｨｽ(溶接構造)、ｶﾞｲﾄﾞﾍﾞﾝ(削り出し)、ｽｸｰﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ(ﾊﾞﾀ
ﾘﾝｸﾞ、窒化、ノズル溶接含む)、水中ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(長尺キー
溝or深溝加工有り、Ｌ寸600㎜程度、φ300程度)、閉止
板　②ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ(口径200～800㎜、長さ500～2000
㎜)、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(幅1500～3000㎜、長さ3000～7000㎜、
高さ500～1500㎜)、架台(2000㎜)、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾄﾞ、ﾓｰﾀ
台、試験用配管、ｶﾊﾞｰ類(特にｱﾙﾐ薄物-板厚2㎜程度)

①CS、420J2、304、SCM440、403、
316、
②2相ｽﾃﾝﾚｽ、炭素鋼、ｽﾃﾝﾚｽ、ｱﾙﾐ

①旋盤、マシニングセンタ、スロッタ(2条ネ
ジ、4条ネジ)、ターニング、ガンドリル、５軸
加工機、円筒研磨機(シャフトの外径加工
用)、内面研磨機(水中カップリングの内径
加工用)、
②TIG、アーク、半自動、AUTO TIG

①材料持ち、QCｵﾌﾟｼｮﾝ(PT、UT可否)、材質はZZ(硬
度指定)、高周波焼入れ、硬質ｸﾛﾑﾒｯｷ(ｼｬﾌﾄ)、溶射
②材料持ち、加工完成を希望

12
大阪銘板㈱ 東京 OFFICE
（大阪銘板㈱）

東京都 48,500 290

工業用プラスチック内外装製品、並びにエン
ジニアリングプラスチック製品の製造、超精密
金型製作 （デザイン、試作、製品設計、各種
金型、射出成形、各種表面処理、組立等）

＜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 ・スーパー
エンプラ(PEI、PPS、GF 材等)の成形加工 ・塗装、メッ
キ、蒸着、印刷、組立等 2 次加工対応のみでも可能

一例：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

射出成型機：110～1300t 縦型インサート
成形対応設備 切削加工、試作対応設備

品質管理体制が有り、管理をお任せできるパート
ナー候補。 様々な商材のパートナー企業開拓も進め
ております。技術提携や商材提案でも検討させてい
ただきます。

企業名 都道府県No. 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
従業員数

(人)
資本金
(万円)
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13 ㈱オーディオテクニカ 東京都 10,000 560
ヘッドホン、マイクロホン等の音響製品や、す
しロボットのような食品加工機器等の製造販
売

音響製品の部品　３００個～ アルミ、真鍮等 外観部品の対応が可能であること

14 ㈱大菜技研 千葉県 900 2 レオメーターONRH型他　精密電子測定器
チタン箔（ゴムメタル10～20μmt）への錫メッキ及び超
音波溶接　その他

チタン

15 ㈱大西熱学 東京都 10,000 250 環境試験装置・カロリーメーター
機械架台や内装等の板金や機械加工部品・加工管・ユ
ニット組立/水・冷媒配管作業

板金・精密加工⇒SS(塗装込)
組立⇒SGP/SUS/銅管のねじ込み・
溶接

16 大森機械工業㈱ 埼玉県 23,800 600 包装機械製造／販売 ゴムライニング加工（鋼材に焼き付け等）、旋盤加工 鉄、ステンレス
キー加工（ブローチ、スロッター等機械加
工機）

当社への配達・納品が可能なこと。

17 ㈱カープ 東京都 1,000 20
ドアービュアー、玄関ドアーに付ける防犯レン
ズ

１６φ、30ｍｍ長さ、各種有り
シンチュー、クロームメッキ（ニッケル
下）

自動機 加工後メッキまでできること

18 ㈱金子製作所 千葉県 4,800 100
プラスチック成形加工部品、金属プレス加工
部品、組立品、電気関連の企画開発

金属プレス（絞り)、切削（フライス・旋盤）、ヘラシボリ、
射出成形

鉄、非鉄金属、エラストマー系樹脂
プレス機(単発、順送)、射出成形機(650t
850t)、フライス・旋盤(NC、汎用)

