
平成29年度　広島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

（百万円）
従業員 主要製品 発注内容 希望条件等

1 ㈱英田エンジニアリング http://www.aida-eng.co.jp/ 岡山県 60 121 冷間ロール成形機、造管機

産業用機械設備、部品
①英田ｅｎｇ図面でユニット単位での組立完成
部品製作→表面処理（黒染、塗装、メッキ）→組立
②設計込でのユニット単位での組立完成
仕様打合→設計→部品製作→表面処理→組立
③その他単品少量部品

2 旭化成建材㈱ http://www.asahikasei-kenzai.com 山口県 3,000 - 建材
・機械加工
・電機工事（弱電、強電）

3 旭国際テクネイオン㈱ http://www.asahi-kokusai-techneion.co.jp/ 福岡県 490 50 真空機器製造

・半導体製造装置及びＦＰＤ製造装置関連部品
・フライス、旋盤加工
・ＳＵＳ304、Ａ5052
・マシニングセンター、ＮＣ旋盤

見積回答が早い事

4
アスカ㈱
ロボットシステム事業部

http://www.aska.co.jp/business/robot/ 愛知県 903 90 自動化省人化設備、制御装置

・板金、製缶、機械加工（大・小）
・自動車部品製造用設備の機械設計・電機設計
・自動車部品溶接用治具の設計製作
・制御盤設計製作、基盤開発、設計製作

5 有明技研㈱ http://www.ariakegiken.com/ 福岡県 10 90 半導体装置部品、精密機械部品
・精密機械部品
・樹脂、金属精密切削加工（メッキ、焼き入れ等処理が可能）
・旋盤、マシニングセンター、三次元等

6 臼井国際産業㈱ http://www.usui.co.jp 静岡県 305 673
自動車用の各種加工管（ブレー
キ、フューエル、パワステ等々）

・発注品：ナット、異形JOINT、ＢRKT、アルミダイキャスト、樹脂ゴム
・加工内容：機械加工（NC、MC）、鍛造（冷間、温間、熱間）、プレ
ス、射出、押出し成形、鋳造、等々
・材質：S25C、45C、SUS304L、316L、430、630、SUS329J3L、
Duplex2205、等々

7 ㈱オーエム機械　 http://www.omltd.co.jp 島根県 100 100 自動包装機械、産業機械の製造

①金属（SS、ＳＧＤ、ＳＵＳ304他）部品加工
　少ロット（１～数個）、汎用設備を主とした部品が多い。
②製造委託。部品～組立まで（電気は応相談）
　部品図を支給し、部品製作～基礎組付までを主体とした発注。
　納期は図面点数にもよるが1.5～2.5カ月。

②を主に面談希望
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8 ㈱オーレック http://orec-jp.com 福岡県 95 273
緑地管理機（草刈機）
農業機械　 （耕運機）

・量産部品（100～1000）個、多品種、小中量、生産
・板金部品（レーザー加工、プレス、溶接、パイプベンダー曲げ）
　　　　　　　　SPHC-P、SPCC
・機械加工（並精度）
　シャフト、小物旋盤加工、（SGD400-D、SCM415）
　　　　　　　ギヤ（スプロケット、スパイラルギヤ等各種）
　　　　　　　鋳物、鍛造、アルミダイカスト

9 小川工業㈱ http://www.ogawa-industry.co.jp 和歌山県 20 216 自動車部品、建築・土木部品

①機械加工（弊社よりＰＦ、プレスブランク支給）
　・ＮＣ旋盤（チャッカ―式）、マシニング、各種研磨機
　・材質（鉄、ＳＵＳ）
　・月産数量1000～ＭＡＸ10万個
②完成仕入品（弊社で生産出来ない案件の協力）
　・冷間鍛造　・熱間鍛造等

①自動車部品の加工実績
　 自動車メーカー監査経験
②関西圏のデリバリー
③ＩＳＯ取得含め

10 ㈱桶谷製作所 http://e-oketani.co.jp 京都府 20 95
大型製缶・機械加工品・
切削品（角、軸物）・板金

・大～小物の製缶・機械加工品　：溶接機、５面加工機
・切削加工品（角物・軸物）        ：旋盤、フライス盤
・板金品　　　（函体、タンクｅｔｃ）
・鋳物加工　 （鋳物品の機会加工）
・大物Ａｌ板精密加工（製缶ガンドリル加工）

