平成29年度 福山地区広域取引商談会 発注案件一覧

【国内案件】

№

事業所名

URL

所在地

資本金
従業員
（百万円）

主要製品

発注内容

愛知県 10,518 3,386

2 アイシン九州㈱

http://www.aisinkyushu.co.jp

熊本県

1,490

720

サンルーフ、シートＡＤＪ，ドア
チェックなど

3 葵機械工業㈱

http://www.aoimac.co.jp

滋賀県

300

600

機械加工部品（加工～焼入全般）
自動車用各種部品、農機用及び
※フランジヨーク、スリープヨークなどのプロペラ部品
建設機械部品
※月産10,000個 対応可能な企業

旭国際テクネイオン㈱
4
九州購買グループ

http://www.asahi-kokusai福岡県
techneion.co.jp/

490

半導体装置及び有機ＥＬ装置の構成部品製作
半導体装置製造、有機ＥＬ装置製 ＳＵＳ304、Ａ5052、Ａ5056
600
造
マシニングセンター、複合旋盤等加工精度は厳しくありません。
量産品と単品両方あり。

http://www.aska.co.jp/

903

140

5

アスカ㈱
ロボットシステム事業

6 ㈱アルバック

http://www.ulvac.co.jp

愛知県

二輪、四輪、燃料系、吸・排気系、
動弁系製品

「海外案件」用紙に記載

http://www.aisan-in
d.co.jp

1 愛三工業㈱

希望条件等

※国内案件は対象としない

①金型の設計、製作(プレス、樹脂)
②設備の設計・製作(溶接・自動組付)

大小機械加工品、製缶品、板金、表面処理
自動化設備設計製作、制御盤等
自動車部品溶接用治具設計製作、制御盤設計製作
設計製作
機械設計、電気設計、ロボットティーチング

ディスプレイ・太陽電池・半導体・
電子・電気・金属・機械・自動車・
化学・食品・医薬品業界及び大
神奈川県 20,873 1,175
学・研究所向け真空装置、周辺機
器、真空コンポーネント、材料の
開発・製造・販売他。

主にＳＵＳ、ＳＳの真空チャンバー本体と付属する中物・小物部品の
製缶、機械加工、板金加工。ＳＵＳタンクサイズの一例：2000Ｗ×
1900Ｌ×2200Ｈ
上記例以外に小物部品も多数あり。
真空チャンバーや真空関連商品の製作
五面加工機、横中ぐり盤、ＮＣ旋盤、ＭＣなどの機械加工に加え、 実績があればありがたいです。
ＴＩＧ溶接やバフ研磨など。製缶板厚：6～32mmt。バフ研磨や電解
研磨などの協力工場があればなお良い。試験成績書類、特殊工程
検査書類などのとりまとめができるとよい。
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【国内案件】

№

事業所名

URL

7 ㈱石垣

http://www.ishigaki.co.jp/

8 エヌティーテクノ㈱

http://www.nttechno.co.jp/

9

㈱オーエム機械
宍道工場

http://www.omltd.co.jp

所在地

香川県

愛知県

島根県

資本金
従業員
（百万円）

510

48

100

主要製品

発注内容

ろ過機・脱水機、ポンプ等の製造・
販売
大物製缶品(ホッパー、コンベア、SS厚板製缶、機械加工)
435
上下水道プラント・ポンプ設備の 大型五面加工機、横中ぐり盤、プラノミラー、溶接一式
設計・施工

希望条件等

大型製缶品製作業者の開拓を希望
SS厚板製缶、機械加工まで材質SS、
SUS

・シャフト、インナーレース、アウターレース
・切削、歯切り、孔明け、研削
・自動車部品の量産加工経験がある
・鉄、全般(SCM、SCMZO、SNCM等)
・ISO9001、14001を取得している
・CNC旋盤、MC、ホブ、ギアシェーパー、転造、ブローチ盤、研削盤

670 自動車用A/T部品の製造

発注品…①部品単品発注②組付委託(図面支給～荒組まで)
加工内容…旋盤、溶接、フライス、その他を使用した単品物中心
材質…SS、SUS、S45が主、アルミ、樹脂は若干

100 自動包装機械製造

個別面談は左記条件で機会あれば、逐
次受注希望先へ訪問します。

必要設備、可能な限り全般(旋盤、フライス、MC、溶接、ワイヤー、横中、
五面他)

