｢ビジネスマッチングフェアin長崎｣
所在地

資本金

従業員

主力製造品

外注加工内容

必要設備・能力

【製缶品及び機械加工品】
1

2

3

山口県
下関市

山口県
宇部市

大阪市
此花区

5,000万円

67億円

2億円

100名 超耐磨耗・耐熱特殊鋳物製造
(事業所 産業用機械装置製作(設計、製
50名) 缶、加工、組立、据付)

ダイカストマシン、射出成形機
約1,000 押出プレス、竪型ミル、運搬機
名 キルン、ドライヤ、除塵装置
橋梁他

200名

都市ごみ焼却施設
リサイクル施設の建設・施工

産業用機械装置(生産設備・搬送設備等)
製缶品:SS材 形鋼主体(重量1トン程度)
機械加工品(中～大型)

愛知県
名古屋市

300万円

WC、セラミック、特殊鋼、難削材
3名 非鉄金属、プラスチック(複合材)
等の精密加工品請負販売

【①プラントに関する製缶品】
製缶加工・SS中心・小物～大物で最大10ｔまで
【②鋼構造物】
建設用鉄骨の加工・SS(H型鋼)が主
重量：約80t～120t程度
【③高圧・低圧用制御盤】
設計～製作・SS中心・約5面～10面程度

5

2,000万円

大型産業機械及び同部品の機械加
38名
工

その他

マシニング、ターニング、旋盤
ボーリング等
出来れば、製缶・機械加工の両方が
製缶に必要な加工設備
できる企業が望ましい
製缶業者、中～大物機械加工業者の面談
希望

①製缶に必要な加工設備、その他
②開先加工機、溶接機他、条件：Mグ
レード以上
③板金に必要な加工設備、JFMの規格他

他】

製
品：上記の他多種
企業様の規模は小さくてもかまいま
旋盤(複合)、マシニング、内外研削盤、
加工内容：切削、研削、放電、ラップ、
せん。加工治具の製作が出来るとか
ブロファイル研削盤、放電加工機等
表面処理(DLC、PVD等)他
提案力のある企業様を希望します
材
質：WC、セラミック、特殊鋼、難削材、
非鉄金属、プラスチック(複合材)他

【機械加工】
福岡県
遠賀郡

等

【機械加工】単品物
精密機械加工品(SS、SCM、S-C、アルミ他)
重量：～50kg
負荷に左右されず継続的な取引がで
鋳物（FCD、SC）の機械加工品（カップリング・
五面加工機、ターニング、ボーリング、 きる企業様を希望します
竪型ミル用・スイングレバー他）
旋盤、マシニングセンター他
重量：30～7000kg
設計のみ・製作のみでも可。
【製缶】
ベルトコンベア等の搬送機、石灰・石炭灰・
木チップ等のサイロ等の設計～製作～据付

【金型、産業機械部品、微細加工部品
4

発注企業リスト

リング・シリンダー・ブッシュ等の加工
丸物：～Φ300 ～L300
角物：重量:20kg程度 中には数百kgあり
材質：SS、S45C、SCM435、SUS等

旋盤・フライス・マシニング
ターニング・中ぐり・五面加工機

等

放電加工・溶接他・表面処理
場合によって、製品の一部に肉盛溶接等
可
有り

【機械加工】

6

佐賀県
唐津市

4,500万円

75名 高温・高圧及び特殊バルブ

①鍛造型打ち品の加工 バルブ口径15～50A
重量：1.5～10kg 発注数量100～300ヶ
②フリー鍛造品加工 Φ150～Φ300
重量：20kg～50kg 単品物
材質25C、F11、SUS304、316
ステライト盛付溶接 鋳物加工

少量多品種

NC旋盤・複合旋盤
TIG溶接
プラズマ粉体溶接：ステライト盛付

外注

｢ビジネスマッチングフェアin長崎｣
所在地
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福岡県
北九州市

資本金

5,000万円

従業員

主力製造品

外注加工内容

必要設備・能力

建築鉄骨(鋼管構造・一般構造・ 【鋼構造全般の製作】
180名 特殊構造)
(建築鉄骨・橋梁・プラント)
(事業所
61名) 橋梁・プラント・一般鉄工製品の
加工・組立・溶接・機械加工・塗装
製作並びに据付
材質： 溶接用構造鋼材（SM490A、SM520B）

