
平成２７年度　東播磨取引商談会　発注案件一覧＜取扱注意＞（転送不可） No.1

企業
No. 材質 形状 精度

①工作機械部品②建設機械部品
1 ③農機部品④産業用機械部品 ＳＳ ・丸棒 Φ１０～Φ３００程度 図面表示 機械加工 汎用旋盤 １～５００個 ・汎用・ＮＣ旋盤加工（単品からの対応）

・シャフトやスピンドル ＳＣ ・型打鍛造品 ±0.01程度まで プレス ＮＣ旋盤 /各種 ・リピート加工品（旋盤・マシニング）
所在地：神戸市 ・フランジ ＳＵＳ 　→手の平から数百キロ程度 板金 マシニングセンター ・鋳物や鍛造支給の機械加工
資本金：１５,０００万円 ・ボス ＡＬ ・鋳物形状（アルミ鋳物もあり） 製缶 　　レーザ加工機 ・製缶加工品（製缶から機械加工
従業員：３０３名 ・架台 ＦＣ 　　ＮＣタレットパンチ 　まで）

・ケーシング Ｔｉ 　　ブレーキプレス他
・プレート 　　製缶設備
・カップリング
・ギヤ
・他

2 ＬＰガスの気化器の構成部品 ＳＵＳ３０４ 手のひらサイズ 図面表示 機械加工 マシニングセンター 単品～５００個 ①機械加工と溶接を１社で
Ｃ３６０４Ｂ（真鍮） 円筒形 溶接 フライス盤 /月 できる所があればベターである

所在地：西宮市 ＳＳ４００ φ ５～５０ ｘ Ｌ２０～３００ ＮＣ旋盤 　　　（別々でも可）
資本金：５,５００ 万円 Ｓ２５Ｃ 棒状 溶接機
従業員：７７名 Ｓ４５Ｃ φ ５～５０ ｘ Ｌ２０～３００

3 産業機械(給油装置）用構成部品
①　油タンク ＳＳ ｔ ： ４.５～６.０ 図面指示 機械加工 　　　　クレーン-５ｔ 一品一様 ＊機械加工と製缶加工

所在地：神崎郡 ２００～５０００Ｌの角タンク ＳＵＳ Ｗ５００～２０００ 板金加工 　　　　溶接機 単発発注  を両方できる企業がベター
資本金：９,５００万円 （主体は１０００～５０００㍑の角タンク） Ｄ５００～３０００ 製缶・溶接加工 　　　　ねじ切り盤 １８０件/年  であるが、製缶加工が
従業員：９０名 Ｈ５００～２５００ 塗装下地処理 　　　　その他関連設備  メインで機械加工を外注に

（ＮＣ旋盤・汎用旋盤）  出すのは可。
②　油タンク ＳＳ Φ２００～１５００ （フライス盤・研磨機）
600～2000Lの丸タンク ＳＵＳ Ｈ５００～２５００ ＪＩＳ溶接免許保有のこと
（上下に皿型鏡板が付くタイプ）

材料自給希望
　給油装置を搭載する基礎土台 SS Ｗ１０００～３５００ 仕上げ必要
　　③共通ベース Ｄ１０００～１００００（１０ ▽▽ 納品場所：市川工場まで

（主材がチャンネル鋼の溶接構造物） Ｈ１００～３０００ ベースの上面
新規企業(今回初）面談希望

　ポンプモーターを搭載するベース SS Ｗ１００～３００ 仕上げ必要
　　④ポンプベース Ｄ３００～１０００ ▽▽

（主材がチャンネル鋼の溶接構造物） Ｈ１００位 ベースの上面

4 建設機械用部品（小物～大物迄）
全周回転掘削機用構成部品 SS 図面指示 溶接 納品場所：本社工場まで

所在地：加東市 ①角物 SC Ｗ３８００×Ｄ６００×Ｌ２７００ 仕上げ必要 機械加工 ①５面加工機 一品一様 材料：自給・支給話合い
資本金：２,５００万円 S４５C ▽▽ 製缶加工 　　中ぐり盤(大型）
従業員：１１０名 SCM 外面の一部分 (塗装は不要 ＊機械加工と製缶加工

②丸物 SM Φ２５００×Ｌ４５０ ＊三和社内で対応） ②マシニングセンター １０～３０/１件 を両方できる企業がベター
　　スロッター （３件位/年）    であるが、機械加工業者が

