しがビジネスマッチング会 （９月６日）

1

Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社 滋賀工場

資本金

〒 521-0323
滋賀県米原市村木930番地

90 百万円

従業員数

264 名（全社）

URL http://www.itokoki.co.jp/
TEL 0749-55-1041
FAX 0749-55-1045

生産品目 ガス減圧弁製造販売
調達方針 品質至上
発注品目 鋳物のパーカー処理・ＳＳ400加工・梱包ケース（段ボール）・配管・樹脂

発注品の詳細

□機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 ■金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト
加工内容

必要設備
要望事項 ガス機器の部品の製造経験のある方を特にお待ちしております。

2

井上特殊鋼株式会社 名古屋営業所

資本金

〒 450-6324
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋24階

150 百万円

従業員数

296 名（全社）

URL http://www.issgrp.co.jp/
TEL 052-583-1030
FAX 052-581-6006

生産品目 鋼材及び金属機械加工部品
調達方針 新しいものに意欲的に取り組んでいただける企業
発注品目 ①五面加工機（製缶＋機械加工）②パイプ加工も含め軸物加工 ③鋳物加工

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス ■鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 ■金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 小物～大物 機械加工全般

必要設備 ＮＣ旋盤、マシニング、縦型研磨
要望事項 短納期や難しいものでも相談に乗っていただけるところ。

3

株式会社エージェンシーアシスト

資本金

〒 613-0031
京都府久世郡久御山町佐古外屋敷９７－１

20 百万円

従業員数

生産品目 あらゆる分野の各種精密機械加工品の調達支援業務
調達方針 価値ある製品を品質良く安く仕入れる
発注品目 大物旋盤品、製缶機械品、ＳＵＳ溶接品(機械加工含む）、単品の鋳物加工

■機械加工

発注品の詳細

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

103 名（全社）

URL http://www.agency-assist.co.jp
TEL 0774-41-1839
FAX 0774-41-2880

加工内容 旋盤加工、製缶機械加工

必要設備 マシニングセンター(縦型、横型）、ＮＣ旋盤、溶接機（ＴＩＧ、アーク、半自動）
要望事項 単品加工（１個～１０個）をされている加工業者
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4

関西ティーイーケィ株式会社

資本金

〒 520-0832
滋賀県大津市粟津町1-24

80 百万円

従業員数

420 名（全社）

URL http://www.kansai-tek.co.jp
TEL 077-534-1485
FAX 077-534-4693

生産品目 総合エンジニアリング業
調達方針

門戸開放方針、お取引先との共存共栄、グリーン調達の推進、法令遵守と機密保持の徹底、反社会勢力との関係遮断、
品質の維持・向上

発注品目

制御盤の設計・製作・検査，制御盤用ソフトウェア（PLC）の作成・デバッグ，
制御盤用板金の製作，制御盤用ハーネスの製作

発注品の詳細

□機械加工

■専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム ■電気・実装 □金型加工 ■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

■ソフト
加工内容

制御盤の設計・製作・検査，制御盤用ソフトウェア（PLC）の作成・デバッグ，
制御盤用板金の製作，制御盤用ハーネスの製作

必要設備 各加工内容に対応した設備
要望事項

5

新光機器株式会社

資本金

〒 463-0932
愛知県清須市朝日貝塚33

80 百万円

従業員数

140 名（全社）

URL http://www.shinkokiki.co.jp
TEL 052-401-3611
FAX 025-401-3751

生産品目 多品種、小ロットの加工
調達方針 品質第一、少量生産に対応可能な生産体制、コスト低減
発注品目 ﾀﾌﾋﾟｯﾁ銅や銅合金(クロム銅、ベリリウム銅）の加工

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 旋盤加工、フライス加工

必要設備 NC旋盤、マシニングセンタ
要望事項 短納期の対応が可能な企業、1個からでも対応可能な企業との面談を希望

6

有限会社 タマムラ

資本金

〒 914-0814
福井県敦賀市木崎45号10番

5 百万円

従業員数

生産品目 建設機械・産業機械・測定機器・仮設資材・コンテナ・農業機械・環境商材のレンタル・販売・施工
調達方針 レンタル商材の調達は提携レンタル会社、販売商材の購買は、提携会社・総代理店から
発注品目

