【埼玉県川口市】 令和４年度 受発注企業商談会（10月21日開催） 申込企業一覧・受注案件

７月22日13:00現在

注意事項
・本リストは更新日時点のものになります。

受注案件

・商談会前の商談防止のため、一部内容のみ掲載し、企業名等は伏せさせていただいております。企業名が特定できるようなお問い合わせにはお答え致しかねます。
・本リストは商談会参加のご検討の目的にてご利用ください。それ以外の目的でのご利用はお控え下さい。
No

1

2

3

4

業種

所在地（都道府県）

埼玉県

埼玉県

富山県

埼玉県

主な取扱商品等、受注内容

➀医療・工業用ｺﾞﾑの素材開発及び成型加工。
②ﾈｼﾞへのゆるみ止め加工、
一般機械器具製造業,精密機械器具製造
③接着剤の製造販売。
業

受託加工請負業

鉄鋼業（含む鋳造業）

金属製品製造業,電気機械器具製造業,
輸送用機械器具製造業

バレル研磨による受託加工を請負っています。鉄、非鉄、非
金属など様々な材料の加工が可能です。

銑鉄鋳物(FC/FCD/FCV)、並びにその加工

得意とする加工内容

樹脂・ゴム加工

自社PR等

➀社内配合から出荷まで一貫した製造管理：ゴム製造工程をすべて社内で管理するので安定した品質の製品製造可能。
②ゴム材料開発可能：材料開発課の運営し要求物性のゴム材料開発が可能。
③多品種小ロット対応：1個単位の製品でも製作対応可能。

弊社はバレル研磨加工一筋、40年の実績があります。現在、世界有数の四輪車、二輪車のレース用部品の研磨をはじめ、半導体、電気機器や医療部品など
切削・旋削加工, 研削・研磨加工, 表面処理加
様々な分野の製品加工を行っています。弊社のバレル研磨加工技術により、表面改質効果（バリ取り、R付け、面粗度向上）や、機能性向上効果（消音性、
工
耐摩耗性）を図ることができます。

切削・旋削加工, 鋳物・鍛造加工

金属プレス加工、半自動溶接、ｽﾎﾟｯﾄ溶接、ﾛﾎﾞｯﾄ溶接、
レーザー加工、

金型加工,プレス加工,製缶・板金・溶接加工

社内に自動ライン(800×1,000×300/300)と手込めライン(2,000角)があり、10～600㎏の製品を製作可能です。ロットについても、多品種少ロットの対応が
可能です。
他にも国内・海外(中・韓)に協力企業もあり、様々なサイズ・ロットへの対応が可能となります。
プレス加工は小ロット50個～のタンデム加工から量産順送加工まで対応できます。
また更に小ロットの場合はレーザー加工等を含め柔軟に対応可能です。
各種溶接加工まで対応可能です

5

埼玉県

鉄鋼業（含む鋳造業）, 金属製品製造
業, 非鉄金属製造業

鋳造品、板金溶接品、切削加工品

鋳造/ダイキャスト品・板金溶接製品・機械加工部品・パイプ曲げ部品の製造販売をしている会社です。鋳造に関しては、弊社グループ会社があり、多品種小ロッ
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 鋳物・鍛 トの鋳造品を安価に提供が可能。材質は、鉄(FC,FCD,SC,SCM等)・アルミ(AC,ADC)・ステンレス(SCS)・銅合金等、一般的な金属の材質に対応しておりま
造加工, 製缶・板金・溶接加工
す。鋳造素材のみでのご提供はもちろんのこと、加工・塗装までの対応が可能。自社設備は有しておりませんが、グループ会社や協力会社様とのネットワークを最大
限に活用し、お客様にとって身近で便利な業界のコンビニ的な存在となれれば幸いです。

