
平成30年9月3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3回ビジネスマッチング in 東京」　（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 （株）愛光
自動車部品・建機部品・医療関連部品他の
製造販売

発注案件については、都度の見積の為、現状すぐにはありません。但
し、基本自動車関係の場合はISO9001の書式で要求情報を依頼しま
す。

ISO9001の認証があればOKです。
VA・VEの提案が出来る会社様を希望します。
特に実績事例があれば確認させてください。

2 （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。

各種設備・装置の設計～組立 自社で設計が行える社内で加工から組立までができる

3 アズワン（株）

理化学機器、産業機器、医療機器、各種消
耗品を、カタログ・WEBを使い国内、海外に
販売しています。【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、製造部門等●病院、介護
分野：病院、介護施設等

●研究産業用総合カタログ：約2200頁　約27万部　発行●病院、介護
施設向けカタログ：約1800頁　約18万部　発行●その他各種専門カタロ
グ●掲載商品200万点以上のWEB通販サイト　による全国に幅広い販
路ネットワークがあります。●発注製品：当社事業概要に関する製品群
（理化学機器、試験・計測機器、産業用機器、医療・介護用機器、防災・
安全用品および消耗品類）●あらゆる商材のご提案と継続的お取引を
希望します。

自社商品の販路開拓を希望されるメーカー様、商社様を求め
ます。

自社商品の販路開拓を希望されるメーカー様、
商社様を求めます。

4 （株）アドバンス

OA・事務機器、カメラ、自動車、航空機、医
療機器など、多岐にわたる業界でメーカー
の試作品製造・新製品開発支援を行ってい
ます。設計支援から試作品製造、表面処理
まで、一貫したサービスを提供しています。

①切削加工②真空注型③光造形④射出成形（小量ロット）および金型
製造（試作金型の設計、製造）⑤表面処理（塗装、鍍金、アルマイト処
理、コーティング、印刷など）⑥モデリングや機構など試作品の設計※
試作品の製造のみで量産は含まれません。

＊少量生産への対応（1点～）＊短納期への対応、納期の厳
守＊早急な見積回答

＊三次元測定器などの検査設備・技術（精度部
品の検査）＊ＩＳＯ９００１の認証取得、もしくは
準ずる品質管理体制＊品質精度における検査
体制や方針は確認させていただきます。＊開発
品取扱における機密保持体制や方針は確認さ
せていただきます。

5 （株）井口一世

精密機器の部品製作販売／各種精密機器
の開発／ソフトウェア開発販売／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

◆加工内容：切削、プレス、板金等　、切削＋塗装、表面処理の一貫加
工。精密板金加工（加工＋溶接＋表面処理等一貫）、 銅の切削加工、
インコネル・チタン等特殊材料の加工、絞り加工◆材質：SUS、アルミ、
鉄、銅、インコネル、チタン等◆寸法：50㎜未満のものから1500㎜以上
◆形状：角物、丸物、長物、大物、複雑形状◆数量：1個（試作）～約3，
000個（量産）◆要求精度：JIS　B級以上

◆角物、丸物、長物、大物、複雑形状の加工が可能◆加工限
界レベルの微細加工が可能◆二次加工先（処理含む）の外注
管理力◆品質改善活動推進◆原価改善活動推進

◆ISO9001の認証取得している◆納入の際の
検査票の送付◆QC工程表の提出◆見積り納
期厳守◆英字図面の解読可能（概略レベル）

6 インテグラン（株）

航空・宇宙・防衛、通信、放送、自動車、船
舶、鉄道等向けスイッチング電源、カスタム
電源、産業用制御装置、メカトロニクス装置
などの開発および製造

制御装置、制御機器の盤内配線含む組立調整試験
盤内配線の作業管理および完成品の品質保証体制、機器調
整試験に関わる検査装置(貸与)の操作と簡単な保守メンテナ
ンス(PCの分解整備、OSインストール程度の技量で十分)

7 （株）エージェンシーアシスト

あらゆる分野の産業用機械装置、製造機
械設備、省力化機器に携わる各種精密機
械加工部品の販売 （金属切削加工、研削
加工、歯車加工、樹脂切削加工、板金加
工、ゴム加工）等

