
★★ 受発注情報 ★★     ２０１８年１１月号（第４４６号） 

（公財）千葉県産業振興センター 取引振興室 

次の企業に発注計画があります 

番号 企業情報 
資本金 
従業員 

発注品目 
発注条件 

加工内容・必要設備 その他 

発注 
121 

群馬県 
太田市 

1,707,000
万円 

3,769 人 

①厚物製缶品(角フレーム、丸フレ
ーム、ブラケット) 
②薄物製缶品 
(プラットフォーム、階段及び付随
する手すり) 
③板金加工品(端子箱) 
④板金加工品(吸音材の内貼を含む) 

※加工方法・設備等は
指定しないが、材料調
達～製缶・板金、発注
企業指定の下塗り塗装
（外注可）に対応でき
ること。 

＜材質＞ 
①SS400 
②縞鋼板、SS400 
(手すり:SGP、SUS) 
③SS400 
④SS400、 
ロックボード 

＜製品寸法等条件＞ 
①角フレーム:最大 H1900×2500×2000、主要板厚 t9,t16,t25 
 丸フレーム:最大 D2500×L2300、主要板厚 t9,t25,t60 
 ブラケット:最大 D2000×H200、主要板厚 t25,t50 
②プラットホーム:最大 W3900×L3900、主要板厚 t4.5,t6,t9 
 階段:最大 H2600×W800×L3000、主要板厚 t4.5,t6,t9,t12 
③最大 H350×W1150×L1350、主要板厚 t3.2 
④最大 H800×W1650×L2050、主要板厚 t3.2(SS 材)、t25,t40(吸音材) 

次の企業に受注余力があります 

上記案件について、あっせんのご希望がありましたらお電話ください。 

取引振興室では、発注・受注の情報を常時募集しております。 

掲載希望の方はお気軽に御連絡ください。なお、掲載料は無料です。 
 

【問合せ先】（公財）千葉県産業振興センター 経営支援部 取引振興室 
TEL：０４３－２９９－２６５４ FAX：０４３－２９９－３４１１ 
URL：http://www.ccjc-net.or.jp  E-mail：sinko@ccjc-net.or.jp 

番号 企業情報 
資本金 

従業員 

受注希望 

加工内容 
設備名 台数 その他 

受注 

3 

市原市 1,000 万円 

7 名 

電気・電子機器組立 

各種検査業務 

＜加工内容＞ 

電気・電子機器組立 

各種半田付け 

拡大鏡による観察 

ドリルスタンド等によるカシ

メ・加工 

クランクプレス機による加工 

コイルバネ設計 

エアーコンプレッサー 

研磨用バフグラインダー 

5t クランクプレス機 

摺動電圧調整器 

耐圧試験機 

バネ分離用バネペット 

E 型止め輪スタンドホルダー 

各種拡大鏡 

ダイアルゲージ 

マイクロメーター 

実体顕微鏡 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

6 

11 

11 

4 

＜材質＞ 

不問 

＜経験年数＞ 

36 年 

＜希望地域＞ 

不問 

①時計用ムーブメント,プッシュ釦,コンタクトピン,スプリングピン等加工組込み 

②DC モーター加工,半田付け 

①,②の経験・実績は 20 年以上あり、検査体制は万全です。 

納品等の対応は自社にて即応できます。 

受注 

18 

旭市 
 

300 万円 

30 人 

ナット 

冷間鍛造品 

＜加工内容＞ 

プレス加工 

冷間鍛造加工 

旋盤 

ねじ切旋盤 

フライス盤 

プレス 

ヘッダー(横型自動鍛造機) 

洗浄機 

2 

21 

1 

70 

20 

1 

＜経験年数＞ 

50 年 
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【掲載無料!!】「千葉県中小製造業ガイドブック」掲載企業の募集について 
製造委託を受注する千葉県内中小企業の「優れた加工技術力等」を県内外の大手製造メーカー等の発注企業へ広く周知