発注品の詳細
□機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス ■その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

7 名（全社）

URL http://www.ren-tama.jp/
TEL 0770-25-2256
FAX 0770-25-2259

加工内容

必要設備
①食品・食材の保存設備にお悩みの食品加工会社様との面談を希望します。

要望事項 ②製品・仕掛品の保管施設にお困りの製造業様との面談を希望します。
③事務所や倉庫、その他躯体設備を安価で調達したい方との面談を希望します。
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7

株式会社 東伸

資本金

〒 503-9085
岐阜県大垣市野口3-1

98 百万円

従業員数

85 名（全社）

URL http://www.cstoshin.co.jp
TEL 0584-91-9110
FAX 0584-91-9105

生産品目 産業用機械（スリッター、リワインダー）
調達方針 短納期対応 品質・納期・価格の順で選定
発注品目 ローラー、シャフト、ブラケット

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 機械加工（SS、S45C） 製罐

必要設備 ＮＣ旋盤、ＮＣフライス、マシニングセンター
要望事項

8

東レ・プレシジョン 株式会社

資本金

〒 520-2141
滋賀県大津市大江1-1-40

200 百万円

URL http://www.tpc.toray
TEL 077-545-8816

従業員数

160 名（全社）

FAX 077-545-0894

生産品目 精密加工部品
調達方針
発注品目 精密加工部品（SUS、鉄、難削材、樹脂等）

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 フライス加工、旋盤加工、型彫加工、ワイヤーカット、研削加工等

必要設備 フライス・旋盤・研削盤・放電加工機他
・高精度製品の加工対応先

要望事項 ・難削材の加工対応先
・品質保証体制が整っている企業（三次元測定機等保有） 等

9

株式会社 トランセント

資本金

〒 105-0003
東京都港区西新橋1-17-11-2Ｆ

20 百万円

従業員数

5 名（全社）

URL http://www.transcent.jp
TEL 03-6277-3545
FAX 03-3440-0655

生産品目 雑貨一般
調達方針 製造店より直接仕入れ
発注品目 商品に語れるストーリーのあるものや、エコ、Ｓｏｃｉａｌ といったキーワードにあてはまるもの。

□機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス ■その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト
加工内容

必要設備
要望事項 アメリカでブランド感をもって販売していきたいアイテム
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10

株式会社 長濱製作所

10 百万円

資本金

〒 601-8461
京都府京都市南区唐橋門脇町23-2

従業員数

32 名（全社）

URL http://www.nagahama-f.com
TEL 075-691-5819
FAX 075-681-7109

生産品目 多品種小ロット～中量産の加工部品（アルミ、SUS、鉄、真鍮、銅など）
調達方針 Q・C・Dがしっかり守られる、多品種小ロットが可能な生産体制
発注品目 機械加工(アルミ、SUS、鉄、真鍮、銅など)、多品種少量

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 マシニング加工、旋盤加工、研削加工、ワイヤー加工

必要設備 マシニングセンタ、NC旋盤、研削機、ワイヤー放電加工機、CAD/CAM、三次元測定器
要望事項 機械加工：単品(公差0.005～0.03以内)、打痕・キズ要注意！、公差は検査データ必要

11

株式会社 ナベヤ

98 百万円

資本金

〒 500-8433
岐阜県岐阜市若杉町25番地

従業員数

180 名（全社）

URL http://www.nabeya.co.jp/division/sp_quality.html
TEL 058-276-1511
FAX 058-278-0220

生産品目 素形材部材、治具全般
調達方針 少量中量ロットに対応頂ける、加工精度の保障体制を構築されている協力企業様との取引
発注品目

取引顧客から、大小、丸角、少量大量、単純形状異形状など、色々要求に合った材料、加工、メッキや塗装等、ご対応頂け
る協力企業様を探しております。
発注品の詳細
■機械加工

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス ■鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 ■めっき・塗装

□ソフト
加工内容

材質：普通鋳物や鋼材や非鉄金属など、数量：一個～数百個ロット、形状：丸物や角物、異形
大きさ：片手サイズ～１ｍ角程度、協力企業様に合ったものをお願いさせて頂きます。

