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1 （株）青木精機製作所 http://www.aoki-seiki.co.jp
航空宇宙機器関連部品加工。各種
試験装置関連部品加工。海洋関連
部品加工。

①中・小物　切削・旋削加工（～φ500/□500）少量・多品
種　　②中・小物　切削・旋削加工（～φ500/□500）量産
（1000ヶ/ロット等）　③大物　切削・旋削加工（φ500/□500
～）　少量・多品種　　材質：鉄・SUS・アルミ・インコネル・樹
脂等多岐に渡る　　設備：マシニング・旋盤 etc

自主的検査基準があること

2 （株）旭商工社 http://www.kkamic.co.jp/

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） 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

弊社はカタログ・WEBショップを媒体とし、理化学機器・看護
介護用品を幅広い販路ネットワークを活かし、全国に販売
している卸商社です。弊社商流を利用し、大学や民間企業
の研究者、病院や介護施設の医療・介護従事者に商品を
PRされたい企業様のご提案をお待ちしています。ウェブ
ショップ：https://axel.as-1.co.jp/カタログ：研究向け、医療
向けカタログをそれぞれ2年に1度のペースで約20万部発
刊

●下記記載"求める商材例"の物販に限らず、各種
サービス(特注・加工・受託・計測機器の校正・理化学汎
用機器の点検レンタルなど）・技術を募集【求める商材
例】●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
材などなど

4 （株）アドバンス https://www.ab-advance.co.jp/

自動車、航空機、医療機器、OA・事
務機器など、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.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）３.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）４.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。※
特に「試作金型の型設計・駒製作」のご対応頂ける企業を
急募中。

＊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）伊東ＮＣ工業 https://www.ito-nc.com/
立型、横型マシニング加工、NC旋盤
加工による精密部品加工及び３次元
測定。

エンジン部品、自動車シャシ部品、半導体部品の加工材料
から製品までの一貫生産

トッラク等の大物部品加工　３次元測定機による測定 公差保証と加工ﾃﾞｰﾀの提出

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          
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6 （株）伊藤工業 https://ito-industry.co.jp

工作機械、重機、建築関係の溶接・
製缶加工・板金・3Dレーザー加工工
作機械の部品、建設重機の油圧配
管、門扉・フェンス（公共施設）、無響
室、防音室、建築金物、お風呂等の
製作

製缶・機械加工溶接・製缶加工・板金・3Dレーザー加工SS
SUS　ｱﾙﾐ　銅　MCﾅｲﾛﾝ

柔軟に対応できる事検査図面の提出をする事

7 （株）エージェンシーアシスト https://www.agency-assist.co.jp/

加工部品・調達事業：産業用機械装
置、製造機械設備、省力化機器等の
各種精密機械加工部品の調達・販
売マシナリー事業：機械装置や専用
治具の開発・設計・製作計測サービ
ス事業：加工部品・開発品の精密寸
法測定

加工部品を多品種少量で、1個から調達を承ります。 ・試
作／研究／開発分野等において精密機械加工部品の調
達 ・多品種少量で、小物から大物まで (金属切削／研削
／歯車／樹脂切削／板金加工) ・材料持ち全加工から焼
き入れ、表面処理等まで含めて一社購買ワンストップ対
応。 ・お客様の複雑多岐な調達・発注業務をお引き受け
し、 一式管理による省力化や効率化を実現します。

協力企業様として、技術力をご提供いただける企業様
との提携を増やす事を重要視しています。 ・精密機械
加工部品（金属切削・研削・歯車・樹脂切削・板金加工
など） ・加工精度1/100～1/1000 ・加工内容、材質は問
わず、幅広くニーズがございます。

8 （株）大江鉄工 http://www.ohe-iw.co.jp
プラント機器の製作・据付工事電力
プラントのメンテナンス工事

丸ダクト・角ダクトの製作大型製缶品 納期管理・品質管理

9 （株）カスタマイズ http://customize.co.jp/
販促向け商品の販売、音響機器、ス
マホ周辺機器の製造販売

上代価格100円～1000円くらいの製品 まだ発売されていない新商品やアイデア商品など

10 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 フレシキブルな対応 ISOを取得していると望ましい

11 ジスクソフト（株） http://www.jisc.co.jp/

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

◆装置の制御ソフトの開発　(メインフレーム・PCサーバ/ス
トレージ/ATM)◆業務システムのアプリ開発　(防衛ネット
ワーク/流通・小売/金融・保険・証券/エネルギー)◆スマー
トデバイスのアプリ開発　(iPad/iPhone/Androidスマホ・タブ
レット)

◆組込みソフトの開発能力　(ARM/ルネサスチップ開
発経験/C，C++)◆業務システムの開発能力　(Webシス
テム開発経験/C#.net，Java，SQL)

◆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◆パートナー様と弊社
がともに発展できる取引関係を作りたいと考えて
おります。

