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1 旭化成建材（株）
http://www.asahikasei-
kenzai.com/

1. 建築材料の製造及び販売　2.
土木資材の製造及び販売
3. 建設工事及び土木工事の設
計、監理及び請負
4. 産業廃棄物及び一般廃棄物の
収集、運搬、処理及び再生
5. 損害保険代理業　6. 前各号に
付帯、関連する事業

キースイッチの試作をお願いしたい。そのキースイッチの要求は
１）キーが差し込まれたらOFF，抜いたらONの接点が欲しい
２）キーは右に回すと抜けず、左に回すと抜ける構造
３）１）に加えてNO、NC接点（希望は2a2b）が欲しい
４）キーの種類は複数種類（最低でも5種類）欲しい
５）スイッチは30φ 、25φ 、22φ の大きさ
６）一般的なスイッチBOXに収まる長さにしてほしい

別添の図面を参照下さい。

左記製品の試作が可能でしたら、特に要求は有りません。

2 旭化成テクノプラス（株） http://www.aktp.co.jp
プラスチック材料、部品、製品の製
造販売

案件①：ｔ＝１のアルミ板に塩ビ化粧フィルム貼り付けた３３０×１６
５の板プレートを、透明樹脂で周囲を固めて保存できるようにした
い。出来上がり寸法は、ｔ＝５×３５０×１８５程度としたい。

①注型等の加工方法により樹脂で固めるとき気泡などが
入らないよう高品位に保つことができる技術。

3 旭中部資材（株）　古河工場

http://www.asachunet.co.j
p/
http://product.asachunet.c
o.jp/

当社は建設工事と製造流通事業
からなり、当事業所においては、
NC加工機や真空成型機を使用し
た内外装建材の加工製造をしてお
ります。

当事業所においては、ＮＣ加工機や真空成型機を使用した内外装
建材を加工製造しております。そこで切削加工技術や成型技術を
持った協力会社様、切削刃物メーカー様、建材メーカー様など当社
とお取引頂ける企業様を幅広く、探しております。また、当社設備・
技術を活用、応用した、新製品開発も積極的に行っていきたいと考
えておりますので真空成型やＮＣ加工にご興味があり、タイアップし
て頂ける様な企業様も募集しております。

・特にありませんが創意と熱意のある企業様を募集してお
ります。

4 （株）井口一世 http://www.iguchi.ne.jp

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

【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。

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。

5 共栄工業（株） http://kye.jp/

共栄工業はオフィス家具から培っ
たノウハウに基づき、企画から開
発、設計、製造、供給まで、ワンス
トップサービスでご提供し、お客様
のニーズをもとに、スチール、樹
脂、ガラス、木、等の素材をデザイ
ンや機能の特色に合わせて利用
し、さらに他社にはないオリジナル
開発部品を使用した、満足度の高
い特注品の提案ができる総合技
術メーカーです。

・板金製筐体（主に保管庫・ロッカー類）の構造用補強類
・ダンパー（家具用）
・小型インテリア製品など

・設備：板金レーザー加工機又はタレパン、パネルベン
ダー、ブレーキプレス、プレス、スポット溶接機、炭酸ガス
半自動溶接機、TIG溶接機、金属焼付塗装など
・熱可塑性樹脂射出成型機
・超音波溶着設備

①品質、②小ロットでもコスト競争力が高い、③
納期対応力（特に１月から３月期）、④板金加工
及び家具類に応用可能な要素技術など、得意と
する技術を提案ください。

6
サクサホールディングス
（株）

http://www.saxa.co.jp/
情報通信システムの機器および部
品の開発、製造および販売を主と
して行う子会社の経営管理等

①　IoT／M2M関連のソリューションに活用できる機器、センサーお
よびクラウドサービスなどのご紹介をお願いします。
　→弊社の機器と組み合わせてIoT／M2Mソリューションが提供可
能なセンサーやクラウドサービスなどを希望します。