メインで製缶加工を下請けに
電動オーガ用構成部品 出すのは可。
①丸物 Φ２７０×Ｌ４２０ １０～３０/１件

（３件位/年） ＪＩＳ溶接免許保有のこと
                                                         

備考企業名 発注製品
概略仕様

加工内容 必要設備 ロット数



平成２７年度　東播磨取引商談会　発注案件一覧＜取扱注意＞（転送不可） No.2

企業
No. 材質 形状 精度

備考企業名 発注製品
概略仕様

加工内容 必要設備 ロット数

5 ①秤量機額盤 ＳＳ４００ 形鋼の溶接構造体 JIS粗級に準ずる （切断、穴明け、溶接、塗装） 製缶設備等 １台/回、
約１０００～２０００㎏/台 塗装仕様：３種ケレン、 ５台/年程度

所在地：西宮市 ２５００×２５００×５００(H)くらい 下塗１回（１５μ ｍ以上）

資本金：３１,９５０万円 上塗１回
従業員：２９０名 約５０００～８０００㎏/台 JIS粗級に準ずる （フタル酸系樹脂 １台/回、 分解構造

６.５m～１２m×３m×０.８m 　　　　　１５μ ｍ以上） １０台/年程度 １０t車にて積載できるｻｲｽﾞが主

②汚泥濃度計接続配管品 ＳＵＳ３０４ パイプ 約φ １００ｍｍ～φ ５００ｍｍ程度 ±１ｍｍ以内 製缶 製缶設備等 １～２式/ロット １２・１月に集中
他電磁弁等、購入品も込 ３０式/年

③樹脂曲げ加工品 塩ビ 筒状 ±０.０３ 曲げ 関連設備 ５０個～１００個/ロット

～０.０５ｍｍ以内

ＰＰ 板 ±０.０３ 曲げ 　　〃 ２０個/ロット
～０.０５ｍｍ以内

④鋳造加工品 ＦＣ２００ ２６０×２４０×９９ ±０.０３ 　鋳造 鋳造設備 １０個/年・ロット 鋳造の数量としては少ない
～０.０５ｍｍ以内 機械加工 マシニングセンタ

塗装 塗装設備
塗装仕様：３種ケレン、
下塗１回（１５μ ｍ以上）

上塗１回
（フタル酸系樹脂
　　　　　１５μ ｍ以上）

ＦＣ２００ １３０×８０×４２ ±０.０３ 　鋳造 鋳造設備 ３０個／年・ロット 鋳造の数量としては少ない
～０.０５ｍｍ以内 機械加工 マシニングセンタ

塗装 塗装設備
マンセルＮ１.５半ツヤ

ＦＣ２００ ３００×１０２×１０７ ±０.０３ 　鋳造 鋳造設備 ３０個／年・ロット 鋳造の数量としては少ない
～０.０５ｍｍ以内 機械加工 マシニングセンタ 下とセット

塗装 塗装設備
塗装仕様：３種ケレン、
下塗１回（１５μ ｍ以上）

上塗１回
（フタル酸系樹脂
　　　　　１５μ ｍ以上）

ＦＣ２００ φ １８８×３０ ±０.０３ 同上 鋳造設備 ６０個／年・ロット 鋳造の数量としては少ない
～０.０５ｍｍ以内 マシニングセンタ 上とセット

塗装設備

6 　　1）鋼構造：　橋梁、沿岸構造物、 SS他 図面指示 図面表示 大型製缶・組立加工 レーザー加工機 単品 現場持込
　　レール溶接等 (溶接含む） ブレーキプレス (受注生産） 鉄骨製作工場認定

 2）産業機械：エンジン、クレーン、 ＊製缶加工のみ不可 切断機 Mグレード以上保有要
所在地：大阪府大阪市 　　タービン、シールドマシン、 溶接機　他
資本金：１,０００,０００万円  駐輪場等
従業員：８，５００名  3）ごみ焼却場等都市環境プラント 中～大型製缶 レーザー加工機 単品 案件により第一種、