12 須川工業（株） http://www.skk-sugawa.co.jp/
自動車部品製造、鉄道部品製造、建
機関係部品製造

研磨加工、タップ面取り加工、機械加工（MC/NC等）表面
処理（鍍金、黒染等）、熱処理を希望。

自動車関係、鉄道関係の規格等に理解精通している
事。加工方法等を安く色々と提案して頂ける事。少量品
（トライ）、量産品まで柔軟に対応設備等を有している
事。

ISO9001等を取得していれば、もちろん良いが、
それと同等の管理が出来ていれば問題なし。管
理をしっかり出来る事が必要。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          

https://www.enami.co.jp/
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13 （株）清康社 http://www.seikosya.co.jp

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。

14 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。

15 大平洋機工（株） http://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

大型製缶加工、並びに切削を中心とする機械加工
大型製缶は７Ｍ程度の加工が可能な設備を保有してい
る協力会社様を希望します。

16 （株）大文字 http://www.dmnj.co.jp/
特許商品の開発及び販売促進商品
の開発とＳＤＧｓ対応商品の開拓

ＳＤＧｓ対応商品のご紹介と特許商品のご紹介 特には設備上は問いません。 特にはございません。

17 椿本興業（株） http://www.tsubaki.co.jp/

各種機械器具およびその部分品なら
びに付属品の販売業各種運搬機械
同付属品の販売ならびに運搬機械
装置の設計、製作および販売業上記
に付帯する据付ならびに工事請負業
金属製品、化学製品、窯業製品、木
材製品、繊維製品、油脂製品の販売
業

・動伝部品の追加工（穴あけなど）・製缶、組立、据付・機械
設計、製作、制御、据付調整

・設計から製作、調整まで一貫して請け負える・機械制
御を自社で管理できる

・建設業法を遵守している

18 （株）東京洗染機械製作所 http://www.tosen.com
業務用洗濯脱水機、乾燥機、アイロ
ン機器等の設計、製作、据付、アフ
ターサービス

アイロン機器　直径800mmφ長さ3500ｍｍLのパイプ製
缶、年間30本　材質SS材とそのベッド(凹型ジャケット付
き)、SUS304箱物製缶、一般薄板鋼材（SS，SUS)

3点曲げローラ、4.5m幅のプレス機があればBEST、製
缶機器，500mmφの大型鋳造品製作機械など

部品によっては検査表の提出、ミルシート提出

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          

https://www.satake-steel.com/
http://www.daikyogiken.co.jp/
http://www.devicenet.co.jp/
http://www.thk-1082.co.jp/
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19 （株）東光高岳　小山事業所 https://www.tktk.co.jp/ 電気機械器具関連の製造・販売

弊社の組立に使用する機械加工、板金、溶接、製缶、鋳造
等の部品を供給いただきたいです。材質は主に鉄、アル
ミ、銅、真鍮、ステンレスになります。目的は、コストダウン
になりますので、国内に限らず海外調達も可能な仕入先も
歓迎致します。

旋盤、マシニング、溶接機、ベンダー、プレス等です。協
力会社にて表面処理（溶融亜鉛メッキ、６価電気亜鉛
メッキ、塗装など）も可能であれば尚良いです。

20 （株）ハイテックス https://www.hitechs.co.jp

システムのコンサルティングから設
計・開発、検証、運用・サポートまで、
情報システムに関する総合的なサー
ビスを提供しています。

パッケージソフト開発（CAD/CAM、GIS(地図情報システ
ム)）、WEBアプリ、業務支援ソフト等の設計、開発、テスト。

オブジェクト指向言語(VC++、VC#、VC.net)の設計、開
発業務WEB系ソフト(Ruby、Java)の設計、開発

21 （株）ハイメックス http://www.himecs.com

「オンリーワンテクノロジー」を追求す
るハイメックスは、独自の３つのカテ
ゴリーに研究開発を加えた４つを事
業として展開しています。 また、
『Research＆Development』の精神を
常に大切にし、ユニークで新鮮な発
想とオンリーワン技術による物づくり
に挑戦します。

◇アルミパイプのセンタレス加工　外径φ40～φ100／L＝
2000以下◇円筒研磨加工外径φ40～φ100／L＝3000程
度◇キー加工を含めた機械加工　　アルミ／鉄／SUS

◇センタレス研磨機◇円筒研削盤◇複合加工機

22 橋永金属（株） https://www.hashinaga.co.jp
非鉄金属材料の卸売業アルミセン
ターレス材の在庫販売

非鉄金属材料の、アルミ・伸銅品・ステンレス材がメイン切
削品で、少量から量産10，000以上あり

設備は、スイス型旋盤およびマシニング加工機検査設
備は必須

ISO9001取得していましたらベスト又は、ISOに
代わる規格

23 （株）濱田屋商店 http;//:www.hama-x.co.jp

各種船級・土木/建築用・プラント・機
器メーカー向け特殊ボルト・ナットM6
～M300迄対応熱間鍛造ボルト・大型
転造ネジ対応

丸鋼からの加工、①長尺加工　②ネジ切り加工　③30厚以
上の鋼板加工上記以外はφ20以下のプラントに使用され
る部品及び難削材の加工可能な企業6

旋盤　マシニング　放電加工　研磨加工

24 （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）・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

