
平成30年度 商談会
「製造技術マッチングフェア」

発注企業リスト

【開催場所】
　西日本総合展示場　新館
　「西日本製造技術イノベーション2018」会場内
　北九州市小倉北区浅野３－８－１

【開催日】
　平成30年６月13日㈬ 13：00 ～ 17：00

参加企業数　33社
　平成30年６月14日㈭ 13：00 ～ 17：00

参加企業数　40社

(50音順)



１ ㈱アイメックス
所在地 広島県尾道市因島土生町2293-1
資 本 金 14億円 従業員 360名

主要製品 ボイラー、産業機械、環境装置、ディーゼ
ルエンジン

発注品目 ①産業機械部品　②環境装置部品

発注計画 時期未定

加工内容 ①、②　製缶、機械加工

必要設備 ＭＣ、旋盤、五面加工機、横中、研磨、そ
の他

条件要望

３ 有明技研㈱
所在地 福岡県柳川市西浜武500-1
資 本 金 1,000万円 従業員 約200名
主要製品 製缶品、機械加工品

発注品目 樹脂、金属、加工品
発注計画

加工内容 精密機械加工品

必要設備
マシニング加工機、複合旋盤、3次元測定器、
投影機

条件要望 樹脂、金属、大物機械加工可能な企業様

２ 旭興産㈱
所在地 山口県岩国市長野1815-7
資 本 金 6,400万円 従業員 150名
主要製品 自動化装置、システム

発注品目 製缶・機械加工
発注計画 時期未定

加工内容 ＳＳ、ＳＵＳ、ＡＬ

必要設備 製缶・機械加工に対する必要設備一式（小
物～大物）

条件要望 製缶機械加工～表面処理が一貫して行える
業者

４ 池田金属工業㈱
所在地 大阪府大阪市西区新町4-7-11
資 本 金 2,000万円 従業員 100名
主要製品 工業用ファスナー、金属部品の販売

発注品目 シャフト、フランジ、特殊ボルト、特殊ナット
発注計画 時期未定
加工内容 切削・転造・研削…等

必要設備

・�旋盤� LOT
・�マシニングセンター� 少量：1～ 10個
・転造盤� 中量：50～ 1000個
・円筒研削盤� 量産：1000個～
・センタレス研削盤� 10000個
・平面研削盤…等

条件要望 ・�品質管理がされている。・工程内及び出荷前
検査を行い、記録を一定期間残している事。

７ 岡野バルブ製造㈱
所在地 北九州市門司区中町1-14
資 本 金 12億8,600万円 従業員 274名
主要製品

発注品目 ①加工部品　②研磨部品　③治具類
発注計画 直近

加工内容 ① �旋削、フライス　②研磨加工（円筒）含む
機械加工　③旋削、フライス、溶接

必要設備 ①旋盤、MC　②研磨機、旋盤
③旋盤、MC、溶接機

条件要望
・�当社行橋工場に素材の引取り、納品が出
来る企業・一品一様の得意な企業

　（～φ300とφ400～双方）

10 ㈱クニナリ
所在地 大分県佐伯市大字狩生2107
資 本 金 3,000万円 従業員 80名
主要製品 精密板金加工

発注品目
精密板金加工品、溶接加工品・製缶（フ
レーム・配管他）、機械加工品

発注計画 時期未定

加工内容 ステンレス・アルミ・鉄

必要設備 発注品目に対する必要設備

条件要望
・�部品供給、完成品どちらでも対応可能な
企業・自主検査対応可能な企業

６ ㈱大野社
所在地 長崎県佐世保市三川内新町26-2
資 本 金 3,000万円 従業員 100名
主要製品 精密レーザ、板金・製缶、パッキン、ガスケット製造

発注品目 ①各種板金・製缶品及び機械加工
②樹脂加工品全般

発注計画 時期未定

加工内容 ①SUS・SS・ＳＰＣＣ・アルミ・銅・真鍮・鉛
②その他エンプラ

必要設備
①レーザ（切断・溶接）・各種プレス・
　各種溶接機・各種機械加工設備
②切削・溶接設備

条件要望
材料から製作・完成、納入までご対応頂け
るメーカー様を希望しております。短納期
対応、小回りの効く外注メーカー様を探し
ております。

９ ㈱京製メック
所在地 大分県国東市安岐町塩屋1111
資 本 金 7,000万円 従業員 230名
主要製品 一般包装機械、製造、販売

発注品目
単品部品（機械加工、旋盤加工、フライス
加工、樹脂加工）

発注計画 時期未定

加工内容 機械加工、板金、製缶、樹脂加工

必要設備 旋盤、フライス、マシニングセンター

条件要望 コスト対応力及び短納期対応

12 ㈱三機
所在地 愛知県名古屋市熱田区白鳥2-8-24
資 本 金 9,900万円 従業員 145名
主要製品 自動車部品メーカー向け治具、専用機部品、金型

発注品目 ①専用機　②治具部品
発注計画 ①直近　②直近
加工内容 アルミ、鉄等の円筒・平研加工精度：

1/100～ 2/100
必要設備 フライス、マシニング、旋盤加工、円筒、

平研、ワイヤー

条件要望

見積、制作納期・対応が迅速だと助かります。
簡単な組付け可能検査・測定ができる事、小
回りが利くと大変助かります。
現在、フライス・平研・ワイヤーにて□100
程度の加工が出来る企業様を探してます。

11 クボタ環境サービス㈱
所在地 兵庫県尼崎市浜1-1-1
資 本 金 9,000万円 従業員 1,733名
主要製品 水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設の

設計・監理・施工ならびに補修工事

発注品目

詳細は巻末参照
発注計画
加工内容
必要設備

条件要望

13 島津産機システムズ㈱エミットカンパニー
所在地 滋賀県大津市月輪1-8-1
資 本 金 1億円 従業員 316名
主要製品 真空ポンプ、バルブアクチュエータ