6

東京都

金属製品製造業, 精密機械器具製造業

金属切削加工部品全般

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工

小さな会社ですが一通りの設備は保有しており徹底した管理を行っております。小さい会社ならではの小回りの利く会社です

7

東京都

金属製品製造業, 非鉄金属製造業, 一般 機構設計含む工業用装置製造及び部品加工（精密鈑
機械器具製造業, 電気機械器具製造業 金・切削加工・樹脂加工）

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加
工, 表面処理加工, 金型加工, プレス加工, 鋳物・鍛 弊社は、機構設計から始まり、さまざまなﾒｰｶｰより相手先ﾌﾞﾗﾝﾄﾞとなるOEMとして工業用装置、計測機、半導体装置をｼｽﾃﾑで製品化しております。
造加工, 樹脂・ゴム加工, 製缶・板金・溶接加工, 設 また、部品加工としても精密板金・切削加工・樹脂加工だけでも受託として、社内加工にて受けております。短納期でも、NOとは言いません！
計, 組立

8

埼玉県

非鉄金属製造業, 一般機械器具製造業,
2輪・4輪自動車開発試作部品
輸送用機械器具製造業

鋳物・鍛造加工

ものづくりに適した地域を最大限に活用し周囲の協力企業とともに高品質の製品を短納期で製造致します。複雑な形状や薄肉形状を得意としております。

ばね製品・線加工

当社では高品質製品の安定供給はもちろん、近年要求される多品種少量化、短納期化にも対応できるよう、生産計画から納品に至る工程管理を徹底して行っ
ています。医療用スプリングの衛生管理を徹底する自動洗浄システムの導入、協力工場のネットワークを利用した新分野の開拓、非金属スプリングの開発など、常
に未来を展望し挑戦しています。線バネ・線加工など板バネ・切削・溶接を含むあらゆる金属加工の提案・製造を行っております。設計・試作段階からの提案によっ
て、より安価で十分な機能を有する製品のご提供を常に当社の目標としております。迅速な試作品製造、そして、安定した品質の量産品供給を御約束します。日
本・アジアでの貴社の御提案をより迅速に、低コストで実現し信頼されうるパートナーとしてお役に立ちます。
創業50年、埼玉に本社を構える精密順送プレス加工メーカです。
プレス金型設計からプレス加工まで一貫生産をしており、日本、中国、タイと工場を有しております。プレス能力 15トン～80トン ｔ0.05～2.0ｍｍ程度までの
薄板の順送プレス加工品で主に板バネや接点、端子類を得意としており、電子部品、車載電装部品、携帯電話、家電、カメラ、事務機器など多岐に実績がござ
います。

9

埼玉県

10

埼玉県

11

神奈川県

金属製品製造業

押しバネ、引きバネ、板バネ、トーションバネ、線加工

金属製品製造業

順送プレス加工品

プレス加工

プラスチック切削加工

ＭＣナイロン、塩ビ、ＰＯＭ、ＰＥＥＫなどのエンプラ

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 樹脂・ゴ
工場内24時間365日、25℃±２℃にて温度管理をしております。ISO9001取得
ム加工

No

所在地（都道府県）

業種

主な取扱商品等、受注内容

12

埼玉県

金属製品製造業, 非鉄金属製造業

一般鋼材卸売業及び鋼材加工

プレス加工, レーザー切断 ベンダー曲げ

13

東京都

樹脂製品機械加工業

樹脂先般機械加工、センタレス加工、産業用カバー作製

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研
ISO9001／ISO14001 認証取得工場
磨加工

各種精密歯車の設計、製作、歯研磨一式
一般機械加工

得意とする加工内容

切削・旋削加工,穴あけ・フライス加工,研削・研
磨加工,設計,組立

小ロット・短納期対応

当社は時代を先取りした歯車加工技術を追求し続けております。材料から歯車研磨まで一貫した歯車加工が行える体制を整えており、ニーズに合わせた高精度・
高品質な歯車を製作しております。一品一様な歯車に対応するため、最大φ2500ｍｍの歯切設備と約1000種類の歯切工具を備えております。歯車研磨で
は、最大φ2000ｍｍまでの設備を有し、歯車測定機での検査によって、間違いのない製品をお届けします。

