平成27年11月24日更新
発注案件の追加・変更などもございますので、更新年月日を随時ご確認ください。

No.
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企業名
(あいうえお順）

アカオアルミ（株）

（株）井口一世

キーナスデザイン（株）

H27年度 第4回ビジネスマッチング in 東京都中小企業振興公社 （発注企業一覧）

事業概要

アルミニウム及び同合金圧延板、
加工品の製造・販売

金属加工用金型の設計・製作／
金属プレス加工／板金加工／各
種表面処理／各種熱処理／各種
アッセンブリー／工場コンサルティ
ング／生産技術コンサルティング

電子機器の冷却・温調装置の設
計・製造・販売
測定器、半導体テスター周辺機
器・測定治具の設計・製造・販売

発注案件の詳細

加工内容：アルミニウム板材のプレス加工・鍛造加工
プレス機（順送・鍛造）
材質：アルミニウム全般
【プレス、切削】
・材質：鉄、アルミ、SUS。寸法：50㎜未満のものから1500㎜以上
のもの。要求精度：JIS B級 程度。
【メッキ】
三価クロメート、三価クロメート黒、無電解ニッケル、アルマイト。
【塗装】
焼付メラミン塗装、粉体塗装、電着塗装など。材質：鉄、アルミ、
SUSなど。試作～量産。多品種少ロット。

品質、価格、納期への対応力。
返答、フットワークの素早さ。
【プレス、切削】
長物、大物、複雑な形状も製作可能。試作から量産まで
対応。
【メッキ、塗装】
RoHS対応。複雑な形状でも対応可。

◎短納期対応、3D dataからの部品製作
１点ものから数10個程度
精密板金加工（アルミ、鉄、ステンレス）
切削部品加工（アルミ、銅、ステンレス）

◎部品加工関連
CADデータでのやりとりが可能な環境（3D dataは必須で
はありません）

◎組立て作業
10台/lot程度
電気配線、ヒータやペルチェ等の熱源組立て、ポンプ等の流路
組立て
◎設計業務
PLCプログラミング、デバッグ業務
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商談先に必要な能力

◎組立て関連
各種配線カシメ工具

協栄産業（株）

サンテク（株）

①インターネット通信販売などの
インターネット総合サービス②ソフ
トウェア開発③パーソナルコン
ピュータ及び関連機器の卸売・小 「少数ﾛｯﾄでの対応も可能なこと」
売④マルチメディアシステムの企
画・開発⑤パーソナルコンピュータ
応用技術のサポート 他

商談相手に対するその他要望など

ＩＳＯもしくはＩＳＯに準じる品質管理が確立して
いる

ISO9001の認証取得している。RoHS対応。
納入の際の検査票の送付。材料成績証の提
出。QC工程表の提出。

できれば近隣多摩地域

◎設計関連
CAD ： SolidWorks（保守契約しており、毎年アップデー
ト必要）
三菱、オムロンのPLCプログラミング環境

1：省エネ・環境機器、ロボット、セキュリティ、各種センサー、無線
に係るメーカー様との商談。
（現状の扱い商品の拡充を前向きに検討しています。）
2：専用H/Wの実装や装置製造、システム開発協業させて頂ける
企業様との面談。
3：独自性のある技術や製品、ノウハウをお持ちの企業様との面
談。
特にございません
（特に省エネ、環境、ロボット、セキュリティ関連事業およびス
マートフォン・
タブレットで利用されるアプリケーションの開発事業およびサー
ビス提供
事業に注力をしていこうと考えておりますのでその分野に長け
た技術・製
品をお持ちの企業様との面談を希望いたします。）

販売：半導体 電子デバイス 金属
材料 産業機器 情報通信機器 プ
リント配線板
開発：ソフトウェア システムソ
リューション エンベデッドシステム
ICデザイン
製造：プリント配線板 情報通信機
器

2015/11/24現在

・ISO9001（QMS）およびISO14001（EMS）認証
取得
（ＩＴ関連企業様であればISO24001（ISMS）認証
取得）

「専売商品の提供、オリジナル商品の共同開
発・専売」
「ネットでの販売が可能なこと」

お申し込みは、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページから http://www.tokyo-kosha.or.jp/

平成27年11月24日更新
発注案件の追加・変更などもございますので、更新年月日を随時ご確認ください。

No.

