
平成28年度　福山地区広域取引商談会　発注案件一覧

【国内案件】

№ 事業所名 URL 所在地
資本金

（百万円）
従業員 主要製品 発注内容 希望条件等

1 ㈱IHI機械システム 
http://www.ihi.co
.jp

山口県 480 310 真空熱処理炉
左記の真空容器及び付属設備（配管・架台等）
制御盤の設計製作
外部搬送装置

2 アイセル㈱ http://isel.jp/ 広島県 98 124 カップリング、メカロック 旋盤加工品、Ｓ45Ｃ、ＳＵＳ304、ＡＬ、φ5～φ200、1～500個

3 ㈱アイメックス
http://www.eco-
imex.co.jp/

広島県 1,484 360
ごみ処理プラント用燃焼装置
・破砕機
・製鉄関連機器

・大型製缶品、機械加工部品
・小物製缶品、機械加工部品
・配管製作

4 ㈱アベックス
http://www.a-
bec.co.jp

広島県 10 72
減速機、一般産業機械、各種歯
車

・旋盤加工品（ベアリングカバー）
　材質：ＳＳ400　サイズ：φ400～φ1000㎜長さは200㎜まで
　必要設備：正面盤、ターニング又は大径旋盤、穴あけ
　　　　　　　　ミーリング等による切欠き加工
・配管作業
　給油ユニットの配管作業　ＳＳ、ＳＵＳどちらでも最大10インチ
　2.5インチが多い

従業員数30名以下位で小回りが利く
会社が良いと思います。

5 ㈱アルタス技研
http://www.altas
eng.com/

広島県 10 10

自動搬送の技術を主な柱にして、
自動車、製紙、電線、食品メー
カー等の要求仕様に応じて設計・
製作するエンジニアリング事業で
す。すべて一品料理的な設備装
置のため当社独自の製品はあり
ません。

エンジニアリング事業に伴い以下の工程で業務が発生しま
す。材料購入、部品加工、製缶、組立、塗装、配線、電気制
御、ロボットティーチング、据付調整、定期点検作業。

弊社の自動搬送技術を主な柱に、生
産省力化の設備機器の設計製作、一
品料理的な開発や改善が得意です。
既存の部品又は製品に新たな付加価
値を付けて、差別化に寄与できること
を希望します。

6 ㈱エナミ精機
http://www.enam
i.co.jp

京都府 30 40
プレス、金型、省力設備メーカー
（一品料理）

製缶および加工、ボーリング等、５面加工機
ＳＳ、3500×2110×1080
長尺物、調質等（偏心物）　φ80～100×1200位

7 ㈱桶谷製作所
http://e-
oketani.co.jp

京都府 20 80
大型製缶品（架台）
大型プレート加工品
切削加工品、板金部品

製缶品（含む　５面機械加工）：中・小物
切削品（角物、丸物）：旋盤、フライス盤
板金部品
材質はＳＳ、ＳＵＳ、Ａlminum

1、品質保証体制の確立されている企
業
２、焼鈍、ショット、表面処理など一括
受注出来る企業

1 / 8 ページ

http://www.ihi.co.jp/#
http://www.ihi.co.jp/#
http://isel.jp/#


平成28年度　福山地区広域取引商談会　発注案件一覧

【国内案件】

№ 事業所名 URL 所在地
資本金

（百万円）
従業員 主要製品 発注内容 希望条件等

8 ㈱オーエム機械
http://www.omlt
d.co.jp

島根県 100 100
・自動包装機械の設計製造
・産業機械の設計製造

少量多種（1ケ～数ケが主）
材質：鉄7割、ＳＵＳ2割、アルミ1割
サイズ：□1000以内、長尺2000前後あり
設備：旋盤、フライス、溶接、横中ぐり、ＭＣ　他
　　　（受注先の設備に見合った部品を発注）

部品の内容は比較的汎用性が高い。
汎用旋盤、フライスを所持している企
業様。

9 川重商事㈱
http://www.kawa
sakitrading.co.jp

岡山県 600 306
各種産業機械、石油、鉄鋼製品
設計、建設工事請負、
建設資材機械他

製鉄、コンビナート向け製品（搬送装置、ﾛﾎﾞｯﾄ、電気品、制御
盤、製缶・機械加工等）

特殊機械部品

10 川重ファシリテック㈱
http://www.khi.c
o.jp

福岡県 50 110 建築鉄骨・プラント鉄骨・橋梁鉄骨

仕様：公共建築工事仕様書・道路橋示方書
加工内容：現寸～輸送まで
サイズ：トレーラーに積載できる大きさ
材質：ＳＮ490Ｂ・ＳＮ490Ｃ・ＳＭ490Ａ
必要設備等：ｗｅｓ級・ＳＡ-3Ｈ・ＳＡ-3Ｖ