品質保証の出来る体制、価格競争力、事業継続性

19 カブトプラテク㈱ 茨城県 1,000 68 各種プラスチックの機械要素部品
旋盤加工品・マシニング加工品・板材の曲げ接着溶接
など

汎用～スーパーエンプラ ＮＣ旋盤、複合旋盤、ＭＣ、ＭＣ５軸など 各レスポンスの速さ重視

20 川金産業㈱ 埼玉県 1,805 4 装置部品、機械部品、材料販売 数量（１～）、大きさ　大小様々
鉄、非鉄金属（アルミ、ステンレス、
真ちゅう、銅）、樹脂

マシニング、旋盤、ベンダー、溶接等・・・ 二次加工等の処理を含む対応まで

21 川口板金㈱ 埼玉県 7,720 100
トラック、バスのフレーム部品、その他自動車
部品

金型設計・製作、設備設計・製作・保全 500t以上のTRYプレス

金型メーカー様は鋳物仕様の金型製作ができること
希望
設備メーカー様はロボット関連の設計・製作、厚板の
重量物を扱った経験があるとなお可

22 協和機電工業㈱東京支店 東京都 5,000 490
水処理設備機械、制御盤製作、現地機械設
備工事、電気設備工事

現場における配管工事、基礎（左官）工事、保温工事、
電気工事

当該の建設業許可を有すること
東京都内及び近郊での下水処理施設内での施工が
メインです

23 共和真空技術㈱ 埼玉県 6,722 95 凍結乾燥機の製造、設置

1.乾燥釜(真空容器)製作。300～3000㎜角まで。年間1
～5台
※真空ｼｰﾙ面溶接後機械2次加工。内面ﾊﾞﾌ研磨。
2.出張電気工事、出張断熱工事、出張冷媒配管工事。

SUS316L、SS400 ＴＩＧ溶接、５面加工機、バフ研磨
1.真空や圧力容器の製造知見があり、溶接技量が高
い。機械加工やバフ研磨の知見もあり。
2.埼玉県弊社や全国に出張工事が可能。

24 ㈱協和精機 埼玉県 1,000 44
半導体製造装置部品・空気圧機器部品・光学
部品・自動車部品・その他

単品・試作・小ロット対応を強みとしている企業様（1～
50個）、φ10～φ500の複合旋盤関連、□50～のマシニ
ング関連

黄銅（鉛レスを含む）、アルミ、ステン
レス、鉄、樹脂など

複合NC旋盤、汎用旋盤、マシニング、検査
関連機器

表面処理等の二次工程まで含めた対応、品質保証
体制が整っている事、見積もり回答レスポンス、海外
サプライヤーの有無など

25 ㈱協和製作所 富山県 10,000 104
銑鉄鋳物（FC、FCD、FCV）の(建設機械・産業
機械・昇降機械・鉄道関連機械など）鋳造及
び加工

60㎏～100㎏　20～50個/ロット鋳造品及び□500～□
1000サイズ少ロット（10個未満）加工

鋳造品（FCD450～FCD700、FCV)

鋳造）発光分析機、引張試験機、硬度試
験機（HB),超音波探傷機
加工）三次元測定機、形状測定機、その他
加工品測定機器

品質記録があり、トレサビリティが取れること。
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26 ㈱ゲートジャパン 東京都 1,000 36
金型部品/金型一式(プレス・インジェクション・
ダイカスト)

金型一式(プレス・インジェクション・ダイカスト)　自動機
(設計から)

設計から対応いただける会社 ご相談しやすい社風だとありがたいです

27 ㈱ケミコート 千葉県 9,600 80

前処理設備：リン酸亜鉛、リン酸鉄系金属表
面処理設備、ディップタクト式、スプレーブー
ス式、
塗装設備：溶剤、粉体塗装ブース
蒸発装置

前処理設備処理用水槽（SS、SUS304製、容量2t～30t、
１式５槽）、パネル式スプレーブース、配管システム（循
環配管（SUS配管（ねじ込み及び溶接配管）、給水配
管、蒸気配管など）
パネル式塗装ブース（アウターブース）、搬送装置の設
計施工
片吸い込みポンプ、リミットロードファン等の設置。
溶接ダクト、ハゼ折りダクトの製作施工（鉄製及びステン
レス製）