11
オムロンソーシアルソリュー
ションズ㈱

http://www.oss.omron.co.jp/ 滋賀県 5,000 - 券売機、自動改札機 板金、筐体、塗装、ヘアライン加工

12 佳秀工業㈱ http://www.kasyu-kogyo.com/ 福岡県 50 137

鉄、アルミ、ステンレス精密板金、
ウォータージェット切断加工、塗
装、五面加工機による切削加工、
装置フレーム、機械装置の設計製
作など

鉄、ステンレス、アルミ板金加工、架台（フレーム）、機械加工品等
＜必要設備＞
レーザー切断機、プレスブレーキ、溶接（ＣＯ２半自動、Tig
MIG/MAG)
機械加工（ＭＣ、旋盤、横中グリ他）、塗装など

13
川崎重工業㈱
精密機械カンパニー

http://www.khi.co.jp 兵庫県 104,484 1,200
油圧機器、産業用船用油圧装
置、精密制御装置他

別紙参照
※詳細は、ひろしま産業振興機構までお問い合わせください。
℡　082-240-7704　（田本）

社員数最低30人以上が必須
●三次元測定器・コントレーサ・粗さ計は
必要（真円度測定器があれば尚良い）
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14 ㈱きしろ http://www.kishiro-g.co.jp/ 兵庫県 94 300
大型産業機械部品、船舶用エン
ジン部品、航空機部品

製缶品（800×2000×3000程度）
鍛鋼品（φ500×5000）程度）
鋳鋼品（φ2000×300程度）
上記サイズの製品の機械加工（素材支給or自給）
クレーン能力3トン以上が望ましい

15 九州ハセック㈱ http://www.kyushu-hasec.co.jp 福岡県 1,550 90 ギヤ・カップリング

ギヤ・カップリング部品
歯切り加工（ホブ盤、ギヤーシェーパー）
Ｌ加工（NC)
ＤＲ加工（ＭＣ）
キー花王（スロッター・ワイヤー加工機）

16 ㈱九州プレシジョン http://www.mic-g.co.jp 熊本県 4,000 35
生産設備の設計、組立、
精密部品加工

精密部品加工、板金加工、製缶加工 溶接後の加工まで一式で依頼できる

17 近畿金属㈱ http://kawnet.jp/ 大阪府 40 140
ディーゼルエンジン用ポンプ、熱
交換器類

・ギア（ＳＣ、ＳＣＭ）、シェービング仕上げ、ブローチ加工有、多品種
少量、（5～1000/年、モジュール2～5）、量産品（2000～120000/
年、モジュール1～2）
・鋳物加工（ＦＣ、ＢＣ、アルミ）、ＭＣ（□200～300）、旋盤（φ200前
後）
・アルミダイカスト加工、ＭＣ（□200～300）

ＱＣ工程表、検査基準書の提出が可能
であること

18 クボタ化水㈱ http://www.fkk.co.jp 東京都 400 120
廃水処理プラント、廃ガス処理プ
ラント

廃水処理プラント関連工事
・制御盤設計及び製作、現地SV　・配線工事
・配管工事（主に塩ビ製）　　　　　 ・製缶耕治（製作～据付）
・機械器具設置、保全、オーバーホール
広島、九州、大阪の地域にて案件がございます。

希望条件
・小規模案件も請負える協力会社様
・社会保険加入済の協力会社様
・廃水処理設備の施工経験のある協力
会社様

19
クボタ環境サービス
㈱資材部久宝寺資材課

http://www.kubota-ksk.co.jp 大阪府 90 1,703

水道施設・清掃施設・リサイクル
施設及び廃棄物処理施設等の設
計・施工・補修工事・改修工事・改
造工事。

別紙参照
※詳細は、ひろしま産業振興機構までお問い合わせください。
℡　082-240-7704　（田本）
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20 倉敷ボーリング機工㈱ http://www.kbknet.co.jp 岡山県 30 80 ロール、シャフト、スリーブ

・研磨加工
　ロールやシャフトの外形研磨加工。材質：ＳＵＳが多い。製品サイズは、
小さい物～大きい物まで外形φ850×長さ4000㎜までの製品。数量が基本
的には単品（多いものでも20個程度）。現在、社内加工しているが、外注加
工先をさがしている。全てではないが一部を外注したい。
・材料手配から製品製作まで一貫して行える業者を探している。
　発注品：スリーブ、シャフト等　加工内容：材持ち製作
　材質：ＳＵＳ　数料：1～20個
必要設備：ＮＣ旋盤、マシニング（バランスマシン）→バランスは無くても可。
バランスのみの対応有。

21 倉敷レーザー㈱ http://www.k-lasergroup.com/kurashiki-laser/ 岡山県 3,000 198 精密板金加工品
塗装、メッキなどを含む表面処理。
旋盤、フライス、マシニング加工等の機械加工部品。

