｢H29ビジネスマッチングフェアin佐世保｣
所在地

資本金

従業員

発注企業リスト

主力製造品

外注加工内容

必要設備・能力

等

その他

【板金・塗装加工】
・半自動溶接機・Tig溶接機
板金と塗装加工に対応可能な事
1

大分県

9,200万円

98名 制御盤、メカ装置等

・スポット溶接機・スタッド溶接機
材質：鉄、アルミ、SUS
板厚：1.0～3.2t
塗装：メラミン焼付塗装

・エレクトロシャイナー(焼け落し)

【①タイバー、ガイドロッド
②プラテン(中型成形機) ③検査路(メッキ含む)】
2

山口県

67億円

ダイカストマシン、射出成形
約1,000
機、押出プレス、粉砕、窯
名
業、運搬、橋梁他製造、販売

①機械加工：～Φ300×N9000L
②機械加工：2000×2000×1000

塗装等外注でも可

SCM435H
MAX4ton、FCD450

①旋盤、円筒研磨機、深孔加工機
②五面加工機、又ボーリング
③作業定盤(5,000L)

③製缶

【加工、鋳造】
3

千葉県

687億円

4,014名 ポンプ

鋳物(羽根、ケーシング)FC、SC加工、ポンプ部品

鋳造設備一式
長尺旋盤(L5,000以上)、その他機械加工設備

5m以上、シャフト加工(ポンプ)

【機械加工】

4

佐賀県

4,500万円

高温、中、低圧及び特殊バル
75名
ブ

材質：S25C、F11、304、316、SCPH2、SCPH21,SCS13A
SCS14A
サイズ･形状：Φ50～Φ300、鍛造･鋳鋼形成品、
形成板金

・横中ぐり(フェーシング付)
・旋盤、正面旋盤、
ターニング(振りΦ200～Φ1,000程度)、
縦型マシニング、ボール盤

少量多品種あります

重量：100kg以下

5

福岡県

5,000万円

160名 機械加工・溶接・製缶・塗装

【溶接】・TIG溶接・半自動溶接
【製缶】(鉄、SUS)・形鋼を使ったフレーム品あり
（フレーム製缶後、機械加工）
【塗装】・焼付塗装
【機械加工】
・丸物Φ100～200フランジ・ボス・
角ブロック・アリ溝加工フランジ
・板厚：15～50mm 材質：SS、SUS、AL
・数量：10～100個 精度：0.01～0.05程度
【板金】・材質：SUS、SS、AL
・板厚1.2t～3.2t サイズ～2m程度
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・旋盤（NC・汎用）、マシニング
・ワイヤー
・タレパン、レーザー加工機
・ベンダ、・Tig溶接機
・クレーン2.8t など
・塗装設備
・表面処理（熱処理・メッキ）外注可

出来れば、各種加工が一括して
出来る企業が望ましいが、塗装
のみなどの単加工の企業でも対
応可

｢H29ビジネスマッチングフェアin佐世保｣

6

7

所在地

資本金

福岡県

1,550万円

京都府

6,000万円

従業員

発注企業リスト

主力製造品

94名
(事業所 ギヤカップリング
13名)

150名
自動省力化機器、事務機器、
(事業所
電子機器、医療機器
58名)

外注加工内容

【ギヤカップリング部品】
旋盤加工、歯切加工、キー溝加工

丸物：～Φ400
溶接＋加工(直角度、平行度交差有)
ｈ～700支柱、ｌ～400ヘッド
角物：500×1200
材料：鉄、アルミ、ステンレス

必要設備・能力

等

その他

旋盤(汎用、NC)、ホブ盤、ギヤシェーパー、ス
ロッター、キーシーター、ワイヤー、マシニン
グ

溶接は社内加工が望ましいが外
注でも可
汎用旋盤、汎用フライス、マシニング、平研、
納期は1～3week
ワイヤー放電加工機、溶接機、三次元測定機、
ハイトゲージ(直角度検査)
検査データ必要(図面記入可)及
び表面処理を含めた品質保証は
必須

【製缶のタンク･塔･歩廊類、FRP樹脂製のタンク】

8

東京都

4億円

150名
(事業所 排水処理設備
100名)

製缶：タンク(丸･角)、沈降槽、ろか塔、
スクラバー、歩廊、デッキ、階段
材質(CS、CS+Zn、SUS304 etc)
塗装(さび止+フタル酸素、3ply)