企業名
(あいうえお順）

H27年度 第4回ビジネスマッチング in 東京都中小企業振興公社 （発注企業一覧）

事業概要

発注案件の詳細

商談先に必要な能力

2015/11/24現在

商談相手に対するその他要望など

サン電子（株）

① 装置の状態を監視するための各種センサーおよび気温など
環境を監視するためのセンサーで、センサーをケースに入れるな
モバイルデータソリューション事 どパッケージにしているもの。
業、M2M事業、ゲームコンテンツ ② 装置で監視用情報出力機能を持った装置
①②について、自社で設計および製造をしている企業
事業、遊技台部品事業、ホールシ ③ その他通信機能を持った装置制御用制御基板や制御装置を
ステム事業
製作している会社
④ 製造時の製品検査治具や装置、ソフト開発を受託している企
業

Ｊ＆Ｋビジネスソリューショ
ン（株）

防犯システム・映像システムを使った新規ビジネスを模索中。
製品の販売のみならず、コンサル アイテム単体の供給ではなく、マーケットをもったシステムインテグ
ティング、設計、施工、調整、保
レートできる企業とのパートナーシップを検討中です。
商材の品質保証。ソリューション力。
守、修理から運用に至る まで、お 1．防犯システム
客様に最高の感動を与えるトータ 2．映像・音響伝送システム
ルソリューションを追求します。
3．施工会社（映像・音響・ＬＥＤ、電気他）
4．特型製作

シャープ（株）

プロダクトビジネス（デジタル情報
家電、健康・環境、エネルギーソ
家電製品等へ応用展開した実績がなくても結構です。独
リューション、ビジネスソリューショ 弊社のホームページをご参考いただき、弊社の製品を他社製品と
自製品・独自技術をお持ちの企業様のご提案をお待ちい 特になし
ン）
差別化できる技術を広く探しております。
たしております。
デバイスビジネス（液晶、電子デ
バイス）の製造・販売等
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（株）清康社

三菱電機連結対象のグループ会
社。神奈川県（横浜市）と東京都
（五反田）に事務所を構え、主に
関東地区の製造業・設備業者・ﾋﾞ
ﾙ管理会社・県内鉄道会社等々に
三菱製品と設置・更新工事を生業
としている。 電気通信工事・管工
事・電気工事・機械器具設置工事
の資格を有しているため県内官公
庁の入札物件も参加。
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（株）誠電社

電子部品の販売及び電子機器の 基板の製作/実装 各種ケーブルＡＳＳＹ，板金塗装、成型加工、
品質管理、納期対応の協力をして頂けること
製造販売
組立組配、など
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小物から大物まで機械加工全般でお力を貸していただける加工
一般各種自動包装機械、たばこ
業者さんを探しています。
製造・包装機械、圧縮梱包機、組
（株）東京自働機械製作所
特に大物や鋳物（FC）の機械加工に困っています。
立機などの開発・設計、製造、販
ギア、タイミングプーリー等の加工もできると助かります。
売
要求加工精度はJIS中級レベルです。

6

7

8

OEMやEMSを主軸に展開している会社ではな
く、可能であれば、商材訴求力及び提案力を
もった企業との面談を希望いたします。

当社は約500社の顧客と取引をしており、現在は三菱電機製品を
主としているが、既存顧客への深堀を目指している。
『省エネ』や『防災』に関連する『BtoB』向けの製品・サービ
現在、『省エネ』や『防災』に関連した三菱電機にない製品群で顧
新たなビジネスモデルを当社と共に考案できる
スを幅広く求めております。
客のニーズに
協業先を求めております。
合う製品・サービスを求めており、それに叶う協業先を求めてい
る。

旋盤、フライス等一般的な工作機械で充分対応していた
だけます。
見積もりや発注にはWeb-EDIシステムを導入し
大物対応可能な門形やFC鋳物の加工専用の工作機械が
ていますのでネット環境があると仕事がスムー
あると尚良しです。
ズに運びます。
大量生産ではないので少量加工対応可能な業者さんを
歓迎致します。

お申し込みは、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページから http://www.tokyo-kosha.or.jp/

平成27年11月24日更新
発注案件の追加・変更などもございますので、更新年月日を随時ご確認ください。

No.

