
発注案件番号 住所 資本金（千円） 当社事業概要 求めている外注企業内容 求めている加工内容 求めている設備 求めている材質 特記事項 希望面談方法

① 神奈川県相模原市中央区 3,000

機械加工全般 

精密溶接

SS400、SUS304 

マシニング加工　TIG溶接 

ヘリウムリークディテクター

気密検査 

指定部精度検査

・直接面会

② 神奈川県綾瀬市 23,000

1）自動車新車部品試作鈑金及び建設機器部品試作鈑金 

2）自動車部品加工、建設機器部品加工 

3）各種溶接(S/W.CO2.アルゴン） 

4）各種ベンダー曲げ(T4.5×2.400） 

5）三次元レーザー加工(1,500×3,000) 

6）二次元レーザー加工(1,219×2,438) 

7）各種金型治具製作

1）鋼板長尺曲げ部品 

2）フレームパイプ

　（外径φ50×L1500程度） 

3）厚板溶接部品

1）長尺曲げ加工 

2）パイプ三次元曲げ加工 

3）厚板（ｔ16以上）の溶接・製缶・鈑金加工

1）ベンダー（3ｍ以上） 

2）記加工に必要な設備

（パイプ曲げベンダ加工品等） 

3）上記加工に必要な設備

1）SPHC等 

2）STK400、STAM440G 

3）鉄

1）少量・短納期に対応可能なこと 

2）豊富な知識・実績があること、

      少量・短納期に対応可能なこと 

3）少量・短納期に対応可能なこと

・直接面会,

・ZOOM,

・Microsoft Teams

③ 東京都品川区 30,000

電子部品受託生産・精密切削加工・

ケーブルハーネス・全自動組立検査梱包機設計製作・

制御盤設計製作・ロボット制御開発、

ロボットハンド設計製作

①自動機及びロボット制御などの

　設計開発技術

➁精密切削加工

（超鋼材、難削材対応ができる業  者様尚良し）

①自動機及びロボット制御などの設計開発技術

➁精密切削加工（超鋼材、難削材対応ができる業者様尚良し）

所有設備は商談会時にリスト化

したものを提出ください。

設計開発関係は実績を教えて下さい。

協力をして頂ける業者様。

価格納期品質について協議ができる事。

契約締結をして頂く事。

・直接面会,

 ・ZOOM

④ 神奈川県伊勢原市 5,000

ねじ、ファスナー類及び金属加工品（冷間圧造品、

切削品、プレス加工品等）の製造、仕入れ及び販売

ミシン用、自動車用、電機機器用の金属加工品（冷間圧造品・転

造品：ねじ、シャフト、ボルト等） 

冷間圧造・転造品の２次加工

（溝加工、軸細加工、先端尖り先加工等）

切削２次加工機

（ＣＮＣ、ＮＣ、カム式等）

冷間圧造用炭素鋼

（Ｓ１０Ｃ～Ｓ３５Ｃ相当）、

ステンレス、黄銅等 

品質、コスト重視 ・直接面会,

・Microsoft Teams

⑤ 神奈川県厚木市 80,000

液晶及び半導体製造における検査工程に使用する

精密検査装置の設計・組立製造メーカ 

キサゲやハンドラップといった最終手仕上げでの

装置製作。 

検査装置に使用する加工品 部品の粗取りからフライス加工、研磨加工、

表面処理等を一貫して加工

設備は特に求めないが、平面及び

円筒研磨が出来る方が望ましい

多品種の材質を使用する為、

柔軟に対応可能を希望 

低熱膨張材、ステンレス、

アルミ、鉄

平面度や平行度にミクロンオーダーの

図面が出る為、精密加工希望

・直接面会,

・Microsoft Teams

⑥ 神奈川県相模原市中央区 55,700

光製品及び画像計測装置の開発・設計・製造及び販売 

主に検査機用照明の販売、提案を行っている。

①透明アクリル丸棒（4m対応） 

②透明アクリル板長物（4m対応） 

③切削部品 　④板金部品 

⑤基板

⑥ハーネス、ケーブル

①気泡・コンタミ・うねりのない透明アクリル丸棒製造（4m対応） 

①アクリル押出丸棒のうねりの改善（4m対応） 

②アクリル板長物加工、レンズ用研磨（4m対応） 

⑤特殊基板製造（高放熱基板）

⑥ハーネス、ケーブル加工（コネクタ・クランプ等）

・直接面会,

・Microsoft Teams

⑦ 神奈川県横浜市金沢区 1,058,533

エレベーター製造、保守業務 製缶加工、切削加工、

電気ハーネス加工

製缶加工、切削加工、電気ハーネス加工 大型4ｍ以上曲げ加工等(製缶加工) 鉄、ステンレス 実績があり信頼性も求めております。 ・直接面会

⑧ 神奈川県相模原市中央区 600,000

ダイアフラムポンプ、レシプロポンプ、

グリスディスペンサー、

エアインフレーター等の開発・製造・販売

弊社製品用の金属・樹脂・

ゴム・エラストマー部品

アルミ冷間・SUS熱間鍛造、アルミダイカスト、