【板金・フレーム製缶】
8

福岡県
久留米市

5,000万円

120名 精密板金加工、精密機械加工

発注企業リスト

材質：SUS、SS、AL
板厚1.2t～3.2t サイズ～2m程度
形鋼を使ったフレーム品あり
フレーム製缶後、機械加工

等

2016年下期から大口径スチールセグ
メント製作予定が有り、製作パート
ナーを探しています。

吊能力5t以上のクレーン

タレパン、レーザー加工機、ベンド、
マシニング、Tig溶接機 等
クレーン2.8t

広島県
広島市

9,000万円

150名

工業炉本体及び周辺設備の工場製
作

出来れば、板金加工・機械加工が一
括して出来る企業が望ましい

(機械加工外注でも可)

【製缶】受注生産につき多種多様
9

その他

材
板

質：SS・SUS
天井クレーン（5t～10t）
厚：型鋼（溝型鋼100～150、
溶接機溶断機等一般製缶用機材
H型鋼150～200、鋼板3.2～6）
設備重量：20ｔ～100ｔ（組立後）
サ イ ズ：幅5m*長さ15m*高さ5m

当社は工業炉の設計、製造、施工を
行なっています。基本総てオーダー
メイドのため多品種少量製作に対応
出来る供給者(製缶工場)が希望。製
作サイズに大型品が有り、工場仮組
出来る高屋根、揚重機を備えた工場
が希望です。工場築炉が可能であれ
ば製作品に幅が出ます

【鍛鋼品の機械加工】
大阪市

10 西淀川区 3,000万円

28名

特殊鋼、鍛造、熔断、熱処理
機械加工

大型シャフト：Φ500～1500
最大6000
ギヤ、ケース類
粗加工、仕上加工
材 質：主にS45C、SCM440

L2000～3000中心 ターニング、ボーリング、五面加工機、
大型旋盤(両設備を保有している方が望 品質保証
ましい)

【機械加工】
11

福岡市
北九州市

8,800万円

産業機械、自動化装置、各種ク
100名
レーンの設計・製作

産業機械部品の機械加工
材 質：SS、SUS
サイズ：700mm～1000mm
重 量：数百kg～1t未満

ターニング（NC)、マシニング
横中ぐり盤、五面加工機等
(一部熱処理、研磨有り

短納期に対応出来るところを希望

外注でも可)

【中小型蒸気タービン用】
12

広島県
広島市

1億円

512名 タービン、ポンプ製造等

パッキンケース Φ600
ノズル(仕切板) Φ1000

旋盤(Φ600)、フライス、旋盤orターニ
半割れの加工
ング(Φ1000)

｢ビジネスマッチングフェアin長崎｣
所在地

資本金

従業員

主力製造品

外注加工内容

【主要製品の製缶加工】
13

14

15

福岡県
古賀市

岐阜県
不破郡

福岡県
北九州市

1億円

2億4,700
万円

36億4,235
万円

250名

370名

全熱交換器、産業用除湿機、溶剤
濃縮装置、各種ハニカム

舶用製品、油圧シリンダー
トンネル、鉄道用製品

フレーム製缶に薄物板金を貼り付ける。
材質：SS材、SUS、型鋼
板厚：1.6t～2.3t
製作重量：2t程度
【フレーム製作】材質：SS400、SUS304、アルミ他
（角パイプ・H鋼の構造物の製缶＆機械加工）
小物 重量：1kg～35kg 板厚：t6～t50
サイズ：t6*100*100～t50*300*300
大物 重量：100kg～3000kg 板厚t50～t100
サイズ：t50*1000*100～t50*2400*8600
【制御盤製作】試験装置用制御盤
サイズ：1400*2100 板厚：t1.5～3.2

【製缶品】
架台、デッキ、ダクト、支柱、サポート等
新日鐵住金㈱八幡製鐵所関連設備
材質：SS・SUS
1,571名
の建設、改修
重量：製缶品は1t～3tが主
(事業所
各社プラント設備配管工事対応
240名)
他、製缶品、機械加工品対応
【機械加工品】車輪、軸等の加工
材質：SS・SUS 丸物・角物
重量：数kg～数百kg

発注企業リスト
必要設備・能力

等

その他

レーザー、タレパン、溶接、プレスブ
レーキ、シャーリング、ロールベン
ダー、アイアンワーカー、クレーン2.8t
製品の高さが4.7mとなるため、天井ク
レーンフック下6m必要

NC旋盤、NCマシニング、ターニング
五面加工機、三次元測定機 等

工程集約力の高い企業希望
(材料⇒製缶⇒機械加工⇒塗装)

製缶・板金に必要な加工設備

塗装等外注でも可

フライス、NCフライス、マシニング
旋盤・NC旋盤

製缶のみ、機械加工のみもOK

塗装：仕様は膜厚が厚め。
塗料指定等あります。

精度、突発対応、短納期対応

等

フライス、マシニング、旋盤
NC旋盤等

短納期に対応していただける企業を
希望

樹脂部品：量産品
金属加工：単品物が多い

一部熱処理、研磨等あり
可

【機械加工】

16

17

山口県
岩国市

福岡県
福岡市

517億
3,000万円

3億円

3,035名 フィルム、機能樹脂
(事業所 産業マテリアル
10名) ヘルスケア衣料繊維

771名
(佐賀工 電源製品、監視・制御製品
場58名)

