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系統
当地
企業 № 発注企業名 URL 業種 主な取扱商品・製品 参加目的 企業PR

商談内容
探している商品・製品・技術

商談企業に対する要望事項 系統

● 1 株式会社エヌエスティー https://www.nst-
co.com/

製造業 検査装置・計測機器 新規仕入先・外注先の確保

・大手メーカーが応じないようなカスタマイズを得意としています。
・従業員のうち７割をエンジニアが占め、自社で企画提案から開発･
設計･試作･量産･保守まで一貫したソリューションの提供が可能で
す。

・制御盤の製作
・電気回路設計
・機械設計
・制御設計

詳細は打合せにてお伝えします。

● 2 榎本工業株式会社 https://www.enomoto
-net.co.jp/

製造業 専用機の設計・製造 新規仕入先・外注先の確保

・営業品目1.省力化･省人化機械2.産業機械･工作機械3.超小型NC
工作機械
・主な納入先…NTN株式会社様、スター精密株式会社様、株式会社
守谷商会様
・売上高15.5億円(2018年5月実績)、従業員108名(2018年4月)

・製缶･加工が一括で出来る。
・丸物加工が一括で出来る。
・鋳物加工が一括で出来る。

・材料（製缶）、加工、熱処理、表面処理まで一括対応
ができる。
・短納期対応ができる。
・コスト競争力がある。

● 3 株式会社ケージーケー http://www.kgk-
web.com

機械加工設備の設計・製
造
開発試作品製造

アルミ部品のバリ取り仕上げ設備
（BARIO、PICCOLO）

新規仕入先・外注先の確保

＜本社工場＞
専用工作機械製造を業務としています。主に、アルミ粗材のバリ取り
装置は当社の主力商品であり、国内･海外の４輪メーカー、２輪メー
カー、アルミダイカスト部品メーカー様に良い評価を頂いています。バ
リエーションは４種類あり、バリ取り仕上げの用途に応じて提案販売
しています。
＜HEXA事業部＞
開発試作品の部品加工を業務としています。主に、４輪･２輪のエン
ジン部品、トランスミッション関係の部品加工を得意としています。総
削り品･砂型鋳造品･ダイカスト品等幅広く対応しています。

・硬質クロムメッキ（メッキ後はバフ仕上げのこと）
・工作機械用加工治具の設計を受けてもらえる会社
を探しています。

・硬質クロームめっき業者
　サラ付け（膜厚３～５μｍ）を保証できるメーカー
　めっき後のバフ仕上げまで一貫対応して頂ける
  メーカー
・機械設計業者
　工作機械用の治具設計業務を請け負って頂ける
  業者

● 4 株式会社システック http://www.systec.co.
jp/

製造業
技術者派遣、装置開発、受託設計開発
（ソフトウェア、論理）、半田付け関連設備

新規仕入先・外注先の確保

パートナー企業探し

ハードウェア･ソフトウェア･FPGA･機構設計を基盤技術に、通信･放
送機器や産業機器の設計･開発から量産までトータルサービスを提
供しております。

・ロボットを組み込んだシステムにおける供給･収納装
置の共同設計をしていただけるパートナー
・ソフトウェア設計、電気回路設計、FPGA設計のパー
トナー

ロボット周辺装置の設計製作の実績等

● 5 株式会社スカイロジック http://www.skylogiq.c
o.jp

ソフトウェア開発 画像処理ソフトウェア 新規仕入先・外注先の確保

スカイロジックでは汎用画像検査ソフト『EasyInspector』を主力製品と
して、主に製造業者様に品質管理に対応した画像検査をご提案して
おります。お客様によって異なるニーズに応えるべく、画像検査ソフト
のバージョンアップ、最適な検査システムの構築に注力しておりま
す。
最新の『EasyMonitoring』では、監視作業を画像検査に置き換えるこ
とで、徹底した工場内管理をご提案しています。
また、海外のお客様にも幅広くお使いいただいておりまして、今後も
世界から必要とされる企業を目指します。

