
事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 40年

業      種

☑製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　☑１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

☑３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
☑個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

同じような専門で行う業者はほとんど無く、作業を学べば誰でも習得可能であり、

主に鉄製品である鋏、スコップ、押切などが錆びにくく長持ちする様に特殊な染料

で色付けを行なっております。作業工程については、一つ一つ手作業で丁寧に

仕上げをしております。

初心者でも興味のある方であれば大歓迎です。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 5 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　□１人から２人　□２人から５人　■５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

■１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
□個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

7-3

　設備は揃っています。従業員は熟練者が多く、高い縫製技術を持っていて、お取引先からのいろいろ

　縫製加工業を営んでいます。地味な仕事ですが、メーカーから信頼されていて、売上は安定していま

す。技術力には自信があります。

な要望にもお応えできます。私ももうしばらく仕事をしますが、独立を考えている方は是非ご連絡下さい。

工場見学はいつでもOKです。

ＰＴＢ
non name sheet



事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 24 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　■１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

■１，０００万円以下　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
□個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

5-3

　他社では造れない難易度の高い製品や単品、修理品、量産品でも優れた技術力で製造でき

　金属加工を行っています。NC旋盤、MCセンター、タッピングMC、NCフライス、MCマシニング

センター等、機械設備は揃っています。メイン取引先からも信頼を得ており、実績もあり、売上

も安定しています。

ます。興味のある方は、是非ご一報ください。また、工場見学はいつでもOKです。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　■１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

4-3

48

 私は20代前半で独立し金属加工全般を地元企業の要望に応え加工し、信頼を得て永年受注してきまし

た。現在は妻と2名で営業し、忙しくなると知人を雇用している状況ですが、それでも充分受注先の要望に

応えられる技術と機械設備は整っています。

 工場と底地は全て自己所有であり、毎年利益を出し、無借金経営です。（土地100坪、工場33坪）

受注先とは永年取引をしてきており、今後も安定した受注をしていく見込みです。健康な限り事業を続け

ていきますが、事業譲渡や事業承継の準備をすすめていきたいと考えています。興味のある方はご連

絡ください。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 59 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　□１人から２人　□２人から５人　■５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

■１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
□個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

1-1

　主力の取引先があり、年間を通じて売上げは安定しています。

　金属プレス加工を営んでいます。規模は大きくありませんが、お取引先から大きな信用を得ています。

主にハサミを製造していますが、設備も従業員も揃っており、取引先からのいろいろな要請に応える

ことができます。

私ももう少し頑張るつもりですが、独立に興味のある方は是非ご一報下さい。仕事の内容もお教えでき

す。工場、設備も有効利用できます。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 9 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　□１人から２人　□２人から５人　■５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

2-2

自然豊かな土地柄を活かし、笹やもち米は地元産にこだわり丹精込めて作りあげ

ており、お取引先から好評をいただいております。後継者を募集しています。

　昔ながらの製法により商品加工を行っているため、大量生産は出来ませんが、

　　地元特産品（ささだんご・ちまき）の製造をしています。加工所は古く機械化も

難しいため手間と時間は掛かりますが、地元のお母さん方が集まって丹精込め

手作りで丁寧に作りあげた商品は、ひと味違った味わいが感じられます。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 18 年(創業)

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　□１人から２人　■２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

□３，０００万円以下　■３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

■１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
□個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

4-2

シャフトの加工を行う事業所が少なくなっており、安定した受注を確保でできております。

金属加工（建設機械のシャフトの加工）を行なっています。工場、機械設備は揃っております。

県内のライバル企業は少なく、受注先から信頼を得ており、受注先から新しい取引先の紹介を

受けることもあります。

経験がなくても機械の操作をある程度できるようになれば、仕事はできます。

まずは見学に来てください。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 52 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

■０人　□１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

3-2

設備も揃っており、設計から製造まで一貫して対応が可能です。経験のある方で

プレス金型を製造しています。金型製造50年以上の経験があり、この業種につい

て十分な知識と経験があります。

したら、即日から仕事ができます。また、初心者の方であれば、設計や作り方を

丁寧にお教えします。受注先も決まっていて、売上の心配はありません。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 60 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　■１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

4-1

汎用機械で金属加工を行なうため、一つ一つの部品を職人の技術で加工します。

金属加工を行なっています。工場は賃貸物件で規模は小さいですが、汎用機械は揃っていて

永年の事業実績から受注先から信頼を得いています。

健康であり元気なうちは商売を続けていきたいと思いますが、金属加工をしてみたい方がおられましたら

是非一度足を運んでみてください。経験不要です。一緒に仕事しましょう。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 20 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

　借りたい、買いたいという方がいらっしゃれば、ご連絡お待ちしております。

従 　　業 　員

■０人　□１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

5-1

　建築様式の変化から全国的に墨壺製造は減少してきているものの、職人

　木工品（主に墨壺）をメインに製造しています。クラフトフェアに参加するなど

　営業にも力を入れています。又、技術力にも自信はあります。

　そのものの存在が貴重となってきています。

　私もまだまだ仕事はできますが、跡を継いでもいいという方、工場設備を
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事業所を紹介するシートです

設立時期 昭和　　平成 5 年

業      種

☑製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　□小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　☑１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

☑３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
☑個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

6-2

現在、和釘製造技術承継者を募集しています。

一緒に伝統を作っていきましょう。

多くの雑誌やＳＮＳ等で国内で数少ない和釘製造業者として紹介されています。

平成5年伊勢神宮の式年遷宮で使用する和釘を製造しました。

現在、神社仏閣などの改修工事に使用される和釘の他に鉄、チタン製の

耳かきなども製造しています。
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事業所を紹介するシートです

設立時期 　大正　昭和　平成　初期 年

業      種

■製造業　□飲食業　□サービス業　□農業　□建設業　□運輸業
□卸売業　■小売業　□不動産業　　□その他（　　　　　）

事業所の特徴

アピールポイント

従 　　業 　員

□０人　■１人から２人　□２人から５人　□５人から１０人　□１０人以上

売　　上　　高

■３，０００万円以下　□３，０００万円から５，０００万円以下
□５，０００万円から１億円以下　□１億円から３億円以下
□３億円から５億円以下　□５億円超　□１０億円超　

資　　本　　金

□１，０００万円　　　　　　　□１，０００万円から５,０００万円
■個人事業主

　　出会い　ふれあい　信用組合

7-1

安定しています。私はまだまだ仕事ができるので、仕事を覚えようと思っている方、

仕事を教えますので一緒に仕事をしましょう。

　三条市、見附市内にある「道の駅」などに商品を納入販売しており売上は

　地元名を活かした伝統あるお菓子を製造販売しております。

創業は古く地元に愛されております。
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