11 北川精機㈱
http://www.kitag
awaseiki.co.jp

広島県 1,251 125
・プリント基板プレス装置、新素材
プレス装置の製造および販売
・ＦＡ・搬送機械の製造および販売

プレス装置・搬送装置の部品製作
・ＳＳ材を中心とした製缶溶接と機械加工
・ＳＳ材の型鋼から厚板の製缶溶接（製缶重量ＭＡＸ30ＴＯＮま
で）
・五面加工機での機械加工

12 ㈱北川鉄工所
http://www.kiw.c
o.jp/

広島県 8,640 1,300 旋盤用チャック

個別受注短納期対応部品
加工内容：切削加工～研削加工までの完成品
サイズ：φ50～φ250
材質：S45C、SCM420H等
必要設備：旋盤、M/C、研削盤、ジグボーラー、ジグ研、三次
元測定器

13 ㈱CAPABLE
http://capableen
g.com

京都府 100 24
半導体モールド金型、樹脂封止型
（プレス金型、射出成形型）

・ＭａｉｎＣａｖｉｔｙ：200㎜～300㎜×30㎜～40㎜×13㎜～18㎜（寸
法公差1/1000ｎ）
・プレス金型（売り型）：製品の全長が１ｍをこえるものの対応
が可能である会社様を探しています。
・射出成形金型：成形品サイズ（例）80㎜×50㎜×14㎜（メイン
端子）等

14 ㈱キョーリツマシナリー

http://www.kobe
-
ipc.or.jp/jdb/deta
il.asp?ID=488

兵庫県 10 13
真空装置部品加工
一般設備部品加工

材質　ＳＵＳ、Ａｌ、ＳＳ、ＳＣ、ＦＣ
ＮＣ旋盤、マシニングセンター（立型、横型）、横中ぐり、両面加
工機
溶接、Ｔｉｇ、アルミ　他
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15 クボタ環境サービス㈱
http://www.kubo
ta-ksk.co.jp

兵庫県 90 1,700

水道施設・清掃施設・リサイクル
施設及び廃棄物処理施設等の設
計・施工・補修工事・改修工事・改
造工事。

外注品目
尼崎：各種プラント機器の設計・製作（製缶・機械加工）等・・・
久宝寺：破砕機部品（製缶・機械加工）等・・・

※詳細はひろしま産業振興機構まで
　 お問い合わせください。
　　℡　082-240-7704　（田本）

16 虹技ブロワ㈱
http://www.kogi.
co.jp

兵庫県 30 45 送風機
軸材（Ｓ45Ｃ、ＳＵＳ）1m～5m
軸受加工（FC、FCD）

17 鋼鈑工業㈱
http://www.i-
koko.jp

山口県 150 620 結束機器
製缶工作、機械加工
5面加工機、ＭＣ、ＮＣ、研磨、熱処理

納期、コスト、品質を守れる企業を希
望します。

18 ㈱サツマ超硬精密
http://www.satsu
manet.co.jp

大阪府 10 50
超硬部品、順送プレス金型、金型
部品、精密治具

・プレス金型　設計・製作
・部品加工　鋼・鉄・非鉄　問わず
・ＮＣ旋盤、マシニングセンター、ワイヤーカット
　各研磨機

見積り対応が早い事

19 ㈱サンポール
http://www.sunp
ole.co.jp

広島県 100 175 車止め、アルミ旗ポール
・アルミの切削加工
・アルミ鋳物

20 JFEテクノス㈱
http://www.jfe-
technos.co.jp/

広島県 301 515
各種プラント、機械、電機通信関
連設備の改造、保守点検、運転
及びメンテナンス

リサイクルプラント設備機器
例）破砕機部品、各種コンベア、軸受部品等

設計・製作が可能な企業が希望

21 JFEプラントエンジ㈱
http://www.jfe-
planteng.co.jp/ind
ex.php

広島県 1,700 4,000
製鉄設備、プラント設備等の関係
装置、機器の製作、据付工事
メンテナンス関係

製缶、機械加工全般、大型製缶品、鉄鋼構造物、搬送装置、
制御盤、機械加工等

短納期対応、品質

22 ㈱JMUアムテック
http://www.jmuc.
co.jp/amtec/inde
x1.htm

兵庫県 480 300
船舶移住区、船首尾ブロック
船舶改造、修理、定期点検

舶用艤装品、主に製缶、SSが95％
艤装品にはほぼすべて塗装、メッキ有
機械加工ほぼなし、管作も発注有

造船関係の艤装品製作経験のある会
社
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23 ㈱シブヤ
http://www.shibu
ya-group.co.jp