SS製、SUS304製、樹脂
レーザー加工機、溶接機（アーク、アルゴ
ン、半自動）、ベンダー、シャーリング、ねじ
切り機

前処理、搬送、塗装に関する経験あり歓迎

28 コダマコーポレーション㈱ 東京都 6,900 160 切削加工 最大で～φ350、もしくは□350×350×350 アルミ、ＳＵＳ、樹脂全般
①５軸マシニングセンター１５台
②複合加工機３台

切削、研削、研磨加工、鋳物追加工、ダイカスト追加
工等対応頂けるサプライヤー様でスピード感のある
対応
「加工対応がこうすれば出来る」を提案できる会社を
希望します。

29 ㈱サツマ超硬精密 大阪府 1,000 50
プレス金型部品、治具、機械部品、超硬部品
製造販売

1ケ～300ケ　機械部品、精密部品、難削材加工
アルミ、銅、真鍮、SUS、チタン、イン
コネル、SKD、SKH等

フライス、旋盤、研磨、放電ワイヤー加工 見積りが早い事、検査体制の充実

30 山九㈱ 千葉県 2,861,900 31,469 製鉄設備・一般産業機械設備・配管等
製品重量　1t未満～10t未満まで　※個別案件のため
様々なサイズ・重量となります。

SS400、SUS304 製缶加工設備　１式、機械加工設備　１式 幅広い品種の製作案件を取り扱っています

31 ㈱三協リール 千葉県 3,600 64
エアホースリール、コードリール、水リール、
温水リール他各種リール製造販売

切削加工および表面処理 ステンレス、真鍮、アルミ 小ロット対応

32 ㈱三桂製作所 東京都 9,800 100 電設資材、コネクタ製造 加工業者の新規開拓 純銅、黄銅 樹脂成形、金型、銅の鍛造（冷間）等 価格と納期がマッチ出来ること。

33
ＪＦＥエンジアリング㈱
調達本部社会インフラ・工事
部

神奈川県 1,000,000 10,000
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

大きさ：様々、数量：案件毎の１点物（量産品なし）、機
械加工、製缶品

スチール、ステンレス
特に下記取引先を探しております。
・上下水道機器類製作、据付・配管工事業者
・上下水道薬液用樹脂配管の工事業者

34 しのはらプレスサービス㈱ 千葉県 9,000 200 プレ機械メンテナンス及び周辺機器
厚物製缶品、焼付塗装、材料問屋(鉄、銅合金）、鋳物、
研磨加工、メッキ加工

S45C、SS400、CAC406、CAC502、
CAC304、SUS304、SCM440、
NH48MV、FC300、FCD450、FCD500
等

特になし 多品種少量生産対応、短納期、低コスト

35 ㈱上備製作所 群馬県 12,000 100

ボイラー、鉄骨構造物、配管、化学諸機械、
一般産業用機械、建築、土木、電気設備およ
びこれらに関連する設備の設計、製作、据
付、販売ならびに修理

円筒型タンク　OD3400×6000L×t25mm（最大形状） SS400,SUS304等

TIG溶接機　半自動溶接機　プラズマ溶接
機　ターニングロール　マニプレーター　溶
接用ポジショナーロール　天井走行クレー
ン　電動拡管装置　油圧プレス　油圧プレ
スブレーキ　旋盤　酸洗設備

