
初開催

開催期間：令和４年２月28日（月）～３月11日（金）
東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県の公的な中小企業支援機関が連携して、

オンライン会議システムを利用した、事前マッチング方式の商談会を初めて開催します。
参加発注側企業は、京浜・中京・阪神の各工業地帯の都府県を中心に、岩手県から福岡県までの１２５
社となり、その内６３社は当機構の商談会に初参加の企業です。
発注側企業が提示するZoom・Microsoft Teams・Google Meet等のオンライン会議システムを利用する商
談会のため、商談会場へ出向く必要がなく、時間やコストの削減が可能です。
新たなビジネスパートナーを発掘する絶好の機会ですので、是非ご活用ください。

商談会の概要 参加要件等

商談方法

発注側企業が提示するオンライン会議システム
（Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等）による
個別商談。 （詳細はWebページ参照）

募集企業数

３６０社（先着順。定数になり次第締め切ります。）

（上記六都府県の合計で３６０社となります。)

参加料 無料

募集対象

①愛知県内に事業所がある中小・小規模
企業。

②発注側企業が提示するオンライン会議
システムによる商談が可能な企業。

申込期限 令和４年１月２８日（金）午後５時

公益財団法人あいち産業振興機構のWebページ （https://www.aibsc.jp/support/14807 ）
から所定の商談会参加申込書【Excel】をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、
公益財団法人あいち産業振興機構 【info-torihiki@aibsc.jp】 あてに、電子メールにて
お申込みください。
※受注側企業からの商談希望は発注側企業にお伝えしますが、最終的には発注側企業が選
定することとなるため、ご希望通りに商談ができない場合があることをご承知おきください。

申込方法

主催 公益財団法人東京都中小企業振興公社、公益財団法人神奈川産業振興センター、
公益財団法人あいち産業振興機構、公益財団法人大阪産業局、
公益財団法人ひょうご産業活性化センター、公益財団法人福岡県中小企業振興センター

後援 公益財団法人全国中小企業振興機関協会

（裏面に続く）

※予め公益財団法人あいち産業振興機構への
ご登録（無料）が必要となります。

※1月21日（金）から延長しました



月 日 発注側企業 受注側企業

① ～１月２８日（金） 受注側参加企業募集

② ２月上旬

商談希望先の選定

受注側企業からの商談希望及び

全ての受注側参加企業の概要等により

③ ２月中旬
発注側・受注側双方の商談希望に基づいた商談リストを

事務局(あいち産業振興機構)から、事前にメール送信させていただきます。

④
２月２８日（月）

～３月１１日（金）
オンライン商談期間

開催までのスケジュール

【お申込み先・お問合せ先】
公益財団法人あいち産業振興機構
経営支援部 取引振興グループ 担当：南、寺田

〒４５０－０００２ 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号
ＴＥＬ ０５２－７１５－３０６８（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） Ｅ－mail info-torihiki@aibsc.jp