発注品目 ①�シャフト小物加工　②製缶品
③ケーシング加工　④歯車

発注計画 直近

加工内容 ①切削　②溶接、板金　③ＦＣ鋳物の切削
④歯切り

必要設備
①�自動旋盤、ＮＣ旋盤　②溶接、レーザー、
タレパン、ベンダー　③ＭＣ、ＮＣ旋盤

④ホブ盤、ＮＣ旋盤

条件要望 発注部品は全てリピート品になりますの
で、継続してお取引出来る事を希望します。

15 ㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス
所在地 京都府京都市伏見区羽束師古川町322
資 本 金 540億円 従業員 5,500名

主要製品
半導体製造装置、液晶パネル製造装置、業
務用印刷機、プリント基板製造装置

発注品目 ・製缶フレーム／精密板金
発注計画

加工内容
製 缶 フ レ ー ム は 溶 接 か ら SUS304、
STKR400、切削加工、ケーブルアッセ -
ＵＬ認定対応少量多品種

必要設備 五面加工機

条件要望

14 眞工金属㈱
所在地 広島市中区国泰寺町1-3-11
資 本 金 4,000万円 従業員 60名

主要製品
鋳鉄、アルミ鋳物製造・販売、各種金属、
製缶、板金加工、樹脂製品等の販売

発注品目 ①各種金属加工　②各種製缶品
発注計画 その他

加工内容 ①小ロットから中ロット　②小物から大物

必要設備

条件要望 品質保証可能な企業様

５ ㈱エージェンシーアシスト
所在地 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷97-1
資 本 金 2,000万円 従業員 90名
主要製品 機械加工部品

発注品目 産業機械部品、精密加工部品
発注計画 直近

加工内容 旋盤、フライス、ＭＣ、研磨、放電加工等

必要設備 発注内容に対する必要設備一式

条件要望 単品加工を得意としていることが望ましい

８ 関西ティーイーケィ㈱
所在地 愛媛県伊予郡松前町大字筒井1515　東レ㈱愛媛工場内
資本 金 8,000万円 従業員 400名
主要製品 プラント機器製作、プラント工事一式

発注品目 プラント工事一式、プラント機器、産業機
械、制御盤

発注計画 時期未定

加工内容 加工～製缶～組立
製缶加工、機械加工

必要設備 五面加工機、ＭＣ、旋盤、フライス

条件要望 大分県近辺、または大分県に出張可能な工
事業者

６月13日（水） １ ～ 33



16 ㈱西部技研
所在地 福岡県古賀市青柳3272-11
資 本 金 1億円 従業員 250名

主要製品 全・顕熱交換器・除湿機・VOC濃縮装置・
ハニカムフィルター製品・ドライルーム

発注品目 除湿機・VOC濃縮装置・全・顕熱交換器
の①製缶　②製缶・塗装・組立て

発注計画 随時

加工内容 製缶加工（薄物）、1.6mm～ 3.2mm（SS）
3mm～ 9mm（SUS）

必要設備 レーザー加工機・タレパン・プレスブレーキ・
アイアンワーカー・クレーンベンダー他

条件要望
当社製品の組立まで受注して頂ける企業様
があれば助かります。もちろん製缶のみ、
製缶・塗装まででも結構です。

17 ㈱ＴＡＩＹＯ
所在地 山口県美祢市大嶺町東分池尻3058-8
資 本 金 31億5,345万円 従業員 600名

主要製品 油圧シリンダ、空圧シリンダ、産業用ロボッ
ト、環境機器の製造販売

発注品目 油圧シリンダ用特殊ピストンロッド
発注計画 時期未定
加工内容 旋盤加工、アルミブロンズ溶着

必要設備 旋盤（ミーリング機能付）もしくは旋盤+
フライス盤

条件要望
案件は引当加工品ですので、受注製作になり
ます。納期は２Ｗ～ 1ヶ月位で材料手配→
加工→後工程を行っていただける必要があり
ます。コスト面／品質も厳しいと思います。

19 ㈱高田工業所
所在地 福岡県北九州市八幡西区築地町1-1
資 本 金 36億4,200万円 従業員 1,625名

主要製品 化学プラント、製鉄プラント、エレクトロ
ニクス機器

発注品目 ①ベース、フレーム、ブラケット
②シャフト、ピン

発注計画 時期未定

加工内容 ①製缶＆機械加工
②機械加工＆研磨

必要設備 ①フライス、5面加工機
②旋盤、円筒研磨、ターニング

条件要望

22 長崎機器㈱
所在地 長崎県西彼杵郡時津町元村郷820
資 本 金 1億円 従業員 96名
主要製品 自動計量機、包装機の製造・販売

発注品目 ホッパー、シュート、架台、機械加工品、
製缶加工品、ベルトコンベア

発注計画 直近

加工内容 機械加工、製缶加工

必要設備 上記加工に必要な設備

条件要望

25 日鉄住金テックスエンジ㈱八幡支店
所在地 福岡県北九州市八幡東区前田大塚1320-4
資 本 金 54億7,000万円 従業員 1,800名（全社11,000名）

主要製品

・�鉄鋼・一般化学・石油・流通・電力等の産業設備に
関する機械、電気、通信、計測制御システムの調査、
設計、施工、エンジニアリング及び装置・機器の製
造・上記に関する設備の運転、保守、管理及び修理・
コンピュータ・システムに関する設計・製造・販売