弊社の客先は約1100社（2017年現在）。産業機械メーカーだけでなく、
電子機器メーカーや産学連携機構まで様々です。切削、研磨、旋盤、
板金、製缶、機械加工と言われる内容の物全てに対応しております。多
品種、小ロットが大半を占めます。

弊社は産業機械業界における専門商社として30年に及ぶ経
験と実績があります。機械加工部品と呼ばれる内容の物全て
に対応しております。皆様の得意な加工を是非教えて下さい。

8 ＡＢＢ（株）
ABB製の産業用ロボットをはじめとする各
種オートメーション機器及び電力機器の設
計、据付、販売

3種類あります：
（１）当社の産業用ロボットを核とした客先生産設備用自動省力化機器
および電気制御の設計、製造、設置(SI）
（２）当社の産業用ロボットの先端に装着するグリッパー・治具の設計、
製造
（３）客先に納入済の当社の産業用ロボットの点検、修理、ティーチング
等（修理・調査などのサービス業務

上記『発注案件の詳細』の番号（１）～（３）に対応して記載しま
す。
（１）製造設備用の自動化・省力化機械および電気制御の設
計者同上機械・設備の製造能力を持った工場またはサプライ
ヤー同上機械・設備を現地で据付し、試運転・調整、測定がで
きる人
（２）機械試作に必要な設計能力と3Dプリンターなどの活用技
術
（３）ロボットを動かすことができる人材ロボットのメカ、プログラ
ムができる人材

ABBグローバルとしてサプライヤー様には
『ISO9001の認証取得』をお願いしています。
が、今回の案件では必須といたしません。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください
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9 （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

下記の技術を探しています。①Beauty・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・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・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・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・医療、リハビリ現場で使用されており、日々の健康増進に
使用できる技術③センサー、IoT、AI・商品に組み込むことでその使用
効果を可視化・推定するセンサー、アルゴリズム、AI関連の技術④エナ
ジーハーベスティング・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・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

組み方として、共同での研究開発および試作を想定している
ため、試作および設計する能力を保有していることを商談相
手に望みます。

10 （株）大森機械工業 包装機械製造 ６パイ～５０ﾊﾟｲ位の丸棒等の旋盤加工。（フライス加工） 特にありませんがユニクロ鍍金まで処理して納品できる業者。

11 （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。

12 （株）キジマ
オートバイ関連部品用品の企画・開発・製
造・販売

機械加工全般（マシニング・ＮＣ旋盤）板金加工・プレス加工・表面処理
加工（アルマイト・メッキ・紛体塗装他）金属加工（パイプベンダー・溶接
組立）成型加工（樹脂・ゴム）等★業種問わず、オートバイ関連部品用
品を企画・開発・製造に協力して頂けるパートナーを探してます。

特にオートバイのキャリア（荷台）の製作プレス・パイプ切断・
パイプベンダー加工・ﾊﾟｲﾌﾟ溶接組立まで製作加工

多品種小ロットの発注になります。納期対応に
協力して頂ける企業

13 岐阜精器工業（株）

金属加工品の製造販売をしております。自
社工場にてプレス加工、金型製作、協力工
場ネットワークにてマシニング、旋盤などの
機械加工やMIM成型やロストワックス品な
どの試作から量産まで対応しています。

主にマシニング、旋盤の協力メーカを募集しています。SUS、アルミ、
鉄、工具鋼など様々な加工案件がございます。加工サイズは主に手の
ひらサイズのものが多いです。数量は1個～50個程度となり多品種小
ロットの案件や研究開発に使用される1点物の図面が多くございます。
納期は1週～2週で対応出来れば可。

マシニングセンター、三次元測定機、複合旋盤、一般的な検
査設備を保有していること。熱処理、メッキなどの表面処理を
協力工場で対応できること。

見積もり対応がスムーズ事。真摯に対応いただ
ける事。

14 君岡鉄工（株）

君岡鉄工株式会社は創業１９７３年の、くい
丸の専門メーカーです。くい丸は、杭として
の性能が高く、コストパフォーマンスに優れ
た世界最強の鋼管杭で、１９９４年の発売
開始以来累計７００万本を出荷しています。
２０１６年には、関東・東北地方への拡販と
生産増強を目指し、栃木県宇都宮市に製
造工場を新設しました。

