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1 （株）愛光 http://www.aiko.co.jp/

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ＳＴＫＭ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)

VE・VA案件の実績が豊富な仕入先を求む。
ＩＳＯ－９００１、１４００１などの認証取得は必
須。

2 （株）アイ電子工業 htpp://www.ailove.co.jp/
電子機器、産業機器、医療機器、
開発製造

・自動機、検査装置の電気配線､PLC、ﾒｶ組立、改造を出張でご対
応（応援）頂ける企業様②設計・PLC（電気、ﾒｶ）受託作業出来る
企業様

図面を見て電気配線、ホーミング、IOﾁｪｯｸが出来る事。
PLCを現地で現機種の改造修正ﾃﾞﾊﾞｯｸ出来れば尚良いで
す。

3 アイベステクノ（株） http://www.ibes-techno.com

・監視盤、配電盤、各種自動制御
盤、受電設備その他電機制御装
置の設計並びに製作販売・コン
ピューターソフトウェアの開発及び
販売・電気設備設計に伴う電気配
線及び各種配管据付工事・メカト
ロニクスのメンテナンス及び販売
並びに設計・製作

高低圧盤、制御盤の設計および製作 電気盤の設計ＰＣおよびＰＬＣソフト設計配線組立
特に工場プラント向け盤の設計製作の実績が
あれば良い。

4 アクアス（株） http://www.aquas.co.jp
工業用水処理薬品・装置・プラント
設備の製造・販売

・水処理プラント設備における現地での機械工事（搬入・据付、配
管、塗装、保温）電気工事、・制御盤設計・製作・水処理設備の設
計・製図作業

中規模プラント設備に対する詳細設計・施工能力
現地工事においては該当する建設業許認可の
取得

5 アズワン（株） https://www.as-1.co.jp/
研究用機器機材、看護、介護用
品、その他科学機器の販売

●研究分野（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（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、
海洋資材、消耗品（ＤＩＹ用品）、各種家電製品、電子機器、電子部
品、オイル、グリース、ケミカル製品、各種テープ製品など）●各種
サービス分野（各種受託サービス、校正（計測機器）・点検・修理
サービス、レンタル、中古機器販売・買取サービス、特殊加工な
ど）●異業種分野（ホームセンター納入業者様、雑貨店・ホビー
ショップ納入業者様など）

各研究機関、大学研究室、工場、製造現場、病院、介護
施設に自社の商品、技術、サービスをPR、販路開拓され
たい企業様を募集します。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          
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6 （株）井口一世 http://www.iguchi.ne.jp/index.html

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、切削+塗装、表面処理の一貫加工・精密板
金加工、板金+塗装、表面処理の一貫加工＜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1，
500㎜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個程度（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・
三次元測定器、画像測定器等の設備保有と出荷検査の
徹底

・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・見積納期厳守・
英字図面の解読可能（概略レベル）

7 （株）エナミ精機 https://www.enami.co.jp/
プレス、金型省力設備ライン製造
販売

単品になります。製缶品に関してはSS金型部品についてはSKD11
ロールについてはφ100位～700位迄有る。

5面加工機、各横、縦マシニングワイヤー、放電、研磨加
工NC旋盤、円筒研磨機プロファイル機ターニング機（SKD
でも対応可能な）

三次元測定機等、検査のしっかりした所

8 （株）大江鉄工 http://www.ohe-iw.co.jp/
電力プラントの建設・メンテナンス
工事プラント機器の製造

製缶品の製造プラント配管のプレハブ・取り付け のこ盤プレス

9 大森機械工業（株） http://www.omori.co.jp/
包装用機械および包装関連機器
の製造・販売

材質：鉄、SUS、アルミなどの金属。材料調達～表面処理まで可能
なこと。寸法：L=10～L=2，000程度数量：1個～

・弊社は受注生産のため、短納期対応が求められ、発注
後1～3日での納品要求もしばしば発生します。それに対
応するためのレスポンスの良さを要望致します。・主には
切削加工、板金加工での募集ですが組立もできるとなお
可です。

10 （株）桶谷製作所 http://www.e-oketani.co.jp/
大型製缶、機械加工の一貫生産
中小物　商社機能で部品手配組
立案件も提案

鉄、アルミ，SUSの製缶、機械加工の部品加工
製缶設備、機械加工設備（マシンニング、旋盤等）処理ま
で対応してもらえば有難いです

短納期対応、組立（仮組み）ＱＣＤを求めており
ます

11
サクサシステムエンジニアリ
ング（株）

https://www.saxasystem.jp/
通信システム、情報システムのソ
フトウェア開発、システム開発、運
用保守

ソフトウェア開発における設計工程～評価工程までの一連の作
業。

開発言語：Java、C/C+、Web系スクリプト言語プラット
フォーム：Tron系OS、Windows、Linux、iOS、Android

12 サクサテクノ（株） https://www.saxa.co.jp/techno/
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を取得されていると望ましい