10 岡野バルブ製造㈱

http://www.okanovalve.co.jp

11 ㈱岡山村田製作所

http://www.murata.com/ja
jp/group/okayamamurata?i 岡山県
ntcid5=com_xxx_xxx_cmn_h
d_xxx

12 佳秀工業㈱

福岡県

http://www.kasyu.co.jp/pc
福岡県
/

1,286

269 火力・原子力向け高温高圧弁

①各種加工品（非金属、超精密、板金、大物、数物、製缶、小物）
②木型製作
③鍛造弁生産委託（部品加工、組立、水圧試験）

・金属切削加工部品
セラミック原料、多層デバイス、イ ・軸物、丸物 ワークサイズ（手のひら大～400～5,000）
480 1,601
ンダクタ
・材質：Ｓ45Ｃ、ＳＵＳ304、ＳＵＳ430、Ａ5052他
・加工精度：中精度～高精度（ミクロンオーダー）

50

１．発注品：架台、フレーム、精密板金部品など
２．加工内容：製缶、切断～曲げ加工、穴加工、溶接（半自動、Ｔig
他）、塗装
産業装置用架台、フレーム及び精 ３．材質：ＳＳ400、ＳＰＣＣ（ＳＰＮＣ）、ＳＵＳ304、ＡＬ5052他）
147
密板金部品
４．必要設備：切断機（レーザー、鋸など）、プレスブレーキ、溶接
設備(ＳＳ400、ＳＵＳ，ＡＬ)
機械加工（５面加工機、門型ＭＣ、旋盤、ＭＣなど）、塗装設備
など
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品質良好、短納期得意、価格安価だと
助かります。

短納期対応可能な加工業者（一品対応
可能で）
・電子部品関係の加工をされている所
（治工具類）
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【国内案件】

№

事業所名

13 ㈱ＣAＰAＢＬE

14 クボタ化水㈱

URL

http://capableeng.com

http://www.fkk.co.jp/

所在地

京都府

東京都

資本金
従業員
（百万円）

100

40

23

主要製品

発注内容

希望条件等

半導体、LED、電子部品製造用金 半導体モールド金型、モールド金型部品
型設計、製造
射出成型金型、プレス金型

水処理機器/製作品：ポンプ、試作品、沈降槽、AC塔、ろ過塔、イオ
水処理、排ガス処理プラントの経験あり
ン交換塔
400 排水・排ガスプラントの設計・施工
（主に民間）
排ガス処理機器/製作品：脱硫、脱硝塔、吸収塔、洗浄塔

15 三陽機器㈱

http://www.sanyo
kiki.co.jp/

16 ＪＦＥアドバンテック㈱

http://www.jfe-advante
ch.co.jp

17 島津エミット㈱ 瀬田工場

18 ㈱関ヶ原製作所

岡山県

兵庫県

http://www.shimadzu.co.jp
滋賀県
/emit/

http://www.sekigahara.co.j
岐阜県
p/

66

320

40

247

100

フロントローダ、草刈機、樹木破
砕機

水環境製品、設備診断装置（機
290
器）、計量機器、海洋製品

112

バルブアクチュエータ、真空ポン
プ

溶接製缶品、機械加工品

計量コンベア(一式）
・加工内容：設計、製作、塗装、組立、工場内試運転、検査、輸送
・材質：ＳＳ400、ＳＵＳ304、ＳＳ400
・支給品：計量ベルト、ロードセル、ＪＢ-10、屋外モータ他

※発注内容について仕様書を財団にて
預かっておりますので、必要な場合は
おっしゃって下さい。

①・品目：ケーシング類・加工：ＭＣ加工・材質：ＦＣ、アルミ・設備：鋳造、ダ
イカストマシン、ＭＣ
②・品目：軸・加工：旋盤、ワイヤーカット・材質：ＳＳ・設備：旋盤、ワイヤー ＱＣＤが安定している事
カット、研磨機
③・品目：小物部品・加工：多種・材質：ＳＳ、ＳＵＳ・設備：多種

・発注品目
各種機械加工部品、鋳物（FCD）、めっき/黒染等の表面処理
・加工内容
舶用製品（材料規格B SA2.5）の材料～溶接～加工完品
船舶用機器、産業荷役機器、鉄
ステンレス（SUS304/SUS304N2 材料自給）のマシニング加工
359 道軌道機器及び付属品、建設用
滑車（FCD500）の材料自給完品
機器、精密機器及び加工品
・必要設備
ステンレス（300～400mm角程度）の量産加工（4,000個/年）に
対応可能な設備
その他上記内容に準ずる設備
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・船舶関係の艤装品（材料規格 B
SA2.5）を製作されている会社様があれ
ば特に希望します。
・溶接NK資格の有無
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【国内案件】