広島県 100 170 小型建設機械（コアドリル）、刃物

アルミ鋳物　鋳造、塗装、切削、Ａｓｓｙ組立、
ダイカストＡＤＣ12、グラビティ、砂、ＡＣ4Ｃ、ＡＣ4Ｂ、ＡＣ2Ｂ
300×300×300㎜
3相誘導電動機　15ｋｗ～20ｋｗ（水冷）
Ｆｅ、Ａｌ機械加工、ＳＳ400、Ｓ45C，ＳＵＳ，Ａ20，Ａ50
（加工後の表面処理、亜鉛メッキ、無電解ニッケル、アルマイ
ト）

24 島津エミット㈱
http://www.shim
adzu.co.jp/emit/

滋賀県 40 112
バルブアクチュエーター
真空ポンプ

①ケーシング類　ＭＣ加工　サイズ□300程度
材質：ＦＣ、ＡＣ、ＡＤＣ　必要設備：ＭＣ、塗装設備
材料も手配できると尚良いです。
②軸加工　旋盤加工、熱処理、研磨　φ20　Ｌ500程度
材質：ＳＳ　必要設備：旋盤、熱処理設備、研磨機、溶接など

25 島根自動機㈱
http://www.shim
ane-jidoki.com/

島根県 92 115 自動化設備とその部品加工 自動化設備の金属加工部品の受発注

26 ㈱ジーテクト
http://www.g-
tekt.jp/

滋賀県 4,656 7,588
自動車車体部品、トランスミッショ
ン部品、金型・溶接設備販売

金型の設計・製作（単発・順送・トランスファ）、精度確認トライ
200ｔ以上のメカプレス、マシニングセンター、シャーリング保有
（弊社実機との機差リスクが高い為、保有プレスが油圧のみは
不可）

弊社が必要としているのは自動車骨
格部品（鉄板）を加工する為のプレス
金型であり、鍛造用・鋳造用（ダイカス
ト）・プラスチック用・ゴム用の金型では
ありません。量産加工は弊社にて行う
為、精度合格後は弊社へ引き渡し願
います。

27 大豊精機㈱
http://www.tsk.ta
ihonet.co.jp

愛知県 878 420

・プレスの自動化装置
　　設計～製作～販売
・プレス金型、焼結・鍛造型
　　設計～製作～販売

・焼結・鍛造型部品の加工
焼結・鍛造部品の精密加工が出来る
企業

28 太陽機械工業㈱
http://www.taiyo
kikai.com/

京都府 100 210

自動車用エンジン
トランスミッション用部品の製造
及びコンポーネント
産業機機械部品用の鋳造（歯車
製品）

・歯車金属加工
　機械加工～歯切加工～研磨加工（φ20～φ300）
　ＮＣ・ＭＣ・ホゴ・シューバー・歯研・研磨
　試作対応及び量産（～4000台/月適度）

基本的にＱ・Ｃ・Ｄの魅力性
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29 ㈱大和鉄工所
http://www.daiw
a-teko.co.jp

岡山県 48 48
水門設備・除塵設備・ため池取水
設備・防水扉・橋梁関係・珈琲焙
煎機・その他鋼構造物

製品設計または製缶加工
板厚：6㎜～19㎜
加工能力：製缶（重量：20ｔ以下（個別製品重量））
　　　　　　機械加工（2000×4000×高さ1150㎜）
材質：ＳＳ、ＳＵＳ304・403・316、ＡＬ、ＳＭ、ＣＡＣ、ＣＰ、Ｓ45