板金加工と塗装（サイズ１０ｃｍ×１０ｃｍ×５ｃｍ～６０
ｃｍ×６０ｃｍ×７２ｃｍ）
※弊社ではソフト開発を行っておりまして、ハード面に
つきましては板金加工業者様に頼らざるを得ません。
弊社の要望を親身に聞いてくださる業者様を探してお
ります。

弊社の製品はロット数が小さく、また特注品が多い傾
向がございます。上記条件を受け入れてくださる業者
様を希望します。

● 6 株式会社蔦木 http://www.tsutaki.co.
jp/

製造業
・各種産業機械部品の製造
・各種産業機械の設計製作

新規仕入先・外注先の確保

弊社は産業機械部品の製缶溶接、機械加工、塗装及び産業機械の
設計製作を主な内容として事業活動を展開しています。主に工作機
械メーカー、液晶装置メーカー、その他専用機メーカーの大型鋼板構
造部品(架台、フレーム等)、付随する小型部品の製作、検査機や搬
送装置等各種専用機の設計製作、また、工作機械のOEM生産を行
なっております。製缶重量は50トンまで対応、最大加工サイズ幅3540
×長12000ミリの大型五面加工機をはじめ五面加工機を多数保有。
組立事業においても、設計から部品製作、組立、据付までの一貫生
産で対応。

①製缶溶接 材質：SS400 重量１～５トンできると尚可
②機械加工 材質：主にSS400、その他アルミ、SUS等
単品製作に対応可能な生産体制

①半自動溶接機、天井走行クレーン(２．８トン以上)等
②フライス、マシニング、旋盤、五面加工機等

● 7 有限会社ティケイ縫製 裁断縫製加工業

・工業用ミシンによる自動車座席シート及
び座席シート附属部品等の縫製（シート縫
製事業）
・NC裁断機による自動車座席シートの裁
断（シート裁断事業）

新規仕入先・外注先の確保

・自動車座席シート、アームレスト、ヘッドレスト等、多種類の製造を
受注。
・自動車座席シート類の裁断から縫製まで一貫した品質管理により、
地元大手企業から受注を得ている。
・海外実習生を積極的に受入れ、技術指導や基本教育、人材育成を
実施（現在、中国西安市より受入）
・明るく活気ある環境と熱心な教育により、未経験者でも働き易い企
業である。

・裁断後の縫製加工（シート縫製事業）
・完成品シート １日２００台 月４，０００台以上の縫製

＜要望事項＞
・金額、仕様は要相談。
・短納期の受注にも対応いただきたい。
・今後継続的な取引を希望。
・県西部地区エリアの企業を希望。
＜必要設備＞
・工業用ミシン（本縫ミシン：厚物）

● 8 株式会社フジコーポレーション http://www.fujicorp.c
o.jp

輸送用機械器具製造業
２輪車用ディスクブレーキ
２輪車用フェンダー、フレーム他
４輪車用ブレーキ、クラッチペダル

新規仕入先・外注先の確保 ２輪車用プレス板金部品の加工をしています。

プレス（３０ｔ～３００ｔクラス）、スポット溶接、アーク溶
接
静電塗装、メッキ（バフ～クロムメッキ）、パイプ加工
（ベンダー､切削）

少量生産で対応が可能な企業様

9 武蔵精密工業株式会社 http://www.musashi.c
o.jp/

輸送用機械器具の製造お
よび販売

二輪、四輪、ATV、汎用の自動車部品
パワートレイン、L&S (Linkage &
Suspension)

 新規仕入先・外注先の確保
武蔵精密工業(株)は自動車部品の販売を行っていますが、工機事業
部では量産をサポートする為の設備製作、金型製作、工具研削、治
具製作、試作加工を行っている部門です。