一般製缶加工、大型製缶、第一種、第二種、小型圧
力容器の製作（品質保証体制　要）

36 ㈱新鋭産業 神奈川県 5,000 100
電子機器（ＩＴ、医療、アミューズメント）・メタル
パーツ（自動車、事務機、半導体）

50mm～2,000mm・1～10K ＳＰＣ、ＳＥＣＣ、ＡＬ、ＳＵＳ
機械加工（ＣＮＣ切削、旋盤）、溶接加工、
メッキ、塗装

少ロット、大ロット、品質・納期

37 ㈱シンテックホズミ 愛知県 35,000 455 搬送ロボット、自動車生産設備 1m以内 アプリケーター 短納期対応(1W～2W）

38 鈴与マタイ㈱ 長野県 5,000 170

金属専門商社
 ■ポンプ、一般産業機械向け鋳造品、機械
加工品
 ■半導体、液晶装置向け機械加工品

多種多様
１個〜数百個

鋳造品全般、鋼材全般
NC旋盤、MC（縦・横）、研磨機（円筒・平）、
三次元測定器

１）特異な技術を持っていること（御社の日本一を営
業させて下さい）。
２）難しい案件に一緒に取り組んでもらえること。
３）品質管理が徹底していること。
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39 ㈱スバック 東京都 3,917 92
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、バネ製品、樹脂等

サイズ：φ1～φ100以上、丸物、角物　数量：1個～
1000個以上

SUS、真鍮、アルミ、鉄、難削材 自動旋盤、マシニングセンタ
提案力、納期管理、品質管理が確立されているパー
トナー企業

40 住友重機械モダン㈱ 神奈川県 20,000 130 射出押出ラミネート装置
溶接＋機械加工部品，金型部品，軸部品，硬質クロー
ムメッキ　単品発注（１ヶから）

SS材、SC材、SUS材、HPM材（日立
金属）

・溶接＋機械加工部品（主に汎用旋盤向き
の形状）
・硬質クロームメッキ（メッキ厚：20～30μ、
マスキング、みがき要）
・一部表面処理有り（ユニクロメッキ、四酸
化被膜処理等）

41 精工産業㈱ 東京都 7,000 63 工作機械用治具、各種設備保全部品 少量多品種
SS400、SKD61、S45C、MCナイロ
ン、SUS304

マシニング、旋盤、ワイヤーカット等
設計製作が可能。図面が無くてもスケッチで対応可
能。見積回答期間が短い事。

42 ㈱誠和 栃木県 9,980 171
施設園芸用の環境制御機器
養液栽培システム
省エネ・省略機器

プレス加工・組立て
制御機器の設計・組立

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

43
㈱セレコーポレーション　千
葉工場

千葉県 41,930 205 工業化住宅の鉄骨柱、梁等製造
切板、50㎜角のものから、階段用ササラ(階段踏み板を
固定する板)、2000mm超も有り

鋼板、板厚3mm～6mm レーザー加工、穴あけ、曲げ加工等

44 大陽ステンレススプリング㈱ 東京都 48,400 450 金属部品・樹脂部品製造販売 樹脂成形
熱可塑性樹脂（エンジニアリング・プ
ラスチック）

射出成形機

45 太洋マシナリー㈱ 大阪府 9,000 100
鋳造工場向け設備機械及び産業廃棄物処理
工場向け設備機械などのプラント設備

貯槽・架構類、ダクトなどの製缶構造物やスクリューコン
ベヤ、バケットエレベータなどの機械類に係る製缶加
工、仮組、塗装、出荷。

主にSS400 溶接機、天井クレーン、ロールベンダ
製缶加工から機械加工・組立・塗装・完成品の出荷
までを対応希望。

46 ダイライト㈱ 茨城県 9,999 140 大型ポリエチレン製一体型容器 補強枠、梯子、手摺、機械加工品、塗装等 SUS、SS

47 タカノ㈱ 長野県 201,590 600

事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、
ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関
連製品（液晶、半導体、フィルム等生産設備
のための検査装置、アクチュエーター）、健康
福祉機器の製造ならびに販売

左記の様に製造製品のセグメントが多岐に亘ります。
https://www.takano-net.co.jp/弊社ホームページをご確
認頂き「こんな協力ができます。」といったご提案頂けま
すと幸いです。