12

企業名
(あいうえお順）

H27年度 第4回ビジネスマッチング in 東京都中小企業振興公社 （発注企業一覧）

事業概要

長尾工業（株） 東京営業所 精密機械加工部品

発注案件の詳細

自社にてNC自動旋盤複合機による加工をしていますが納期対応
等の理由によりお手伝い頂ける企業様を募集しています。また、
新規の仕事も開拓中の為、弊社設備だけでは不十分となっていま
す。特に旋盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞの単品対応と、量産対応に苦慮していま
す。

商談先に必要な能力

＜量産品＞
NC自動旋盤複合機/Lot5K～20K程度
NC旋盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞ/300～1,000
＜小ﾛｯﾄ品＞
NC自動旋盤複合機/ 50～100
NC旋盤、ﾏｼﾆﾝｸﾞ /1個～20個程度

2015/11/24現在

商談相手に対するその他要望など

検査体制がシッカリしていること。
迅速な見積対応や納期回答等、連絡が密に取
れる体制。

原田産業（株）

半導体、液晶、情報通信、医療、
介護、造船、建築、環境、食品、コ
ンシューマープロダクト等の業界
向け機器・資材の輸出入及び国
内販売
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日置（株）

フィルム・両面テープ・ゴム・ウレタ
ン・発泡品加工及び防災関連商 樹脂及びゴム２色成型と金属切削
品販売
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1．無線関連：M2Mに応用できる無線通信コンポーネント
2．センサーネットに活用できるセンサー類：振動、音、歪、温度、
社会インフラ、産業･流通システ 塵ほか
（株）日立産業制御ソリュー
ム、組込みシステム、セキュリティ 3．エネルギーハーベスト：温度、振動、照度ほか
ションズ
システム
4．クリーンエネルギー：太陽光発電、水力発電ほか
5．カメラ関連：光学補正、デジタル補正、画像認識ほか
6．医療関連システム
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医療、介護、在宅医療に関わる商材、具体的には医療機関（医
医科、歯科、調剤薬局向けにコン
院、調剤薬局、歯科）や在宅介護施設で医療従事者が使用し且つ
ピュータシステムを販売しておりま
○特に技術、設備で必要不可欠なものはありませんが、 ○特に技術、設備で必要不可欠なものはありま
日立メディカルコンピュータ
利便性が良いもの、また患者向けに販売できるような商材や事業
す。弊社お客様向けのお役立ち
納期が掛かる、商品の消費期間が短いものはお断りして せんが、納期が掛かる、商品の消費期間が短
（株）
継続計画、災害対策商品、パンデミック対策に関する商材も募集
商品を募集しております。
おります。
いものはお断りしております。
しております。又取引に関しましては、ディレクトシステムサービス
様を経由する事が条件となります。
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布川産業（株）

13
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富士アイティ（株）

特許取得等、競争力のある製品、技術。

小ロット・多品種・短納期・製品開発

1．実用化に繋がる機能やＩＰを保有する企業
2．実証実験に活用できる製品やシステム

これまでに面談していない企業とお会いできればと思います（

建設業・産業用機械部品製作

軸受やシャフト、プレート小物から大物まで多品種少ロッド

製缶と機械加工が出来る横中ぐり盤やフライスをもってい
検査と納期管理が徹底している
る業者

当社は、３つのコア技術（情報技
術・制御技術・エンベデッド技術）
から情報制御システム事業・コン
ポーネント事業を広げています。
さらに、2015年度よりM2M/IOTソ
リューション事業を強化し、製品の
市場拡大(太陽光、ロッカー,保守)
を中期計画(2015～2018年度)の
柱としています。

(1)情報制御製品では、弊社が提示する開発仕様に基づき、制御
機器(ｾﾝｻ,ｲﾝﾊﾞｰﾀ,ﾊﾞﾙﾌﾞ等)、PLC,PC,情報機器を組み合わせたシ
ステム開発を依頼します。<製品例.>施設情報、ＦＡ、物流、オフィ
ス、 プロセス監視／制御、省エネ／環境、受変電、舞台／スタジ
オ。製品規模は\500～5,000万程度のソフトウェアを発注します。
(2)M2M／IoT関連
①マイコン搭載の組込みボードの開発量産委託。（各種ネット
ワークI/F、アナログ計測、各種センサ搭載）
②各種センシング技術
産業分野（高速サンプリング）、農業分野（低価格高設置性、低消
費電力）
③当社が提供しているM2M／IoTｻｰﾋﾞｽ（技術）を組込むことでソ
リューション可能なサービスや機器⇒協業