14

埼玉県

一般機械器具製造業 精密機械器具製
造業

15

埼玉県

プラスチック製品製造業

医療・美容用部品・自動車・産業機器・筐体の射出成形と
組立

16

埼玉県

金属製品製造業

エスカレーター関連（昇降機）パネル製作、 SUS・鉄・アル 切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, プレス加
大型板金加工が得意、低ロットから対応可能
ミ製作
工, 設計

生産用機械器具製造業

アルミダイカスト金型の製造・修理・改造
耐火二層管（トミジ管）金型の製造・修理・改造
金型の関連部品の製造

平成2年よりアルミダイカスト金型の製造を行っています。金型製造に必要な設備は一通り揃っており、350tクラスの金型まで対応できます。主に自動車業界向け
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研
のアルミダイカスト金型を製造しておりますが、電化製品や建築資材など別分野の金型も手掛けたいと考えております。
磨加工, 金型加工
耐火二層管（トミジ管）のモルタル金型も製造実績があります。

鉄鋼業（含む鋳造業）

鋳物製品

鋳物・鍛造加工

ハノイ空港の近くです。
自硬性フラン樹脂鋳造法と生型鋳造法を用いて小物から大物鋳造品を製造販売しております。

金属製品製造業

金属レーザー加工、折り曲げ、溶接

製缶・板金・溶接加工

3次元CADによる精密板金加工を得意としています。レーザー加工、レーザータレパン加工、ベンダー曲げ、溶接まで一貫製作しています。短納期に対応し、お客
様のニーズにお応えしています。

穴あけ・フライス加工

受注案件の9割が試作品等の少ロット品（10個以下）です。
試作品製作にこだわり日々新しい加工に向き合ってきたことで創業より60年間技術を高めてまいりました。
高性能加工機と高性能測定器により安心できる品質を保証いたします。

17

埼玉県

樹脂・ゴム加工, 組立, 印刷

埼玉県
18

（グループ会
社）

19

東京都

20

21

new

自社PR等

埼玉県

埼玉県

金属製品製造業

金属切削加工品

品質基準の厳しい外観部品を得意としております。金型、部品の製造から完成品・組立まで対応致します。シルク印刷やパット印刷といった工程もすべて社内で対
応致します。

レーザーカットから研磨まで、自社一貫の短納期製作が可能です。
大きさ、wdh２ｍまで、テーパーロール曲げ、改造、修理ほか、段取りのみのお客様も多数おります。
お困りの際は、ぜひご相談ください。何かお力添えができるかもしれません。

金属製品製造業

異形シュート、タンク、テーパーロール、スクリュー、フィーダー製
製缶・板金・溶接加工
作

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工 ,研削・研 情報通信建設の大手会社のグループ会社であり、グループ内唯一の製造メーカーとして
磨加工 ,表面処理加工
⻑年蓄積されたノウハウと技術力を発揮し、納期厳守・適正な価格・高い品質を安定的に提供します。
,プレス加工☒製缶・板金・溶接加工 ,設計

22

埼玉県

金属製品製造業

• 通信設備用材料等［通信機器、通信線路、通信⼟⽊、鉄道通信］の金物並
びに部品の製作及び取付工事
• 通信関係の基礎構築物・通信鉄塔・アンテナ取付け鉄柱の設計、製作、工事
• 分電盤、キャビネット型配線盤、１9 インチラック架台 各種、設計・製作・取付工
事及び配線工事
• コンピューター耐震工法に基づく金物並びに部品の製作加工及び取付工事
• 金属製品のプレス加工、板金加工品、レーザー加工、鋼構造物の製作及び施工