同左 同左

QCD改善力及び対応力（コミュニケーション力）に優
れた企業様歓迎です。中期経営計画「Next
Innovation 71」で今後3割以上伸ばして行きたいた
め、新規で協力会社様を増やしていきたいと考えて
おります。

48 ㈱ダンレイ 神奈川県 10,000 174
水道用減圧弁、逃し弁、電磁弁、電動弁、医
療用バルブ

①樹脂成形、②金属切削加工（バー材）
①PPS　②SUS303/304、RoHS規制
適合の黄銅

①三次元測定器、②バーフィーダー ISO9001認証取得

49 ㈱ティーネットジャパン 東京都 26,360 1,400 火力発電所の燃料と灰の搬送機器設計
コンベア（（ベルト・スクリュー）等の製作、交換部品（コン
ベア軸）等の製作

炭素鋼、ステンレス、クロームモリブ
デン鋼など

旋盤、マシニングセンタ、塗装（エアレス）、
溶接

品証部門があること

50 ㈱ＴＢＫ 東京都 461,730 2,766 商業車（トラック）用ブレーキ、ポンプ製造 機械加工、鋳造、鍛造、試作加工
ＦＣ、ＦＣＤ、ＡＣ２Ｂ、ＡＣ４Ｃ、ＡＣ４Ｃ
Ｈ、ＳＣ材（丸棒）

ＮＣ、ＣＮＣ他
ＩＳＯ（環境、品質）等の認証取得を要する。
コストダウンへの対応　等

51 帝人エンジニアリング㈱ 千葉県 47,500 245

化学プラントの機械設備建設工事及びメンテ
ナンス
化学プラント向け配管工事及び機器据付工
事
化学プラント向け機器製作

プラント設備の設計・配管工事・機器製作・製缶・重量物
取扱据付工事・仕上・メンテナンス

鉄及び非鉄金属類一式
特殊金属（チタン、インコネル、ハス
テロイ、スーパー二相ステンレス等）

左記対応に必要な設備
左記外注加工に一項目でも対応可能で、出張工事
等対応可能なところ
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52 東亜ディーケーケー㈱ 埼玉県 184,000 658 分析機器全般
板金・樹脂・加工・組み立て・配線・塗装・メッキ・ガラス
加工・樹脂処理等

金属全般（鉄/SUS/アルミ）アクリ
ル・塩ビ・ABS　PP　PE　PTFE　ガラ
ス全般　等

ISO9001等認証レベル品質の検証が可能

53 東京発條㈱ 東京都 5,400 180
通信機器・電子機器用の各種精密板金製
品、ﾌﾟﾚｽ製品及び金属バネ製品の製造販売

ﾌﾟﾚｽ、板金、金型製造が出来るﾒｰｶｰをﾒｲﾝに募集。0.1t
～3.0t程度で小物～筐体まで可。試作から量産まで対
応できると良い。切削ﾒｰｶｰも募集。

鉄系、SUS系、ｱﾙﾐ、伸銅系
ﾀﾚﾊﾟﾝ、ﾚｰｻﾞｰ、ﾌﾟﾚｽ、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ等、ﾌﾟﾚｽ板金
設備一式。ﾊﾞﾘﾄﾘ機、溶接設備があるとな
お良い。

特になし。

54 東光技研工業㈱ 神奈川県 1,000 15 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３
１６Ｌ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

55 ㈱東光高岳　小山事業所 栃木県 800,000 1,800
機械加工、板金溶接、製缶、鋳物、鍛造、表
面処理など

少量多品種、手のひらサイズから１ｍ程度まで(ただし
製作物により、1ｍ以上もあります)

鉄、ステンレス、銅、真鍮、アルミな
ど

旋盤、マシニング、溶接機、溶融亜鉛メッ
キ、6価電気亜鉛メッキ、塗装、その他製作
に必要な設備

目的は供給力拡大ではなく、原価低減です。国内に
限らず、海外調達も歓迎致します。

56 ㈱東光高岳　蓮田事業所 埼玉県 800,000 1,800 電力インフラ変電、配電設備
製缶、板金溶接、プレス、機械加工、鍛造、樹脂成型、
ゴム、メッキ、塗装など