(1)情報制御製品では、PLC(富士電機,三菱電機、
OMRON等)ソフト設計、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、SCADAによる画面、帳
票設計、および言語(C#,VB.NET,C++,Java等）・データベー
ス(Oracle,SQL Server等)によるアプリケーションソフトウェ
ア開発を発注します。
(2)他製品との部品共通化等スケールメリットを活かしたコ
ストダウン施策が提案できることが望ましい。反面少ロット
対応も可能なこと。
(3)機器の委託に関して、品質責任をもてること。

(1)事業拡大の為、早急に「請負体制の強化」が
必要です。発注先様と戦略を共有し物量消化
体制を構築し、より良い関係で協業頂くことを要
望します。
(2)M2M／IoTｻｰﾋﾞｽ（技術）により自社商品や
サービスの価値拡大を望まれる企業を要望しま
す。

お申し込みは、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページから http://www.tokyo-kosha.or.jp/

平成27年11月24日更新
発注案件の追加・変更などもございますので、更新年月日を随時ご確認ください。

No.

企業名
(あいうえお順）

H27年度 第4回ビジネスマッチング in 東京都中小企業振興公社 （発注企業一覧）

事業概要

発注案件の詳細

商談先に必要な能力

2015/11/24現在

商談相手に対するその他要望など

三井電子（株）

電源開発設計スキルおよび生産スキル、各種測定器の
各種電源措置の開発及びEMS開 各種電源装置の開発、盤関連の組み付け配線業務、通信系回路
出来ればISO9000取得が望ましい。電源生産関
保有、安全規格に精通スキル、通信系回路設計,FPGA開
発
の開発、ワイヤーハーネス制作
連の専用計測器の保有
発、プリント基板設計技術

（株）みはし工芸

セラミック製タイル、人造石、人工大理石などの表面研磨、切削加
工及び取付
タイル、人造石、人工大理石など 施工管理。
建築物の内外装材の製造、販
FRP（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）、GRG（石膏）、GRC（ｾﾒﾝﾄ）などの表面研磨、
売、設計施工管理。
切削加工及び
家具、ドアの製造、販売、設計施 取付施工管理。
工管理。
家具（戸棚、机、ベッド等）、ドアの取付施工管理。
いずれの場合も、とそうすることがあります。
寸法は、施工場所により異なります。

建築現場での内外装材、備品の取付施工管理の現場作
業実績が3年以上
全社員の方に安全衛生教育を受講させている
ある企業様。
企業様
全国の建築現場に出向いて作業が出来る機動力のある
企業様。
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（株）モリタ東京製作所

モリタグループは1916年の創業か
らまもなく100周年を迎える、歯科
医療の総合企業グループです。そ
の製造部門を担うモリタ東京製作 板金加工、大物切削加工、大型射出成形機（650ｔ～1300ｔ）保有、
所は、歯科医療機器（歯科用ユ 鋳物製作
ニット、歯科用治療台、歯科用技
工機器、歯科用ハンドピース な
ど）の開発・製造しています。

ISO9001認証取得している、多品種・少量生産
が得意
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ヤマトプロテック（株）

消防設備機器全般の設計、製
造、販売、施工、保守

工作機械向け簡易自動消火装置の起動装置部品（真鍮製）他、
小型の物を100個/月、1000個/年間程度の製造委託。

淀川ヒューテック（株）

フッ素樹脂の素材成形から加工ま
で製造。ライニングやコーテングな
ど幅広く製造しています。また、フ
イルムを貼る装置のメーカー（設
計・製作から据付まで）です。

フッ素樹脂を含むスーパーエンジニアリングプラステックの切削加
工で、丸物やブロック形状が有り、小物から1mx2mまでの大きな 樹脂加工なので温度管理や異物混入（金属など）は不可 ＩＳＯの取得は問いませんが、品質管理が出来
サイズもあります。数量は試作レベル(1個から10個）から量産
です。
ていればOKです。
(1.000個から10.000個）まであります。
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熱間鍛造、切削加工、鍍金処理

お申し込みは、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページから http://www.tokyo-kosha.or.jp/

