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○ ○ 1 アイシン・ソフトウェア㈱
448-
0027

愛知県刈谷市相生町1-
1-1アドバンス・スクエア刈

車載組込みソフトウェア開発 ソフトウェア開発・評価
組込みソフトウェア開発の経
験

ソフトウェア開発企業

○ 2 葵機械工業㈱
520-
3212

滋賀県湖南市小砂町1-7
自動車用各種部品、納期用及び建
設機械部品

①自動車向け車体骨格部品
②自動車向け機械加工部品

①プレス／溶接
②鍛造素材加工／機械加工

①1000t以下の順送プレス
機
400t～1000tのタンデムプレ
ス機
月産4000個以上
②旋削設備、鍛造プレス機
月産1500個以下

QCDが良い企業を希望しています。
試作案件はありませんので、量産可能な企
業を探しています。

○ 3 河西工業㈱
872-
0041

大分県宇佐市神子山新
田200

自動車部品（射出成型品）
①INJ部品（自動車内装品）
②縫製品（自動車内装品）

①射出成型、付属品の組付
け
②縫製、芯材への貼り込み、
付属品の組付け

①成型機（中小大型全て。
特に中型）
②ミシン、治具、プレス機

①INJについては、可能な限り近隣、特に中
型成型機所持メーカーを希望。
②縫製については、芯材手配～ASSYまで
一貫対応メーカーを希望。

○ 4 九州テイ・エス㈱
861-
1311

熊本県菊池市赤星1890
・2輪シート
・2輪4輪プラスチック成型品
・樹脂塗装品

2輪フロントカバー
樹脂製品のレーザーカット加
工

3D6軸レーザーカット機

樹脂部品のレーザーカットができるメー
カー。
厚みが3tくらい可能な加工機をお持ちで、切
り欠き・穴加工・形状カット可能なこと。

○ 5 水菱プラスチック㈱
710-
0262

岡山県倉敷市船穂町水
江1424

自動車向けプラスチック製品 自動車内外装部品及び小部品 射出成型

○ ○ 6 タイガースポリマー㈱
660-
0085

兵庫県尼崎市元浜町1-
45

吸気系及びBATT冷却系の樹脂及
びゴム成型品

・吸気系部品
・BATT冷却ダクト
・構成部品
（MTラバー、カラー、ステイ類）

・樹脂INJ成型
・樹脂ブロー成型
・ゴム（直圧/INJ）成型
・熱板/振動溶着
・組付け

・樹脂INJ（～850t）
・樹脂ブロー（60mm～
90mm）
・ゴム直圧（～100t）
・ゴムINJ（200t～300t）
・フォーマー（5～6段）

・ティア1実績等の条件はございませんが、
ISO9001/14001取得企業が望ましい。
・金型や金属カラー部品圧入機、ブロー成型
品のカット加工機などの設備関係の手配が
可能。
・熱板/振動溶接機を保有していることが望
ましい。

○ 7 太陽機械工業㈱
622-
0053

京都府南丹氏園部町船
坂町田1番地26

自動車用エンジン・トランスミッショ
ンコンポーネント及び部品、エアコ
ン用部品、二輪クラッチ用歯車、減
速機用歯車、産業機器部品

各種ギヤ製品の旋盤加工
研磨加工及び鍛造品など
※例：丸物（～Φ200）
数量（試作レベル数個～月産数千
個）

鍛造品、旋盤加工、研磨加
工

NC旋盤、各種研磨機

少ロット～量産対応が可能な企業を希望し
ます。
（ただし、試作対応・少量のみでも可）色々提
案いただければありがたいです。
特に、精密製品につき、品質管理ができる
体制を提案いただければありがたいです。
試作対応時は、手番的に厳しい案件もあり
ますが、その際はご協力いただきたいです。

