ミニ商談会 発注内容一覧

NO

事業所名

市町村

企業概要

商談会に求める加工内容

具体的な加工(発注)内容

必要設備等

1 株式会社 三ヶ島製作所

自転車ペダル、付属品製造
販売
③ダイカスト ⑤フライス加工 厚物プレス（６mm以上）ギヤ等のプレス加工
所沢市 自動車部品加工（プレス・ ⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工 ＡＤＣ６・アルミダイカスト加工、研磨加工まで可能なこと
溶接・組立）
⑧金型製作 ⑨プレス加工
バフ加工（ＡＤＣ６アルミダイカスト品、Ａ２０１７アルミ板）
冷間鍛造、熱処理

３００ｔ以上のプレス機

2 株式会社 シンセイテクノ

産業用総合資材商社
樹脂、ゴムの成形品・加工
所沢市 品の販売
工業用テープ、接着剤の販
売

①射出成形機
②ＭＣ加工機
③フライス加工機
④旋盤加工機
⑤板金加工

その他（商談先に対する希望）

③ダイカスト ⑤フライス加工
⑥旋盤加工 ⑨プレス加工 ⑪
板金加工 ⑫樹脂成形加工 ⑬
ゴム成形加工

①樹脂成形品・加工品
②ゴム成形品・加工品
③アルミダイカスト
④金属加工品

⑩製缶加工 ⑪板金加工 ⑮
メッキ ⑯熱処理 ⑲設計

ＳＵＳ（３０４／３１６／３１０）トレー等の加工 （設計含む）
例：１２０×２４０×３５ ｔ０．８
ＳＵＳ メッシュトレー等の加工、 熱処理用マッフル（設計）
特になし
マッフルφ６００×Ｌ１０００×ｔ６．０
数量 ５０～２５０ ／マッフル １０～１５／年 ※熱処理用冶
具の為、精度は１ｍｍ程度。

図面が無い場合もある為、要打合せが可能
なこと。
短納期対応が可能なこと。
ＱＣＤ不要。
材質はすべてＳＵＳ、仕上りの外観に要求な
し。

試作から量産まで ＱＣＤ管理ができている

3 サーマル化工 株式会社

戸田市 金属熱処理業

4 淀川ヒューテック 株式会社

フッ素樹脂を中心に素材か
ら機械加工、コーテング、
配管、タンクローリィまで
④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
東京都 幅広く、製造販売。
⑥旋盤加工 ⑨プレス加工 ⑩
品川区 また、液晶関連で搬送容
製缶加工
器、フィルム貼付け装置や
ヘルス関連のフィルム加工
販売。

①樹脂の切削加工で材質はＰＴＦＥ・ＰＯＭ・ＭＣナイロンな
どで、丸物、板物があり、小物～１ｍ×２ｍ位まで。数量は数
個～１０，０００個／月
加工に必要な設備を保有の事。
②ＡＬやＳＵＳ３０４の丸物、板物の切削加工。
③金属のプレス加工や製缶の仕事。

規定の品質や納期など、管理が出来ている
事。

測定、試験用各種装置及び
治具、各種位置決め手動ス ⑤フライス加工 ⑥旋盤加工
入間市 テージ、高精度位置決め用 ⑦研削・研磨加工 ⑪板金加工
及び輸送用自動ステージ等 ⑳物流・運輸・梱包
の設計・製作。

旋盤加工 φ１～φ３００ アルミ、ＳＵＳ等 特殊ねじ加工
フライス加工 □１０～９００ アルミ、ＳＵＳ、ＳＰＣＣ等
板金加工 カバー、角パイプ溶接部品等 アルミ、ＳＵＳ、ＳＰ
旋盤、研磨
ＣＣ 塗装込
画像処理ソフト作成会社
物流 精密機械の輸送

単品、短納期、配達（宅配便可）に対応して
いただける企業を希望。

5

ジグテックプレシジョン
株式会社

6 株式会社 山添製作所

３つの事業を行っておりま
す。
第１の柱は冷間圧造及び複
合２次加工。
川口市
第２の柱は平転造によるギ
ア等のホーミング加工。
第３の柱 協力会社様との
コラボ製品。

