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企業名
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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。
特に実績事例が有れば確認させて下さい。

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 （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、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）

4
（株）エージェンシーアシスト
神奈川営業所

・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
 ・調達支援業務（調達、技術相談、販売）
及び、機械装置や専用治具の開発、設
計、製作・加工部品、開発品の精度を測定
する計測サービス

あらゆる材質（鉄、アルミ、銅、セラミック、樹脂等）の各種精密機械加
工部品、及び板金加工部品

※今回は切削加工に溶接まで含んだもの（片手で持てるサイズ）、板
金、製缶（筐体、架台）を希望

上記に必要な加工技術全て
自主検査設備が整っていること、少量多品種・
短納期への対応力

5 （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。

6 金森藤平商事（株）

鋳造用銑鉄・合金鉄・副資材・鋳造設備機
器及び環境機器、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・落成
用防災部品設計製造・特殊塗料、ポリウレ
ア樹脂輸入卸売販売・LPガス及びガス機
器販売

１，・鋳物用故銑（FC・FCD用）鋳物用スクラップ（可鍛コロ・新断材）安
定供給していただける先。
２，鋳造工場に省人化ロボット（大型鋳物製品）バリ取りロボット・安全
作業の促進器具等周辺機器のシステムアップ提案できる企業
３，耐熱防食材、不燃防食材、設備・構造物の補修・補強・延命に関す
る材料、海外展開も興味あり
４，セラミックス加工業者。特に乾式による精密加工を求めています。

１，安定した供給能力２，弊社納入設備を、システムアップ出
来る提案力３，当社取り扱いのポリウレア樹脂と相乗効果が
生まれる　　材料４，乾式加工を特に得意とする業者

7 サクサテクノ（株）
プリント基板/プリント基板検査装置/通信
機器/情報機器/産業機器/特殊装置

電機・電子製品の一貫生産が出来るＥＭＳ会社様 フレキシブルな対応 ISOを取得されてるとさらに望ましい

8 佐竹特殊鋼（株） 精密部品加工、特殊鋼販売

材質：鉄、ＳＵＳ、ＡＬ、銅
加工内容：マシニング加工、ＮＣ旋盤、ワイヤーカット、研磨加工。
数量：１個～１００個
最大サイズ：1000Ｘ2000
精度：ＪＩＳ中級精度

少量多品種、短納期もある為、柔軟な対応を希望します。
ＩＳＯ9001または品質に関する社内規定などが
あれば、
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9 （有）三幸電機製作所
精密射出成形加工・金型製作

「東京未来素材」企画・販売

紙パウダー５１％混合のバイオマス素材はＰＰがバインダーです。この
成形品に印刷をする業者を探しております。印刷方法はどのようなも
のでもＯＫです。

シルク印刷機、パット印刷機、フィルム転写等の設備

10 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

11 ジスクソフト（株）

コンピュータ機器の制御ソフト開発、業務シ
ステムのアプリ開発、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
・UIデザイン

・組込みソフトの開発能力

・業務システムの開発能力

・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

12 新日本工業（株） 金属加工部品卸売業

・切削加工（ＮＣ、ＭＣ等）、鍛造加工（冷鍛、熱鍛）、鋳造加工など様々
加工分野での協力メーカー様を探してます。
・数量は１個～数万個、小ロット多品種。
・材質は各種（鉄、ＳＵＳ、アルミ、銅、真鍮、樹脂等）
・大きさは幅広く。
・各後処理の対応ができ、品質保証できるメーカー。

・ＮＣ旋盤、ＮＣ複合旋盤、ＮＣ自動機
・マシニング、フライス
・鍛造プレス
・砂型鋳造、精密鋳造
・品質保証（検査成績書、ミルシート、工程表等が添付提出で
きること）

独自の加工技術がある。独自の開発品があ
る。

13 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。
・販促用プレミアム
・印刷工場などで使える革新的な技術
・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。

14 （株）大文字
販売促進事業・流通事業・特許商品企画
製造販売

各種素材加工・印刷・縫製などお客様の依頼に沿った商品製作の加
工

素材加工技術の設備所有が中心ですが、特許商品開発をさ
れて販売促進を考えられている会社様

素材証明・検査・検品設備があればお教えいた
だきたい。

15
ディレクトシステムサ－ビス
（株）

免税店、ホテル、旅行会社等のインバウン
ド系の企業に物品の卸販売からツァ－の
企画等様々な提案を行っている。また海外
と日本の医療を結びつけるための企画を
いくつかの医療施設と進行中である。