②　弊社が販売している情報通信システムとソリューションが可能
なサービス、機器のご紹介をお願いいたします。
　→弊社の情報通信システムを組み合わせることでより提供価値
が高まる機器やサービスを希望します。

・カスタマイズが可能なこと。
・小ロットでの対応が可能なこと。

・品質保証体制が構築されていること。

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/
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7 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」
「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」

8 ジスクソフト（株） http://www.jisc.co.jp

制御ソフトの受託開発、スマート
フォン・タブレットのアプリ開発、イ
ンフラ構築、運用、メンテナンスの
エンジニア派遣を主としたソフト・
サービス

顧客から受託したソフトウェア開発作業の一部をお願いします。
分野は機器の制御用のソフト開発、スマデバ系のアプリ開発、業務
システムの開発です。

技術スキル：Ｃ言語、Ｃ＃、JAVAなどの経験者

弊社と長期的に取引をして頂ける企業様を希望
します。
出来れば当社の方針に共感を頂き「共に成長す
る」企業様を求めています。

9 （株）シンセー http://shinse-bm.co.jp

システム開発、パッケージソフト開
発
コンピュータ導入時のコンサルティ
ング
オンラインネットワークの構築
ビル管理システムの構築

システム開発におけるパートナー募集
計測を中心としたシステムの開発を行っています。これらのいずれ
かの分野に精通したパートナーを求めています。
①　放射線センサーを中心としたセンシング技術
②　微少電流を増幅するアナログ回路技術
③　組込ＣＰＵを中心としたデジタル回路技術
④　ＣＰＵを中心としたプログラミング技術
⑤　データ伝送するための伝送技術
⑦　データ解析、蓄積するデータ処理プログラミング技術
⑧　上記分野を総合的にシステム化する技術
開発を中心に行っていますので、新しく製品化することに意欲的に
取り組んでいただけることを希望します。

新技術の導入に意欲的であることを求めます。

全体として開発案件なので、具体的な物件はそ
の都度打合せにさせていただきます。その中で
コスト、納期等の詳細を提案させていただきま
す。

10 （株）清康社
http://www.seikosya.co.jp/
index.html

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、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。
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客
のニーズに合う製品・サービスを求めており、それに叶う協業先を
求めている。

『省エネ』や『防災』に関連する『BtoB』向けの製品・サービ
スを幅広く求めております。

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。

11
大陽工業（株）　八王子事業
所　ＦＳ装置カンパニー

http://www.bunsha.co.jp/

本社（五反田）
八王子事業所：産業機器/医療機
器　精密機器の設計、板金、塗
装、組立一貫生産。
羽生事業所：プリント基板製造。

・精密板金加工：
多品種少量～短納期ロット生産。
処理鋼板、ステンレス板、アルミ板、銅板。
板厚ｔ0.3ｍｍ～ｔ6.0ｍｍ
・精密板金全般：
中物/シャーシ、他。
大物/板金筐体、アングル筐体、外装カバー。
・表面処理：ヘアライン処理、塗装処理、各種メッキ処理、シルク印
刷。

・板金加工設備が保有されていること。
・スポット溶接/仕上げ、溶接/仕上げ、溶接スタッド。
・製品に溶接またはカシメされる切削部材等の加工、調
達。

・ISO9001認証取得、準ずる検査基準による品
質保証体制が構築されていること。
・関東近郊、自社便による納入、受注発注で対
応可能なこと。
・安定した発注量はありませんが、長期取引に
対応して頂ける企業。

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/
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12 電子磁気工業（株） http://www.emic-jp.com

磁気応用製品の開発型製造業で
す。応用製品には自動車、航空
機、鉄道車両の部品検査に使わ
れる磁粉探傷機、渦流探傷機、お
よび省エネモータ、EV/HEVモー
タ、ロボットに使用される高性能磁
石の着磁装置などがあります。