7 橋永金属 株式会社

非鉄金属材料の販売及びア
ルミセンターレス研削材の
アルミ・伸銅品・ステンレスの丸棒からの切削加工品 φ３～ ＣＮＣ旋盤 φ３～φ２５程度
東京都
④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
販売。アルミ・伸銅品・ス
φ２５程度 図面を以って商談 又、ブロック材からの切削品 Ｌ＝８００程度まで出来ればベス
目黒区
⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工
テンレス素材及び加工品の
（マシンニング加工）もあります。
トです。
販売。

数量は、１０，０００個／月のものから１０個～
１００個程度のものもあります。
品質については、不具合発生時の対応が可
能な事、検査設備も有する事。

8 リングアンドリンク 株式会社

④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
オーダーメイドによる精密
⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工 切削／小物／アルミ・ＳＵＳ・鉄／可能であれば０．０１までの
検査装置等の製品を自社に
所沢市
⑩製缶加工 ⑪板金加工 ⑫樹 精度確保
て設計から電気、ソフトま
脂成形加工 ⑬ゴム成形加工 切削／大物／２０☓１０００×１２００／アルミ・ＳＵＳ・鉄
で製造販売しております。
⑭塗装

単品小ロット、受注後１Ｗ～２Ｗ対応可で精
度物が対応できる業者様を希望していま
す。

①鍛造 ②鋳造 ③ダイカスト
④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工
圧造品の２次切削加工、圧造品のプレス２次加工。その他、
⑨プレス加工 ⑩製缶加工 ⑪
特にありません。
他社にない特殊加工の得意な企業様。
板金加工 ⑫樹脂成形加工 ⑬
ゴム成形加工 ⑭塗装 ⑮メッ
キ ⑯熱処理

ＱＣＤに自信があり、やる気のある企業様。

ミニ商談会 発注内容一覧

NO

事業所名

9 古河機械金属 株式会社

市町村

企業概要

商談会に求める加工内容

鉱山機械（さく岩機・ク
ローラドリル・トンネル
東京都 ジャンボ）、他に産業機械 ④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
千代田 （スラリーポンプ・破砕機 ⑥旋盤加工 ⑩製缶加工 ⑪板
区
等）、ユニッククレーン、 金加工
金属・電子材料他の製造販
売

具体的な加工(発注)内容

必要設備等

その他（商談先に対する希望）

＊今回は古河ロックドリル(株)吉井工場の部品を対象と致し
ます。
１．４００×４００×４００ max程度の小物溶接部品（ブラケッ
ト・ボックス・カバー等）／ＳＳ４００
２．４００×４００×４００ max程度の機械加工部品（作動機構
部品・アーム等）／ＳＳ４００、鋳鋼等
３．オペレータキャビン（建設機械類似）
４．油圧配管用パイプ（ボス溶接・抜止端末加工あり）、オイ
ルタンク（板金）

・ＮＣ旋盤・フライス盤・横型マ
シニングセンタ □６００、レー
ザー切断機（約 ｔ９）、ベン
ダー（約２００ｔ）
・溶接機・オイルタンク用加圧試
験設備

・約１０～１００個／年に対応しＱＣＤがしっか
り管理でき、ＣＤ提案等をして頂けること。
・横持ちを減らすため、できれば板金・溶接・
機械加工ができる業者を希望します。

特になし

ＱＣＤは無論ですが、図面指示の内容を
しっかり守れ、加えて改善やコストダウ
ン等、提案・相談可能なメーカーさんを
希望します。

⑤フライス加工 ⑥旋盤加工
オリエンタルエンヂニアリング
熱処理設備製作、メンテナ ⑩製缶加工 ⑪板金加工 ⑱機
10
川越市
熱処理設備の製缶 他 部品製作、一部 機械加工
株式会社
ンス、機器販売
械装置組立 ㉑その他[電気制
御盤製作]