№

事業所名

19 ㈱タイガーマシン製作所

20 ㈱タクマ

URL

http://www.tigermachine.com

http://www.takuma.co.jp

所在地

岡山県

資本金
従業員
（百万円）

80

兵庫県 13,367

主要製品

発注内容

希望条件等

・製缶・板金(フレーム、コンベア、ホッパー、カバー等)
・機械加工(切削、研削、研磨 小～大型製缶品)
・油圧シリンダー(タイロッド、トラニオン)
・切板・曲加工品・鋼材一次加工品
・塗装
材質：SS、SM490A、SCM、SUS等

156 コンクリート製品製造設備

発注品：ダクト、架台、製缶部品等
加工内容：製缶、切削、板金、溶接等
自治体のごみ処理施設の構成機 材質：ＳＳ、ＳＵＳ等
必要設備：マシニングセンタ、プレス、レーザー加工機、鋼材その他工事
815
器の補修部品等
用資材
上記以外でも現地工事（据付・撤去・電気等）ができる企業も募集します。

21 テクノデザイン㈱

22 テネコジャパン㈱

http://www.techno-d.jp

熊本県

http://www.tenneco.co.jp/ 神奈川県

50

499

23 ㈱中島ターレット

http://www.turret.co.jp

福岡県

30

24 白銅㈱

http://www.hakudo.co.jp

東京都

1,000

190 ＦＰＤ製造装置、一般産業機械

・板金加工、機械加工（フライス、旋盤）
・製缶、溶接
・材質：鉄、アルミ、ＳＵＳ、超硬等

160 排気システム

・板金物
・切削品
・ステンレス
・プレス器

各種精密機械部品の製造
１、半導体製造装置部品
111 ２、各種ロボット部品
３、サーボモータ関連備品
４、航空機部品

・ロボットや半導体製造装置の部品
・ＮＣ旋盤、ＭＣ加工
・Ｓ45Ｃ、Ａ5056、ＳＯＳ 304
・ＮＣ旋盤、ＭＣ、三次元測定機
・ＮＣφ30～350×300L
・ＭＣは#30～40

757

アルミニウム、銅、ステンレス特殊
切削加工部品、鋳造、鍛造、加工
鋼、プラスチック
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・単品加工を希望される会社
（1～10個くらい）
・中量品加工を希望される会社（20～
200個/ロット）
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【国内案件】

№

事業所名

URL

ファミリーイナダ㈱ 大山工 https://www.family25
場
chair.co.jp/

26 マルイ鍍金工業㈱

http://www.e-marui.jp

所在地

鳥取県

兵庫県

資本金
従業員
（百万円）

100

31

主要製品

発注内容

希望条件等

120 マッサージチェア

①プレス部品(小物～中物で単発、材質はSECC、SGCC、SPCC、
SAPH400～470 T0.5～3.2)
②樹脂成形品(小物～中、大物”材質ABS、PP、PA６、POMなど)当社も成
形機保有しているので初回量産後は金型移管前提
③角パイプの溶接ASSY品(角パイプの曲げ、溶接組立ASSY、粉布塗装)
④ブロウ成形品(大物 材質HDPE)
⑤ハーネス加工組立品
⑥ゴム製品
⑦縫製品(PVCレザーのミシン加工)

①コスト意識が高く、加工改善活動や提
案をしてくれる企業
②品質管理、納期管理のしっかりした企
業（考え方）

電解研磨、溶融亜鉛めっき、精密洗
浄、不動態化処理他表面処理
100 真空装置、半導体関連部品、サニタ
リー

（ＳＵＳ）タンク製缶、板金品、治具、槽、構造物、酸洗、バフ
（ＳＳ）構造物（架台、手すり、階段、サポート他）
構造金物、土木金物、耐震部品他
（必要設備）ＴＩＧ溶接、酸洗設備、半自動溶接機、旋盤
天井クレーン、バフ研磨器具