・金属加工
材質：SS、SUS
角物・丸物(角物が多い)
重量：10kg～数百kg
・樹脂加工、樹脂成型
材質：ナイロン・PP・塩ビ
【板金加工】
上記内容を一括して発注可能な企業
材 質：アルミがメイン、SUS等
板厚1.6～2.3mm
サイズ：□600～□2000
【塗装】
アクリル、ウレタン、粉体

外注でも

板金の加工などに対応可能なこと
塗装は外注でも可
溶接(アーク、半自動、TIG等)

【製缶・溶接・機械加工】
18

神奈川県
藤沢市

13億8,880
万円

487名

バルブアクティエータ、ジャッキ
歯車装置、歯車

大物ハウジングの製缶・溶接・機械加工
①サイズ 約1400*1100*800
重 量 約780kg 板厚50mm 材質：SS400
②サイズ 約1800*2300*1300
重 量 約3500kg 板厚65mm 材質：SS400

溶接機・ターニング・五面加工機
マシニング・フライス 等

1社で製缶・溶接・機械加工が出来る
こと

｢ビジネスマッチングフェアin長崎｣
所在地
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福岡県
糟屋郡

資本金

4,500万円

従業員

主力製造品

外注加工内容

【外装板・ドレンパン等板金】
長さ：3,000L前後
材質：亜鉛鉄板及びSUS
冷却器・ユニットクーラー・空調
68名
板厚：0.8mm～4.5mm
機

発注企業リスト
必要設備・能力

等

その他

タレパン・レーザー(板材・管材)・ベン 銅・アルミ・SUS丸パイプ加工(ファ
ダー等
イバーレーザー等)ができる企業

【パイプ等の加工】
材質：銅・アルミ・SUS製パイプ
【製缶】サイズ：6000*2500*2500MAX
重 量：6㌧MAX 板厚：6mmMAX
大阪市

20 住之江区

4億7,000
万円

190名 非常用発電装置、トランステー
(事業所 ナー発電装置、冷熱除湿装置、
70名) 機能膜

【板金】サイズ：2000*2000MAX
重 量：110kgMAX 板厚：3.2mm
材質：SS、SUS、アルミ
都度、機械加工有り
【機械加工】
歯車加工・中型～大型旋盤加工
横中繰り加工 重量：100kg～数百kg)

21

福岡県
大牟田市

10億円

運搬機械(ベルトコンベア設備、
400名 荷役機械)
(事業所
【製缶～機械加工】
140名) 鉱山機械(ロードヘッタ等)、各種
重量：1t以上
減速機・増速機・電動機
ホワイトメタル
材質：鋳物・鋳鋼・SS・SCM等

【機械加工品】
22

23

兵庫県
明石市

岡山県
赤磐市

4,800万円

2,000万円

300名

産業重機械用部品、機械加工部
品、タービン関連部品

400名
ATCL(自動工具交換装置)の軸、
(事業所
中小製缶部品、歯車
25名)

半割れ品 SUS
ケーシング加工 鋳物 重量約1t
大型製缶 SS 重量5～10t

【機械加工】軸・歯車（平歯車、かけ歯車 等）
焼入れ＋研磨加工(焼入れ･研磨外注可)
材質：SS400、SUS、S45C、SCM等
重量：10kg～200kgが主 角物100mm角～400mm角
丸物Φ20～Φ200 長さ～1000mm
【中小製缶＋機械加工】箱物
小物：重量10kg～ 幅100～*全長100～*高さ100～
中物：重量～1t 幅～1500*全長～3000*高さ～1500

レーザー・タレパン・ブレーキプレス
旋盤・フライス・横中ぐり盤・五面加工 小ロット・多品種・短納期
機・定盤・天井クレーン・溶接 等

減速機・増速機・電動機を製作して
歯車加工Φ700L100に必要な加工設備
いる部署からの出席となります。多
旋盤、ターニング、マシニング、横中ぐ
品種少量生産・短納期対応して頂け
り、五面加工機
る会社を探しています

ターニングΦ1500～
大型横中、五面加工
製缶に必要な加工設備
クレーン設備（できればクレーン30t）

旋盤・マシニング・フライス
横中ぐり・ターニング・五面加工機
溶接(アーク・半自動・TIG)

小ロット対応可能であること
(多品種小ロット 20ヶくらい)