弊社装置は磁気を応用した産業機械ですが、下記の装置あるいは
類似装置の設計や製作実績のある企業様に、設計→部品設計→
機械加工→板金加工→組み立て→電気制御（設計、製作、配線）
→調整→試運転の工程を、ワンストップもしくは部分工程を担当し
ていただきたい。
【類似装置】
１．搬送系を含む産業機械
２．ＦＡ機械
３．圧入機械
４．リークテスタ

下記の設計、製作実績があることです。
【類似装置】
１．搬送系を含む産業機械
２．ＦＡ機械
３．圧入機械
４．リークテスタなど

各工程に責任者が決められていることが望まし
いです。

13 （株）日本テクナート http://www.technart.com/

電子機器の開発、設計、製造、販
売事業
自社ブランド製品として安全試験
器（絶縁耐圧試験機等）のほか、
工場の生産設備として超精密電動
トルクドライバーを開発～製造、販
売まで一貫して行っております。

依頼内容：自動絶縁耐圧試験器や高電圧試験器制御部等の組
立・配線業務

製造ロット数：1～50台/LOT

希望納期：2～3週間程度（部材支給後）

その他：各種圧着工具、半田こて等を使用した配線作業です。板
金、電気部品等の部材は当社より支給します。一般的な線材、ねじ
等の調達については別途ご相談させていただきます。
少量多品種、短納期の製造に協力いただけるパートナーを探して
おります。

必要な設備：
圧着工具（AMP,日圧等）
半田こて、テスター、ヒートガン（熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ収縮用）

14
日立メディカルコンピュータ
（株）

http://www.hitachi-
mc.co.jp/

医科、歯科、調剤薬局向けにコン
ピュータシステムを販売しておりま
す。弊社お客様向けのお役立ち商
品を募集しております。

医療、介護、在宅医療に関わる商材、具体的には医療機関（医
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
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
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。

○特に技術、設備で必要不可欠なものはありませんが、納
期が掛かる、商品の消費期間が短いものはお断りしており
ます。

○特に技術、設備で必要不可欠なものはありま
せんが、納期が掛かる、商品の消費期間が短い
ものはお断りしております。

15 （株）みはし工芸 mihashi-kogei.com

タイル、人造石、人工大理石など
建築物の内外装材の製造、販売、
設計施工管理。
家具、ドアの製造、販売、設計施
工管理。

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
工及び取付施工管理。
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、切削
加工及び取付施工管理。
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、塗装をすることもある。
寸法は、施工場所により異なる。

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年以上ある企業様。
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。

全社員の方に安全衛生教育を受講させている
企業様

16 ヤマトプロテック（株）
http://www.yamatoprotec.
co.jp

消防設備機器の設計製造販売、
消防施設施工、消防施設保守点
検

産業機械向け消火装置の部品（SUS切削加工品）、ＳＰヘッド部品
（真鍮切削）、鋼材ﾌﾟﾚｽ

NC旋盤機、鍍金処理
産業機械向け消火装置の部品（SUS切削加工品）は　100
個/月　3点の組み合わせになります。
ＳＰヘッド部品（真鍮切削）、鋼材ﾌﾟﾚｽは　10,000個/月　で
切削、金型によるプレス、鍍金処理となります。

ＩＳＯに準じた品質管理規定が定められている
事。

17 淀川ヒューテック（株） www.yodogawa.co.jp
フッ素樹脂の成形・加工メーカー。
半導体・液晶・チップコンデンサー
などの製造設備メーカー。

フッ素樹脂を中心にスーパーエンプラなどの加工先を希望。主に半
導体や液晶などの製造設備の樹脂部品。船舶・車載・油圧・食品
関連の樹脂部品。

旋盤やフライスなど。複合機があればベター。品質管理で
寸法測定機具。

ＩＳＯの取得が無くても、品質・納期など約束を守
れる事が大事です。

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/

http://www.emic-jp.com/