ワークサイズ：トラック等で運搬できる範囲が 排水処理用設備の製作品の経験
メイン
が豊富である事

FRP樹脂：タンク(丸･角)、スクラバー

【製缶
9

福岡県

1億円

250名 除湿機、溶剤濃縮装置、全・
(事業所 顕熱交換器、ドライルーム、
60名) ハニカムフィルター

多種多様】

材質:SS、SUS

鋼板:1.6～6mm

型鋼:L30～60

C100～150

設備重量:1～1.5t

クリーンルームに入るSUS関係
天井クレーン2.8～5t、レーザー加工機、ブ
の製缶が多くなっているので製
レーキプレス、タレパン、シャーリング、製缶
缶・組立・クリーン梱包対応で
に必要な加工設備
きる業者殿も探しています

サイズ:多種多様

【製缶類、コンベヤ類、ポンプ、送風機他】
10

兵庫県

133億
6,745万円

各種ボイラ、環境設備プラン
815名 ト、機械設備の設計･施工･監
理

材質：SS、SUS他

形状･サイズは多種多様

ホッパやシュートの製作、ダンパ等、コンベヤ部品他
（保守・メンテナンス部品）

2 / 5 ページ(裏面もあります)

左記発注品目を製作する上で必要な機械･設備

製缶品の製作だけでなく、各種
機器の点検、整備工事等も含め
幅広く対応出来る企業を探して
います

｢H29ビジネスマッチングフェアin佐世保｣
所在地

資本金

従業員

主力製造品

発注企業リスト
外注加工内容

必要設備・能力

等

その他

【機械加工品、製缶品、架台等の製作】

11

佐賀県

9,830万円

125名

配電盤･制御盤、レーザ加工設
備、FAメカトロ装置

機械加工品、製缶品、架台等
制御盤、高低圧盤の設計･製作、産業機械設備の組立
調整

左記発注品目を製作する上で必要な機械･設備
(外作ではなく自社製作が望ましい)

産業用機械設備の組立･調整(加
工品、購入品の調達対応可であ
れば尚よい)

マシニング、旋盤

末永くお付き合いして頂けます
企業様を希望します

機械加工：数ミリ～千数百ミリ程度
材質：鉄、SUS、アルミ、銅、樹脂

12

山口県

4億1,000
万円

有機ELデバイス製造装置、半
導体・液晶パネル製造装置の
670名
設計・加工・組立・据付・メ
ンテナンス

【液晶、有機EL、半導体関連装置の部品加工や
表面処理業務、洗浄業務】
ステンレス(マシニング加工、旋盤加工)
例：SUS304 110×250×150 ブロックの加工

【板金、製缶品及び機械加工品】

13

大分県

7,520万円

362名 半導体検査装置、FA自動装
(事業所 置、太陽電池検査装置、駐輪
68名) 場総合製造 など

1000×1000×500程度の製缶フレーム他、半導体関係
の精密板金及び機械加工品(上記フレーム以外の
サイズ)、旋盤加工品など
材質はA5052他アルミ、SUS系、SS400等
製缶品はメラミン焼付、粉体等の各塗装あり

旋盤(小径～Φ400程度)、マシニングセンター
(1500×1000以下)
製缶・板金加工に必要な設備(門型マシニング加工
有り)
研磨機等

【焼却場、水処理施設関係の製缶･工事】

14

福岡県

2,000万円

30名
焼却場、水処理施設等の製缶
(事業所
品
25名)

・プレス、ケズリ
格子状にリブを溶接。歪み取が必要。
材質：耐摩耗鋼板（ハードックス）
大きさ：1,500×1,500程度
板厚：100

小ロッド(1～5)を短納期で加工
可能であること(標準納期2～3
ｗ)
中ロッド(50～300)の板金、盤
製作等

工事もできる製缶業者※(工事
出張可)
・プレス（300Ｔ）
・製缶加工一式

製缶･機械加工ができる業者様
で大きなプレスをお持ちの方
九州での案件有り（長崎・鹿児
島）

・その他工事(現場)
【多種多様(電子通信機、制御装置、電源装置、基盤
実装など)】

15

佐賀県

3億円

800名 直流電源装置、交流無停電電
(事業所 源装置、屋外通信機器収容函
100名) ほか

材質：ボンデ鋼板、SPCC、アエン板、SUS、
アルミ板、銅板(板厚3mm サイズ100～200mm)等
板厚：0.8～9
機械設計(製作図面作成、手書き図面対応可)
プリント基板実装(コーティング可、鉛フリー対応可)
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表面実装用プリント基板装置(鉛フリー対応
要)、自動はんだ装置、数値制御自動板金加工
ライン、粉体塗装ライン
塗装(フッ素塗装)
高さ2300mm幅2000mmに対応可