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          
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13 佐竹特殊鋼（株） http://www.satake-steel.com
特殊鋼販売　精密加工品製造販
売

１ケ～１００ケ　マシニング加工、ＮＣ旋盤、汎用旋盤加工を必要と
される物。また、研磨等での精度が必要な加工部品。

マシニングセンター、ＮＣ旋盤、汎用旋盤、研磨、ワイヤー
加工機をお持ちの業者。

ＩＳＯ9001又はそれに代わる社内検査規程をお
持ちなら尚可。

14 サンテク（株） http://www.santec.co.jp/

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が可能なこ
と」

オリジナル商品を希望

15 泉工医科工業（株） http://www.mera.co.jp

人工心肺装置、人工肺、人工弁等
の人工臓器およびディスポーザブ
ル製品の製造販売。IABP補助循
環装置、電気メス、麻酔システム
およびディスポーザブル製品の製
造販売。人工関節の製造販売。病
医院機器の販売。医療機器の輸
出入業務。

1) 機械加工(AL、SUS、樹脂等)。2) 板金･溶接(SUS、SPCC t=0.6
～2.5)3) ハーネス製作及び組立・検査4) 医療機器の機械設計

1) 医療機器の部品製造等の経験を持っている。2) 医療機
器の機械設計の経験がある。

ISO13485又は9001の認証を取得している。又
は同等の、品質管理及び記録管理が徹底され
ている。

16 大協技研工業（株） http://www.daikyogiken.co.jp/

弊社は粘着テープのトータルプラ
ンナーです。　お客様のニーズに
合わせ、材料選定から使い勝手を
意識した形状提案まで高い品質レ
ベルで行います。また少量からの
受託製造も得意としており、数々
のオリジナル製品の企画、加工、
販売も行っております。

工業用粘着製品　2次加工、高機能プラスチック（PC，PET，
PTFE，PI，POM，etc）2次加工、スリット、ラミネート、抜き加工、コ
ンバーティング、工業用接着ホットメルトコーティング

プレス加工、100㎜-2000㎜クリーンルームクラス1000での
作業環境　クイックプレス　300～500角　ISO9001、14001
取得していること。手作業検査梱包（クリーン環境　クラス
10000）製函、印刷

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          
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17 大日本商事（株） http://www.dnp.co.jp/dnp_trading/
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。

18 大平洋機工（株） http//www.taiheiyo-kikou.com/
スラリーポンプ・汚泥ポンプ・各種
ミキサを中心とした一般産業用機
械製造業

・ハステロイ、その他難作材の機械加工・ステンレス製缶・最小ロッ
ト、最短納期寸法・寸法は製品によってマチマチです。

・縦型マシニング（横型もあれば尚可）・ボーリング・五面加
工機（あれば可）

19 （株）谷沢製作所 https://www.tanizawa.co.jp/

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。

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

・アラミド等の特殊生地を縫製出来る・保護帽を磨き塗装
出来る等々

20
ディレクトシステムサ－ビス
（株）

http;//www directs.jp

海外の富裕層の顧客と日本の医
療を結びつけるサ－ビスを企画し
ている。美容系を中心としている。
その他インバウンド系の企業にあ
るいは直海外に物販、サ－ビスの
提供を行っている。

インバウンド向けのクリニック等に提案できる商品・企画・サ－ビ
ス。海外の方に紹介できる商品。また医科、歯科、調剤向けに提
案できる商品。

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。

インバウンド、あるいは医療事業者向けに販売
をするので根気よくサポ－トをしていただける企
業を募集しております。

21 東京システムハウス（株） https://www.tsh-world.co.jp/
ソフトウェア開発全般（出展部門）
研究案件に関わるソフトウェア開
発、調査、実証実験作業

研究案件に関わるソフトウェア開発、調査、実証実験作業の委託、
機器の調達。

・研究課題の主旨や内容を読み解く理解力・先進的な技
術や事例に対する幅広い好奇心、探求心・ソフトウェア開
発及びITデバイス、通信に関する柔軟で幅広い知識

22 内外テック（株） http://www.naigaitec.co.jp/
空気圧機器、同応用機器類、工作
機械、電気機器、 電子機器その
他工具類の売買および輸出入

客先要望（図面指示）の金属・樹脂加工、板金、製罐の対応ができ
る企業

価格・納期対応（対海外…中国等）小ロット多品種

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          
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23 長尾工業（株）東京営業所 http://www.nagao-inck.co.jp
金属・樹脂の切削加工。福島県郡
山市に100台近くの設備を持った
工場保有。