発注品目
・機械機器の設計・製作・据付工事
・プラントの電気制御システム・計装
・システムのエンジニア、施工・架台・台車・ホッパー

発注計画 2018.12月頃

加工内容 プラント設備・製造設備・装置の設計・製作（製
缶・組立・機械加工・塗装等）据付・修理

必要設備 上記の製作に対応可能な設備
ＣＡＤ、製缶設備、機械加工設備等

条件要望
・�設計、製缶、機械加工、塗装等ができる企業及
び上記内容に関連し、据付、配管、保温等のプ
ラント関連設備工事が出来る企業を希望します。

21 ㈱ＴＥＫＮＩＡ
所在地 愛知県名古屋市中川区江松3-459
資 本 金 6,500万円 従業員 70名

主要製品 工作機械用部品、航空機用部分加工、鉄道
輸送機器用部品加工

発注品目 ①機械加工全般（素材から全加工）
②精密機械加工

発注計画 ①時期未定　②時期未定

加工内容 多品種　小ロット～量産単品物対応

必要設備 マシニング（タテ型、ヨコ型）旋盤（汎用・
ＮＣ、複合旋盤）研磨（外径、内径、平面）

条件要望 常に安定した製品精度の対応、見積回答が
早い、長くお付き合いいただけます企業様

24 ㈱日産クリエイティブサービス
所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2384
資 本 金 9,000万円 従業員 3,000名

主要製品 生産技術プロセスにおけるサポート（生産
設計・工程設計）ほか

発注品目 ①制御設計　②電気工事　③機械設備移設
発注計画 時期未定

加工内容

必要設備 ①�ソフト作成から現地試運転まで②低圧～高
圧電気配線工事③設備のメカ・計装関係

条件要望 自動車関連会社との取引実績があることが
望ましい

27 ㈱ノリタケカンパニーリミテド
　 久留米工場

所在地 福岡県久留米市田主丸町竹野210
資 本 金 156億3200万円 従業員 5,097名
主要製品 ダイヤモンド工具

発注品目 鉄台金　銅カラー
発注計画 直近

加工内容 機械加工

必要設備 マシニングセンタ（単品対応）
ＮＣ旋盤（量産対応）

条件要望 発注に対してフレキシブルに対応できる企
業と面談希望

20 長州産業㈱
所在地 山口県山陽小野田市新山野井3740
資 本 金 4億1,000万円 従業員 670名

主要製品 有機 ELデバイス製造装置の設計・加工・
組立・据付・メンテナンスまでの一貫業務

発注品目 真空・メカトロ装置の設計・加工・組立業務

発注計画 直近

加工内容 主に精密板金、旋盤加工品

必要設備

条件要望 発注内容に合う企業様を希望します。
（多ければ2ブース希望）

23 ㈱中農製作所
所在地 大阪府東大阪市新町21番26号
資本 金 1,450万円� 従業員 50名

主要製品 油圧機器・空圧機器・半導体関連機器等の
機械加工品

発注品目 半導体関連部品、空圧機器部品～産業機械部品
発注計画 直近
加工内容 NC+MC

必要設備
・φ30～φ150× L100（NC旋盤）
・□30～ 150× L100（MC）
・三次元測定機
・面粗さ測定機（有れば良いが無くても可）

条件要望 三次元保有で手の平サイズを得意としてい
る企業様のご紹介をお願いします。

26 ㈱不二鉄工所
所在地 大阪府交野市星田北5-57-3
資 本 金 １億円 従業員 147名
主要製品 巻取機、スリッター

発注品目 製缶～機械加工までの小物・中物部品
発注計画 直近

加工内容 溶接、ショットブラスト、フライス、ＭＣ、
塗装

必要設備 溶接機、フライス盤、ボール盤、マシニン
グセンタ

条件要望 溶接、ショット、機械加工、塗装まで一貫
して生産できる企業様と面談希望

28 不二輸送機工業㈱
所在地 山口県山陽小野田市東高泊2327-1
資 本 金 4億9,000万円 従業員 270名

主要製品 産業用ロボット（パレタイジングロボット）
と周辺コンベア設備

発注品目 コンベヤ部品

発注計画 時期未定

加工内容 ・レーザー加工　・プレス加工　・溶接

必要設備 ・レーザー加工機　・プレス　・溶接

条件要望

30 三池産業機械㈱
所在地 福岡県大牟田市新港町6-15
資 本 金 5,000万円 従業員 5名
主要製品 機械器具の製造

発注品目 ①機械部品・架台等　②溶接構造物
③軸類の製作

発注計画 時期未定

加工内容
①溶接・製缶加工
②製缶～機械加工
③小口径物、大口径物、長尺物の軸類加工

必要設備
①天井クレーン　5t 以上
②天井クレーン　10t以上、ＮＣボーリング機械
③�小口径及び大口径ＮＣ旋盤、長尺旋盤、
ＮＣフライス盤

条件要望

29 ㈱丸進
所在地 熊本県熊本市東区御領5-11-43
資 本 金 5,000万円 従業員 14名（工場のみ）

主要製品 主にホンダ様向け製造装置、他に関連会社
様向け組立、検査装置

発注品目 加工部品　一式組立
発注計画 時期未定

加工内容 金属切削加工　板金部品　溶接架台

必要設備 ＮＣ旋盤、ＮＣフライス　ボール盤　溶接
機（メッキ処理）

条件要望

18 太陽機械工業㈱
所在地 京都府南丹市園部町船坂町田1-26
資 本 金 1億円 従業員 200名
主要製品 自動車エンジン・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、減速用歯車、産業機器部品

発注品目 各種ギヤ製品の旋盤加工、ギヤ加工及び鍛造品など
※例：丸物（～φ200）数量（試作レベル数個～月産数千個）

発注計画 直近　時期未定
加工内容 鍛造品・旋盤・ＭＣ・ギヤ加工（ホブ・ブローチ・

ギヤシェーパー・歯車研削）・研磨加工など

必要設備
ＮＣ旋盤、ホブ盤、ブローチ盤、転造盤、ギヤシェーパー、歯車研削盤、
各種研磨機など※基本、ギヤ製品である丸物（鉄）がメインですが、
アルミダイカストからの量産加工もＰＲ頂ければと思います。