・詳細および注意事項等は当商談会Webページをご覧ください。（https://www.aibsc.jp/support/14807）

参加発注企業一覧
No. 会社名 都道府県 No. 会社名 都道府県 No. 会社名 都道府県

1 ㈱アイオー精密 岩手県 43 興和精密工業㈱ 愛知県 85 仲精機㈱ 大阪府

2 アイセル㈱伝動機器グループ 広島県 44 ㈱坂本電機製作所 福岡県 86 永田鉄工㈱ 愛知県

3 I・T・O㈱ 滋賀県 45 佐久間特殊鋼㈱ 愛知県 87 ㈱ナカヒョウ 岐阜県

4 ㈱アイディック3D 愛知県 46 ㈱三機 愛知県 88 ナルックス㈱ 大阪府

5 I-PEX㈱ 福岡県 47 山九㈱プラント事業部 福岡県 89 ㈱西村製作所 愛知県

6 ㈱アイメックス 広島県 48 三建産業㈱ 広島県 90 ㈱ニチゾウテック 大阪府

7 ㈱アグリス 福岡県 49 ㈱サンノハシ 埼玉県 91 日進機工㈱ 愛知県

8 ㈱旭商工社横浜営業所 神奈川県 50 ㈱山豊エンジニアリング 京都府 92 日本工営㈱ 福島県

9 ㈱旭商工社名古屋営業所 愛知県 51 ㈱サンユー 愛知県 93 日本ゼトック㈱ 東京都

10 ㈱旭ネームプレート製作所 神奈川県 52 GMB㈱ 奈良県 94 ネミー㈱ 東京都

11 アズワン㈱ 大阪府 53 JFEエンジニアリング㈱ 愛知県 95 野原電研㈱ 岐阜県

12 ㈱アムロン 香川県 54 ㈱JMUアムテック 兵庫県 96 橋永金属㈱ 東京都

13 阿波スピンドル㈱ 徳島県 55 ㈱島精機製作所 和歌山県 97 橋本金属工業㈱ 兵庫県

14 ㈱アンドール 愛知県 56 ㈱島津製作所 京都府 98 橋本産業㈱ 東京都

15 井澤金属㈱名古屋支店 愛知県 57 ㈱志村精機製作所 東京都 99 ㈱羽根田商会 愛知県

16 岩手製鉄㈱ 岩手県 58 ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー㈱ 兵庫県 100 ハリキ精工㈱ 大阪府

17 上野精機㈱ 福岡県 59 昭和精機㈱ 兵庫県 101 パルステック工業㈱ 静岡県

18 SMC㈱草加事業所 埼玉県 60 シントク㈱八ヶ岳工場 長野県 102 ヒカワ精工㈱ 島根県

19 ㈱ＳＤＣ田中 大阪府 61 菅原精機㈱ 京都府 103 ㈱ヒマラヤ化学工業所 愛知県

20 ヱトー㈱ 東京都 62 鈴与マタイ㈱ 長野県 104 HILLTOP㈱ 京都府

21 ㈱荏原製作所 東京都 63 スター精密㈱ 静岡県 105 ㈱深見製作所 岐阜県

22 エンシュウ㈱ 静岡県 64 ㈱セイコー 東京都 106 福田刃物工業㈱ 岐阜県

23 大川精螺工業㈱ 神奈川県 65 セイコーインスツル㈱マイクロエナジー事業部 宮城県 107 富士・フォイトハイドロ㈱ 神奈川県

24 ㈲オーケイ機工 愛知県 66 星和電機㈱ 京都府 108 富士セイラ㈱ 東京都

25 大阪銘板㈱ 大阪府 67 ㈱大東技研 京都府 109 藤田螺子工業㈱ 愛知県

26 大島機工㈱ 神奈川県 68 ダイトロン㈱ 愛知県 110 不二電機工業㈱ 滋賀県

27 大羽精研㈱ 愛知県 69 太洋マシナリー㈱ 大阪府 111 ホソカワミクロン㈱ 大阪府

28 ㈱オーレック 福岡県 70 ㈱ダ・カーポイムラ 兵庫県 112 マイクロテック・ラボラトリー㈱ 神奈川県

29 ㈱岡崎製作所 兵庫県 71 滝川工業㈱ 兵庫県 113 前川化学工業㈱ 京都府

30 ㈱オティックス 愛知県 72 中央技建工業㈱ 京都府 114 松村テクノ 神奈川県

31 ㈱日本ジェット 兵庫県 73 中央精機㈱ 愛知県 115 ㈱マルサン木型製作所 愛知県

32 川口板金㈱ 埼玉県 74 ㈱中部プラントサービス 愛知県 116 丸善石油化学㈱ 千葉県

33 河淳㈱ 大阪府 75 椿本興業㈱ 大阪府 117 ㈱瑞穂機械製作所 愛知県

34 ㈱関東製作所名古屋支店 愛知県 76 ㈱TBK 東京都 118 ㈱ミスミ 東京都

35 ㈱技研製作所 高知県 77 ㈱東光高岳蓮田事業所小山事業所 栃木県 119 ㈱ミタカ精機 埼玉県

36 ㈱鬼頭精器製作所 愛知県 78 東プレ㈱ 神奈川県 120 三菱マテリアルテクノ㈱ 東京都

37 ㈱九州プレシジョン 福岡県 79 東洋ホイスト㈱ 福岡県 121 守谷輸送機工業㈱ 神奈川県

38 クボタ環境サービス㈱大阪支社 兵庫県 80 東レエンジニアリング西日本㈱ 滋賀県 122 ㈱ヤマダコーポレーション 神奈川県

39 グローベン㈱ 愛知県 81 トーフレ㈱ 大阪府 123 ㈱豊電子工業 愛知県

40 桑名精工㈱ 三重県 82 巴工業㈱サガミ工場 神奈川県 124 ㈱ヨシタケ 愛知県

41 KMアルミニウム㈱ 福岡県 83 ドリコ㈱ 東京都 125 ㈱理工電気 東京都

42 高周波熱錬㈱ 愛知県 84 ㈱ナカサク 兵庫県