鉄、ＳＵＳ、銅、真鍮、アルミ、樹脂 コスト、海外調達、ＶＡ提案

57 東洋エレクトロニクス㈱ 埼玉県 20,000 100
船舶用機器(監視・制御システム機器、通信
用機器、表示器等)

・大小物板金・切削加工・鋳造
鉄、ステンレス、アルミ、黄銅、樹脂
等

レーザタレパン複合機、プレスブレーキ、
汎用旋盤、汎用フライス等

多品種少量に安価で協力頂ける後継者問題のない
業者様

58 長尾工業㈱東京営業所 東京都 3,000 85 精密機械加工部品の製造 手のひらサイズ、小ロット～量産 真鍮、SUS、AL、鉄、他　難削材 NC自動旋盤複合機、NC旋盤、マシニング 見積対応、丁寧な加工、ＩＳＯの取得は問いません

59 ㈱ナガセ 東京都 1,200 70
ヘラ絞り、又はそれに付随する板金、機械加
工小物

多品種　小ロット SUS　アルミ　鉄
板金：３本ローラー　３次元レーザー　パイ
プベンダー
機械加工：汎用旋盤　ペンチレース

60 ㈱中西製作所　群馬工場 群馬県 144,560 618
業務用厨房機器の製造（消毒保管機、業務
用ロースター）

パッキン、コンベア製作、制御盤組立、旋盤加工品、配
管溶接

EPDM、SUS
2018年群馬工場開設以降、当該物件は未だに関西
から購入なので、近隣地区から購入したい。

61 ㈱ナカヨ 群馬県 490,900 586
精密プレス金型、積層プレス金型、モールド
金型、スペアパーツ、屋外・屋内板金筐体及
び部品

プレス金型、モールド金型の設計及び製作、板金部品
加工、樹脂成形部品加工

マシニングセンタ、ワイヤ放電加工機、ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭシステム

62 ナカンテクノ㈱ 千葉県 49,000 138 印刷機械類の装置やメンテナンス部品
手に乗る小さい物から2m角の板、製缶、板金、樹脂の
部品製作。設計～製作、立上げまでの装置一貫製作
（装置を囲うアルミカバーや搬送系などの補機類）

鉄、非鉄、ステンレス、鋳物（FC）、
樹脂。主にAL,SSが表面処理付。
板金はt1.2～t2.0。樹脂は少量。

金属、樹脂加工：マシニング（横、縦、五面
など）、フライス、旋盤など。
板金加工：レーザー、プレス、溶接など。

クリーンルームにて使用する前提。図面指示、納期
厳守、現取引先との価格メリットなど。

63 ㈱南雲製作所 新潟県 9,500 102
・精密金型設計及び部品加工
・装置関係の部品加工

・金型部品加工、・装置部品加工　・丸物の複雑形状及
び、高精度品

超硬、焼入れ鋼、アルミ、ステンレス
マシニング、平面研削盤、ワイヤー放電、
形彫り放電、プロファイル研削盤、旋盤、
円筒研磨

見積り回答の速さ、精度保障できる検査機器、不具
合発生時の迅速な対応

64 ㈱ナベヤ 岐阜県 9,800 190
丸、角、異形など鋳鉄をメインとした素形材製
品

大きさ：①片手で持てる程度～②1トン程度
数量　：①試作のみの単発や、10個、50個、100個ロッ
ト、②単発、数個ロット

FC200～250、FCD450～600がメイン
（数は少ないが、鋼材、アルミ、ＳＵＳ
等もあり）

ＭＣや五軸五面加工機、ＮＣ旋盤や複合
旋盤等、協力企業様の設備に沿った案件
を都度相談。

各種測定具、三次元測定機、ISO9001かそれに準じ
た社内基準をお持ちの企業様
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65 ナメカワアルミ㈱ 茨城県 8998.75 98 アルミ材料が主体。鉄・SUS等　加工品全般 半導体製造装置部品　その他装置部品　少量多品種 主にアルミ マシニング、旋盤等