条件要望

・�少ロット～量産対応が可能な企業を希望します。（但し、試
作対応・少量のみでも可）・色々提案頂ければ有難いです。

・�特に精密製品につき、品質管理（測定器保有含む）が出来
る体制を提案頂ければ有難いです。・試作対応時は、手番的
に厳しい案件もありますが、その際はご協力頂きたいです。

６月13日（水）



33 流通産業㈱
所在地 福岡市博多区博多駅東1-12-8
資 本 金 1,000万円 従業員 10名

主要製品 ホースリフター、レンジャーネット装置（消
防関連機器）

発注品目 ・ウィンチドラム　・滑車

発注計画 直近　時期未定

加工内容 機械切削加工　溶接加工

必要設備 ・旋盤　・キーシーター・フライス　・溶接機

条件要望

32 モリマシナリー㈱
所在地 岡山県赤磐市仁堀東1383
資 本 金 2,000万円 従業員 400名

主要製品 工作機械用自動工具交換装置（ATC）、冷間
ロール成形機、成形ロール、製薬用打錠機

発注品目 加工品全般
発注計画 直近

加工内容 材料～完成まで

必要設備 ・�立型 MC（中物～大物）・複合旋盤（長
さ500～ 2000位）・円筒研磨機　他

条件要望 出来れば従業員30名以下位が希望です。
仕事の取込みに前向きで積極的な企業様。

34 ㈱アステック入江 
所在地 福岡県北九州市八幡東区西本町3-1-1
資 本 金 1億円 従業員 780名

主要製品
住宅部材、製鉄用機械設備、鋳造品、ベル
トクリーナー

発注品目 ＩＣＴ部品
発注計画 その他

加工内容 専用回路設計、安価部品の調達、組立

必要設備

条件要望
小ロットでもスピーディーな対応のできる
企業様

36 入江工研㈱
所在地 愛媛県喜多郡内子町川中1910
資 本 金 1億円 従業員 200名
主要製品 半導体製造装置用各種真空ベローズ

発注品目 真空部品の製作（フランジ、金具類）
発注計画 時期未定

加工内容 旋削、マシニングセンタによる加工

必要設備
・ＮＣ旋盤　～φ６００
・�立型マシニングセンタ　～1000×2000
　主にステンレス及びアルミ品

条件要望

38 ㈱エヌテック
所在地 広島県福山市御幸町中津原1700
資 本 金 1,000万円 従業員 30名
主要製品 ＡＬ、ＳＵＳ

発注品目 半導体、装置部品
発注計画 直近

加工内容 ＮＣ、ＭＣ
単品～量産　ロット有

必要設備
φ50～φ500ＮＣ
口50～口1000以下ＭＣ

条件要望

40 オリエント工機㈱
所在地 兵庫県伊丹市藤ノ木2-3-6
資 本 金 8,000万円 従業員 198名
主要製品 タイヤ製造設備、一般産業用機械製造

発注品目 ①�設備装置の加工部品　②ユニット装置の組立
発注計画 直近

加工内容 ①�旋盤部品・フライス部品、製缶品・製缶機械加工部品など
②2ｔ車に乗る程度の大きさの組立　※電機配管配線不要

必要設備 ①�ＮＣ・汎用各種工作機械　②社内部品製作に
て組立まで可能業者、クレーン設備要（2ｔ）

条件要望

①�発注は競合見積による発注先選定　②加工部品
は図面支給にて完成品まで製作可能な業者（協
力会社可）　③ユニット組立業者は本業が製缶業
または加工部品業者希望（社内錆止め程度の塗
装可能業者希望）　④面談業者の工場見学希望

42 ㈱きしろ
所在地 兵庫県明石市天文町2-3-20
資 本 金 9,400万円 従業員 300名

主要製品 大型産業機械部品、舶用エンジン部品、航
空機部品

発注品目 ①プレート　②フレーム　③シャフト
発注計画 時期未定

加工内容 ①機械加工　②製缶、機械加工
③機械加工

必要設備 五面加工機、ターニング、製缶設備、五面
加工機、横中ぐり盤、旋盤

条件要望
・�1トン以上の製缶又は機械加工可能な
メーカーが望ましい。・製缶品、鋳鍛鋼
素材の調達可能なメーカー（海外含む）
の面談も希望。

43 近畿金属㈱
所在地 大阪府東大阪市高井田本通2-8-27
資 本 金 3,000万円 従業員 140名
主要製品 ディーゼルエンジン用ポンプ、熱交換機類

発注品目 ①ギヤ②鋳物、鍛造加工③アルミダイカスト
発注計画 ①時期未定　②直近　③時期未定

加工内容 ①モジュール４～７　シェービング仕上げ
②アルミ鋳物加工、ＦＣ鋳物、鉄鍛造品加工

必要設備

①�シェービング盤　多品種少量　②タテ・
ヨコＭＣ、旋盤、タッピングマシン、マシ
ニング（□400程度）、旋盤（φ200程度）
③500ｔ以上

条件要望 ＱＣ工程管理表作成提出可であること

31 三菱重工工作機械㈱
所在地 滋賀県栗東市六地蔵130
資 本 金 30億円 従業員 1,200名
主要製品 工作機械

発注品目 工作機械の中角物部品
発注計画 直近

加工内容 荒～仕上加工

必要設備
・マシニングセンター・横中ぐり盤
・3次元測定器・その他

条件要望
加工精度に自信のある企業を紹介頂ければ
と存じます。

35 池田金属工業㈱
所在地 大阪府大阪市西区新町4-7-11
資 本 金 2,000万円 従業員 100名
主要製品 工業用ファスナー、金属部品の販売

発注品目 シャフト、フランジ、特殊ボルト、特殊ナット
発注計画 時期未定
加工内容 切削・転造・研削…等

必要設備

・�旋盤� LOT
・�マシニングセンター� 少量：1～ 10個
・転造盤� 中量：50～ 1000個
・円筒研削盤� 量産：1000個～
・センタレス研削盤� 10000個
・平面研削盤…等