　、パイプライン、関連部品等 ・溶接加工 ブレーキプレス (受注生産） 第二種圧力容器の
 4）スマートアグリ、流通システム等、 溶接機　他 認定要の場合あり

設計～製造までを委託 関連設備一式 単品
仕様書による ＊製造の外注可 (受注生産）

板金加工(薄板） レーザー加工機 小～中ロット
塗装処理 タレットパンチプレス (受注生産）

ブレーキプレス　他

上記各種プラントの
機械加工・板金・製缶品

ダクト・ガスホルダー・ホッパー・
架台(プラント鉄骨）・風道・煙道・
ダンパー・階段手すり・
ケーシング・タービン・コンベヤー



平成２７年度　東播磨取引商談会　発注案件一覧＜取扱注意＞（転送不可） No.3

企業
No. 材質 形状 精度

備考企業名 発注製品
概略仕様

加工内容 必要設備 ロット数

7 自動車関連・産業機器・ ※金型～プレス加工 ・ISO９１００を取得OR同程度の
自動化専用機部品等 又はプレス加工のみ 管理レベルにある企業

所在地：姫路市 （ブラケット、他） ・ＱＣＤに前向きに取組む企業
資本金：９,６００万円 を望む
従業員：１,０２０名 プレス加工品 ｔ ０.３～６.０ 図面表示 機械プレス加工、他 機械プレス １００～１,０００

・順送品 ＳＵＳ 　２５～３００トン /月
・単発品 SECC 溶接機 １０,０００～３０,０００

SPCC タッピングマシン /月
AL

※上記ﾌﾟﾚｽ品を加工時に使用する金型が手配できる場合（金型単体での発注はありません）
プレス用金型 ＳＫＤ ２５～３００トンプレス 仕様書ｏｒ ①設計～製作 マシニングセンタ
・順送型 ＳＳ 機用金型 図面表示 ②製作のみ ＮＣ・汎用フライス盤 話合い
・単発型 他 研削盤

ワイヤーカット放電加工機
その他関連設備

8 ＜プリント基板実装とハーネス加工 ハーネス：明石第一工場渡し
及び制御盤組立＞ 基盤実装：明石第二工場渡し

所在地：明石市 明石第二工場
資本金：５,０００万円 産業機械装置用 材料：全支給
従業員：１６３名 　①プリント基板実装 A４サイズ及び 図面指示 部品手挿入と リフロー半田槽及び １０～１０００枚 副資材：自社調達

手のひらサイズ 　　　　手半田付け 　　　　　　　　関連設備
　　受注企業に求めること：
　　・品質

明石第一工場 ハーネス加工 　　・納期
　②ハーネス加工及び ﾛﾎﾞｯﾄの機内ﾊｰﾈｽ及び 図面指示 ハーネス加工 　　半自動圧着機 １～１０００本 ・コスト
　　　　制御盤組立 制御盤から機械までの 制御盤組立 　半自動ストリップ機 ・物流（引取、納品）

分離ﾊｰﾈｽ類全般 　キャステイング装置 (明石工場中心に車で１時間位の
　外皮加工機 位置にある企業が望ましい。）

9 産業車両用部品
　①油圧シリンダーの構成部品 ＳＳ ①φ ４０～φ １００×L１５０ 図面表示 ①機械加工 　①マシニングセンター ①１００～１,０００ 納品場所：本社工場まで

所在地：愛知県半田市 ＳＣ 　①５面加工機 /月 材料自給希望
資本金：１０,０００万円 ＦＣ 　①ＮＣ旋盤・汎用旋盤 品質に対応できる所
従業員：２５０名 　①フライス盤・研磨機

　①５軸加工機
　①中ぐり盤

　②油圧シリンダーロッド ②φ ３０～φ ５０× 図面表示 ②メッキ 　②硬質クロムメッキ槽、バフ ②５００～１,０００
　Ｌ７００～１５００ /月

10 　　一般産業用 Ｓ４５Ｃ φ １０～６００ 図面表示 旋盤加工 　　ＮＣ旋盤 １～３０００個 ①全加工を一括対応できる所
タイミング　プーリー各種 Ｓ４５ＣＨ キー加工 　　マシニングセンター

所在地：神戸市 Ａ２０１７ タップ加工 　　キーシータ ②品質・短納期に対応できる所
資本金：５,０００万円 Ａ２０１４ マシニング加工 　　ブローチ
従業員：９３名 ＳＵＳ 歯切り加工 　　ボブ盤 ③歯切用ホブは貸与します

鋳物
鍛造 ④発注予定件数、個数

月当り ５件～１０件 １ヶ～１００ヶ/件

φ １０～φ ６００のなかで任意