必要設備 加工内容に対応した加工機、また加工精度保障頂ける為に三次元測定機を保有されているならなお良いです。
要望事項

12

素形材は下請け営業部です。顧客から要求されるものは都度異なります。幅広く、協力企業様を募集しておりますので、こ
の機会に面談させてください。

不二電機工業株式会社

資本金

〒 525-8521
滋賀県草津市野村三丁目4-1

1,087 百万円

317 名（全社）

URL https://www.fujidk.co.jp/
TEL 077-562-1082
FAX 077-562-1930

生産品目 制御機器パーツ
調達方針 1、公正・公平な取引 2、遵法の原則 3、パートナーシップ 4、力の共有
発注品目 めっき・塗装、機械加工、板金、組立外注（はんだ含む）

発注品の詳細

■機械加工

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム ■電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 ■めっき・塗装

□ソフト

従業員数

加工内容 めっき（ニッケル）、塗装（電着塗装、焼き付け塗装）、厚物の板金、手はんだ

必要設備 加工内容に対応した設備
要望事項 小ロット、短納期対応可能な仕入先様との面談を希望致します。
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13

フジモリ産業 株式会社

資本金

〒 541-0045
大阪府大阪市中央区道修町4-4-10 KDX小林道修町ﾋﾞﾙ

303 百万円

従業員数

250 名（全社）

URL http://www.fujimori.co.jp
TEL 06-4707-7538
FAX 06-4707-7539

生産品目 空調ダクト関連、住宅資材、スラブ、プレキャスト、養生材
調達方針 直接交渉
発注品目 西日本地区の2X4工法用養生材、ダクト配管部材、ベタ基礎防蟻断熱工事、他住宅資材

発注品の詳細

□機械加工

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 □プレス ■鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 ■設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス ■その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト
加工内容

グラスウールとアルミ箔のラミネート、ガラスクロスと不織布の縫製加工、スプレー及びパウダーラミ、HDPEのセンター筋入
れスリット加工及び小巻仕上、図面の拾い出し

必要設備 スリッター機、スプレー又はパウダーラミ機、断裁機、CAD
要望事項 現場個別配送の対応、在庫対応、

14

株式会社 瑞穂機械製作所

資本金

〒 458-0801
愛知県名古屋市緑区鳴海町山下５０番地

115 百万円

従業員数

30 名（全社）

URL https://www.mizuhokikai.jp/
TEL 052-892-5281
FAX 052-892-1346

生産品目 装置組立（消火装置、農機具、時計、リール、芳香装置等）、機械部品
調達方針 ＱＣＤはもとより、地域を問わず幅広く相互に安定継続取引を行う

発注品の詳細

発注品目 部品機械加工、塑性加工、一般装置Assy請負

■機械加工

□専用機の設計・製作 ■製缶・板金 ■プレス ■鋳造・鍛造
■樹脂・ゴム □電気・実装 ■金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他

加工区分 □めっき・塗装

□ソフト

加工内容 機械加工、切削、研削、プレス、成形、鋳造

必要設備 旋盤、複合加工機、マシニングセンタ、研削盤、プレス設備、測定機器等
要望事項 試作品仕様、発注ロット、物流等別途ご相談させていただきます。

15

矢橋大理石株式会社

資本金

〒 503-2213
岐阜県大垣市赤坂町273番地
生産品目 一般産業部品
調達方針 短納期

鉄道車両部品

鉄道車両部品の鋳鋼品 、鋳造品

一般鋼材の機械加工

■機械加工

発注品の詳細

□専用機の設計・製作 □製缶・板金 □プレス □鋳造・鍛造
□樹脂・ゴム □電気・実装 □金型加工 □設計（ＣＡＤ/ＣＡＭ）
□設備メンテナンス □その他
マシニング加工

必要設備 NC・汎用旋盤

マシニングセンター（立型・横型）

105 名（全社）

URL http://www.yabashi-marble.co.jp
TEL 0584-71-1118
FAX 0584-71-2686

加工区分 □めっき・塗装

加工内容 旋盤加工

従業員数

QCD

発注品目 一般産業部品

□ソフト

78 百万円

ラジアル

要望事項 QCDに取り組んで頂ける企業を望みます
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