22 ㈱クレスコ http://www.oka-cresco.co.jp/ 岡山県 30 54

・石油精製、石油プラントの蒸留
塔内部品
・介護機器、医療機器部品
・液晶、半導体製造装置部品
・食品機械部品
・航空機部品

材質：主にステンレス、アルミ
　精密板金、製缶製品（部品加工から溶接組立まで）
　機械加工部品（マシニングセンター、ＮＣ旋盤等）
　パイプベンダーによる加工部品
　表面処理、バフ研磨
生産は、試作（１個）から小ロット（30～100個程度）のロット生産

23 小橋工業㈱ http://www.kobashikogyo.com 岡山県 100 300
耕うん爪、トラクタ用ロータリー、
トラクタ用代かき機、野菜収穫機

①板金溶接部品
2m～3mの鉄板（SPHC、自動車鋼板ｔ2.3～4.5㎜程度）をレーザー、タレパ
ン、シャーリング、ブレーキ、プレス等で切断、曲げ加工を行ったものに鉄
板製部品（ｔ2.3～9㎜程度）を溶接する部品を材料調達～加工、溶接完まで
自社で調達出来る企業を希望します。
②鋳造加工品
…FCD、ロストワックス等の鋳造品を素材調達～加工完成まで自社で調達
できる企業を希望します。
③アッセンブリ部品
板金部品、切削品、市販品等を調達し表面処理（塗装、メッキ等）・組立・検
査を自社で出来る企業を希望します。
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24 ㈱阪井金属製作所 http://sakaikinzoku.com/ 大阪府 10 20 機械加工製品

・短納期対応の丸物機械加工（約１週間）。
・小ロット多品種の対応可能な工場様。
・超短納期（３日以内）が可能な工場様。
・短納期案件は、材質を絞っても構いません。

誠実であること。
私共も誠実に対応させていただきます。

25 三精テクノロジーズ㈱ http://www.sansei-technologies.com/ 兵庫県 3,251 788
舞台機構、昇降機（エレベー
ター）、遊戯機構

・巻取ドラム　　：ワイヤーを巻取る。
　　　　　　　　　　　天井クレーンのドラムの大きい物。
　　　　　　　　　　　Φ318～φ800
　　　　　　　　　　　長さ300～2000
・マシンベース  ：溝型鋼125×65×6が主
　　　　　　　　　  　　大きさ約1M×1M
・機械加工　　　：シャフト、ピン等
すべてにおいてSSが主。

機械加工と製缶加工が１社で出来る所。
一品物が多い。

26 ㈱JMUアムテック http://www.jmuc.co.jp/amtec/index1.htm 兵庫県 480 320 船舶ブロック、居住区
・製缶艤装品（板厚2～9ｔ　ＳＳ95％　サイズ小～中、塗装有）
・管作、ダクト

舶用艤装品の製作経験がある会社

27 島津エミット㈱ http://www.shimadzu.co.jp/emit/ 滋賀県 40 112
バルブアクチュエーター
真空ポンプ

①ケーシング切削加工（ＦＣ、ＡＣ、ＡＤＣ）
　材料調達、加工後の塗装もできると尚良い
　ＭＣ加工が主です。
②軸　丸物加工（鉄、アルミ、ＳＵＳ）
　旋盤加工。

28 ㈱神鋼環境ソリューション http://www.kobelco-eco.co.jp 兵庫県 6,020 1,147

■水処理事業）上下水処理場（設
計・製作・建設一式）
■廃棄物処理事業）ごみ焼却プラ
ント（請負所掌は同上）

・圧縮空気タンク（第二種圧力容器）
・熱交換器（チューブ式、スパイラル式、プレート式）
・リテーナ（バグフィルタ用）
・鉄板製ダンパ
・ファン・ブロワ・小型レシブロ型空気圧縮機
・ロータリーバルブ
上記の全品目は、「設計・製作」が受注業者様の所掌は同上）

・官公庁向けの実績を有し、品質のみな
らず、工程写真撮影や検査図書作成経
験を有し、何ら支障なく業務遂行可能な
企業様と面談したい。

29 ㈱スター精機 http://www.starseiki.com 島根県 45 86 産業用ロボット 切削部品、製缶部品、旋盤部品
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30 太陽機械工業㈱ http://www.taiyokikai.com 京都府 100 200
自動車用Ｔ/Ｍ　ＡＳＳＹ、自動車・
二輪クラッチ・減速機用のギヤ加
工

