
（公財）いわて産業振興センター ものづくり振興部

TEL：019-631-3822 Email:torihiki@joho-iwate.or.jp

No. 図面の有無 掲載時期

AR0311 有 R0308

AR0310-1 有 R0308

AR0310-2 有 R0308

AR0310-3 有 R0308

AR0309-1 無 R0308

AR0309-2 無 R0308

AR0308-1 無 R0308

AR0308-2 無 R0308

AR0307-1 無 R03/07

AR0307-2 無 R03/07

AR0307-3 有 R03/07

AR0304-1 有 R03/06

㈱三陽機械製作所 リン青銅（エンドメタル）鋳造品 φ90、t15、⾧さ60 加工なし

㈱三陽機械製作所 アルミ鋳造品 砂型、グラビティ
弊社指定の形状

AC４Cのt処理済み
加工あり/なし いずれも可

㈱三陽機械製作所 砲型鋳造品 砂型 CAC408,BC6 加工あり/なし いずれも可

㈱昭芝製作所 金型製作

＜工作機例＞

・2D/3D CAD

・マシニングセンター

・ワイヤー放電加工機

・トライアル用プレス機

・検査用測定器

順送型200t~400t

・最大型幅 2,450mm

・トライアル結果の評価（測定）が可能なこと

・型図の提出が可能なこと（CADデータ）

㈱昭芝製作所 金型設計
・2D/3D CAD

・シミュレーションの対応等

・順送型、単発型

・2D/3D設計

ステンレス製の継手類 NC・MC

SUS316/316L/ハステロイ

100～5,000個

サイズは要相談

レシプロ機に関わる部品。(トラックのエンジン部品構成

を参考にしてください)

レシプロ機に関わる部品。(トラックのエンジン部品構成

を参考にしてください)

ベアリングを格納するスライド

ケース部品他

マシニングセンター

NC旋盤

NCフライス

材質：S45C又はS50C 正確、美、スピード、早い見積

山形イハラ㈱

その他要望事項必要設備 材質・サイズ・ロット等会社名 発注品目・加工内容

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

ピストン、ピストンリング、コン

ロッド、クランクシャフト、ピス

トンピン、ピストンブッシュ、

ニードルベアリング

シリンダライナ、弁板、バルブ、

冷媒用フランジ、クランクピンメ

タル

発　注　情　報

イハラサイエンス㈱

岐阜第二事業所
現地工事（配管施工） 溶接機 鉄・SUS材 溶接資格必要

石原工業(株) 切削加工 NC旋盤、マシニングセンター
SS,SUS,SK,SKD,SKS,INCONEL,ハステ

ロイ、樹脂など
ミクロン単位の製作

イハラサイエンス㈱

岐阜第二事業所
プレハブ溶接配管 溶接機、パイプベンダー 鉄・SUS材 溶接資格必要



AR0304-2 有 R03/06

AR0304-3 有 R03/06

AR0303-1 無 R03/06

AR0303-2 無 R03/06

AR0303-3 無 R03/06

AR0302-1 有 R03/05

AR0302-2 有 R03/05

AR0302-3 有 R03/05お問い合わせ下さい 化学繊維（ナイロンなど）製ソフトケースの設計～縫製

ポータブル粉じん計、ミニポンプ

等精密機器の組立

お問い合わせ下さい 板金等 製造物による異なる 製造物による異なる 秘密保持契約の締結必須

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい ねじ等 製造物による異なる 製造物による異なる 秘密保持契約の締結必須