くい丸1500L，2000Lに焼付塗装ができる会社を探しています。ヘッダー
加工をしている会社を探しています。

特になし 特になし

15 協栄産業（株）

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 な
ど開発：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 など
製造：プリント配線板、情報通信機器 など

環境機器、ロボット、各種センサー、無線に係るメーカー様との商談 特にございません。 ISO9001(QMS)及び、ISO14001(EMS)認証取得

16 （株）キョウデン
プリント配線板、部品調達~実装、樹脂成
形、板金加工、ユニット・製品組立AW設
計、回路設計、メカ設計　並びに関連業務

受託開発型の企業ですので、具体的案件はその都度になります。
ユニットや製品全体の開発や製造が可能な会社さんが希望で
すが、部分的な内容でも構いません。

単に受注側・発注側にとらわれることなく、エレ
クトロニクス産業に関わる顕在or潜在ニーズに
ついての意見交換を切っ掛けに、ビジネスシー
ズを見出すような意見交換を希望します。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください
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17 （株）協立製作所 建設機械用油圧部品の製造
油圧機械部品の切削加工・研磨材質：（SCM415 SCM435 S45C SUM31
等）寸法:φ5～φ32数量:100～1000個/月

ＮＣ旋盤・センタレス研磨機・円筒研磨機 品質保証が出来る体制が整っている事

18 クボタ化水（株）
民間向け排水処理、排ガス処理設備の設
計、施工、補修改造、維持管理

１、各種プラント設計、製作加工内容：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）2、プラント機械据付、配管工事、補修工事、電気・計装工
事、回転機器のオーバーホール、土木工事、ライニング工事配管材
PVCがメイン（一部SS・SUSあり）

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

19 グローバル・エコロジー（株）

室内の電灯レベルの光で働く、世界最高性
能の光触媒（灯触媒）のメーカーです。灯触
媒コーティングをはじめ、関連商品の灯触
媒マスク、除菌・消臭スプレーや、樹脂製品
を抗菌仕様にする灯触媒練り込み樹脂や
新技術を使った消臭剤・抗菌剤などの多種
多様な商品の企画・製造・販売をしておりま
す。

下記をご希望される企業を募集しております。・室内等を抗菌・消臭
コーティングしたい。・灯触媒マスク、除菌・消臭スプレー、置き型消臭
ジェルなどを販売したい。・灯触媒練り込み樹脂を樹脂製品に練り込
み、抗菌加工したい。

特に無し

20 ケアコム（株）
・ナースコール機器・医療・福祉施設向けの
情報・通信システムの開発・販売

●基板実装・製品組立●成型品（ABS・AES等）●シート関係（エンボス
シート・絶縁シート等）●板金部品関係（SPCC・SUS等）

●基板実装＋ACCY組立が出来る・ロット数100～数1000の対
応が可能・場合によっては基板実装のみACCY組立のみの対
応可能●200トン以下の成型品で少量多品種の生産可能・小
ロット対応可能（数10～数100）●特有の新技術等を持ってい
る

21 （株）庚伸

ＯＡ機器、通信機器販売＆コンサルタント事
業システム開発、システムインテグレーショ
ン事業人材派遣、人材紹介などのヒューマ
ンコンサルタント事業各種店舗の運営事業
（学童保育施設、ステーキレストラン等々）

オフィース内の関連商材、及びセキュリティー関連商材全て。 特になし 特になし

22 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

23 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

24
システム・インスツルメンツ
（株）

分析器製造業

精密板金、金属・樹脂・ゴムの機械加工業者で、少量多品種、短納期
にご対応頂け、金属の場合塗装処理やアルマイト処理まで対応して頂
きたい。樹脂の切削品では△△△の精度も求める事があります。また
基板実装を部品手配から行って頂けるところも探しております。(設計等
は社内で行っていますので不要)

基板実装ではマウンターは必須。また加工品、実装共に検査
機器が充実しているものが望ましい。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください
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25 （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。

当社は約500社の顧客と取引をしており、三菱電機製品に付加価値を
付けたソリューション提案をすることで、既存顧客への深堀を目指して
いる。現業に加えて新たに取組んでいる内容は下記の通り。①『補助
金』『省エネ』をキーワードに『LED照明』や『空調機』の設置②『リニュー
アル』『省エネ』をキーワードに製造業向けの設備、機器、システムの販
売当社の現業を活かした周辺機器またはサービスの提供を、顧客の
ニーズに合わせて提供可能な協業先を求めている。