23

埼玉県

金属製品製造業

精密板金加工 各種筐体 各種装置フレーム

製缶・板金・溶接加工

試作から量産まで、試作短納期お任せください

24

埼玉県

電気工事業

制御盤設計・制御盤製作・電気工事・ロボットティーチング

設計, 組立, 制御盤 設計・製作

弊社は制御盤(設計・製作)・電気工事からソフトウエア開発まで制御一貫して得意としております。お客様の構想から作り上げ、一品一様を得意としております。
文面では足りないと思いますがよろしくお願いいたします。

new

new

new

new

No

所在地（都道府県）

25

埼玉県

26

27

28

業種

精密機械器具製造業

埼玉県

その他の製造業（プラスチック製品製造
業）

東京都

精密機械器具製造業,その他の製造業
（医療）

埼玉県

金属製品製造業

主な取扱商品等、受注内容

超音波デバイス、電子部品の設計・製造

得意とする加工内容

設計, 組立, 自動化不可能、困難な精密作業
（配線・接着・研磨）

洗濯機用大型防水パン、化粧品什器、コンビニ用タバコ什器
樹脂・ゴム加工
をメインにプラスチック樹脂製品の成形をしております。

部材加工、試作検討依頼

切削・旋削加工,製缶・板金・溶接加工,その他
の加工（医療機器）

ワイヤ放電加工機及びマシニングセンターによる精密加工を主
穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, ワイヤー
とした自動車部品・医療機器部品・半導体製造装置部位
放電加工
等様々な金属加工を行っております

自社PR等

充分な仕様理解の上での設計、トータル的なＶＡのご提案、迅速な対応

①
②
③
④

設計～出荷まで社内一貫対応
短納期・２４時間稼働・ニーズに合わせた生産体制
都内近郊では数少ない大型成形対応
協力工場様との強いネットワーク、主に350ｔ以下クラスの成形をお願いしております。

お客様の要望に前向きに対応します。（加工精度 納期 費用＊事前の予備調査も検討
難削材（インコネル、ハステロイ、チタン合金・・・）対応します。医療関連の製作対応

短納期対応。牧野フライス制のワイヤーカット放電加工機を６台導入し、日中・夜間の二部体制を敷くことで営業時間は9:00～20:00、試作等の小ロットでも短納期で対応ができます。CAD・CAMの対応
ファイル形式はIGES、DXFです。多様な品種、多くの金属に対応。自動車、自動二輪用部品の製造、医療用機器部品の製造、金型の加工、放電加工用電極作成、宝飾品・貴金属の加工、工具などの
加工実績があり、対応してきた金属も焼入鋼・超硬・ステンレス・真鍮・アルミ・銅・銀・チタン・ハステロイのように多種にわたります。
大型ワイヤーカット放電加工機 厚さ400mmワークまで対応可能、最大ワーク寸法は1000×800×400 mm（加工範囲:650×450×400）最大積載質量1500 kg、最大テーパー角度45°（高さ
制限有）（U6H.E.A.T）、対応線径φ0.25、φ0.2、φ0.1、最良面粗度Rz0.8μm（W53FB,W32FB）です。

【埼玉県川口市】 令和４年度 受発注企業商談会（10月21日開催） 申込企業一覧・発注案件
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注意事項

発注案件

・本リストは更新日時点のものになります。
・商談会前の商談防止のため、一部内容のみ掲載し、企業名等は伏せさせていただいております。企業名が特定できるようなお問い合わせにはお答え致しかねます。
・本リストは商談会参加のご検討の目的にてご利用ください。それ以外の目的でのご利用はお控え下さい。
No