免税店、インバウンド向けのクリニック等に提案できる商品・サ－ビス・
企画。また医科、調剤、歯科向けに提案できる商品。

特に必要不可欠な物はございませんが納期が掛かるもの、
商品の賞味期間が短い物はお断りしております。

16 （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、アルミ、鉄が殆どです。大きさは手のひらサイズから
2000mm角まであります。少量生産が殆どで要求サイズはJIS並級程
度です。

超多品種少量生産です。
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17 （株）東信テクニカ
自社ブランドの発電機、溶接機、小型建設
機機械の輸出販売

小型建設機械（プレートコンパクター、コンクリートカッター、ローラー
等）の完成品組み立て

海外からの半完成品と日本製部品を組み立て、小型建設道
路機械完成品を製造する能力が必要。また。コンテナ単位で
の部品納入となるため、４０”コンテナ（大型トラック）が敷地内
に入るスペースが必要。

ＩＳＯ９００１認証取得は尚良いです。

18 （株）トラウム 総合商社 金属・樹脂切削加工設計～組立一貫生産鋳造～完成品まで 機械設備：マシニングセンター・NC旋盤・複合旋盤
検査設備：３次元測定器・ﾋﾟﾝゲージ等ISO9001
取得ﾒｰｶｰ

19 長尾工業（株）
精密機械加工部品の製造・販売。自動旋
盤複合機による丸物量産体制-郡山工場
（約80台設備）

加工内容：ＮＣ自動旋盤、ＮＣ旋盤、Ｍ/Ｃ
材質：真鍮、ＳＵＳ、ｱﾙﾐ、鉄
寸法：手のひらサイズ
数量：自動旋盤100～500、5，000～10，000、　ＮＣ旋盤、Ｍ/Ｃ　1～
50、100～300

上記記載。
見積り対応の迅速さ。検査の対応。丁寧な仕
事。

20 （株）ナカヨ
情報通信機器の開発、製造、販売。環境
およびエネルギー設備関連機器、関連商
品の製造、販売。

１．プラスチック(樹脂)　成形品　・加工内容：射出成形+印刷、塗装など
の2次加工　・材質：PS材、PMMA(アクリル)、ABS材　・数量等：外装成
形品を得意とし、ﾛｯﾄｻｲｽﾞ500個/月～10，000個の成形可能(生産期間
は2～3年)　・生産工場：海外に生産拠点(中国(上海、シンセン)、タイな
ど)を所有
２．金属部品(板金)　・加工内容①板金、筐体加工(19ｲﾝﾁﾗｯｸの大きさ)
②メッキ、塗装が可能(メッキは三価クロメート、塗装は紛体、溶剤塗装
など)　③材質：ＡＬ(A5052、5053P)、ＳＵＳ(SUS303、304、430(2B材、タ
ンデム材))、鉄
３．ゴム成形　①接点ラバーの成形　②接点部のカーボン印刷　③材
質：シリコンゴム(硬度40～60度)
４．フィルム基材加工①PET、PC材等を使用しての打抜き、ルーター加
工②基材への印刷

１．プラスチック　・設備：射出成型機：180t～1000tクラス※イ
ンサート成形、超音波溶着機など　・塗装：(溶剤、UV塗装)、
印刷スピンドル、ロボットでの塗装、シルク、タンポ印刷加工
機などが自社内にあること。　・仕様：透明成形品(外観部)の
成形
２．板金・　設備：板金：レーザー複合機、タレパン、ベンダー、
スペーサーなどのカシメ設備等　・塗　装：自社内で塗装ライ
ンを所有(溶剤、紛体)
３．ゴム成形・ゴム成形機、カーボン印刷機などの所有
４．フィルム基材加工　・打抜き加工機(断裁機)、ルーター加
工機・シルク、タンポ印刷機