66 ㈱ニコンエンジニアリング 神奈川県 5,000 65
小型露光装置・バイオ関係顕微鏡・特注光学
装置

大きさ：手のひら～1ｍ角ぐらいまで
数量：基本的に1（単品物のため）

アルミ、SUS、鉄 三次元測定機
ChemSHERPAデータの提出必須・環境資格
（ISO14001、もしくは準ずる資格）を取得済みのこと

67 ㈱西山製作所 神奈川県 9,500 150 小径精密鋼管・熱交換器用配管
φ3～φ50　小ロット中心　曲げ・ロウ付け・溶接・熱処
理・端末加工等　　鋼管切断・面取

鉄、ステンレス、アルミ、銅、チタン 品質、コスト

68 日本制禦機器㈱ 神奈川県 74,300 160
情報通信機制御機器の開発、製造及び販
売。受託開発、受託製造。

基盤実装、板金加工、組立、成形品、設計対応

69 ㈱ニレコ 東京都 307,200 355
小型電動アクチュエータ、制御盤、油圧ユニッ
ト等

板金～組立加工。歯車加工。 主に鉄、SUS
制御装置、検査装置について加工から組立まで一貫
受注できる業者希望。

70 橋永金属㈱ 東京都 1,000 10
非鉄金属材料の卸売り及びその加工品の販
売　アルミセンターレス材の在庫販売

φ5～φ20×長さ1000㎜～250㎜　他　数量は、数本～
10,000本/月

アルミ材、SUS材、他 CNC自動旋盤（スイス型）　マシニング
自動車が多いためにISO9001又はこれに準じる規格
を保有してましたらベストです。

71 ㈱浜岳製作所 神奈川県 3,800 150
自動車用車体部品の製造（プレス加工＆溶
接・組立加工）

自動車用車体部品のプレス加工及び試作板金加工
(10000個/月～10個/月)

鋼板（ハイテン含）
80～800tプレス機。試作の場合はレー
ザー、タレパン、ベンダー等。

自動車部品の量産或いは試作の販売実績。それに
準じる販売実績。

72 ㈱フィドシア 千葉県 1,000 9 FA装置の設計製作 最大1500×1500×10ｔ　最小50×50×10ｔ アルミ、鉄、SUS フライス、旋盤等
量産部品ではないので、1個から製作をして頂ける業
者様を探しています。

73 布川産業㈱ 千葉県 2,000 70 製鉄生産設備の補修部品の製作 多品種　小ロット SS、SUS,アルミ　等 フライス、旋盤等（溶接機が有れば尚可） 納品前に検査書を提出してください

74 富士・フォイトハイドロ㈱ 神奈川県 100,000 150
水力タービン、水力発電機の設計製作販売
関わる一切の業務

・溶接⇒熱処理⇒非破壊検査（浸透探傷or磁粉探傷or
放射線）⇒機械加工⇒塗装
・①200~2000×H200~1000・・・・丸形が主体　加工精度：
機械加工1/100台　溶接部は一般公差　少量多品種

・SS400、SUS403、SUS410、SUS304
・上記加工内容の加工設備（外注でも可）
立旋盤は必須！

・溶接+機械加工の複合加工品が主体のため、１式
完成品として製作していただきたい

75 藤原鋼材㈱ 東京都 10,000 65 鉄、ステンレス、アルミ サイズは様々有り、溶接や仕上げ等 SS材、SM材、SN材、SUS等 切断機、溶接機、ベンダー等 小ロット、多品種からご対応頂ける企業