○ 8 ㈱高木製作所
444-
3692

愛知県岡崎市牧平町字
岩田3番41

自動車用ブレス部品
・自動車用プレス部品
・表面処理

・単発及び自動プレス
・ナット、ボルト溶接
・電気亜鉛メッキ
・カチオン電着塗装

・プレス60～400t
・溶接35～75KVA
・バレル、ハンガー一式
　亜鉛メッキ装置
・カチオン電着塗装ライン

九州生産工場立ち上げ予定のため、現地で
協力いただけるパートナーを探しています。

○ ○ 9 ㈱豊田合成九州
823-
0017

福岡県宮若市倉久2223
番地1

インストルメントパネル、外装部品
他

1.ゴムホース全般
2.金具（パンチングメタル、プレート）
3.樹脂成型品（フィルム成型）
4.金型加工

1.練り加工、押出成形、ホー
ス組付
2.パンチング、プレス、カチオ
ン塗装
3.プレフォーム、インモールド
成型
4.金型作製、修理、シボ入れ

1..ニーダー、ゴム押出機(糸
入り)
2.順送（250ｔ）
3.成形機（125ｔ～200ｔ）
(各1000、5000、10000／月
の３パターン)

○ 10
日産車体エンジニアリン
グ㈱

254-
0027

神奈川県平塚市堤町4番
4号

・各種生産設備、治工具の設計・製
作
・無人搬送装置、リチウムイオン電
池製作

①各種生産設備・治具の設計製作
②制御設計、制御配線工事
③部品加工
④製缶、パレット製作
⑤設備移設、設置工事(重機）
⑥管工事、空調設備工事
⑦ロボットティーチング

①、②メカ設計、制御設計、
配線配管工事
③機械加工（図面支給）
④機械加工（図面支給）

①、②2D、3DCAD、測定器
③各種加工機、測定器
④各種加工機、測定器

機械設計（溶接治具）、配線工事、制御設
計、自動化設備設計製作を依頼できる企業

○ 11 ㈱浜岳製作所
254-
0016

神奈川県平塚市東八幡
5-2-2

自動車用車体部品のプレス加工＆
溶接組立加工

自動車用車体部品
　幅100mmから1000mm程度

プレス加工
レーザーによるカット
ベンダー機による折り曲げ
溶接による組付け

プレス機　80t～800t
レーザー加工費
タレパン
ベンダー機
溶接機

○ 12 林テレンプ㈱
470-
0375

愛知県豊田市亀首町町
屋洞100-11

自動車内装品（フロアカーペット、ト
ノカバー、ラゲージ部品　等）

INJ成型品 射出成型 成型450～2500t

○ 13 ㈱ヒロテック
731-
5197

広島県広島市佐伯区石
内南5丁目2番1号

排気システム、ドア

・セットプレート
・シェル
・フランジ
・ボス　など

・中小物プレス部品
・溶接
・材質：ステンレス、普通銅

・小物タンデム
・400t順送
・600t順送

○ 14 ㈱明和eテック
471-
0047

豊田市西新町7-23-1
・オイルパン
・ブラケット
・架台（機械加工含む）

板金加工
製缶加工

左記部品を製作するのに必
要な設備全て

内製をしていないため、加工から表面処理
すべて対応できる会社を希望します。

○ ○ 15 ユニプレス九州㈱
824-
0802

京都郡みやこ町勝山松田
507番地

自動車骨格部品
高張力鋼板の加工
アルミ鋼板の加工

プレス部品のブランクから製
品までの一貫加工

プレス機
100～400t PRG
50～300t TND
100～400t TRF　等

○ 16 ㈱ヨシカワ
879-
0162

大分県宇佐市中敷田
467-1

自動車部品加工及び集成
小物プレス部品
異形プレス

プレス加工
造管＋切断

110t、300tプレス
造管機

加工内容 必要設備・能力 受注企業への条件・要望主要製品 発注品目

令和2年度「九州自動車部品現調化促進商談会」発注企業一覧
参加

№ 企　業　名 〒 住所


