
平成30年6月18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。

H30年度　第2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）

No.
企業名

(あいうえお順）
事業概要 発注案件の詳細 商談先に必要な能力 商談相手に対するその他要望など

1 アートビーム（有）
精密板金試作、ＭＳコーティング、超微
細放電加工

３次元レーザー加工機での板金部品の溶接ＡＳＳＹ用の治具設計・製
作、その他板金加工、金属・樹脂切削、塗装、表面処理など。いずれ
も試作の為、多品種小ロットの発注になります。

試作がメインの為、短納期の御理解御協力をお願い致しま
す。

ＩＳＯ９００１認証取得が望ましいが、社内の品
質保証体制が整っていれば良いです。

2 （株）愛光

ﾌﾟﾚｽ、ダイキャスト、切削加工等の金
属加工技術、樹脂成形加工、各種表
面処理等の技術など、幅広い分野に
おいて高度な技術を要し、幅広いニ－
ズに対応しています。

自動車用の部品中心で、車両用各種ブラケット、パイプ関係に使用さ
れる部品、各種ＥＣＵ関係のケ－スやヒ－トシンクなど。材料的にはブ
ラケット関係はアルミやＳＰＣＣで板厚０．８～３．２位。パイプ関連はＳ
ＴＫＭの各種加工やロ－付加工。ケ－ス、ヒ－トシンク関係はアルミ。
(鍛造品の引き合いが多い)

ﾌﾟﾚｽは100ﾄﾝ～600トンダイカスト(亜鉛・アルミ)350トン位迄射
出成形(縦型）150トン位迄切削はＮＣ・ＭＣ加工機鍛造600ト
ン以上迄保有た

ＩＳＯ9001の認証取得を希望。ＶＡ・ＶＥ案件が
豊富な事

3 （株）旭商工社

機械・工具専門商社一般工具・機械設
備・産業機器・資材など多種商材を海
外を含む全国の顧客へ販売を行って
います。

機械加工で削りだしできる設備を保有単品発注でも対応可能な会社
依頼する加工品は都度、変わるため詳細は記載できません

自社で設計が行える社内で加工から組立までができる

4 アズワン（株）

研究用機器、産業用機器、看護・介護
用品販売【販売媒体】カタログ、WEB
ショップ【弊社ユーザー層】●研究産業
分野：各研究機関、大学研究室、一般
企業研究開発、品質管理、製造部門
等●病院、介護分野：病院、介護施設
等

【求める主な商材、技術、メーカー様】●研究分野：多種多様な実験機
器、分析機器、計測機器、光学機器、工具類、容器類、配管部品、洗
浄・滅菌製品、研究用必需品、防災、防犯安全用品、教材、文具、各
種消耗品など●産業分野：多種多様な産業機器、加工機器、工具、
計測工具、各種治具、農業・園芸向け機器、各種家電製品、電子機
器、電子部品、ケミカル製品など。●病院、介護分野：医療機器、消耗
品、ナースグッズ、健康機器、高齢者向け商材など●各専門分野：バ
イオサイエンス関連製品、食品工場向け製品、クリーンルーム用製
品、産業現場向け消耗材、各種素材、材料関連製品など●および上
記製品群のOEM供給の相談が可能なメーカー様●各種材料の精密
加工技術、特殊加工技術、独自の技術。

オリジナル性の高い商材をお持ちの企業様を希望します。 販路開拓を希望される企業様を求めます。

5 （株）イートラスト

以下事業を柱とし、「防災・環境」を
テーマにIoTやクラウド技術を利用した
システム開発に注力しております。産
業用モーターの修理保守、公共インフ
ラの電気設備工事、監視カメラ設置や
携帯電話施設などの情報通信系公共
工事、防災や環境モニタリングのデバ
イスやシステム開発、太陽光発電など
発電設備の設計施工。

以下のような事業内容を行っている企業様・LTE Cat1の通信可能な
小型のモジュールを量産可能で、製品保証・技術的なサポートまで
行っていただける企業様。・安全性の高い26Ah以上の小型のリチウム
イオンバッテリーを取り扱っている企業様・20W程度の電力を長期間
発電できる小型化学電池(ソーラーパネルの代替とできるもの)を取り
扱っている企業様

小型・軽量な製品を数台～100台単位でご提供いただくこと
が可能であり、製品サポートを行っていただける企業様。

6 （株）MTG

■美容機器の企画開発・製造■化粧
品・医薬部外品の企画開発・製造■
フィットネス機器の企画開発・製造■
HOD(Home&Office Delivery)キララ事
業