11 株式会社 MIKAMI

12

長尾工業 株式会社
東京営業所

①鍛造 ②鋳造 ④ＭＣ加工 ⑤
油圧機構部品、センサー計 フライス加工 ⑥旋盤加工 ⑦ 鉄、ＳＵＳ、アルミ、真鍮、その他難削材
所沢市 測機関係部品、光学・医療 研削・研磨加工 ⑨プレス加工 ELCHやSUYなどの純鉄の加工が増えてきており、協力業者
関係部品の部品加工
⑪板金加工 ⑮メッキ ⑯熱処 を探しております。
理

旋盤：φ1～φ200程。Ｌ寸1～200
程。ＭＣ：400×400×400程
品質管理ができていること（納品時には検査
研磨：円筒、平研、センタレスなど。 表の提出をお願いしております）。
その他 板金、メッキ、熱処理、塗装 試作対応ができる業者も探しております。
など。

東京都 精密機械加工部品の製造・ ④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
目黒区 販売
⑥旋盤加工

旋盤、マシニング
盤複合機

13 ニシハラ理工 株式会社

１．電子・半導体・車載部
品の主材料である銅・ニッ
ケル・鉄・アルミニウム及
入間市
び、その分金材への、めっ
き加工。
２．設備設計製作

14 株式会社 塩野

漬物大手 新進の子会社。
大根製品をメインに製造し
ております。創業７７年を
迎え、新会社を通じ全国の
量販店への販売や各種ＯＥ
川越市
㉑その他[
Ｍ品の製造がメインとなり
ます。この度、事業拡大に
つき、一時原料の加工をお
願いできる業者様を探して
おります。

15 ショット 株式会社

川越市

16 三井技術興業 株式会社

機械設計及び製作事業（主
に大手自動車メーカー及び
部品メーカーの生産設備の
川越市
設計製作、切削、治具、検
査、計測、組立、溶接、搬
送など）

○機械加工品（１コ～）
○自動旋盤ものは量産対応

及び

自動旋

１．弊社 めっき加工で使用する装置の設計・製作・
④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
設置 又は部品の製作可能な企業様を探しておりま
⑥旋盤加工 ⑪板金加工 ⑭塗
す。
装 ⑰電気組立(基盤含む) ⑱
２．量産機前段階で実験する為の簡易装置設計製作出
機械装置組立 ⑲設計
来る企業様。

野菜加工

]

ラベル自動貼り機の製造～
⑬ゴム成形加工
販売

②鋳造 ④ＭＣ加工 ⑤フライ
ス加工 ⑥旋盤加工 ⑦研削・
研磨加工 ⑩製缶加工 ⑪板金
加工 ⑭塗装 ⑮メッキ ⑰電気
組立(基盤含む) ⑱機械装置組
立 ⑲設計

見積等の早さ、短納期対応

めっき装置だけでは無く、さまざまな改善提
案から新たな治具・部品が発生します。
アイディアを図面化出来る企業様、さまざま
なご相談にお気軽に対応頂ける企業様を探
しております。

生大根や塩漬大根のカット加工
切り方（概ね２ｃｍ角位のダイス型や拍子切り、イ
チョウ切り等）
加工量：数トン～数十トン／１月当たり

特になし

特になし

ＳＵＳ軸及びアルミパイプへのゴム（ＨＢＲ及びシリ
コン）ライニング加工

特になし

価格、品質、納期

１．一般設備装置の機械加工、板金加工、製缶機械加
工、焼入研磨加工
２．加工治具、取付治具等の精密加工（例：穴ピッチ
±０．０１以下など）
３．大物加工（例：φ３０００、平面２５００×６０
００など）

１．フライス盤、旋盤、内外径研
磨盤、平面研削等の一般機械
２．治具ボーラー、治具研削盤、
ターニング盤 φ３０００、平面
加工機 ２５００×６０００等
大物加工機械