機械加工。試作小ロットから量産まで。材質は一般的なものが中
心。サイズは手のひら程度のもの。100分台程度。

ＮＣ自動旋盤複合機ＮＣ旋盤、Ｍ/Ｃ
ISOの取得は必然ではありません。早い見積り
対応。出荷に際しては検査データ等が必要で
す。永いお付き合いができる先を希望します。

24 （株）パワージェクト http://www.powerjects.co.jp/

プレス金型、モールド金型の設
計、製作、販売及び各種部品製
作、販売。各種生産設備の設計、
製作（自動機、治工具）各種試作

・絞りのパンチ、ダイの加工で材質は超硬及びスチール（ダイス
鋼、ハイス鋼使用）・モールドベースサイズ　横500～800位・生産
設備の自動機部品、治具部品（材質SUS、SKD、SKH、超硬、アル
ミ、樹脂）

・高速マシニングで直彫り加工（ダイス鋼、ハイス鋼）・納入
時には検査データを必ず添付可能かどうか。・依頼案件に
対するレスポンスの速さ。

25 （株）ぴーぷる https://www.people.co.jp/

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）

要件定義、基本設計等の上流工程が出来る

26 富士・フォイトハイドロ（株） http://voith.com/jpn-ja/index.html
水車、発電機設備一式製造及び
販売に関わる一切の事業

＜発注品概要＞溶接→熱処理→非破壊検査→機械加工→塗装
材料：SS，SUS  形状：丸形が主体（Φ500～3000，H300～2000)
嵌合部（例H7/h6) 部品の分割数：2～8

・機械加工：立旋盤必須

27 富士ソフト（株） http://www.fsi.co.jp/

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。

詳細につきまして、後日ご連絡させていただきます。 詳細につきまして、後日ご連絡させていただきます。

28 ホーコス（株） http://www.horkos.co.jp
工作機械、環境改善機器、建築設
備機器の製造販売及びサービス
（設置、メンテナンス）

ＳＵＳ板金・製缶、ＳＳ製缶（メッキ仕上げ)等、ＳＵＳｔ1.0～4.0酸洗・
研磨・塗装、パイプのフレア加工・バーリング加工・Ｒ曲げ

複合機（レーザー、タレパン）、プレスブレーキ、アイアン
ワーカー、ロール、シャーリング、汎用旋盤、フライス盤、メ
タルソー、配管加工機

ゼネコン・サブコンと取引がなく、弊社コンペチ
ターの協力会社でないこと。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          
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29 （株）ミタカ精機 http://www.mitakaseiki.co.jp/

各種分析機器・半導体製造装置
部品・医療機器・食品機など多業
種の部品製造及び装置組立から
電気配線まで対応しております。

１、旋盤加工　外径10～450くらいまで２、マシニング加工　手のひ
らサイズから600角、それ以上のサイズもあります。３、数量は小
ロット多品種が基本、量産もあります。４、材質　アルミ・鉄・SUS・
樹脂等

NC旋盤、マシニングセンター、ワイヤー放電加工機、表面
研磨、レーザー加工機、ガンドリル、板金・製缶等

短時間（１～2日）の見積もり回答をお願いしま
す。

30 ヤマコー（株） https://yamaco.jp

ホテル＆レストラン向け業務用商
品（調理道具・器・備品・演出小
物・紙製品等）の企画製造卸。 店
舗什器の企画製造卸。ライフスタ
イル商品（生活雑貨）の企画製造
卸。 コンセプトは、「天然素材を活
かす」です。

天然素材の外注加工先様を求めます。当社のホームページご覧
いただき、関連商品の外注加工が可能な先様の協力を希望いた
します。 自社技術で、当社の販売ルートに活かせる商材があれ
ば、ぜひご提案ください。

・発注案件に見合うもの・少量多品種のご対応を希望しま
す。

なし

31 （株）理工電気 http:/www.rikohdenki.jp

製造業①精密切削部品製作　②
射出成形部品製作及び樹脂めっ
き③各種ケーブルアッセンブリー
④電気部品及びモジュール機器
の受託生産　⑤各種制御盤の設
計製作　⑥全自動組立検査梱包
機の設計製作　⑦ロボットハンド
の制御設計、製作　⑧ＭＩＬ規格コ
ネクタの生産販売　⑨亜鉛及びア
ルミダイカストの生産

ロボット制御・製作精密切削加工（角もの・丸もの）亜鉛ダイカスト・
アルミダイカスト(製作＋めっきまで）

①生産能力(設備の公開）　②エンジニアの有無　　　　③
納期の協力

ＰＤＣＡが確立されている事

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/2019bm1_supplier/ からお申込みください          