弊社の場合、表面処理業のため、発注
も致しますが受注させて頂くことも可能
です。その点柔軟に対応したく、お取付
よろしくお願い致します。

27 福山事業所

http://www.mee.co.jp/

広島県

1,000

・福山市緑町から片道１時間圏内に工
場を保有する業者。
代表例①（省エネデータ収集サーバー展
客先からの依頼を受け基本仕様を弊社から提示します。
示物）…三菱シーケンサ、GOT画面の作
この仕様に基づきプロモーション用展示物の製作をお願いしたく。
成、省エネ支援機器などの設定スキル
電子機器、メカトロシステム、販促 納品物は展示物並びに図面一式（dxf形式）、製作仕様書など納入
250
が必要です。
ソリューション機器
仕様書一式。
電気機器設置、配線等行う必要がある
なお展示製品は原則支給。その他製作に必要な部品は調達くださ
ため、電気回路知識が必要です。
い。
代表例②（電磁開閉器展示物）…配線
※発注内容の資料を財団にて預かっておりますので、必要な場合
等不要なため、電気回路の知識等は特
はおっしゃって下さい。
に必要ありません。

28 水戸工業㈱

http://www.mitoko
gyo.co.jp/

大阪府

3,351

370

・電機メーカー製品プロモーション用展示物製造委託

三菱電機エンジニアリング㈱

29 ユアサシステム機器㈱

http://www.yuasasystem.jp/

岡山県

50

産業機械、生産工場向生産設備
生産工場向産業機器、自動機、治具、台車等
販売

・板物、丸物(Ｓ45Ｃ、ＳＳ400、ＳＵＳ etc)を加工後、溶接や各種表面
省力化機器、設計、製作据付
処理、焼入れ後、硬質クロムメッキ等を行い、研磨などを必要とす 製作面だけでなく、弊社現品票の部品
36 加工機検査計測器及び耐久試験 る製作品（精度0.005～0.01）
への貼付や納品書及び請求書等の事
器
・加工後、３次元測定器等で寸法公差及び幾何公差を自主検査記 務処理面でもご協力頂ける企業
録として提出することを要する。
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【国内案件】

№

事業所名

30 ㈱豊電子工業

URL

http://www.ytk-e.com

所在地

資本金
従業員
（百万円）

愛知県

45

405

主要製品

発注内容

産業用ロボットシステムの設計・
製造・販売

希望条件等

ＶＥ・ＶＡ提案に協力頂ける業者。
機械加工部品（板金・切削品（丸物、角物））
短納期対応可能な業者。
製缶品、製缶加工品
単品加工が可能な業者。
一般加工品（精度0.05ｍｍ以内）の物や精度加工品（同芯度、直角 (追記)専用機の機械設計・制御設計・製
度、平面度 精度0.01ｍｍ）有り。
作を請け負いで対応可能な業者がいま
したら、連絡頂きたいです。

【海外案件】 ※企業概要（所在地、主要製品等）については、国内案件をご参照ください。

№

事業所名

A 愛三工業㈱

国（都市）

URL

http://www.aisan-in
d.co.jp

①中国・天津及び周辺都市
②中国・佛山及び周辺都市
③インド・チェンナイ及び周辺都市
※中国、インド以外の国でも可

Ｂ クボタ化水㈱

Ｃ

島津エミット㈱
瀬田工場

http://www.fkk.co.jp/

タイ、ベトナム、フィリピン、中国全域

http://www.shimadzu.co.jp
指定しない
/emit/

発注分野

求める条件

①発注分野：小物冷間鍛造 焼結 小物精密切削
②発注分野：小物冷間鍛造 焼結 小物精密切削
③発注分野：小物精密切削 小物冷間 小物プレス(トランスファー
プレス)

①SUS304焼結材、SUS304(L)、寸法公差±0.004
②SUS304焼結材、SUS304(L)、寸法公差±0.004
③電磁SUS 寸法公差0.01、多投パーツフォーマー所
有

・排水、排ガスプラントで使用する機器取扱いメーカー又は商社。
・同上製造、工事業者

・品質（ISO等取得他）
・実績（主に日系企業への納入）
・価格（国内メーカーと競合性あり）

①・品目：ケーシング類・加工：ＭＣ加工・材質：ＦＣ、アルミ・設備：鋳
造、ダイカストマシン、ＭＣ
②・品目：軸・加工：旋盤、ワイヤーカット・材質：ＳＳ・設備：旋盤、ワ ＱＣＤが安定している事
イヤーカット、研磨機
③・品目：小物部品・加工：多種・材質：ＳＳ、ＳＵＳ・設備：多種
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