76 プラクスエア工学㈱ 埼玉県 49,900 100 溶射コーティング

金属製ロールや金属製製品等への研磨、研削、肉盛
り、電解剥離、HCrめっき、非粘着処理等
ロール：φ1500mm×3900,mmL程度まで、重さ：5t程度
まで

台金：SUS系やSCM、アルミ、等
溶射：メタル系、セラミック系、サー
メット系

研磨/研削機、肉盛り機、電解剥離槽、
めっき加工/剥離槽、非粘着処理設備等

旧溶射被膜の電解剥離や研削剥離、溶射後の仕上
げ研磨、及び上記加工が可能な企業様を探していま
す。

77 平和テクニカ㈱ 東京都 5,000 83 治具、ゲージ、組立加工品
シャフト（φ30～φ300）、搬送パレット（500×500）、特
殊ソケット、特殊ボルト　数量各1～10

金属、樹脂、ゴム
溶接、フライス、旋盤、研磨機、３次元測定
器

見積回答が早く安価で品質が良い所
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78 ホーコス㈱ 広島県 8,500 803

・グリーストラップ、厨房用フード、グリースフィ
ルター、タンク、加工管
・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

・SUS板金・製缶、SS製缶
・パイプの溶接、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）、TP、TPA、SGP各種鋼管

・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、
配管加工機械等

・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る業者が望
ましい。

79 三井電気精機㈱ 千葉県 1,000 19
製缶加工、ヘラ絞り加工、精密板金加工、基
盤製作

製缶加工、ヘラ絞り加工、精密板金加工；試作～数個
基盤製作：試作～数十枚

SUS、SPCC YAG溶接、レーザー加工 少量多品種に対応可、ISO９０００あればなお良

80 三菱化工機㈱ 神奈川県 395,697.5 555
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

ステンレス製ケーシングの製缶、機械加工（１ｍ～４ｍ
位）

ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６Ｌなど ＴＩＧ溶接機、５面加工機など

81
三菱マテリアルトレーディン
グ㈱

東京都 39,300 374
非鉄金属・機械装置類・電子材料・化成品等
卸売・販売業

軽量多層・複合材　パイプ形状他
ＣＦＲＰ、ＦＲＰ、熱可塑・熱硬化・発砲
樹脂、アルミ、マグネシウム等軽量
材

熱プレス、オートクレーブ、シートワインディ
ング、射出成型機、各種工作機械等

強度設計等可能であれば尚可

82 ㈱ＭＩＮＥＺＡＷＡ 千葉県 8,000 128 機械工具、配管資材、マテハン機器等　販売 少量発注対応、客先ニーズ　カスタム対応

83 ㈱ミヤザキテック 千葉県 1,000 46 各種産業機械及びプラント設備の設計、製作
製缶、溶接、機械加工、組立、設計
（大小有、少量多品）
（板厚t9～t100位）

SS、SM、SUS、SCM、S45C他
鋸盤、プレス、溶接機、マシニング、横中ぐ
り盤、旋盤、五面加工機等

品質、納期対応

84 ㈱ミューテック３５ 東京都 1,700 23 半導体、食品関係、特殊照明、産業機械 旋盤(6φ～60、500φ)

85 吉永機械㈱　千葉工場 千葉県 7,500 47
一般機械器具（土木建築現場向け特殊機械
設備）

370×1000×3500　3000kg　16個　　　製缶後5面切削
加工あり

ＳＭ４９０Ａ　ＳＭ５２０　ＳＭ５７０　ｔ16
～60

5ton天井ｸﾚｰﾝ　　CO2半自動溶接機　　大
型5面加工機

主要溶接部2種UT検査

86 ㈱よしみね 大阪府 9,800 113
架台、ガングウェイ（フロア、階段、手摺）、角
及び丸ダクト（排ガスダクト）、10㎥以上タン
ク、ホッパー

製缶（プラント用）案件により様々です。 SS、SUS等

87 菱華工業㈱ 神奈川県 10,000 80 プラスチック射出成形品
プラスチック成形・２次加工
成形機：小型～大型（1,000tクラスまで）

ABS、PP、PMMA、PA、PC他 成形機：小型～大型（1,000tクラスまで）
弊社と共に、一丸となって立ち上げにご協力をいただ
ける企業様

88 レオン自動機㈱ 栃木県 735,175 700 食品生産機械
W600×L1,500アルミよりφ90～φ80の一方方向で2穴
加工ができる設備

アルミ、SUS