『BtoB』向けに当社の現業を活かし、三菱電機にない製品群
で付加価値を提案できる周辺機器やサービスを求めておりま
す。

当社の強みを活かし、新たなビジネスモデルを
当社と共に考案できる協業先を求めておりま
す。

26 （株）創朋

１．CD/DVD，フラッシュメモリ，HDDなどの
デュプリケータ開発・販売２．HDD/SSDの
消去および破壊装置の開発・販売３．監視
カメラシステム機器販売・設置工事など

機械部品（S45C、A7075)の加工装置の組立電気・ソフト調整 機械加工と組立が可能であること。 アルミ部品の加工が出来ること。

27 大日本商事（株）
印刷用紙、食品包装用フィルム、印刷関連
副資材、印刷機器等の卸売業

大日本印刷のユーザーに販売網があります。大日本印刷は出版社、
流通、食品会社などあらゆる分野に多くのユーザーが存在します。①
販促用プレミアム②印刷工場などで使える革新的な技術③環境配慮製
品や資源循環型製品の開発など。これらに関する商材紹介を希望しま
す。

独自の技術があり、新たな販売網を模索する企業。大日本印
刷グループと独自の商品を開発する意向のある企業。

商品特徴、攻撃業界など。

28 （株）大文字
販売促進業務を中心に、流通物販事業に
も進出しております。幅広い素材の製作プ
レミアムを探しております。

現在は具体的な内容のご提示はありませんが、都度お客様からの要
求がございます。市販できる特許商品を探してます。

特許所有等の情報 特許所有等の情報

29 （株）タカシマ

各種ボルトナット、締結関連部品、特殊加
工部品の製作・試作、弛み防止製品、建築
関連部品、各種表面処理、他　国内販売及
び輸出入

加工径φ20～φ200の切削加工部品。材質SUS、SCM、SC、SS、アル
ミ、難削材対応で試作及び小中ロット対応（2桁～4桁）可能

・CNC複合（スイス型・固定型）・5軸マシニング
・見積対応の早い企業・納品毎に製品検査表
の提出

30 （株）谷沢製作所

1.産業用安全衛生保護具（保護帽、安全
帯、換気用風管など)および標識等の製造･
販売、並びに賃貸、2.防災用具、用品の製
造販売、3.携帯用無線機の製造販売、並び
に賃貸、4.医療機器の製造販売および賃
貸、5.  乗車用ヘルメットの製造販売、等。

後日相談させて下さい。現在は、効果的な熱中症対策用品、アラミド等
の特殊生地を縫製出来る業者、保護帽を磨き塗装出来る業者、等で募
集を掛けようとしております。

後日相談させて下さい。現在は、アラミド等の特殊生地を縫製
出来る業者、保護帽を磨き塗装出来る業者、等で募集を掛け
ようとしております。

31 （株）ｃｈｉｂｉｔｏ
子育ての課題に応じた商品の企画開発、
OEMでの製造、販売を行っております。

自転車用レインカバー新商品の支柱になる素材を探しています。現在、
布とビニールのみで製造していますが、テントのような子どもの顔周り
に空間を作る安全な支柱素材を求めています。樹脂性の支柱や被覆ワ
イヤーを想定していますが、他にもご提案があればお聞きしたいです。
材質：自転車が転倒した時に折れて子どもを傷つける可能性がないも
の。布とビニールの重さを支えて支柱としての機能を果たすもの。数
量：1000pcs程度を予定。寸法：現在パターン（型紙）を作成中です。

・適した加工方法や素材を提案できること。・必要があれば縫
製工場で扱いやすいサイズに加工して納品できること。

32 （株）ティーエヌケー

電子・電気・精密機器受託生産、機械・装
置の設計・製作、防災福祉用具開発・製
造・販売、液中気泡除去技術及び装置製
造・販売

１．ステンレス、鉄、アルミニウム、非金属の切削加工２．角物：
10mm~2000ｍｍ、丸物：5ｍｍ～500ｍｍ３．数量：数個～数百個４．精
度：数ミクロン要求の場合もある