①Beauty（１）リンパや血流の流れを良くする、あるいはそれらを可視
化する技術、デバイス、成分、メソッド（２）コラーゲンの生成を促す、あ
るいはそれらを可視化する技術、デバイス、成分、メソッド②Wellness
（１）筋肉を鍛える、あるいは筋肉の状態を可視化する技術・デバイス
（２）姿勢を整える、あるいは姿勢の状態を可視化する技術・デバイス
③センサー、IoT、AI（１）生体データ(肌、血流、リンパ、疲労、むくみ、
脂肪、筋肉等) を計測することができる非接触型センサー④エナジー
ハーベスティング（１）振動発電・熱電発電等のエナジーハーベスティ
ング関連の技術・素材⑤素材（１）ウェアラブル機器に使用可能な導電
性の繊維、ペースト、インキ、ジェル（２）生体効果のある素材(金属・樹
脂等)

１．優れた技術シーズを保有しており、出口を探している。２．
商談先の完成品を弊社が販売するわけではなく、ゼロから弊
社とともに事業・商品を共同開発することが可能であること

１．弊社の競合にあたるような自社で美容機
器・健康機器の製造・販売を行っている場合
は、ご遠慮下さい。２．共同開発できるパート
ナーを探しているため、単純な商品の売り込
み・営業はご遠慮ください。
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7 （株）大川電機製作所 金属加工業
アルミ、SUS、チタン等の切削加工品。宇宙搭載品（特に薄肉形状）、
半導体・液晶装置部品、一般産業部品、通信関連部品等。

同時5軸MC、立型・横型MC（□800程度）複合旋盤加工機
（Φ300程度まで）、ワイヤー・放電加工機

三次元測定機を保有している。各種測定機器
を保有していることと定期校正を受けているこ
と。検査員がいること。CADデータ（二次元、三
次元）に対応できること。

8 （株）大菜技研

平成26年創業の「産総研技術移転ベ
ンチャー」。世界初のエアベアリングレ
スレオメーターを開発し販売していま
す。千葉ものづくり認定製品として「エ
アベアリングレスで高機能・高性能な
レオメーター」ONRH型が認定され、納
入が始まり、学会等での展示・発表と
併せて今年もJASIS2018に展示しま
す。

チタン2種・A7075(7079・5052)・Sus(304・440・303)旋盤・フライス・研磨
(円筒・平面)・板金(アルマイト処理・印刷)?・セラミック・樹脂の精密加
工

1 性能向上のため図面変更があり都度の対応をお願いしま
す。
2 仕上がり寸法精度は±0.001～±0.01mmの部品が多い。
3 とはいえ、部品単価を抑えるための加工方法を提案してく
ださい。
4 未だ発注数量(lot)は少ないです。(1～5)

9 （株）カスタマイズ
販売促進向け商品、日用雑貨の卸販
売

主に販売促進向けの製品、電子製品、玩具、文具、などを探していま
す。価格帯は、50円～5000円くらいのもの、数量は引合によって異な
ります。

顧客の希望にあわせたカスタマイズ品、セミオリジナルなど
に対応できるとより良いと思います。販促品として利用できる
ものなら特に商品ジャンルは問いません。

特許取得品、他社との差別化ができる商品希
望。輸入品の場合は、特にオリジナリティ希
望。

10 金森藤平商事（株）

鋳造用銑鉄・合金鉄・副資材・鋳造設
備・環境関連機器販売セメント混和剤・
セラミックス・電子部品・窒素ガス発生
装置、落石用防災部品設計製造・特殊
塗料ポリウレア樹種輸入卸売販売・LP
ガス及びガス機器販売

創業1611年の素形材産業卸の商社で、鋳造・土木・電子材や特殊塗
料のポリウレア樹脂を取扱し各分野への販路を有しおります。更なる
販路拡大を目指すべく、新・既存分野への新商品・新サービスを提供
してくれるパートナーを探しています。

素形材・設備機械・電子材分野等では、3Dプリンター等を
使った次世代新サービス技術を有する企業との事業連携を
希望しています。土木・特殊塗料を含め、新しい発想のサー
ビスも併せて模索しています。

11 （株）キョウデン

基板製造・部品調達・実装・板金加工・
切削・プレス・樹脂成形・製品組立・Ａ
Ｗ設計・回路設計・メカ設計及びそれ
に付帯する業務

受託開発会社のため、具体的案件の内容は状況次第ですが、最近の
事例としては、半導体製造装置向け検査装置ユニット、自動車部品向
け検査ユニット、気象関連機器、防災関連機器、ディスプレイ試験装
置、モータコントローラ、ＩＯＴ関連機器に付帯する、回路・AW設計やメ
カ設計、表面処理加工、切削加工、ユニット全体の製造委託等様々で
す。