小量多品種に対応可能で製作を
一括で請負うことができる企業
が望ましい。また製作元で運送
まで行える事

｢H29ビジネスマッチングフェアin佐世保｣
所在地

資本金

従業員

発注企業リスト

主力製造品

外注加工内容

必要設備・能力

【金属部品(スチール・アルミ・超硬など)加工を
主体とした協力工場】

16

福岡県

28億9,773
万円

4,132名

金型用特注部品、その他金属
部品の製造・販売

・放電加工(ワイヤー、形彫り、細穴等)設備を有する
企業様
・丸物加工(焼入れ材、SUS材、生等)設備を有する企業様
・その他、ロッド数の大小にかかわらず、短納期
対応可能な企業様

等

・Φ50以下の比較的小さなワークで精度を
要する寸法加工能力
・検査設備

その他

当社協力工場として、パート
ナーを組んで頂ける企業を検討
しております

・複合旋盤、マシニングなど

【ダクト、タンク、ホッパー、架台、歩廊、鉄骨、
手摺】

17

大阪府

454億円

4,000名

ごみ焼却施設、水処理施設の
建設

各種プラン卜建設工事一式、
電気工事、土木工事、建築工
事、管工事、塗装工事
18

千葉県

2,000万円

50名
産業用機械部品製作(機械加
工、製缶加工、鍛造加工、鋳
造加工等）

上記内容の加工(図面支給)
材質：SS、SUS、耐硫酸露点腐食鋼
(SS等カーボンスチールは塗装、SUSは酸洗まで)
ダクト：板厚3.2t～6.0t 重量20t程度
タンク：Φ1000～3000×10mH 板厚3.2～9t
ホッパー：板厚9.0t～12t 20～30㎥程度
重量10～20t/台)

【製鉄所補修部品】
フライス、旋盤(ＮＣ尚可)、ギヤ加工、鍛造品 製品納入時、検査書を添付して
製作加工、ＢＣ材・オイルレス加工
下さい

製作依頼品は多品種少ロットです

【①装置部品・精密部品加工】
旋盤・フライス加工製品、溶接加工製品、
深穴(ガンドリル)加工製品
材質：SS、SUS
19

佐賀県

2,000万円

39名

産業用機械装置の設計･製作･
メンテナンス、各種部品加工

【②樹脂加工】
樹脂加工(各種)、旋削品･ミーリング品等
【③SUS円盤のロータリー研削】
SUS円板ロータリー研削、Φ400の
5μ球面

20

佐賀県

11億円

①旋盤、フライス、溶接機など
②NC旋盤、マシニング
MAXΦ150×200L □400×30t

半導体向け部品加工実績を希望

③ロータリー研削盤
MAXΦ740
加工

【大物製缶、小物機械部品】
164名
(事業所 産業機械･環境機械/メーカー
21名)

左記の製作および検査(仮組も含め)に必要な設
備
短納期のものが多く、見積時間
もあまり取れないので、対応が
電気事業法の溶接資格、第一種、二種圧力容器 早いメーカーを希望します
資格

製缶：重量約10t(10tトラック運搬範囲)
機械：弊社/各種ポンプ部品(小物)
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製缶：天井クレーン10t以上(5t×2基可)
レーザー、曲げ機他

製缶：自社工場内での塗装、簡
易組立

機械：表面処理(焼入、研磨、メッキ)：外注可 機械：少量多品種対応

可

｢H29ビジネスマッチングフェアin佐世保｣
所在地

資本金

岡山県

443億
8,495万円

従業員

発注企業リスト

主力製造品

外注加工内容

必要設備・能力

等

天井クレーン(10t～20t)
横中ぐり盤(H3,000 w8,000)

他

その他

【製缶品及び機械加工品】
21

4,294名 船用ディーゼルエンジン、ガ
(事業所 スタービン、蒸気タービン、
2,199名) 炉頂圧回収タービン

各種タービンのケーシング及び付属部品の製缶
材質：SS、SUS
板厚：t12～40
同上の機械加工

【①ガス･蒸気タービン部品
②大型製缶、機械加工品 ③省力化機械】
①軸受け、ケーシング、大径リング
22

兵庫県

4,800万円

300名 機械加工
②産業用機械フレーム製缶･機械加工（3～5t構造物）
③機械部品･組立･電気制御

少量多品種

①ターニングΦ1500以上
横中ぐり、五面加工機
②大型横中ぐり、五面加工機、塗装設備

自社工場で一貫して製作できる
ほうが良い

③機械組立、塗装、表面処理等

【金属切削加工品】
23

鹿児島県

5,000万円

145名
(事業所 樹脂、金属、切削加工
32名)

材質：S50C、SUS関連
マシニング
厚み：t＝28mm
外形サイズ

Max437mm
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納期1week対応