冶具・検具
・短納期、特急対応も可能である。
・製品ﾃﾞｰﾀを納品時に添付要なので、検査体制がしっかりしているこ
と
・高精度治具、検具の加工ができること(コレット、スプラインゲージ、
ヘリカルも可能なら尚)
専用機
【電気】
・電気ハード設計が可能である。
⇒電気CADは「ECAD」or「ユニドラフ」使用がBetter
・外部配線が可能である。
・電気ソフト
⇒使用PLC：三菱、キーエンスの実績が条件
【設計】
・専用機のメカ設計が可能である。組図からのバラシ設計など可能で
あればBetter。
⇒icad使用が希望条件となります。
　が、CADの種類問わず、自動車関係の検査機、搬送機の設計実績
があれば幸甚です。
(弊社取扱い部品と同等の物の搬送、検査、バリ取りなど)

上記が希望条件となりますので、どれかに該当する
お取引先様を募集いたします。
検具などの測定では、三次元測定機はMUSTになる
かと思います。
詳細はご相談に応じます。
何卒よろしくお願い致します。

ビジネスマッチングフェア事務局（浜松いわた信用金庫　法人営業部　地域活性課）

求める企業内容（発注内容・面談企業への要望等）
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系統
当地
企業 № 発注企業名 URL 業種 主な取扱商品・製品 参加目的 企業PR

商談内容
探している商品・製品・技術

商談企業に対する要望事項 系統

ビジネスマッチングフェア事務局（浜松いわた信用金庫　法人営業部　地域活性課）

求める企業内容（発注内容・面談企業への要望等）

10 アスカ株式会社 http://www.aska.co.jp 自動化生産設備設計製作
自動車部品用生産設備、その他各種業
界向け生産設備、制御装置

 新規仕入先・外注先の確保

機械加工品（大物・小物）、製缶品、板金品、表面処
理、機械設計、電気・ソフト設計
自動車部品溶接用治具（量産用）設計製作、各種自
動化機械設計製作、電気配線工事、機械組立
ロボットティーチング、制御盤・制御BOX等設計製作

多品種・少ロット品に対応可能な企業様を求めていま
す。

11 アズワン株式会社 http://www.as-1.co.jp
商社（理化学・産業・医療
分野）

●研究分野：多種多様な実験機器、分析機
器、計測機器、光学機器、工具類、容器類、配
管部品、洗浄・滅菌製品、研究用必需品、防
災、防犯安全用品、教材、文具、各種消耗品
など
●産業分野：多種多様な産業機器、加工機
器、工具、計測工具、各種治具、農業・園芸向
け機器、各種家電製品、電子機器、電子部
品、ケミカル製品など。
●病院、介護分野：医療機器、消耗品、ナース
グッズ、健康機器、高齢者向け商材など
●各専門分野：バイオサイエンス関連製品、食
品工場向け製品、クリーンルーム用製品、産
業現場向け消耗材、各種素材、材料関連製品
など。

新規仕入先･外注先の確保
新技術･新製品への対応
パートナー企業探し
その他(点検サービス特注・加
工サービスや校正点検サー
ビス、計測器レンタルなどの
技術・サービス)

理化学機器・看護介護用品を幅広い販路ネットワークを活かし、全国に販売
している卸商社です。
【弊社販売媒体】：カタログ、WEBショップ
【弊社ユーザー層】：大学や民間企業の研究者、各種製造工場、病院や介護
施設の医療・介護従事者
【弊社カタログ】
研究用・医療介護用をそれぞれ2年に1度発刊しております。
(詳細)
・研究用カタログ：約3400頁　約25万部発行
・医療・介護用カタログ：約1800頁　約18万部発行
　そのほかにも食品工場向け、現場作業者向けのカタログ、設備品やクリー
ンルーム用品、防災用品等の専門カタログも発刊しております。
【弊社ウェブショップ】
WEB販売サイト（AXEL）では現在300万点以上のアイテムを取り扱っておりま
す。
URL：https://axel.as-1.co.jp/
【資本金】50億7500万円（2017年3月末現在）
【売上高】609億5980万円（2018年3月期）