マシニングセンター、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、精密板金加工
設備（レーザー加工機、溶接機）、検査設備（三次元測定機、
投影機等）

コスト対応力、納期管理、品質管理

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください
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33 （株）ＴＱ

天馬（株）の子会社で伊藤忠プラスチックス
（株）、ロータス工芸（株）と個人４人が出資
して設立した会社で、マイクロ波2.45GHzを
高機能セラミック（商品名：G-mic　ジーミッ
ク）に照射して「熱しやすく冷めにくい」省エ
ネな加熱システムをＥＶ車の暖房や融雪な
ど用途提案し高機能セラミックを販売する
会社

・高機能セラミック（G-mic)を用いて自社製品を開発し、自社ブランドで
販売する会社・共同で製品開発する会社※マイクロ波発振器は供給可
能

・（暖房）製品開発・設計が出来る会社・製品のアフターケアが
出来る会社

34 （株）ＤＴＦ
・パソコンソフト開発販売・建設資材開発販
売・上記に付帯する事業

・建設業界の「現場事故災害ゼロ対策支援システム」リスクアセスメント
ソフト販売・コンクリート含浸材の販売

・建設業界に精通しているIT会社・建設コンサルタント、施工会
社、塗装販売店等、建設業界に精通している企業・その他

35
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
ンド計の企業に物品の卸からツアーの企画
等様々な提案を行っています。またインバ
ウンドと日本の医療の橋渡しをする企画を
幾つかの医療施設と進行中です。

免税店、ツアー会社、あるいはインバウンド向けのクリニックに提案でき
る商品・企画・サービス。別途に以下・歯科。調剤薬局に提案できるも
の全般。

特に技術、設備で必要不可欠なものはございませんが納期の
掛かるもの、消費期間が短いモノとはお断りします。

インバウンド、あるいは医療事業者向けにはん
ばいをするので根気よくサポートをしてくれる会
社を募集しております。

36 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。

37 （株）東京自働機械製作所
一般各種自動包装機械、たばこ製造・包装
機械、圧縮梱包機、組立機などの開発・設
計、製造、販売

材質はSUS、鉄、アルミ等です。大きさは手のひらサイズから大きな物
では機械のフレームで1000mm以上のものもあります。旋盤部品、フラ
イス部品、鋳物加工と何でもありますが受注生産のため超多品種少量
なので図面1枚で1個製作が普通にあります

多品種少量生産に対応できること大物加工（門型）ができると
よりいい

38 東光技研工業（株）
産業用洗浄ノズルおよび洗浄装置の設計
製造販売から現地対応まで

洗浄装置の一括設計製造現地対応まで　洗浄装置は大小多数あり
得意なサイズで検討可能設計、製造、現地対応など部分的に検討も可
能

材質：基本はSUS304だがSUS316や316Lなど設計、製作・組
立可能な設備及び工場　　ただし自社でなくても協力会社あれ
ば検討可能

SUS製作時の段取り替えは必須（別工場が望
ましいが金型ほかSUS専用を使用とし段取り替
えを希望）、配管など水回りの経験あれば優遇

39
東芝三菱電機産業システム
（株）

製造業プラント向けを主体とした産業シス
テム・電機品の販売、エンジニアリング及び
工事・サービス並びに製造業向け監視シス
テム、パワーエレクトロニクス機器及び回転
機（大容量電動機等）の開発・製造を行って
おります。その中で、大形回転機の開発・
製造に携わる部署からとなります。

（１）大形電動機用大物製缶部品および機械加工品　①フレーム（SS
材）の製缶および機械加工：最大重量20ton、ターニング（最大φ5ｍ、
高さ2.2m）　②ベース（SS材）の製缶および機械加工：最大重量20ton、
門型五面加工機（最大門幅3.5ｍ、長さ最大5m）（２）大形電動機用板金
（スポットウエルド）（３）電動機用板金（レーザ切断、厚さ19mm、加工幅
6mm、倒れ1mm以内）

同上

（１）熱処理、ブラスト、塗装設備（外注可）（２）
材料調達から塗装までの完成品の納入（外注
含めても可）（３）有資格者による対応（溶接、非
破壊検査　等）（４）大形製缶部品の機械加工
が出来ること