21 橋永金属（株）

非鉄金属材料の卸売業アルミ・伸銅品・ス
テンレス関連の素材及び一次加工品の販
売アルミセンターレス材の在庫販売及び受
託加工

：マシニング加工では、手の平サイズが多い　数量は、1000個以下
：NC旋盤（棒材からの加工）では、φ5～φ30前後　数量は、多種多様
量産は、3万/月もあり

マシニング加工機CNC旋盤加工検査機器 ISO9001又はこれに準じる規格

22 日置（株）

化成品全般のプレス加工・組立を含む機
能部品加工メーカーです。

多岐にわたる分野へ、多種多様の部品を
供給しております。

小ロット対応の金属・ゴム・樹脂加工(切削、成型、板金等)を模索して
おります。

また、繊維系素材を小ロットで提供し、縫製も模索しております。

・高精度・素材、材料のバリエーションが豊富であること

23 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

フットワーク良く情熱をもって共に取り組める事

24 富士スチール（株） 鋼構造物の製作と現地取り付け

①耐震補強用の鋼製部材製作
②形鋼の加工
③寸法については、鋼道路橋示方書に準ずる
④材料については、支給でも可
⑤塗装に対応できるとなお可

①溶接の技量（超音波探傷試験に対応できる）
②図面の読解力

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm4_supplyer/ からお申込みください
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25 フジセン技工（株）

電気機器・半導体製造装置・調整省力化
装置・測定機器等の産業機器

①開発・設計　②精密板金部品　③機械部
品加工　④組立、配線上記に付帯する一
切の業務（一貫生産）

・多品種小ロット

※短納期フレーム溶接、製缶、切削加工（SUS、鉄、アルミ）、旋盤
3次元測定機、デジタルノギス、ネジ類のゲージ

26 古河機械金属（株）

下水処理施設ﾎﾟﾝﾌﾟ等産業機械、鉄道・高
速道路山岳ﾄﾝﾈﾙ工事用ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ・ｸﾛｰﾗ
等さく岩機、ﾄﾗｯｸ物流用ﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ、電線・
銅管等用銅、LED・携帯電話等用半導体材
料の高純度金属ﾋ素、船底塗料に使用され
る亜酸化銅等の生産。

1. 油圧ｼｮﾍﾞﾙ類似品に使用する曲げ・溶接を含む製缶部品（ｱｰﾑ、ﾌ
ﾚｰﾑ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ等）で、t22以下　約1，500mm以下　・ｱｰﾑ等のﾋﾟﾝ接合部
は横中ぐり盤等使用要　（5個/月程度）。

2. 同上用の燃料・ｵｲﾙﾀﾝｸで t3.2， t4.5 　約 1，300W x 600L x 1，000
以下　・漏れ試験要　（5個/月程度）。

1. 切り板・曲げ・溶接・（ｶﾁｵﾝ下塗り塗装）をなるべく一貫して
行えること。
2. できれば大型水槽等のﾀﾝｸ密閉度・漏れ試験が行えるこ
と。
3. 構造変更等を検討して、CDの提案をして頂けること。

1. お見積りに関して、内訳（材料、曲げ・機械加
工、溶接、塗装費等）を提示して頂けること。
2. 試作・価格のお見積りを事前に提出頂けるこ
と。
（3. 3Dﾃﾞｰﾀやりとり、EDIによる発注が可能なこ
と。）

27 （株）理工電気　東京営業所

製造業：
①受託生産　②精密切削加工　③射出成
形加工　④各種ケーブルハーネス加工　⑤
制御盤設計製作　⑥全自動組立検査梱包
機設計製作　⑦治工具検査機設計製作
⑧8モジュール組立　⑨ＳＩ

①制御盤設計製作、②自動機の設計製作、③各種ケーブルハーネス
（半田・圧着）少量多品種、④精密切削加工　少量多品種

納期・品質・価格の対応力がある事長いお取引を希望契約の
締結は必須

ＩＳＯ９００１は必須ではないですが、ＰＤＣＡが動
いている事を希望します。

28 ワコオ工業（株）

１、プラント施設の安全弁・バルブやポンプ
類のメンテナンス業務が主で、
２、浄水場や清掃工場の機械据付工事や
加工、改修工事
３、各種配管工事、浄化施設や製油所の
点検整備業務
４、その他機器類のメンテナンスや付随す
る部品の加工・修理及び製作

１、緊急性の対応に協力出来る企業を探して居ます
２、現場作業に対応出来る企業を求めます

１、現場作業に対応出来る企業を求めます 特に無し

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/h30bm4_supplyer/ からお申込みください