SUSロストワックス、

PP・POM・PA・エラストマー射出成形

1tトランスファープレス、

3tエアスタンプハンマー、

1,600tダイカストマシン、

1,300t射出成形機

アルミ、SUS316・316L・

303・304、ガラス繊維強化PP、

POM、ナイロン、

TPEE、TPO、NBR、

EPDM、CR

二次加工（旋盤・マシニング）まで

可能な企業様（二次加工は外注可）、

chemSHERPA対応可能、

材料聡明書（ミルシート等）提出可能、

ISO9001水準のQMSを持たれている企業様

・直接面会,

・ZOOM,

・Google Meet

⑨ 神奈川県藤沢市 5,000

精密機械加工専門部品・治具の製作 主に旋盤加工品・フライス加工品

（多品種少量）

大きさはとても小さい製品から

人が一人で持てる大きさまで

取引先からの図面の加工内容はさまざまであるため、

多種の加工方法を探しています。

主に旋盤・フライス盤・

マシニングセンタ・研削盤等

上記以外でも提案いただきたいです。

鉄・アルミ・ステンレス

銅・樹脂等

さまざまな製品を取り扱っているため、

協力会社を探しています。

左記の内容にかかわらず、貴社からの

提案もお待ちしております。

・直接面会,

・ZOOM,

・Microsoft Teams

⑩ 神奈川県横浜市港北区 1,820,000

自動端子圧着機、端子・コネクタ、精密プレス、

精密バイスなどの製造・販売

機械部品 ・成形研磨を有し、高硬度SKSなど特殊鋼の角物手の

    ひらサイズ少量多品種生産 

・小物丸物（ピン、シャフト）などの少量多品種生産 

・丸物仕掛品作成の上、追加工での少量多品種生産

・成形研磨 

・CNC旋盤 

・汎用旋盤 

・ベンチレース

・SKSなど特殊鋼 

・S50相当など

10～30人程度の規模ならベスト ・直接面会,

・ZOOM,

・Microsoft Teams

⑪ 神奈川県大和市 28,000

組み込みソフトウェア開発 

・プラットフォームの移植 

・移動体通信端末機器（スマートフォン・携帯端末・IoT） 

・会計端末機器（POS・非接触ICカード、電子マネー等） 

・ＰＣソフトウエア（デバイスドライバ・アプリケーション等）

組み込みソフトウェア開発受託会社 組み込みソフトウェア開発受託会社 ・直接面会,

・ZOOM,

・Microsoft Teams

・Google Meet

⑫ 神奈川県藤沢市 20,000

弊社は理化学研究者をお客様として研究効率を向上させる機

器、サービスを開発製造販売しております。日本のものづくり

を世界に発信するというポリシーに基づき海外展開も注力して

おりまして欧州、北米、アジア各国に向けて直接輸出もしてお

ります。

成分の分析に用いるための600℃前後に瞬間的に加熱できる

ヒーターでありつつ小型で且つ、ニードル形状のヒーターを

作れる加工・製造企業様

・直接面会

・Microsoft Teams

⑬ 神奈川県相模原市中央区 48,000

各種温度センサ及び制御機器の設計・開発

半導体ウエハー計測用プローブカードの設計・開発

基板実装のラジアル部品（電解コンデンサ、コイル、リレーなど）を掴

み、基板に挿入できるロボットアームなどのような装置を探していま

す。色々な基板があり、部品種類も多いです。

・直接面会

⑭ 神奈川県相模原市緑区 10,000

産業装置・プラントエンジニアリングの総合製造技術会社で

す。

産業装置のOEM生産、現場向けカスタム装置、制御盤の設計

製作、電気工事を幅広く対応しております。半導体製造装置、

搬送装置、組み立て装置、各種自動機製作、制御設計から盤製

作、タッチパネル作画・PLCソフト設計、など行ってしていま

す。

装置のメカ組立や電気配線作業者。

一人親方や小規模企業で、弊社内での

組み立てや配線作業、また弊社取引先の

企業様へ出向いて作業をしていただける

方を探しています。

・直接面会

⑮ 神奈川県相模原市緑区 10,000

金属切削加工 圧入用のピン

ベース板　大型フライス品

スプリング

レールカッター用のダイス

機械加工品

量産品（自動機による加工品　φ３～φ１２）

汎用フライス　ワイヤー

バネの加工　曲げ加工

表面処理

黒染め　研磨　他

鍍金全般　研磨機

ワイヤーカット機　放電加工機

大型フライス加工機

曲げ加工機

鉄及び非鉄 引取・納品が可能な企業様 ・直接面会

⑯ 神奈川県厚木市 2,200,000

自動車用樹脂部品の製造・販売 450ｔ以上の樹脂部品を製造出来るメーカー様 樹脂 ・直接面会

・Microsoft Teams