商談を希望する業種

商談を希望する加工内容

受注企業への要望、求めている加工内容・品物の大きさ等

・鉄（スチール）素材やアルミ素材の角材やパイプなどの切断・曲げ・溶接・鉄（スチール）素
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 金型加工, 製缶・板
材の加工製品の塗装（金属塗装・焼付塗装）
金・溶接加工, 塗装（金属塗装・焼付塗装）
・大きさはものによりけりですが、代表的な運搬車だと高さ約1m48cm全幅約47cmです。
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, 表 金属加工物の大きさは、手のひらサイズから大型製缶物まで多岐にわたり、ロットは数個単位
面処理加工, プレス加工, 鋳物・鍛造加工, 樹脂・ゴム加工, から数百個程度が多い。材質は鉄ＳＵＳメインとし、アルミ、銅系の非鉄も取扱いが多い。量
製缶・板金・溶接加工
産品ではプレス加工や樹脂、ゴムの成形も取り扱います。

1

東京都

製造販売

2

埼玉県

電力機器製造業

変電、配電などの電力流通機器を中心に製造・販売しており
金属製品製造業, 非鉄金属製造業
ます。

3

埼玉県

製造業（ファブレスメー 機構部品全般 ラッチ、ファスナー、ヒンジ、ステー、ハンドル、グ 鉄鋼業（含む鋳造業）, 金属製品製造業, 非 切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, 表
ダイカスト鋳造（ZDC・ADC）、機械加工、樹脂・ゴム成形、プレス板金、アッセンブリ
カー）
ロメット、ゴム足など
鉄金属製造業
面処理加工, プレス加工, 鋳物・鍛造加工, 樹脂・ゴム加工

4

神奈川県

埼玉県

製造業

各種プラント・環境設備及び各種単体機械等の設計、製
作、据付、販売

自動車部品製造業

トラック・バスのフレーム部品のプレス、板金加工、金型の設
計、製作

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 鋳物・鍛造加工, 製 SUS製ケーシングの製缶加工（1～2ｍ幅×3～8m長さ×1.5～2.5m高さ）
缶・板金・溶接加工
MAXΦ450程度の旋盤加工、穴明け加工（SUS系、SS系）

鉄鋼業（含む鋳造業）, 非鉄金属製造業

金属製品製造業, 輸送用機械器具製造業

金型加工, プレス加工

中厚板のハイテン材（3.2t～8.0t、45K鋼～80K鋼）のプレス加工実績
鋳物仕様の金型の設計、製作ができるとなお良い(社内外問わず)
500t以上のプレス機またはTRYプレス機を所有している

6

埼玉県

製造業

製品開発に伴う試作品製造

金属製品製造業, 非鉄金属製造業

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, 表
面処理加工, 金型加工, 鋳物・鍛造加工, 樹脂・ゴム加工, 品質重視、スピード（短納期・見積回答）重視、少量対応重視
設計, 組立

7

埼玉県

製造業

建築設備用鋳鉄器材メーカー

金属製品製造業

金型加工

埼玉県

６３年間、船舶用の配管部品（主に継手）を製造販売し
金属製品製造業,非鉄金属製造業,その他の製 切削・旋削加工,穴あけ・フライス加工,プレス加工,鋳物・鍛造
金属製品製造販売業 ております。
銅合金製（黄銅、白銅）のフランジや継手の加工。ワークの大きさはΦ３０～４００まで。
造業
加工,

8

9

10

東京都

東京都

製造業

ﾊﾞｽ・鉄道戸閉機械組立。
ﾊﾞｽ・鉄道関連製品販売。（車掌ｽｲｯﾁ、音声付ﾁｬｲﾑ等）

農業用機械製造

農業用トレンチャー・農業土木用トレンチャー・特殊農機・収
穫機など製造販売

金属製品製造業,非鉄金属製造業,電気機械 切削・旋削加工 ,穴あけ・フライス加工 ,研削・研磨加工 ,表 主に機械加工品の溶接、板金～ﾒｯｷまたは塗装までできる業者
器具製造業,精密機械器具製造業,その他の製 面処理加工,樹脂・ゴム加工,製缶・板金・溶接加工,その他の 手のひらｻｲｽﾞ～人が持てるぐらいのｻｲｽﾞ。
造業
加工（ 基板実装 ）
溶接：認定作業者必須。
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, プレ
溶接後の後加工仕上げ
ス加工, 製缶・板金・溶接加工