１．部品加工は多品種少量（１個から）対応
できること。
２．加工、組立、試運転、客先据付試運転・
調整に対応できること。大物加工ができるこ
と。

ミニ商談会 発注内容一覧

NO

事業所名

市町村

企業概要

商談会に求める加工内容

具体的な加工(発注)内容

必要設備等

17 昭和電子産業 株式会社

リチュームイオンバッテ
リー充放電システム、ＬＥ
Ｄ照明、各種電源装置、特 ⑪板金加工 ⑫樹脂成形加工 電気・電子回路設計、制御ソフトの開発・設計、機械設計（３
入間市 定小電力無線機器の開発、 ⑰電気組立(基盤含む) ⑱機械 Ｄ）、大型制御ライン（自動車組立）のメンテナンス技術、そ 板金加工に要する設備一般
生産とプリント基板の部品 装置組立 ⑲設計
の他。
調達から実装までを主な事
業とする。

18 株式会社 タクマ

①鍛造 ②鋳造 ③ダイカスト
④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工
⑧金型製作 ⑨プレス加工 ⑩
ごみ焼却（発電）プラン
鋼板製等のホッパ、ダクト、タンク、コンベヤ、コンベヤ部品
東京都
製缶加工 ⑪板金加工 ⑫樹脂
ト、ボイラ（発電）プラン
等の製作
中央区
成形加工 ⑬ゴム成形加工 ⑭
トの設計・施工
破砕機刃物の製作
塗装 ⑮メッキ ⑯熱処理 ⑰電
気組立(基盤含む) ⑱機械装置
組立 ⑲設計 ⑳物流・運輸・
梱包 ㉑その他[ 機械加工 ]

19 株式会社 アシスト

鶴ヶ島市 精密部品加工

④ＭＣ加工 ⑤フライス加工
装置部品
⑥旋盤加工 ⑦研削・研磨加工
材質：アルミ、ステンレス、鉄、真鍮
⑧金型製作 ⑰電気組立(基盤
寸法：２００×２００以下
含む) ⑱機械装置組立 ⑲設計

その他（商談先に対する希望）

○開発・設計に関しては個人経営に近い陣
容でもよい。
○板金加工については１台から対応可。

少ロット、試作から対応していただける
マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、研
企業。
磨機、ワイヤー加工機
検査画面を添付していただける企業。

スパッタリングターゲッ
旋盤突っ切り加工／φ２０程度まで／Ｔｉ，Ｎｉ,Al ／／１，００
①鍛造 ④ＭＣ加工 ⑤フライ
ト、蒸着材、無機化合物、
０個程度／要求精度は部品による。
特殊材料の少量対応が可能なこと／ＱＣＤ
20 株式会社 高純度化学研究所 坂戸市
ス加工 ⑥旋盤加工 ⑦研削・
旋盤／マシニングセンタ／研磨機
ならびにＣＶＤ材料を製
切削加工／最大形状（円形）φ４５０、（矩形）３００×７００×ｔ
の管理がしっかりしていること。
研磨加工
造、販売しております。
１５／銅、銅合金／最大１０枚／要求精度は部品による。

21 株式会社 テラダイ

22

テストデータシステム
株式会社

入間市

アルミダイカスト製品製造 ④ＭＣ加工 ⑥旋盤加工 ⑭塗
ダイカスト製品の塗装
（自動車エンジン部品）
装 ⑳物流・運輸・梱包

○実装基板検査機器の開
発・設計・製造・販売
○実装基板検査の受託サー
⑤フライス加工 ⑦研削・研磨
東京都 ビス
加工 ⑪板金加工 ⑫樹脂成形
青梅市 ○実装基板に関する装置
加工
（テスター、レーザーマー
カー、ロボット、外観検査
機）の販売

①検査機器に組立組込みされる単品部材
（機械加工品／鉄、アルミ、ＳＵＳ、樹脂
板金加工品／鉄、アルミ、ＳＵＳ
樹脂加工品／エンプラ各種）
②配線、組立等作業
③検査プログラム、ソフトウエアの作成

マシニングセンタ、フライス、
シャーリング等

単品からの各種製作品（少量多品種／通常
は１個ないし２個程度）を低価格、短納期の
対応でお願いしたい。