山形イハラ㈱ ステンレス製の付属部品類 NC・MC
SUS316/316L/

～50,000個

山形イハラ㈱ ステンレス製のバルブ類 NC・MC

SUS316/316L/

100～500個

サイズは要相談

製造物による異なる

ポータブル粉じん計、ミニポンプ

等精密機器の基板実装
RoHS2対応可能生産ライン

部品・材料は原則自達にて（不可の場合は

支給）、ロット1０～１００

弊社本社（埼玉県草加市）または工場（⾧野県飯田市）

への配送ルートがあることが望ましい

お問い合わせ下さい 成形品等

RoHS2対応可能生産ライン
部品・材料は弊社から支給、もしくは自達

可、ロット1０～１００

弊社本社（埼玉県草加市）または工場（⾧野県飯田市）

への配送ルートがあることが望ましい

製造物による異なる 秘密保持契約の締結必須

ポータブル粉じん計、ミニポンプ

等精密機器の収納ケースの製造
RoHS2対応可能生産ライン

部品・材料は原則自達にて（不可の場合は

支給）、ロット1０～１００



No. 掲載時期

BR0802 株式会社本興製工所 48,000千円 25名 プレス、溶接

・精密機械器具部品のプレス・組立加

工

・カーナビゲーションのプレス部品生

産

・金型メンテナンス等は自社内で実施

（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用設備は保有しています）

【材料サイズ】

・材厚：0.3～3.2、材料幅50～600

※装置により異なりますので詳細は問い合わせをお願い

いたします。

【材質】鉄、SUS、銅等

・グループ内で金型の設計及び製作、プレス板金加工、

Sub Assyの社内一貫加工により、QCDのご要望にフレ

キシブルに対応します。また、岩手県、中国、フィリピ

ンの生産拠点で連携をとり、グローバルに対応可能で

す。（本社：神奈川県横浜市、工場：花巻工場）

順送ﾌﾟﾚｽ  250ｔ   １台

順送ﾌﾟﾚｽ  110ｔ    2台

順送ﾌﾟﾚｽ 60ｔ 2台

単発ﾌﾟﾚｽ     80ｔ 6台

単発ﾌﾟﾚｽ     TP-45C-X2 4台

多軸ﾀｯﾌﾟ機  №01CC−TMC  3台

溶接    ID40Ⅳ 1台

R03/08

BR0402

BR0801 3,000千円

受　注　情　報

石村工業 株式会社

有限会社 ウスイ製作所

BR0403

保有設備会社名 資本金 従業員 主たる加工分野 主要生産品目・加工内容 材質・サイズ・ロット等

21名
製缶、溶接、

設計、機械組立

高速帯鋸盤、シャーリング （ 10

ｔ、２ｍ）、油圧プレス （250

ｔ）、 プレスブレーキ （2ｍ）、

天井クレーン （2.8ｔ）、半自動溶

接機   （300A、500A）、TIG溶接

機、プラズマ溶接機・切断機、

ロールベンダー・パイプベンダー

、３D CAD （ソリッドワークス）

丸棒材（バー材）φ1～φ30mm(複合加工を含む)。 φ

16ｍｍ以下の加工が得意。受注数量は量産加工設備の

為、量産が得意、少量でもリピート品のみ対応可能。

オーダー目安は10個～1万個。材質は問わない。

ＣＮＣ自動旋盤（Ｆ16-3TA～

10T）

ＣＮＣ自動旋盤（Ｌ16-I～VII型）

ＣＮＣ自動旋盤（L20 XII型）

ＣＮＣ自動旋盤（A20 VII型

(3F7)）

ＣＮＣ自動旋盤（A32-7型）

※メーカーは全てシチズン製

R03/08

3,000千円 12名 機械加工

自動車部品・半導体製造装置部品・医

療装置部品など、各種精密機械部品の

製造・販売 CNC自動旋盤による丸棒

材（バー材）からの加工となります。

●シャフト・ブッシュ・カラー・ナッ

ト・ピン

プラント・省力化機械の製造、高速ワ

カメ攪拌塩蔵機の製造、家庭用ペレッ

ト・薪兼用ストーブの製造、農業用木

質燃料加温機の製造、水産加工機械の

製造他

製缶・溶接を主体に機械製造を行って

います。

鉄、ステンレス、アルミニウム

ダイヤモンド刃物、チップソー、超硬

刃物カッター、ルータービット等の設

計開発・製造・再研磨及び販売

【オリジナル自社商品開発】

・氷砕金棒『割るぞうくん』

・わかさぎ釣り用のアイスドリルの

チューンUP『はるみチューン』

・産業用刃物研磨→あらゆる刃物の再生研磨が可能

・産業用刃物設計・加工→廃盤刃物部品・特殊刃物等を

設計・加工

・産業用刃物販売→各種産業用刃物仕入れ・販売

・一般家庭用各種刃物研磨・設計加工・販売

20,000千円 R03/04

R03/04

５名 研磨

チップソー自動研磨機（ﾌｫﾙﾏｰ２台

鋸外径最大840㎜）、チップソース

クイ研磨機（800㎜）、プレナー研

磨機（700㎜）、チップソー刃型成

型研磨盤（760㎜）、チップソー超

音波自動洗浄機（660㎜）、二次元

画像測定器他

有限会社 吉田研磨工業

BR0401 共和熱処理 株式会社 28,000千円 38名 熱処理

【品目】自動車、建機、印刷機、農

機、半導体【加工】真空浸炭、浸炭、

浸炭窒化、焼入、固溶化、焼鈍、焼

準、調質、高周波焼入、火炎焼入、無

酸化焼戻、析出硬化、軟窒化、超ｻﾌﾞｾﾞ

ﾛ、ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ

【材質】SUS鋼、耐熱鋼、工具鋼、中空鋼、ばね鋼、快

削鋼、軸受鋼、構造用炭素鋼、合金鋼、鍛鋼品、鋳鋼

品、鋳鉄品、各種鋼管品、非鉄金属全般(ｱﾙﾐ・ﾁﾀﾝ・銅

等) 素材から形状完成部品(金型含む) 各種熱処理が可能

です。

真空浸炭炉,真空脱脂洗浄機,自動立

体倉庫(収納能力30ﾛｯﾄ),真空熱処理

炉,窒素ﾊﾟｰｼﾞ式ガス浸炭炉,窒素ﾊﾟｰ

ｼﾞ式ガス窒化炉,自動立体倉庫(収納

能力30ﾛｯﾄ),高周波焼入れ,ピット型

ガス浸炭炉,流気式/光輝焼戻炉

R03/04