一品一様の受注生産の為不定期の発
注となりますが、このような発注に対
応出来る企業

30 竹和工業㈱
http://takewa-
kk.jp/

山口県 20 32
汚水処理装置
油水分離器

製缶品、プラント設備等の加工（加工図面を渡す）
製缶加工製作する上での必要な設備（ローラー、プレス、
シャー等）

必要な設備を有する企業

31 タツモ㈱
http://www.tazm
o.co.jp/

岡山県 1,628 220

半導体製造装置・各種搬送ロボッ
ト・液晶製造装置
精密金型・樹脂成型品などの開
発・製造・販売

ＳＵＳ/ＳＴＫＲ溶接フレームおよび板金部品
樹脂巻きフレーム
金属/樹脂高精度加工品

納期・品質管理の徹底された企業様を
希望いたします。

32 智頭電機㈱
http://www.chizu
denki.co.jp/

岡山県 40 100 省力化機械製造
鉄、アルミ、ステンレスの加工部品
旋盤、フライス、マシニング加工部品

33 テネコジャパン㈱
http://www.tenn
eco.co.jp/

大阪府 499 150 自動車・農業機械用マフラーなど
ステンレス製のパイプ、ＢＯＳＳ、フランジ等の部品
切削、スタンピング加工等

34 東洋電装㈱
http://www.t-
denso.com

広島県 10 56 制御盤他 各種制御盤の組立・配線の作業外注 受注量増加により外注先を増やしたい

35 ㈱中島ターレット
http://www.turre
t.co.jp

福岡県 30 107
・半導体製造装置の部品加工
・ロボット部品の加工
・モータ関連部品の加工

仕様：ＮＣ旋盤加工に穴あけや、溝入れ加工
寸法：φ30～φ300、15Ｌ～250Ｌ
精度：Ｈ7、Ｈ6、ｈ7、ｈ6
材質：Ｓ45Ｃ、Ａ5056、ＳＯＳ304
必要設備：ＮＣ旋盤、マシニングセンター、三次元測定機

・ＱＣＤは厳しいですが、変動が少なく
ベースの仕事量となります。
長くお付き合い出来る企業様。
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36 日鉄住金ロールズ㈱
http://www.nsroll
s.co.jp

福岡県 400 250 圧延用ロール

・熱延ロール（最大径φ800、製品重量14ｔ）
　材質：ＮｉＣｖ、ハイス、ＤＣ
・スリーブ（φ1200×2000）
　材質：ＡＤ、ハイス

圧延用ロールの加工実績がある受注
企業があれば面談したいと思います。
※図面あり。ひろしま産業振興機構ま
でお問い合わせください。
　　℡　082-240-7704　（田本）

37 白銅㈱
http://www.haku
do.co.jp

広島県 1,000 220
銅、アルミ、ステンレス、特殊鋼、
樹脂等の材料及びそれらの加工
品

鋳造品、鍛造品
図面加工品、切削、板金全般
（鉄道車両、半導体部品）

38 ㈱パロマ
http://www.palo
ma.co.jp

愛知県 86 1,200 ガスコンロ、ガス給湯器 プレス、アルミダイカスト、樹脂成形
ベトナム（北部）に拠点があり、現地取
引が可能であること

39 ㈱不二鉄工所
http://www.fujite
kko.co.jp/

大阪府 100 120 巻取機 旋盤、フライス、機械部品
部品調達代行、装置設備製造部品加
工業

40 ㈱フジワラテクノアート
http://www.fujiw
ara-jp.com

岡山県 30 130 食品機械
・ＳＵＳがメイン（ＳＳ,ＢC等もあります）
・製缶、機械加工
・サイズは多種多様

単品で対応可能な協力者様。
※図面あり。ひろしま産業振興機構ま
でお問い合わせください。
　　℡　082-240-7704　（田本）

41 豊国工業㈱
http://www.hoko
ku-kogyo.co.jp/

広島県 450 197
各種水門設備、各種ダム設備、橋
梁、除塵設備

2.8ton～30tonクラスのクレーン（天井・橋形）の製缶加工（ＳＳ
400）

クレーン製造許可を持っていること

42 ホーコス㈱
http://www.hork
os.co.jp/

広島県 85 740
工作機械
環境改善機器
建築設備機器

・ＳＳ/ＳＵＳ薄板、中板製缶
・塗装、組付まで製作に関する一貫した自社設備
（サニタリー製品、酸洗、バフ研磨まで対応希望）

煙道類の現地調査/製作/取付など出
来るとありがたいです。
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43 松江第一精工㈱

http://www.daiic
hi-
seiko.co.jp/japan
ese/company/bu
siness_jp/matsue.
html

島根県 10 150
・電子機器向け小型コネクタ
・自動車電装部品
・半導体設備

・電子機器用ｺﾈｸﾀｰ部品（自動車以外）
・ｺﾈｸﾀｰ精密金型、各種樹脂部品等

44 丸井産業㈱
http://marui-
sangyo.jp/index.h
tml

広島県 555 870 建築金物等 プレス加工、ドブメッキ加工等

45 三島光産㈱
http://www.mishi
makosan.com

福岡県 359 2,000
自動車生産設備
ＦＡシステム設備
連続鋳造関連設備

加工内容：製缶部品、機械加工部品、製缶機械加工部品
材質：ＳＳ400、ＳＵＳ、ＡＬ、ＳＣＭ
設備：マシニングセンター、フライス、旋盤、溶接

自動車関係設備（車体溶接治具）の製
作実績がある企業様を希望します。左
記以外でも設備関係の実績がある企
業様を希望します。

46 ㈱メイトクツールズ
http://www.meit
oku.co.jp

愛知県 50 100

グループ会社である名古屋特殊
鋼㈱が受注した各種金型および
金型部品加工（熱、冷間鍛造/プ
レス/ダイカスト）

①門型ＭＣにて３Ｄ形状加工
　ＨＲＣ：44　（ＳＫＴ4Ｈ材程度）重量：～10ｔ
②ホットプレス金型の部品加工（鋼財単品での加工）
　ＨＲＣ：～54（ＳＫＤ61）重量：30～100ｋｇ
　深穴加工あり（冷却回路）