40 （株）東洋高圧

高温高圧化学装置、化学機械、理化学機
械の設計・製作高圧ガス特定設備、第一種
圧力容器等の反応容器の設計・製作海外
製高圧ガス用コンプレッサーの販売

・高温高圧用装置の部品加工、組立　　弊社の図面を基に加工製作、
組立・高圧ガスコンプレッサー用消耗部品の製作　　現物からの加工製
作・汎用治工具類、部品類の販売、追加工・ネジ部の修理

・小型汎用旋盤（NCでない）・汎用加工機械・フットワークが軽
い・鉄からステンレスまで加工が出来る・都内に限らない（近隣
県でも問題なし）

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください
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41 長尾工業（株）
受託生産による機械工品の製造・販売NC
自動旋盤、NC旋盤、マシニング等による金
属・樹脂の切削加工を行っています。

機械加工品案件。自動旋盤は量産案件。NC旋盤、マシニングは1個か
ら300個程度。納期はほぼ1～2週間以内。

NC自動旋盤複合機NC旋盤、複合機ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ
見積りは早く、正確に。加工は納期遵守、精度
の保証。ISOは取得の有無は問いません。（管
理はしっかりと）

42 （株）ナカヨ
ビジネスフォン、情報通信端末、板金製品、
金型（モールド／プレス）、他

① プラスチック成形⇒大きさ：成形機１８０～３５０トンクラス② 精密プレ
ス加工⇒大きさ：プレス機１０～１５０トンクラス③ 金属/非金属切削加
工④ ①②に対しシルク印刷、メッキ、塗装などの二次加工

◆材料① 樹脂：ＰＳ、ＰＭＭＡ、ＡＢＳ② 金属：アルミ、ステンレ
ス、鉄③ 切削：ＳＵＳ、ＰＭＭＡ、ＰＳ◆設　備① 射出成形機、
スピンドル全自動塗装ライン、シルク、パッド、レーザー印刷機
② 中型プレス機、ベンダー、タレパン加工機③ ＮＣ、ルーター
加工機

① 外観成形品を得意とし、500ヶ/月～のロット
対応可能なこと(生産期間は2～3年）② 透明樹
脂品（外観部）の成形及び、シルク印刷が可能
③ 樹脂成形品に塗装可能な技術（自社内で塗
装設備を保有）

43 橋永金属（株）
非鉄金属材料の卸売アルミセンターレスの
在庫販売

シャフト関係材質：ステンレス、伸銅品、アルミ材寸法：φ5～φ25　長さ
L=100㎜～1800㎜程度数量：10～1000本/ロット

NC自動旋盤、特に量産が出来るところ10，000個/月以上 ISO9001取得またはこれに準じる規格

44 原田産業（株）

貿易を中心とした総合商社です。(輸出入と
もに)エレクトロニクス、通信、造船、建築、
医療、製薬、食品、安全、衣料、リテール、
等の業界において、ニッチポジションを確立
しております。※今回は特に、小売、外食
産業向けへのアイデアを期待しておりま
す。

現在特定の情報はなし
特許やユニークな技術があれば積極的に勉強させて頂きたく
存じます。

45 （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

46 日置（株）
マルチメディア機器、家電等の機能部品加
工及び販売、その他

①小ロットのゴム・樹脂成型②ゴム・樹脂切削加工③繊維製品加工(縫
製等)

材料、加工共に幅広い提案ができる企業様を求めます。

47 ＨＩＬＬＴＯＰ（株）

FA機、自動機等の設計製造やロボットを用
いた省人化の提案から構築を行っておりま
す。また長年、精密部品加工を短納期で単
品から製造を行っております。

ユーザー様の要求仕様に合った、自動機等の一貫製造。また、切削部
品、材料調達から製造

メカ設計、機構設計、PLCプログラミングの装置制御。ロボット
制御。5軸加工機、複合旋盤の加工技術。

フットワークよく情熱をもって共に取り組める事

48 （株）フカサワ
締結部品及び締結関連部品の設計･開発･
販売。機械及び測定機器の設計･開発･販
売。

・クロモリ材など熱処理品の2次加工処理（六角穴付ボルト・六角穴付
止めねじ・プラグ類）・金属加工品の熱処理、めっき処理まで。・切削加
工品でφ35～φ80ぐらいまで加工。