条件要望 ・�品質管理がされている。・工程内及び出荷前
検査を行い、記録を一定期間残している事。

37 ㈱エージェンシーアシスト
所在地 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷97-1
資 本 金 2,000万円 従業員 90名
主要製品 機械加工部品

発注品目 産業機械部品、精密加工部品
発注計画 直近

加工内容 旋盤、フライス、ＭＣ、研磨、放電加工等

必要設備 発注内容に対する必要設備一式

条件要望 単品加工を得意としていることが望ましい

41 関西ティーイーケィ㈱
所在地 愛媛県伊予郡松前町大字筒井1515　東レ㈱愛媛工場内
資本 金 8,000万円 従業員 400名
主要製品 プラント機器製作、プラント工事一式

発注品目 プラント工事一式、プラント機器、産業機
械、制御盤

発注計画 時期未定

加工内容 加工～製缶～組立
製缶加工、機械加工

必要設備 五面加工機、ＭＣ、旋盤、フライス

条件要望 大分県近辺、または大分県に出張可能な工
事業者

44 ㈱クニナリ
所在地 大分県佐伯市大字狩生2107
資 本 金 3,000万円 従業員 80名
主要製品 精密板金加工

発注品目
精密板金加工品、溶接加工品・製缶（フ
レーム・配管他）、機械加工品

発注計画 時期未定

加工内容 ステンレス・アルミ・鉄

必要設備 発注品目に対する必要設備

条件要望
・�部品供給、完成品どちらでも対応可能な
企業・自主検査対応可能な企業

39 岡野バルブ製造㈱
所在地 北九州市門司区中町1-14
資 本 金 12億8,600万円 従業員 274名
主要製品

発注品目 ①加工部品　②研磨部品　③治具類
発注計画 直近

加工内容 ① �旋削、フライス　②研磨加工（円筒）含む
機械加工　③旋削、フライス、溶接

必要設備 ①旋盤、MC　②研磨機、旋盤
③旋盤、MC、溶接機

条件要望
・�当社行橋工場に素材の引取り、納品が出
来る企業・一品一様の得意な企業

　（～φ300とφ400～双方）

45 クボタ環境サービス㈱
所在地 兵庫県尼崎市浜1-1-1
資 本 金 9,000万円 従業員 1,733名
主要製品 水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設の

設計・監理・施工ならびに補修工事

発注品目

詳細は巻末参照
発注計画
加工内容
必要設備

条件要望
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46 五合㈱
所在地 愛知県名古屋市南区千竈通5-20-1
資 本 金 8,400万円 従業員 74名
主要製品 工業用ゴム、プラスチック、金属加工品等

発注品目 ①�工業用樹脂関係の加工品②工業用ゴム関係関連③工業
用樹脂、ゴム成形他溶着④治工具関連部品

発注計画

加工内容
①�エンプラ関係全般・・（丸物、角物全般　特に高精度対
応ができる）②ゴム・スポンジ関係全般、ウレタン注
型他③各種樹脂・ゴム成形　溶着加工�他 ASSY④鉄
加工品+樹脂部品等のASSY

必要設備
①�3次元測定器、その他計測機器、3次元CAD、短納期対応
②�各種測定機器完備、特殊加工、研磨加工③成形機　50ｔ
～ 500t　他溶着技研④CADでの図面設計。組付け治具、
検査治具等の実績

条件要望 樹脂関連及びゴム関連企業で、特色をもった企業との面
談を希望。

52 武井電機工業㈱
所在地 佐賀県三養基郡みやき町江口2617
資 本 金 9,830万円 従業員 125名

主要製品 レーザー加工装置、ＦＡメカトロ装置、配
電・制御盤

発注品目 機械加工、板金・製缶品、架台の製作

発注計画 直近　時期未定

加工内容 フライス加工、旋盤加工、切断、曲げ、溶
接、めっき、塗装（焼付け塗装）

必要設備
マシニング、ＮＣ複合旋盤、タレパン、レー
ザー、プレス、溶接機、塗装ブース、乾装
炉等

条件要望 少量多品種対応、短納期対応、価格対応

48 ㈱シブヤ
所在地 広島県廿日市市木材港北5-86
資 本 金 1億円 従業員 172名
主要製品 建設機械工具、ダイヤモンドツール

発注品目 ①�電動油圧ユニット（20kw使様）②バッ
テリーパック（2000w仕様）

発注計画 時期未定

加工内容 ①�水冷式三相誘導機を動力とした装置（仕様
50l/min,21MPa）②AC100v の取出

必要設備 上記発注品製作上必要な設備

条件要望 ①�油圧ユニットの関連パーツ製作、可搬タ
イプ（小型、軽量）②小型、軽量

54 知立機工㈱
所在地 愛知県豊田市高丘新町春日88-1
資 本 金 1,000万円 従業員 26名
主要製品 治工具及び専用機部品

発注品目 治工具及び専用機部品
発注計画 時期未定

加工内容 材料調達から完成まで
材質は鉄、非鉄各種単品加工が主

必要設備 フライス・マシニング・旋盤・各種研削盤

条件要望
短納期に対応して頂けるメーカー様
自社での検査体制が整っておられるメー
カー様

57 東洋自動機㈱
所在地 山口県岩国市長野1808
資 本 金 2億4,500万円 従業員 290名
主要製品 食品向包装機器

発注品目 ①機械加工部品　②製缶
発注計画 サプライヤ増加計画

加工内容
①切削加工（丸、角）
②溶接含む機械加工

必要設備
ＮＣ旋盤、フライス、マシニングセンタ、
溶接など

条件要望

47 山九㈱プラント事業部
所在地 福岡県北九州市八幡西区築地町16-1
資 本 金 286億1,900万円 従業員 11,417名
主要製品 鉄鋼・環境・プラント設備関係及びその他