案件次第になりますが、必要不可欠な技術・設備はございま
せん。

弊社に不足している点を補っていただける企業
さんを希望します。OEM/製品組立におけるUL
取得/量産製造/回路・ソフト設計/メカトロ/メカ
設計~製造/金属加工（コスト重視）等です。

12 クボタ化水（株） 排水処理、排ガス処理設備のプラント

加工内容：製缶、作業台、架台、歩廊、配管ラック、制御盤材質：SS、
FRPが主体（一部SUSあり）製缶大きさ：受槽（1m3～50m3）反応槽
(1m3～10m3）沈降槽（φ2000～φ20000）砂濾過塔・活性炭塔・イオン
交換樹脂塔（φ600～φ3000）スクラバー（2000φ～φ3000）

１、排水処理、排ガス処理設備製作に特化していること
２、価格競争力があること３、社会保険に加入していること

１、上記製缶品を製作した経験があること
２、製缶加工または制御盤製作から現場据付
工事まで対応可能な業者

13 コネクシオ（株）
携帯電話の卸売・販売及び携帯電話
を利用したソリューションサービスの提
供

IoT関連機器の購入IoT関連ソフトウェア、サービスの買入
製品の開発～製造～保守を一環してできる企業もしくは、そ
の一部を担当できる企業

ISO9001の取得
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14 （株）佐々木鉄工所

各種製缶・機械加工を行っておりま
す。主要な取り扱い製品は橋梁向け免
振金物、各種プラント向け製品の加
工、水門向け製作金物、船舶艤装品、
港湾荷役向け製品など、ＳＳ及びＳＵＳ
３０４を中心に多数製作を行っておりま
す。各種加工～塗装～組立までの一
貫製作を強みとしております。

①機械加工全般、②製缶加工全般（小物～大物製缶品、階段、手摺
等付属設備等）、③板金加工、プレス加工、④重防食塗装加工。橋梁
向け免振金物、各種プラント向け製品の加工、水門向け製作金物、船
舶艤装品、港湾荷役向け製品が中心。材質はＳＳ４００、ＳＭ４００Ａ、
ＳＵＳ３０４、その他特殊鋼、調質材等。数量は少量、多品種が中心。

①横・立型マシニング、ＮＣ旋盤、汎用旋盤、正面旋盤ターニ
ング等、大型～小物まで。②上記加工に必要な設備(５～１０
ＴＯＮ程度のクレーン)、ＪＩＳ免許保持の溶接技術者、歪取り
用のプレス設備や歪取り技術者。③レーザー、シャーリング、
穴明プレス、ベンダー溶接設備等。④ブラスト設備、大型ク
レーン等その他上記加工へ必要な設備１式

製品運搬が可能で、品質管理（工程写真撮
影、記録書記入等）や材料の管理(ミルシート管
理)も経験があり、対応可能であれば理想的。
弊社繁忙期(主に下半期、年度末)に積極的に
納期対応を協力していただける企業。

15 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

「少数ﾛｯﾄでの対応も可能なこと」「インターネット販売も可能なこと」 オリジナル商品を希望

16 ジスクソフト（株）
コンピュータ機器の制御ソフトの開発、
システム構築・運用、スマートデバイス
のアプリ開発、ＵＩデザイン

・装置の制御ソフトの開発・業務システムのアプリ開発・スマートデバ
イスのアプリ開発

・組込みソフトの開発能力・業務システムの開発能力
・当社への技術者派遣をお願いします・
ISO27001又はそれに準ずる公的資格／管理
体制を保有していること

17 （株）大文字
セールスプロモーション業務流通業務
他

金属・樹脂成形＋印刷など幅広い技術を有するメーカー様が希望 特許商品などオンリーワン商品の開発・製造など

18 （株）ティーエヌケー
機械装置の受託設計・製作、装置モ
ジュール化対応受託生産

（材質）ステンレス、鉄、アルミニウム、非金属（寸法）角10ｍｍ～2000
ｍｍ、丸5ｍｍ～500ｍｍ（数量）数個～数百個（精度）数ミクロンもある

マシニングセンタ、NC旋盤、フライス盤、旋盤、成形研磨機、
平面研削盤、ワイヤーカット放電加工機、精密板金用設備
（レーザー加工機、溶接機等）、検査設備（三次元測定機、、
投影機等）