品質管理、環境書類提出。

49 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・PHP・
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⑦
自動車系：車載次世代機能開発案件（C・C++・ECU・Matlab・Simulink
等）

特になし

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください



平成30年9月3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3回ビジネスマッチング in 東京」　（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

50 富士電機ＩＴセンター（株）

コンピュータ・ネットワーク関連ソフトウェア
の開発 コンピュータ・ネットワーク処理の受
託  情報提供サービス等、コンピュータ利用
に関する教育およびコンサルティング

・工場の生産管理システムを中心とした、システムの運用・保守・開発
作業
・ネットワークセキュリティ対策の継続
・ネットワーク機器の運用管理
・事務処理合理化に向けた運用の改善
・ＩＴ資産管理ソフト（システム）の日常運用及びバージョンアップ対応
・資産管理システムを利用した業務効率化ツールの開発及び運用

51 （株）ミューテクノ 板金加工、プレス加工 ステンレス、アルミ、鉄など
レーザー、プレスブレーキ、YAG溶接　プレス、旋盤、マシニン
グ

品質管理ができる事

52 （株）Ｍｉｒｒｏｒ　Ｌｉｆｅ

・建築付帯設備の可視化、制御のフレーム
ワーク(Mirror Core)を自社開発し、IoT化
ツールとして販売・建築施設、設備のス
マート化設計コンサル・OEMによるお客様
ブランド商品化支援

当社のIoTプラットフォームであるMirror Lifeを活用することで、各種セン
サー、装置、ロボット、AIスピーカー、モーションセンサーなどを繋ぎ、
様々な新しい仕組みを生み出せる。その重要な、要素である各種セン
サー、装置/ロボット、各種のユーザーインターフェイスを求めている。

・センサーは、一般的なものであれば、より低価格。または珍
しい、ないしは高度なセンサーを希望・通信は、Blue Tooth
他、高度化されたものを希望・ロボット、AIスピーカなど新しい
ユーザーインターフェイス・その他センサーを利用した新しい
装置

53 （株）メトロール
工場の自動化に貢献する「高精度工業用
センサ」の、開発・製造・販売

- 角物：100×60×30までのSS・BS・SVS・AL材質など。
- 丸物：Φ100までのSS・BS・SVS・AL材質など。
- 樹脂小物：成形品。
- 樹脂小物：切削加工50～500個ロット。

　

54
八洲電子ソリューションズ
（株）

家電から社会インフラを支える産業機器ま
で幅広い分野に半導体製品を中心に液晶
モジュール、電池、センサ、受動部品等
様々なデバイスを供給する電子デバイス商
社です。また、電子部品の供給に留まら
ず、基板実装の受託やソフトウェア受託開
発・受託製造をパートナー様とともに提供し
ています。

・産業分野/機器向けの基板設計・試作・評価・組込みソフトウエアの開
発・評価・通信関連ソフトウエアの開発・評価・センサ応用、IoT製品・開
発・評価

・産業分野向けの品質を確保できる基板、ソフトウエアの開発
実績・通信、ＩｏＴ関連設計技術・センサ応用技術

・販路、顧客開拓を希望される企業様を求めま
す。・独自技術を持つ企業様も重視させていた
だきます。

55 ヤマコー（株）

ホテルレストラン向け業務用商品の企画製
造卸（天然素材を中心に、主に木製品）、店
舗什器・備品の企画製造販売（主に木製）、
ライフスタイル雑貨の企画製造卸（天然素
材を中心に、主に木製品）。

調理道具、器、備品、什器などの木製品の外注加工（当社関連商品の
ご提案もお願いします）

小量多品種生産

56 （株）理工電気　東京営業部

製造業各種電子部品の受託生産・自動機
器の設計製作・制御盤の設計製作・精密切
削品の製作・ケーブルハーネス７加工製
作・成型品の製作・モジュールの設計製作

ロボットハンドの製作及び制御/設計開発 制御技術の開発ができること
納期品質価格のご協力をして頂ける事契約の
締結後のお取引をして頂ける事

商談先に必要な能力、および商談先への要望に関しましては、別途資料をご参照ください。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm3_supplyer/ からお申込みください