鋼構造物の製作・据付

発注品目
・�架台、架構（鉄骨）類（デッキ、階段等付属物含む）・
配管、ダクト類（プレファブ、サポート材含む）
その他鉄鋼造物（搭槽類、搬送設備フレーム等）

発注計画 その他

加工内容 ・�上記品目の製作・・・製缶、組立、機械加工、塗装等々
（全体対応、組合対応、単独対応のいずれも可）

必要設備
・�上記加工内容に対応可能な各種設備　※小型製缶品か
ら大型製缶品まで様々なサイズあり※材質はＳＳ材が
主体だが、ＳＵＳ材等の加工が必要な場合もあり。

条件要望
・�工程管理、品質管理に優れた企業を希望します。・上記
品目に関連し、据付、配管、保温等のプラント関連の現
地工事に対応可能な企業との面談も併せて希望します。

50 ㈱大晃鋲螺
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前南5-7-20
資 本 金 1,000万円 従業員 8名

主要製品 金属、樹脂加工（旋盤、フライス、ＭＣ、
プレス他）

発注品目 金属、樹脂加工

発注計画 直近　時期未定　その他

加工内容 旋盤、フライス、ＭＣ、プレス、ワイヤー、
製缶他

必要設備 主に上記加工可能な設備

条件要望 少ロット、短納期が可能な工場が望ましい
です。

56 ㈱デンケン
所在地 大分県由布市挟間町高崎97-1
資 本 金 7,520万円 従業員 362名

主要製品
太陽電池検査装置、メカトロ機器、各種ＦＡ
自動機の開発・製造、駐輪場総合管理システ
ムの開発・製造、各種板金・機械加工品

発注品目 機械加工品、板金（精密板金・架台）、旋盤加工品

発注計画 時期未定

加工内容 各種アルミ（Ａ5052など）　各種鉄（ＳＳ
400など）　各種ＳＵＳ（ＳＵＳ304など）

必要設備 ・�マシニングセンター・ＮＣフライス・
　ＮＣ旋盤・レーザー加工機、タレパン等

条件要望
最大でも1.5m 程度が多いです。（ベース
は1.5m×2.5m程度）　大物のみの受注企
業様では発注は少ないと思われます。

60 日本ピラー工業㈱
所在地 兵庫県三田市下内神字打場541-1
資 本 金 49億6,600万円 従業員 711名

主要製品 ふっ素樹脂製品、メカニカルシール、グラ
ンドパッキン、ガスケット、支承製品

発注品目 ふっ素樹脂製品
発注計画 直近

加工内容 ＰＴＦＥ・ＰＦＡ加工

必要設備 温度管理

条件要望 ＩＳＯ14001に準じた活動をしている

49 島津産機システムズ㈱エミットカンパニー
所在地 滋賀県大津市月輪1-8-1
資 本 金 1億円 従業員 316名
主要製品 真空ポンプ、バルブアクチュエータ

発注品目 ①�シャフト小物加工　②製缶品
③ケーシング加工　④歯車

発注計画 直近

加工内容 ①切削　②溶接、板金　③ＦＣ鋳物の切削
④歯切り

必要設備
①�自動旋盤、ＮＣ旋盤　②溶接、レーザー、
タレパン、ベンダー　③ＭＣ、ＮＣ旋盤

④ホブ盤、ＮＣ旋盤

条件要望 発注部品は全てリピート品になりますの
で、継続してお取引出来る事を希望します。

51 太陽機械工業㈱
所在地 京都府南丹市園部町船坂町田1-26
資 本 金 1億円 従業員 200名
主要製品 自動車エンジン・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、減速用歯車、産業機器部品

発注品目 各種ギヤ製品の旋盤加工、ギヤ加工及び鍛造品など
※例：丸物（～φ200）数量（試作レベル数個～月産数千個）

発注計画 直近　時期未定
加工内容 鍛造品・旋盤・ＭＣ・ギヤ加工（ホブ・ブローチ・

ギヤシェーパー・歯車研削）・研磨加工など

必要設備
ＮＣ旋盤、ホブ盤、ブローチ盤、転造盤、ギヤシェーパー、歯車研削盤、
各種研磨機など※基本、ギヤ製品である丸物（鉄）がメインですが、
アルミダイカストからの量産加工もＰＲ頂ければと思います。

条件要望

・�少ロット～量産対応が可能な企業を希望します。（但し、試
作対応・少量のみでも可）・色々提案頂ければ有難いです。

・�特に精密製品につき、品質管理（測定器保有含む）が出来
る体制を提案頂ければ有難いです。・試作対応時は、手番的
に厳しい案件もありますが、その際はご協力頂きたいです。

53 長州産業㈱
所在地 山口県山陽小野田市新山野井3740
資 本 金 4億1,000万円 従業員 670名

主要製品 有機 ELデバイス製造装置の設計・加工・
組立・据付・メンテナンスまでの一貫業務

発注品目 真空・メカトロ装置の設計・加工・組立業務

発注計画 直近

加工内容 主に精密板金、旋盤加工品

必要設備

条件要望 発注内容に合う企業様を希望します。
（多ければ2ブース希望）

58 ㈱日産クリエイティブサービス
所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2384
資 本 金 9,000万円 従業員 3,000名

主要製品 生産技術プロセスにおけるサポート（生産
設計・工程設計）ほか

発注品目 ①制御設計　②電気工事　③機械設備移設
発注計画 時期未定

加工内容

必要設備 ①�ソフト作成から現地試運転まで②低圧～高
圧電気配線工事③設備のメカ・計装関係

条件要望 自動車関連会社との取引実績があることが
望ましい

59 日鉄住金テックスエンジ㈱八幡支店
所在地 福岡県北九州市八幡東区前田大塚1320-4
資 本 金 54億7,000万円 従業員 1,800名（全社11,000名）