品質管理、納期管理とともに、コスト対応力を
重視

19 （株）TQ
マイクロ波吸収発熱体及び発熱システ
ムの研究開発製造販売研究開発と製
造は外部委託

マイクロ波を吸収して発熱するセラミックを及び過熱システム（国内外
特許取得）有しており、従来の熱源（電熱線や赤外線ランプなど）に代
わる「暖房、加熱保温」製品を共同で用途開発してくれる企業を求めて
います。マイクロ波加熱（輻射）は、他の加熱に比べ「速く」暖まる弊社
の有するセラミック（商品名：G-mic)は冷め難いこの二つの特長から、
従来品に比べ省エネを達成できるシステムであり、その用途を開発し
ていきたいと考えています。用途提案：EV車の暖房、浴室暖房、低温
下での電池性能低下抑制、卓上の惣菜・飲料保温器、キャンピング
カーの暖房などまた、応用としてマイクロ波融雪や雑魚や食材カスの
乾燥・堆肥スステム

製品開発、設計、製造（部材及び組立）

20 （株）ティラド
自動車用、建設産機用、空調機器用、
その他の各種熱交換器の製造および
販売

アルミプレス、板金溶接、鋳造鋳物等詳細は弊社HP参照管材 各種製造・検査設備 ISO9001の認証取得

21
ディレクトシステムサービス
（株）

免税店、ホテル、ツアー会社等のイン
バウンド系の企業に物品の卸販売か
らツアー企画等の様々な提案をおこ
なっている。またインバウンドと日本の
医療を結びつける企画をいくつかの医
療施設と進行中である。

インバウンド向けのクリニック等に対しての提案できる商品・サービス・
企画。医科：歯科・超材向けに提案できる製品。

特に技術、設備で必要不可欠なものはございませんは、納
期が掛かる、商品の消費期間が短いモノはお断りしていま
す。

インバウンド、あるいは医療授業者向けに販売
をするので根気よくサポートしてくれる会社を募
集しています。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm2_supplier/ からお申込みください



平成30年6月18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。
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22 （株）デュコル

環境事業部：集塵脱臭設備の計画、設
計、製作、施工、メンテナンス粉体事業
部：遠心粉末製造装置の製造販売、試
験及び受託粉末製造

設計：設備、プラントの設計業務補助(製図業務、製作図、強度計算等
の作成等）機械加工：金属やセラミックスの特殊加工製缶：設備ケーシ
ング等の製缶加工電気関係：制御盤設計、製作、電気配線工事耐火
物：アルミナ、カーボン、ジルコニア等の製品販売施工：ダクト配管工
事、重量とび、重機、足場等

・設計：品質、コスト、スピード・機械加工：精度(品質)、コスト・
製缶：大型設備生産能力、コスト・電気関係：提案能力、コス
ト・耐火物：多品種（品揃え）、コスト・施工：ネットワーク（日本
国内）、コスト

23 東京システムハウス（株）
コンピュータ利用に関する総合サービ
ス

ICT企業の研究所、国のICT系研究機関、大学の研究室における研究
開発に関するソフトウェア試作（プロトタイプ）や評価、実証実験などの
請負開発案件。通信全般、情報セキュリティ、人工知能、信号処理、
画像処理、IoTなど先進技術に関わる案件が主体。

通信全般、情報セキュリティ、IoT/M2M、画像処理、信号処
理、人工知能、データ解析など先進技術に関わる知見、知識
とそれに対する試作や評価を行うための調査、設計、実装、
試験、評価を行うことができるスキル。環境・言語はLinux、
Windows、Android、C/C++、Java、Python、Ruby、php、C#、
R、Matlabなど案件毎に異なる。

24 日本フォームサービス（株）

1.ITソリューション事業●情報・通信関
連機器の製造・販売2.モニタリングソ
リューリョン事業●液晶ディスプレイ設
置用機器の製造・販売

・加工内容抜き/曲げ/溶接（SUS304）寸法ｔ1.5×1460×1800程度・表
面処理粉体・溶剤塗装（メラミン焼付け）三価ｸﾛﾒｰﾄ・三価黒ｸﾛﾒｰﾄメッ
キ

・鋼板サイズ5×10まで加工可能な設備・粉体・溶剤塗装（メ
ラミン焼付け）※W700D920H2310くらいの箱が塗れる・三価ｸ
ﾛﾒｰﾄ・三価黒ｸﾛﾒｰﾄメッキ