●研究分野：多種多様な実験機器、分析機器、計測機器、光学機器、工具
類、容器類、配管部品、洗浄・滅菌製品、研究用必需品、防災、防犯安全用
品、教材、文具、各種消耗品など
●産業分野：多種多様な産業機器、加工機器、工具、計測工具、各種治具、
農業・園芸向け機器、ＤＩＹ商材、各種家電製品、電子機器、電子部品、ケミ
カル製品など。
●病院、介護分野：医療機器、消耗品、ナースグッズ、健康機器、高齢者向
け商材、楽器など
●各専門分野：バイオサイエンス関連製品、食品工場向け製品、クリーン
ルーム用製品、産業現場向け消耗材、各種素材、材料関連製品など
●および上記製品群のOEM供給の相談が可能なメーカー様
●各種材料の精密加工技術、特殊加工技術、独自の技術をお持ちのメー
カー様。
●各研究機関、大学研究室、病院、介護施設に自社の商品、技術、サービ
スをPRしたい業者様、もしくは販路開拓されたい業者様。
物販に限らず、特注・加工サービスや校正点検サービス、計測器レンタルな
どの技術・サービスをお持ちの会社様も募集しております。

●商品をご提案いただく際は、仕様・特徴の分かる資
料をお持ち頂けますと幸いです。

12 株式会社JR東日本リテールネット https://corp.j-
retail.jp/

小売業 催事出店企業探し

①コンビニエンスストア「NEWDAYS」、KIOSKの運営
②駅構内商業施設の開発運営、駅構内専門店の運営、駅構内催事
の運営
コンビニ、KIOSKの運営と、エキナカ商業施設の「エキュート」の運
営、
駅構内の専門店を運営しており、エキナカでの小売業を幅広く営ん
でおります。

駅構内催事の出店者を求めております。

出店において、販売員と商品をご手配いただけること
が必要です。
商材については保健所との兼ね合いがあり、基本的
には完全パッケージされていて原材料ラベルが貼付
されている食品、もしくは雑貨全般を販売できる企業
さまを探しております。

13 全日本デパートメントストアーズ開発機構 http://ado-web.net/ 百貨店共同団体 右記、発注概要と同様  新規仕入先・外注先の確保

全国31社66店舗の百貨店が加盟する団体機構であるA・D・Oは、加
盟店企業の事業全般における能力・品質向上等の為の教育活動
や、加盟店企業の各種事業における取引の機会提供を主な活動とし
ております。
加盟店企業各社の消費者に対する良質な商品とサービスの提供を
通じて、
流通業全般の社会的存在価値を向上させること、及びA・D・O活動を
通した加盟店企業各社の
成長・発展を通じて、国民生活の発展に寄与することを目的としてい
ます。

・食品（生鮮・惣菜・菓子・グロサリー）
・工芸雑貨
　∟百貨店における物産催事や店頭販売、お中元・
お歳暮などでのギフト対応が可能な企業様

・その他、同業他社との圧倒的差別化が可能な商品

14 株式会社東急ハンズ https://www.tokyu-
hands.co.jp/company/

住まいと住生活、手作り関
連商品の総合専門小売業

生鮮３品、乳製品、冷凍・冷蔵・チルド品を
除く全てが販売対象です。

新技術･新製品への対応
パートナー企業探し

お客様の生活文化の創造をお手伝いするという理念のもと、お客様
一人ひとりの生活づくりに貢献するため、さまざまな商品を幅広く取り
揃え、全国５０店舗（FC含む）、海外3店舗、専門小型店、ｗｅｂ販売、
外販部など多くの販売チャンネルを持っております。扱い商品をお持
ちの方は法人、個人を問いませんのでお気軽にエントリーください。