金属製品製造業

小ロット生産の対応

金属製品製造業, 非鉄金属製造業, 精密機械
切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 樹脂・ゴム加工
器具製造業

精密・特殊部品製造
精密金属加工品
販売

金属製品製造業, 非鉄金属製造業

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工

自動旋盤、旋盤によるφ1~手のひらサイズの切削加工で1個から1000個以上の量産

埼玉県

製造種

金属製品製造業

切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工

フライス加工品30H×70～160L×10～15T 材料C2801等

東京都

コネクタメーカー 製造 コネクタ製品の製造販売が主です 車載関係、IOT関係、産
金属製品製造業, 精密機械器具製造業
業
機インフラ関係を主に取り扱っています。

11

埼玉県

切削加工業

new

12

埼玉県

new

13

new

14

15

定盤サイズ 1185ｘ1010（最大）

NC旋盤φ2～φ65 複合加工機φ220程度 マシニング 30.40番
アルミ、ステンレス、鉄、真鍮、樹脂などの精密切削部品
医療、空圧、半導体、自動車部品等
５ミクロン程度までの加工と測定管理ができること

new

new

会社の事業内容、主要製品、会社の特徴等

プロパ+D7:D15ンガスボンベ、医療用ガスボンベ、工業用ガ 金属製品製造業, 非鉄金属製造業, 塗装業
スボンベ用運搬車及びボンベスタンド等の製造、販売
（金属塗装・焼付塗装）

5

new

業種

所在地（都道府県）

群馬県

樹脂、各種金属の試作から量産までのNC旋盤、複合加工
機、マシニングによる切削加工

包装機械の製造及び販売

切削・旋削加工, 表面処理加工, プレス加工, 鋳物・鍛造加 IOTであれば指先サイズや絞り 車載、産機インフラであれば比較的大きいもの手のひらサイズ
工, 樹脂・ゴム加工
のようなイメージです
モールド成型、成型機プレス能力：200t以上、成形機デイライト：1000mm以上、成形機ヒーター：上下で各
10KW（目安）合計20KW、材料保管保冷庫：10℃以下、楊重：500kg以上、抵抗測定器を所有していること、
ISOを取得していること（理想）、長期的に生産を維持できること（年齢構成）、BMC樹脂成型品の製作実績がある
こと、インサートモールド成形品の製作実績があること

重電

発電機、電動機

電気機械器具製造業

鉄鋼業（含む鋳造業）, 金属製品製造業, 非 切削・旋削加工, 穴あけ・フライス加工, 研削・研磨加工, 表
鉄金属製造業, 一般機械器具製造業, 電気機 面処理加工, 金型加工, プレス加工, 鋳物・鍛造加工, 樹
械器具製造業
脂・ゴム加工, 製缶・板金・溶接加工

受注生産となりますので、小ロット･多品種の製造に協力して頂ける企業を希望しています。
板金加工、旋盤・フライスなどの機械加工、複合加工（製缶+機械加工）、鋳造加工などで協力して頂ける企業を探しております。
大きさは、卓上タイプから径2000mmの大型缶体など様々です。

鉄鋼業（含む鋳造業）

手のひらサイズ～1000㎜程度

new

16

埼玉県

食品加工機械製造

食品加工機械・製菓機械を製造している会社です。加熱撹拌機（加熱しながら生産品を撹拌する機械）を得意としていま
す。
主要製品は、レオニーダー・煮炊き撹拌機・斜軸撹拌機・製あん設備となります。
国内外の食品メーカーに機械を使って頂いています。
製缶加工品・機械加工品・複合加工品（製缶+機械加工）を組合せた機械となります。
設計･調達・組立が同工場に勤務しており、一貫したものづくりを行っている会社です。

new

17

千葉県

製造業

包装機械 省力化機械 医療関係製造機械

樹脂・ゴム加工

鋳物・鍛造加工

18

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