・設計済みの金型を部品単位で機械
加工を発注可能なメーカー様
・左記①②共に自社での品質保証能
力を保有しているメーカー様
・将来を考えた経営方針をお持ちの
メーカー様

47 安田工業㈱
http://www.yasd
a.co.jp

岡山県 40 300
工作機械製造
：マシニングセンター、ジグボー
ラー

・旋削加工（φ450～600）
・製缶～加工
・板金（精密板金・機械加工）

48 ユアサシステム機器㈱
http://www.yuas
a-system.jp/

岡山県 50 36
省力化機器、設計、製作、据付
（加工機、検査計測機、組立及び
耐久試験機）

・板物、丸物荒加工後、各種焼入後、硬質クロムメッキ等、後、
研磨必要な部品（精度0.005～0.01）
・3次元測定機等で幾何公差を自主検査記録として提出できる
ことを要する。

製作だけでなく、現品票の部品への貼
付や納品書などの事務処理もできるこ
と。

49 米子機工㈱
http://yonagokik
ou.co.jp/

鳥取県 30 94

・各種産業機械　加工品、製缶組
立品
・フォーミングロール
・公共設備工事

一品一葉の為、都度照会
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50 ローツェ㈱
http://www.rorze
.com/

広島県 982 181 ウレハ搬送装置、制御製品等
精密板金、精密機械加工（フライス・旋盤）
材料：ステンレス・Ａｌ
樹脂切削品・多品種少量品

【海外案件】　※企業概要（所在地、主要製品等）については、国内案件をご参照ください。

№ 事業所名 URL 発注分野 求める条件

Ａ ㈱アルタス技研
http://www.altas
eng.com/

進出しているメキシコ企業から改造又は増設等の設計業務を
請負い、製作は現地で発注する。

メキシコ40年在住の弊社提携先と連
携がとれること。メキシコ日本の情報
交換と補完し合える会社様。

Ｂ ㈱サツマ超硬精密
http://www.satsu
manet.co.jp

切削部品 品質・検査体制

Ｃ 島津エミット㈱
http://www.shim
adzu.co.jp/emit/

①ケーシング類　ＭＣ加工　サイズ□300程度
材質：ＦＣ、ＡＣ、ＡＤＣ　必要設備：ＭＣ、塗装設備
材料も手配できると尚良いです。
②軸加工　旋盤加工、熱処理、研磨　φ20　Ｌ500程度
材質：ＳＳ　必要設備：旋盤、熱処理設備、研磨機、溶接など

コスト面において特に海外調達のメ
リットを見出せること。

Ｄ ㈱島根自動機
http://www.shim
ane-jidoki.com/

機械部品 自動化設備の金属加工部品

Ｅ ㈱ジーテクト
http://www.g-
tekt.jp/

金型の設計・製作（単発・順送・トランスファ）、精度確認トライ
200ｔ以上のメカプレス、マシニングセンター、シャーリング保有
（弊社実機との機差リスクが高い為、保有プレスが油圧のみは
不可）

弊社が必要としているのは自動車骨格部品
（鉄板）を加工する為のプレス金型であり、鍛
造用・鋳造用（ダイカスト）・プラスチック用・ゴ
ム用の金型ではありません。量産加工は弊社
にて行う為、精度合格後は弊社へ引き渡し願
います。

Ｆ 日鉄住金ロールズ㈱
http://www.nsroll
s.co.jp

金型製作
鍛造品
材質SF400
サイズφ1,400×φ900×2,000L）

Ｇ ㈱パロマ
http://www.palo
ma.co.jp

プレス・アルミダイカスト・樹脂成形。

ベトナム（ホーチミン）
ベトナム（ハノイ）

中国（広東省広州市・湖北省武漢市）
タイ（アユタヤ県・ラヨン県）
インド（ラジャスタン州）
インドネシア（カラワン県）

中国

ベトナム（ハイフォン）

国（都市）

メキシコ

インドネシア
タイ

問わない
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