主要製品

・�鉄鋼・一般化学・石油・流通・電力等の産業設備に
関する機械、電気、通信、計測制御システムの調査、
設計、施工、エンジニアリング及び装置・機器の製
造・上記に関する設備の運転、保守、管理及び修理・
コンピュータ・システムに関する設計・製造・販売

発注品目
・機械機器の設計・製作・据付工事
・プラントの電気制御システム・計装
・システムのエンジニア、施工・架台・台車・ホッパー

発注計画 2018.12月頃

加工内容 プラント設備・製造設備・装置の設計・製作（製
缶・組立・機械加工・塗装等）据付・修理

必要設備 上記の製作に対応可能な設備
ＣＡＤ、製缶設備、機械加工設備等

条件要望
・�設計、製缶、機械加工、塗装等ができる企業及
び上記内容に関連し、据付、配管、保温等のプ
ラント関連設備工事が出来る企業を希望します。

55 ㈱ＴＥＫＮＩＡ
所在地 愛知県名古屋市中川区江松3-459
資 本 金 6,500万円 従業員 70名

主要製品 工作機械用部品、航空機用部分加工、鉄道
輸送機器用部品加工

発注品目 ①機械加工全般（素材から全加工）
②精密機械加工

発注計画 ①時期未定　②時期未定

加工内容 多品種　小ロット～量産単品物対応

必要設備 マシニング（タテ型、ヨコ型）旋盤（汎用・
ＮＣ、複合旋盤）研磨（外径、内径、平面）

条件要望 ・�常に安定した製品精度の対応・見積回答が
早い・長くお付き合いいただけます企業様

６月14日（木）



61 深江特殊鋼㈱
所在地 広島県福山市曙町2-3-17
資 本 金 2,000万円 従業員 105名

主要製品 各種特殊鋼及び機械加工品（ＢＴＡ・ガン
ドリル・五面加工機）

発注品目 ①プレート加工品　②旋盤加工品
発注計画 ①直近　②直近

加工内容 ①穴明け他機械加工　②旋盤粗加工

必要設備 ①�マシニングセンタ（タテ・ヨコ）、五面
加工機　②旋盤

条件要望 短納期、単品加工に対応していただける企
業様を希望です

64 豊和繊維工業㈱
所在地 神奈川県厚木市中町4-5-14国際厚木ビル3F
資 本 金 3億240万円 従業員 900名
主要製品 自動車用内装部品

発注品目 プラスチック製品
発注計画 時期未定

加工内容 INJ成形

必要設備 INJ成形機（小型・中型・大型まで）

条件要望 日産九州様と近距離の方が嬉しい。

70 安川エンジニアリング㈱九州支店
所在地 福岡県中間市上底井野315-2
資 本 金 2億5,100万円 従業員 550名
主要製品 自動車部品製作システム、一般システム

発注品目 ＦＡシステム
発注計画 時期未定

加工内容 製缶加工品、機械加工品、板金物

必要設備 加工内容に対する必要設備一式

条件要望
・�製缶、加工、塗装まで一貫してできる企
業・設計、製作、組立、試運転までお願
いできる企業

63 不二精機㈱
所在地 福岡市博多区西月隈3丁目2番35号
資本 金 1億円 従業員 300名
主要製品 米飯加工機、食品包装器

発注品目 板金部品、機械加工部品
発注計画 時期未定

加工内容 精密板金加工、機械加工、エンプラ

必要設備 加工内容に対する必要設備一式

条件要望
納期・品質管理体制が構築されている企業
様を望みます。

66 三島光産㈱
所在地 福岡県北九州市小倉南区新曽根7-25
資 本 金 3億5,950万円 従業員 2,563名
主要製品 連続鋳造関連設備、自動車製造用設備