し、新規取引先の拡大を図るため、平成 28 年度に引き続き「千葉県中小企業製造業ガイドブック」を作成します。 

１．対象企業 千葉県内に工場等製造設備があり、製造業及び修理業並びにサービス業（ソフトウェア等の情報成 

果物作成委託に限る）を引続き 6 ヶ月以上営んでいて、当センター取引振興事業に企業登録してい 

る受注及び受発注企業。（※申込みと同時に登録可） 

２．申込詳細 U R L： http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2409 
３．提出期限 平成３０年１１月３０日（金） 
４．問合せ先 （公財）千葉県産業振興センター 経営支援部 取引振興室 

        TEL 043-299-2654 FAX 043-299-3411 E-mail sinko@ccjc-net.or.jp 

 

11 月は「下請取引適正化推進月間」です！ 
～見直そう 働き方と 適正価格～ 

公正取引委員会と中小企業庁では、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法（下請法）の厳正な運用と
違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を通じ、その推進を図っています。特に、毎
年 11 月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。 
※ 新規の取引は、信用調査及び書面取引（注文書・契約書等）を徹底しましょう！ 
また、「下請かけこみ寺」（全国 48 ヶ所に設置）では、中小企業の皆さんが抱える取引上の悩み相談を 
受け付けております。問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。 

問合せ先 （公財）千葉県産業振興センター 経営支援部 取引振興室 TEL 043-299-2654 

下請かけこみ寺 TEL 0120-418-618 

2019 金型・同部品展示・商談・交流会 参加募集のご案内 

 この度、金型を必要とする企業様と金型・同部品を製造する企業様が、一堂に会して情報交換をしていただく展示・
商談・交流会を開催します。 

日 時 平成３１年２月２０日（水）１３：３０～１７：００（交流会終了は１８：００予定） 

場 所 ホテルグリーンタワー幕張 ３Ｆ「メイフェア」 千葉市美浜区ひび野２－１０－３ 

１．開催内容 第１部 セミナー テーマ：「金型の技術革新がモノづくりを牽引する」 

講 師：日本金型工業会 学術顧問 横 田 悦 二 郎 氏 

        第２部 発注企業及び受注企業のプレゼンテーション（１社 3～5 分程度）  

（１）発注企業 金型・同部品等を必要とする企業  （１０社） 

            （２）受注企業 金型・同部品等を製造している企業（２０社） 

        第３部 「名刺交換・交流会」 ※立食参加費として 3,000 円いただきます。 

２．申込方法 下記 URL から申込書をダウンロードし、下記申込先宛にメールにてお送りください。 
        URL:http://www.ccjc-net.or.jp/link/kanagata2019.html 
３．申込締切 お申込締切日は、平成３０年１１月３０日（金）です。 
４．問合せ先 （公財）千葉県産業振興センター 経営支援部 取引振興室 

TEL 043-299-2654 E-mail sinko@ccjc-net.or.jp 

経営革新セミナー あなたの会社の「生産性」見えますか？ 
～面積原価管理で儲からない製造業からの脱却を～ 

現在、中小企業の最大の課題は「働き方改革」です。そして、その実現には、「生産性の向上」が必須です。 
しかし現在、生産性を正しく評価する、特に時間軸を含めた適切な指標がなく、業務プロセスの生産性が定量的 
に評価できていません。 
当セミナーでは、滞留時間を考慮した投入資源に対する利回りで生産性を評価する「面積原価管理」の考え方を紹

介します。さらに、その活用による生産性の定量化、見える化の手法と改善の進め方を解説し、３年で劇的効果を上
げた中小企業事例を合わせて紹介します。 
１．日時 平成３０年１１月２８日（水） 13:30～16:00 
２．場所 ベンチャープラザ船橋 （船橋市北本町 1-17-25） 
３．講師 コヒーレント・コンサルティング 代表 小山 太一 氏 
４．参加費 無料  

【問合せ・申込先】（公財）千葉県産業振興センター 総合支援室  担当：小川 
   ＴＥＬ ：０４３－２９９－２９０７  ＦＡＸ ：０４３－２９９－３４１１ 
   Ｅメール ：kigyo@ccjc-net.or.jp 詳細は、http://www.ccjc-net..or.jp/ をご覧ください。 
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