25 橋永金属（株）

１、非鉄金属材料の卸売及びその加
工品の販売２、アルミセンターレス材の
加工販売と在庫販売３、伸銅品のめっ
き付材料の販売

自動車部品　燃料系部品の加工材質的には、ステンレス材、アルミ材
他

NC自動旋盤、マシニング等
ISO9001取得または、これに準じる管理を行え
ることが必要です。検査設備、3次元がありまし
たらベストです。

26 （株）ぴーぷる

ITコンサルティング、システム開発、
ネットワーク構築・ホスティング、Webサ
イト制作、アウトソーシング・技術者派
遣、オフィス移転サービス、サイボウズ
販売、健康づくり事業

・業務管理システムの開発（４D、FileMaker、Java、C、C#、C++、
Objective-C、PHP、VB、Access、Perl、JavaScript等）・コーポレートサ
イト、ECサイト等の制作

・要件定義、基本設計等の上流工程が出来る

27 ヒューグル開発（株）

ヒューグルは1969年、半導体産業の創
世期に半導体製造装置のワールド
リーダーだったアメリカ・ヒューグルイン
ダストリーズ社の支社として、最初のス
タートを切りました。そしてこの先行の
利を生かし、1971年に独自のメーカー
としての基盤を確立。

弊社の容器洗浄装置組立。 半導体関連の装置組立を行っていれば問題ありません。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm2_supplier/ からお申込みください
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28 富士ソフト（株）

当社は1970年設立の独立系ＩＴソ
リューションベンダーです。「クラウド×
ロボット×モバイル」をキーワードに、
通信インフラ・社会インフラ・機械制御
等の組込系ソフトウェア開発の他、業
務系ソフトウェア開発等幅広く携わって
おります。是非この機会にソフトウェア
開発企業様とご挨拶させていただけれ
ば幸いです。

①Ｗｅｂアプリ系：業務系案件(Java・Javascript・C#・.NET・SQL・Ruby・
PHP・Python・C++・Linux・Office365　等)
②金融系　　　　：生損保・銀行・証券・クレジット等の金融系案件
（Java・Sales force・.Net・COBOL・PEGA・Kofax・基盤　等）
③組込系　　　　：産業機器・複合機・医療機器・情報家電系案件（C・
C++・VC++・Qt・C#・Linux　等）
④制御系　　　　：モバイル・社会インフラ・映像系案件（C・C++・
Android・ios・Linux・iTRON・プロトコル評価　等）
⑤インフラ系　　：設計～構築案件（サーバ・ネットワーク・クラウド
（AWS）・仮想化（VMware）・Oracle　等）
⑥ハードウェア系：FPGA設計・回路設計・基板設計等案件
（Xilinx/Altera FPGA・デジタル/アナログ回路・VHDL　等）
⑦自動車系　　　：車載次世代機能開発案件（C・C++・ECU・Matlab・
Simulink　等）

　

29 （株）理工電気

製造業１．電子部品の受託検査組立
生産　２．各種ケーブルハーネス加工
３．精密切削部品加工　４．成形品加
工　５．自動機の設計製作　６．制御盤
の設計製作組立　７．モジュールの設
計製作　治工具検査機器設計製作

１．制御盤の組立組配（板金塗装含む）２．自動機の設計製作３．ケー
ブルハーネス加工品４．精密切削品

価格競争力がある納期厳守ができる品質確認ができる
ISO9001取得あれば尚可（但し、必須ではありません）

正確なご対応をして頂ける事

30 ワコオ工業　（株）

当社は北海道で初めて安全弁・調整
弁・バルブ・ポンプ専門のメンテナンス
企業で、来年で創立50年を迎えます。
社内平均年齢33歳と若手社員が中心
と成り、道内、国内、海外のお客さまへ
出向き敵格に対応します。環境整備に
も注力し整理整頓された作業環境で確
実な点検、メンテナンスを実施し「安
全」を提供致します。

１、主に大型プラント施設での各種バルブ、安全弁調整弁、ポンプ関
連のメンテナンス業務等を対応出来る企業で、現場出張作業も対応
出来る企業さまを２、各種配管工事関係の設計・施工を出来る企業さ
まを　　（各種資格取得者が在籍して居る企業さまは、特に優遇対応
致します）

１、機械加工（汎用旋盤、NC旋盤、自動盤、NCフライス、平
板）治工具、プレス、TIG溶接、機械組立、電気組立関連の企
業さまを２、現場作業に３～５名体制で、出張業務に対応出
来る協力会社さまを

＊特に無いです

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm2_supplier/ からお申込みください