発注品目 ①自動車製造用設備部品　②超精密部品
③製鉄関連部品

発注計画 直近、時期未定、時期未定

加工内容 製缶加工・機械加工・製缶機械加工

必要設備 フライス・旋盤・マシニング・溶接機

条件要望
設備関連の実績のある企業様を希望します。
また、品質・納期・価格にご協力して頂け
る企業様を希望します。

69 ㈱メック
所在地 福岡県小郡市福童196-1
資 本 金 4,000万円 従業員 50名
主要製品 精密電子機器

発注品目 切削加工
発注計画 時期未定

加工内容
精密加工1/100
・ＮＹＬＯＮ・タンガロイ etc・Ａ5052

必要設備 マシニング、ＮＣ旋盤、ワイヤーカット

条件要望
少ロット、多品種に対応頂ける企業様を探
しております。

72 ㈱ヤナギヤ
所在地 山口県宇部市善和189-18
資 本 金 1億円 従業員 160名
主要製品 食品機械（サイレントカッター、ボールカッ

ター、ＩＨフライヤー　他）

発注品目 ①加工部品　②フリーザーフレーム

発注計画 ①時期未定

加工内容 ①溶接工程を含む製缶・加工複合
②４ｍ越えのフレーム　製缶・板金

必要設備
①�ＴＩＧ溶接機、マシニングセンタ、複合加
工機②レーザー切断、ブレーキ、ＴＩＧ溶
接機、溶接作業定盤、ＣＡＤ／ＣＡＭ

条件要望
設計～製作迄を対応できる企業（特に、フ
リーザー等の大型物件）多品種、少量の加
工品案件を対応できる企業

62 富士車輌㈱
所在地 滋賀県守山市千代町13-1
資 本 金 2億5,000万円 従業員 190名

主要製品 環境リサイクル事業、タンクローリー、特
殊車輌

発注品目 ①大型製缶・機械加工　②コンベア製作
③大型歯車　④耐磨耗綱加工

発注計画 直近

加工内容 ②エプロン・ベルト他　③切削歯切加工、
④ＨＢ400程度の加工

必要設備 ①マシニング、旋盤、中ぐり　③φ2500
程度　④マシニング、フライス等

条件要望

65 ㈱マキシス工業
所在地 福岡県糟屋郡宇美町宇美2447
資 本 金 4,500万円 従業員 約70名
主要製品 熱交換器・ユニットクーラー・空調機器製

造販売
発注品目 ・ケーシング・配管加工品
発注計画 直近

加工内容 ・板金加工
・穴加工・溶接

必要設備
レーザー・タレパン・プレスブレーキ・各
種溶接機・NC長尺加工機�他
材質：亜鉛引鋼板（SGCC、SGHC）
SUS、アルミ、ZAM�他

条件要望
・�大型サイズ（5×10）の加工が可能な企
業・不具合が発生した場合に迅速な対応
が出来る企業

68 三菱長崎機工㈱
所在地 長崎県長崎市深堀町1-2-1
資 本 金 9,000万円 従業員 450名

主要製品 鍛圧機械、環境機器、一般製缶品、防振装
置、磁力選別機械等

発注品目 鍛圧機械、環境機器、一般製缶品、磁力選
別機械等の製缶、機械加工

発注計画

加工内容
多品種少ロット（基本的には一品物）小物
～最大30t 超迄種々、0.01mm単位まで
の加工精度を要するものもあり

必要設備 製缶設備、機械加工設備

条件要望

71 ㈱安川電機
所在地 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
資 本 金 306億円 従業員 連結14,632名

主要製品 モーションコントロール、ロボット、シス
テムエンジニアリング他

発注品目 ロボット構成部品
・切削品・板金・ハーネス

発注計画 直近

加工内容 ・アルミ、鉄、ＳＵＳ加工・板金加工
・ハーネス加工

必要設備 ・ＮＣ横縦マシニングセンター　500個 /日
・板金加工機全般・ピンカシメ機各種

条件要望 ＪＩＴ対応、ＩＳＯ取得等

73 湯川王冠㈱
所在地 長崎県佐世保市広田4-2-9
資 本 金 3,000万円 従業員 55名
主要製品 産業機械部品

発注品目 産業機械、半導体関係部品
発注計画 直近

加工内容 製缶、機械加工、板金、その他、複合加工
を要する部品

必要設備 マシニング、旋盤、複合機10φ～ 1,000φぐ
らいまで、曲げ加工機、溶接機、研磨可能な所

条件要望
複合加工が可能な所を強く希望します。
500φ～ 1000φまでの旋盤、マシニング
加工が可能な所

67 三菱重工工作機械㈱
所在地 滋賀県栗東市六地蔵130
資 本 金 30億円 従業員 1,200名
主要製品 工作機械

発注品目 工作機械の中角物部品
発注計画 直近

加工内容 荒～仕上加工

必要設備
・マシニングセンター・横中ぐり盤
・3次元測定器・その他

条件要望 加工精度に自信のある企業を希望いたします。

クボタ環境サービス㈱
所在地 兵庫県尼崎市浜1-1-1
資 本 金 9,000万円 従業員 1,733名
主要製品 水道施設、清掃施設及び廃棄物処理施設の設計・監理・施工ならびに補修工事

発注品目

①各種プラント機器の設計・製作（製缶・機械加工）シュートホッパー架台類・ダクト・ダンパー・タンク・コンベア・トロンメル・ロータリーバルブ・貯留ホッパー・掻播機・掻寄機・除湿機・脱水機・
脱臭設備機等…ＳＳ，ＳＵＳ材　外注品目参照、図面及び仕様書による指示②コンベヤ及び架台等の設計③破砕機部品 (1) ロータ：Ｓ35Ｃ　ＳＣＭ440（製缶、機械加工、丸物）…φ600×
2800Ｌ　約3.2ｔ(2) ロータハウジング：ＳＳ400（製缶、機械加工、箱物）…1300×3100×1400Ｈ　約2.5ｔ(3) ハウジング：Ｓ45Ｃ調質（機械加工、角物）…150×700×520Ｈ　約
200kg（4）ライナレール・ライナプレート：ＳＳ400（機械加工、角物）…700×1500×ｔ30　約190kg（5）コテイハダイ：ＳＣＭ440（機械加工、角物）…200×300×Ｌ30　約20kg
（6）主軸：ＳＣＭ440（機械加工、熱処理、軸物）…φ260×2000　約600kg（7）ベースフレーム：ＳＳ400（製缶、機械加工、熱処理）…2300×3400×1200Ｈ　約3ｔ

発注計画
加工内容 ①回転機器類のオーバーホール、※築炉工事、※ＦＲＰライニング工事、※保湿工事、※油圧機器整備等、③（1）製缶加工、（2）機械加工
必要設備 ①現地工事道工具、発電機・吊り具・ユニック・フォークリフト・溶接機・ガス溶断機・各種測定器他、③旋盤、マシニング、五面加工機、横中ぐり盤

条件要望

環境プラント施設に対する現地補修工事に係る機器据付工事、配管工事、土木建築工事を主としている企業が、これらのものづくりを行っている企業で自社工場を保有し
ている企業で自社工場を保有している企業が希望です。
1. 品質（高頻度・優れた技術・安全意識等）、2. 納期（納期厳守・突発対応可）、3. コスト（見積精算能力・コスト競争力）、4. 製缶～加工～※現地工事（一部外注可）、5. 工
事単価　＠22,000円以下、6. 上下水道施設・し尿処理施設・ゴミ焼却施設等の機器類補修改造・更新工事対応可能である事。※必要要件についてはすべて満たす必要は
ないが、建設業の許可を取得している事が必須。（管工事、清掃施設、機械器具設置、水道施設他）（工事対応可能業者のみ）、社会保険・雇用保険・健康保険の加入必須
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