・歯車金属加工
　レース加工
　歯切加工（ホブ・ブローチ・シェーバー・シェービング）
　研磨加工・歯車研削加工

当社は、材料が完成まで一貫加工を行って
いますが、各工程の外注も考えてます。
色々な情報交換を行いたい。（レスポンスの
良さを重視します。）

31 太洋マシナリー㈱ http://www.omco-taiyo.co.jp/ 大阪府 90 100
鋳造工場向け設備機械
産業廃棄物処理工場向け設備機
械

鋳造工場、産廃棄処理施設向けのプラント用貯蔵、架構、ダクトなどの製
缶加工完成品。それらプラントに使用する機械類の製作、組立品。いずれ
も弊社の受注案件に応じたものとなります。
上記プラント案件の現地における据付・重量物の荷扱い、配管工事及び所
謂電気配線工事などの役務の提供。
必要設備としては上記の製作に関わる工場設備全般、並びに塗装作業に
対応可能であること。

32 ㈱タクマ http://www.takuma.co.jp 兵庫県 13,367 800
ごみ焼却プラント
バイオマス発電プラント

・プラント製缶品（ＳＳ、ＳＵＳ)
・据付工事

33 ㈱ツバキE&M http://www.tsubakimoto.jp/tem/ 京都府 460 579 変減速機、電動シリンダー他

・ギア加工
・鋳造+仕上加工
・熱処理（浸炭、高周波）
・製缶加工

34 東洋エレクトロニクス㈱ http://www.sd.toyonics.co.jp 岡山県 200 140
非接触給電装置
カードリーダライタ他

アルミ板金加工（下記内容が可能な業社の捜索）
①指定のアルミスペーサ、ナットのカシメ加工
②板金の接合は「ＴＯＸクリンチ」指定
③接合後「パルコートＣＴ-3700」処理
④シルクある場合あり

35 ㈱中島ターレット http://www.turret.co.jp 福岡県 30 105
半導製造装置関連部品加工
ロボット部品加工

発注品　 ：半導体搬送ロボット部品
　　　　　　  産業用ロボット部品
加工内容：ＮＣ旋盤加工、ＭＣ加工
材　　　質：アルミ、ＳＵＳ、Ｓ45Ｃ
必要設備：ＮＣ旋盤、ＭＣ、三次元測定器

アルミ材加工品は傷付けない事。
発注数量は数個～数十個に対応できる
企業（リピート品）

36 滑川軽銅㈱ http://www.namekawa.co.jp 大阪府 89 110
アルミ及びアルミ合金の販売およ
び切断等加工

・アルミ及びその他素材の精密切削加工
・真空機器部品などの加工及びシール面加工
・アルミ溶接加工
・鋳物加工（アルミ、ステンレス）
・6000系、7000系等、焼き入れ材の精密加工（幾何公差）
その他、非鉄金属加工

品質・日程等、管理がされている協力
メーカーを探しています。
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37 ニシム電子工業㈱ http://www.nishimu.co.jp/ 佐賀県 30 770 電源製品、監視、制御製品

①樹脂製品の企画・デザイン・製品設計
②組込機器（マイコン機器）プログラム開発技術者派遣
■スキル要件
ＯＳ：μＩＴＲON（又は組込ＬＩＮUX）
言語：Ｃ言語
業務内容：内部設計・プログラム設計・プログラミング・テスト
開発対象：アプリケーションプログラム・ドライバ開発
経験：３年以上
その他：ルネサンスＳＨ（ＣＰU)での開発経験
　　　　　校正管理スキル（サブバージョン等）
　　　　　ネットワーク系スキル（ＴＣＰ/ＩＰ等）
　　　　　ＷＥＢ系スキル（ＨＴＭＬ、ＪＡＶＡスクリプト等）

38 ㈱ノーケン http://www.nohken.com 大阪府 408 202
レベルセンサ
ガス分析機

製缶（薄肉ｔ0.5㎜の板を円筒にして溶接する）
薄肉の溶接のため、プラズマ溶接が必要かと考えています。
フロートとして使用するため、円筒の上下に板を溶接するため、真
円度と寸法公差（伶78.8　+0.2～0㎜）の指示があります。

ロット50～100個の少ロット対応が可能な
企業。

39 白銅㈱ http://www.hakudo.co.jp 広島県 1,000 2
アルミニウム、伸銅、ステンレス、
特殊鋼、プラスチック等の板、棒、
管等の加工、販売

フライス、旋盤、マシニング等、機械加工
鍛造、鋳造メーカー

40 富士車輌㈱ http://www.fujicar.com 滋賀県 250 200
環境リサイクル機械
レアＧタンクローリー車
ゴミ収集車　他

・大型製缶品、大型機械加工品
　ＭＡＸ30ton程度　ＳＳ400、Ｓ45Ｃ
・難削物機械加工
　ＳＣＭ材、Ｈａｒｄｏｘ400
・大型歯車　φ2500程度
・コンベア設計製作
　（エプロンコンベア、ベルトコンベア、バケットコンベア）