販売可能な商品、実験・テスト販売、ＰＯＰ　ＵＰ販売、
ファクトリーブランドなど

生鮮３品、乳製品、冷凍・冷蔵・チルド品、販促関連、
用度品、システム関連は除きます。
ＰＬ保険加入のこと

15 株式会社ドン・キホーテ https://ppi-hd.co.jp/ 小売業
家電用品、日用雑貨品、食品、時計・
ファッション用品及びスポーツ・レジャー用
品等

 新規仕入先・外注先の確保

㈱ドン・キホーテ（ビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア、全国
展開）、ドイト㈱（ホームセンター、ガーデニング専門店、リフォーム工
事事業、東京、神奈川、埼玉に展開）および、㈱長崎屋（総合小売
業、北海道～近畿にかけて展開）とＰＰＩＨグループ全体で多種多様
な商品の取り扱いをしております。

ＰＰＩＨグループと新たなお取引をご希望の企業様
（メーカー様、問屋様、各種商社様）との商談を行いま
す。

16 株式会社丸金 http://www.osaka-
marukin.co.jp/

家庭用品卸
キッチン用品、テーブルトップ、バス用品
など

 新規仕入先・外注先の確保

当社は本来は「BtoB」の家庭用品の卸売業です。昨年よりWEB上で
「BtoC」で日本製の「産地のこだわり商品」や「伝統工芸品」の販売を
始めました。価格競争には参戦せず職人さんの想いや商品の特徴を
しっかり露出します。出来る限り他社では扱っていない「逸品」を集め
ていますので、価格を守り長く安定してお取り組みできるメーカー様
を探しております。大量販売はできませんが、この戦略にご支援くだ
さい。

日本各地の工芸品など、本物の良さを感じることので
きる商品、ハンドメイドで大量販売がしにくい商品を探
しています。商品作りに専念されているメーカー様の
商品で、出来る限り「販売」を弊社にお任せ下さるメー
カー様と取り組みさせてください。また、売り先（商流）
をしっかり吟味されるメーカー様の商品を「WEBペー
ジ」を充実させて安定した価格で商品を育てながら販
売させて頂きます。

製造された商品の売り先（商流）をしっかりと把握しな
がら、商品を大切に販売される企業様と取り組みたい
です。安売り競争や乱売を容認せずに「お客様の欲
望に応える商品を無策で売るよりも、お客様のために
なる、喜ばれる商品をコツコツ売る」ことを重視される
メーカー様を探しております。大量仕入れは出来ませ
んが、お互いのリスクを抑えじっくり長くお付き合いが
出来ることを目指しています。

17 楽天株式会社 https://www.rakuten.
co.jp/

インターネットサービス業
インターネットショッピングモール「楽天市
場」

 新規仕入先・外注先の確保

日本で最大級のショッピングモール、『楽天市場』は創業から楽天が
主力としているビジネスです。
商品数2億点を超える品揃えと、出店店舗へ提供するECプラット
フォーム技術及びコンサルティング等の運営ノウハウにおいて、他に
類がないユニークなビジネスモデルにより今もなお、楽天市場は成
長し続けています。

インターネット通信販売が可能な商材。

ファッション、家電・パソコン・通信、食品・飲料・お酒、
インテリア・日用雑貨、スポーツ・アウトドア、美容・健
康、キッズ・ベビー・玩具、ペット用品・花・DIY等

楽天市場以外でインターネット通信販売を行っている
企業様や今後ネットを活用した販路拡大を検討され
ている企業様との商談を希望しております。

商
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http://www.aska.co.jp/
http://www.as-1.co.jp/
https://corp.j-retail.jp/
https://corp.j-retail.jp/
http://ado-web.net/
https://www.tokyu-hands.co.jp/company/
https://www.tokyu-hands.co.jp/company/
https://ppi-hd.co.jp/
http://www.osaka-marukin.co.jp/
http://www.osaka-marukin.co.jp/
https://www.rakuten.co.jp/
https://www.rakuten.co.jp/