25 日置（株） http://www.hioki-kk.co.jp/

マルチメディア機器・弱電・家電・自
動車・音響・文具・雑貨等多岐分野
への機能部品製造販売。ワンストッ
プサービスにて対応可能です。

樹脂成型・板金・プレス・切削・縫製
樹脂成型：小ロット(200～400t)、大型(1000t以上)板金・
プレス・切削：小ロット縫製：国内

不問

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          

https://www.tanizawa.co.jp/
http://www.haradacorp.co.jp/
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26 （株）フォトクラフト社 www.photocraft.co.jp

グラフィック製作会社商業施設、公共
交通機関、公共施設、博物館等の大
型グラフィックを中心とした企画・製
作・施工業務全般。デジタルサイ
ネージ、高精細ＬＥＤビジョンの販売、
リース対応。

屋外広告等の筐体の設計施工。デジタルサイネージのコ
ンテンツ制作、企画等。広告・ディスプレイ等の企画デザイ
ン業務。現場への人材手配。

ＬＥＤビジョン等の筐体・フレーム等の設計・製作。企画デザイン業務。プリントメディアの共同開発。ＳＤＧｓへの取組等。

27 （株）フカサワ hittp://www.fukasawa.co.jp/
1）締結部品及び、締結関連部品の
設計・開発・販売2）機械及び測定機
器の設計・開発・販売

・お客様業種が多種多様な為、先ずは品質面の管理と
データの提出（検査表・ミルシート・chemSERPA等）が出来
るところ。・ASSY品仕上げ（溶接・カシメ・圧入・組立等）ま
で出来るところ。

・ISO9001認証取得

28 富士・フォイトハイドロ（株） http://voith.com/jpn-ja/index.html

１．水力タービン、発電機を含む電気
機械器具の設計、製造及び販売２．
電気工事及び機械器具設置工事の
請負３．上記（１）、（２）に関する一切
の事業

１．加工内容：溶接→熱処理→非破壊検査→機械加工→
塗装２．材質：SS400，SUS410，SUS304等　３．形状：丸形
３．寸法：Φ200～2000 H200～1000　４．分割構造（２～８）
５．1/100台嵌合部有り（例H7/h6)

１．上記製作品をまとめる能力・・加工設備ない場合で
も外注を使用して完成品としてまとめられる。２．形状
が丸物主体のため加工には立旋盤が必須。

29 富士電機ＩＴセンター（株） https://www.fujielectric.co.jp/fitc/

・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

業務システムの開発能力他

30 ＭｉｃｒｏＷｏｒｌｄ（株） https://microworld.co.jp/

2018年設立のITソリューション・IoT事
業の企画開発販売とシステム開発、
コンサルティング事業をメイン事業と
している会社です。プライム案件が8
割以上で、大手企業からの引き合い
も多く請け負っています。

SES案件（WEBシステム開発、アプリ開発など）
・Java，JavaScriptなどのWEBシステム設計・開発・試
験・Swift、OCなどモバイルアプリの設計・開発・試験

・常駐型の対応も可能

31 森尾電機（株） http://www.morio.co.jp/

1　鉄道用電気機器製造販売事業2
自動車用電気機器製造販売事業3
船舶等用電気機器製造販売事業4
不動産関連事業

電車の床下配電箱（長さ3.5ｍ～4.5ｍの鉄の加工）①3.5ｍ
以上のベンダーを持っている業者を探しています。②床下
配電箱の中に電装品を組み込むためにハーネス加工ので
きる業者を探しています。

①溶接技量②ひずみの調整作業③3.5ｍ以上のベン
ダーを持っている業者を探しています。

特になし

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          

http://voith.com/jpn-ja/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/fit
http://www.rikohdenki.jp/
http://www.rikohdenki.jp/
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32 （株）理工電気 https://rikohdenki.jp

製造業（電子部品受託生産・精密切
削部品加工・MIL規格コネクタの製作
及びケーブルハーネス・全自動組立
検査梱包機及び改良の設計製作・制
御盤の設計製作・ロボットハンドの設
計製作及び制御開発・治工具、検査
機器の設計製作

１．制御盤の設計製作２．ロボットの制御開発３．精密切削
加工４．各種ケーブルハーネス加工

１．PDCAを実行される企業様２．検査データ等、保管
運用ができる３．長いお取引をして頂ける事

ご面談時、保有設備、検査機器のご説明をお聞
きしたい。

専用WEBサイト https://www.iqform.jp/tokyo-kosha/pc/enquete/r1bm4_supplier/からお申込みください          

http://www.rikohdenki.jp/