41 富士セイラ㈱ http://www.fujiseira.co.jp/ 島根県 57 75
ねじ部品及び機械加工部品・治工
具・金型関係の製造販売

・板金部品（複合機位の大きさまで）及びその塗装（純水洗浄・リン
酸亜鉛化成被膜処理含む）
・医療用穿刺針用部品
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42 ㈱マキシンコー http://www.makishinko.co.jp 三重県 276 230
ウォーム減速機、ジャッキ、ロータ
リースロッカー

別紙参照
※詳細は、ひろしま産業振興機構までお問い合わせください。
℡　082-240-7704　（田本）

43 三島光産㈱ http://www.mishimakosan.com 福岡県 359 2,000
自動車生産設備
ＦＡシステム設備
連続鋳造関連設備

＜加工内容＞
製缶部品、機械加工部品、製缶機械加工部品
＜必要設備＞
マシニングセンター、フライス、旋盤、溶接

自動車関連の設備（車体溶接治具）の
製作実績がある企業様を希望します。
上記以外でも設備関係の実績がある企
業様を希望します。

44 ㈱ミタカ精機 http://www.mitakaseiki.co.jp 埼玉県 10 13
精密機械部品
各種産業機械装置製造

各種機械加工（ＭＣ、ＮＣ、汎用他）
板金、製缶加工

迅速な見積もり対応。

45 水戸工業㈱ http://www.mitokogyo.co.jp 広島県 4,800 4
自動車・建設機械・産業機械等関
連機器部品及び工具の製造販売

・組立用治具工具関係・生産設備関係（自動車・重工業・建機関係）
　（材料～機械加工～製缶～熱処理～研磨～表面処理まで一貫した製作
他、設計から製作までや電気工事なども有り）
・材質　SS、SUS・アルミ・樹脂など
・サイズ　小さな製品～大きな製品まで
・旋盤・フライス盤・マシニングセンター・溶接機・三次元測定機など

46 安永エアポンプ㈱ http://www.yasunaga-airpump.co.jp/ 三重県 70 50
電磁式エアーポンプ
ディスポーザ

ゴム成形、アルミダイキャスト、ハーネス加工
金型立ち上げ～成形（ADCは塗装まで）を発注可能なメーカー
三次元測定器があればベター

47 ユアサシステム機器㈱ http://www.yuasa-system.jp/ 岡山県 50 40
省力化設備及び耐久試験機
開発、設計、製作

・機械設計のみもしくは、設計、製作、組立までの対応が可能
・部品製作は
①大物製缶+切削加工+塗装までの対応が可能
②機械加工+焼入or（硬質クロームメッキ）+研磨等仕上にて図面要
求精度に対応（±0.01）
そして、３次元測定器にて、検査成績書添付までの対応が可能で
あること

現在、表面処理や熱処理呑みの発注は
実施しておりませんのでご了承ください。

48 米子機工㈱ http://yonagokikou.co.jp/ 鳥取県 30 84
フォーミングロール、設計から製
作、組立、据付まで

・少量多品種
・素材加工、製缶から加工まで
・ＳＳ400、Ｓ45Ｃ、ＳＵＳ304、ＢＣ6等
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【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 URL 発注分野 求める条件

A クボタ化水㈱ http://www.fkk.co.jp 配管・電気・据付・製作（鋼構造物・ＦＲＰ）
・小規模案件も請負える。
・現地の工事施行に必要な許可・保険等
を取得している。

Ｂ 島津エミット㈱ http://www.shimadzu.co.jp/emit/ 鋳物＋切削加工 ・ＱＣＤが安定し継続取引できること。

Ｃ 安永エアポンプ㈱ http://www.yasunaga-airpump.co.jp/ 樹脂成形・ハーネス加工・プレス加工
・インドネシアにある安永関連会社と直
接取引が可能な企業。

Ｄ ㈱阪井金属製作所 http://sakaikinzoku.com/ 機械加工
・３日以内の短納期可能なこと。
・多品種、小ロットに対応していること。

問わない。

国（都市）

タイ（バンコク）／インドネシア（ジャカルタ）
フィリピン（マニラ）／ベトナム（ハノイ）

インドネシア

中国・深セン・東莞

9 / 9 ページ

http://www.fkk.co.jp/#
http://www.shimadzu.co.jp/emit/#
http://www.yasunaga-airpump.co.jp/#
http://sakaikinzoku.com/#

