
ニュースリリース 

平成 29年 5月 8日 

新製品開発を目指す大手企業・商社と中小企業との商談会を開催 

～商談参加中小企業を一般募集～ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部（略称：中小機構関東 所在地：東京都港区、本部長：

佐藤勉）は、新製品の開発等を目指す大手企業・商社と中小企業との商談会を、下記の通り開催しま

す。つきましては、大手企業・商社との事業連携や共同開発、取引を希望している中小企業及び新た

な販路開拓を目指す中小企業を募集します。 

本商談会は、中小企業の新しい製品、技術、アイディア等を大手企業・商社とマッチングさせ、イ

ノベーション創出や新製品開発に係る事業連携等を支援する取組みで、今回、大手企業・商社等 18

社が商談会に参加します。（※別紙参照）参加中小企業に対し、マッチングサイト「J-GoodTech（ジ

ェグテック）」(*)を活用した事前マッチングを行うとともに、海外経験や大企業との連携が少ない中

小企業の商談が円滑に進むよう①大企業等連携、知的財産に精通した専門家などによる事前アドバイ

ス、②会場でのアドバイス対応、③商談後の成約に向けたアドバイス支援を実施します。 

＜開催概要＞ 

名称：大手企業・商社ジェグテック商談会 

日時：2017 年 6月 8日（木曜）10：00～18：00  

場所：中小機構 9階会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1） 

主催：中小機構関東 

※商談申し込み・詳細は、以下のページをご確認ください。 

http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/100907.html 

（*）J-GoodTech（ジェグテック）について 

優れた技術、製品、サービス等を有する日本の中小企業を、国内大手企業や海外企業につなぐマッチングサイトで

す。WEB上での情報発信、情報交換に加え商談会等を開催、中小企業の売上拡大や新規取引先の確保を支援しています。 

＜中小機構について＞ 

中小企業基盤整備機構は、日本の中小企業政策の総合的な実施機関として中核的な役割を担う経済産業省所管の独

立行政法人です。全国 9 ヶ所に展開する地域本部を通じ、中小企業の発展と地域振興の実現に向け、創業や新事業展

開、販路開拓、海外展開、セーフティネットを含む経営基盤の強化をはじめとする中小企業の様々なニーズに対し、

経営アドバイス、研修、共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援メニューを揃えています。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部 

販路開拓部 マーケティング支援課 （担当：打田、平井、関野） 

住所：東京都港区虎ノ門 3－5－1虎ノ門 37森ビル 3階   TEL：03－5470－1638（ダイヤルイン） 

http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/100907.html


（別紙） 

＜参加する大手企業・商社等について＞  

1. TDK株式会社（精密機器、自動車、医療）

2. 三菱ケミカル株式会社（素材、産業用機械）

3. 加賀電子株式会社（ヘルスケア、ロボット）

4. 日立化成株式会社（半導体、産業用機械）

5. デンカ株式会社（素材、産業用機械）

6. カメイ株式会社（情報技術）

7. 千代田インテグレ株式会社（精密機器、自動車、医療）

8. 株式会社富士フイルムメディアクレスト（産業用機械）

9. 株式会社ＰＡＬＴＥＫ（情報技術、医療）

10. アコマ医科工業株式会社（医療）

11. 金森藤平商事株式会社（素材、インフラ）

12. 株式会社加藤螺子製作所（自動車、機械）

13. 矢内精工株式会社（自動車、機械）

14. みはし株式会社（建材）

15. 株式会社羽根田商会（ロボット、自動車）

16. 第一大宮株式会社（物流、加工）

17. 株式会社光南（半導体、加工）

18. エムジーホールディングス株式会社（ロボット、自動化）

＜ジェグテックを利用したマッチング実績＞ 

中小機構関東本部では平成 28 年度、ジェグテックの WEB 機能を活用した大手企業・商社等と中小

企業とのマッチングを 6,255件実施し、その次のステップとなる対面での商談を 2,020件行うことで、

1,585社の中小企業の売上拡大、新規取引先の確保等を実現しています。 



所属・担当　：　新技術
資本金　：　326億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　1兆1500億円
従業員数　：　9万1600人

,

所属・担当　：　生産、研究開発
資本金　：　532億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　2兆7000億円
従業員数　：　4万1600人

所属・担当　：　新事業
資本金　：　121億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　2,400億円　
従業員数　：　5,200人

電子部品分野で新しい技術・材料、新しい工法等に係る提案等を
有する企業、自動車、医療、産業用機械向けなどのセンサー、
IoT、材料等の技術を有する企業との連携、取引を検討しています

商談希望分野

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。

事業内容　：　電子部品、半導体、産業機器、医療機
器、情報通信機器、素材の販売

事業内容　：光学機器、半導体関連装置、レーザー顕
微鏡、エネルギー・環境関連製品の製造

事業内容　：　化成品、樹脂、繊維、炭素繊維、複合
材料の製造

　（２）　三菱ケミカル株式会社

商談希望分野

ＰＣ、ポリウレタンの微細成形・加工先、水を含んだ樹脂粉の処理
装置に関する技術を有する企業との取引、技術連携・共同開発を
希望しています。

商談希望分野

素材、産業用機械   

ヘルスケア、ロボット、ドローン分野で活用できる製品、技術等を有
する企業との取引を希望しています。化粧品等にも関心がありま
す。測量技術を有する企業との事業連携を検討しています。

精密機器、自動車、医療　　

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【1/6】

　（１）　TDK株式会社

　（３）　加賀電子株式会社 ヘルスケア、ロボット　



所属・担当　：　研究開発
資本金　：　155億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　5,400億円
従業員数　：　1万9000人

,

所属・担当　：　新技術
資本金　：　370億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　3,700億円
従業員数　：　5,700人

所属・担当　：　新事業、調達
資本金　：　81億円、　本社所在地 ： 宮城県
売上高　：　4,200億円　
従業員数　：　4,400人

　（６）　カメイ株式会社 情報技術　

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【2/6】

　（４）　日立化成株式会社 半導体、産業用機械   

商談希望分野

半導体ウエハの取り扱いが可能な昇温速度が速く加圧できる装置
や同分野で活用できる技術を有する企業との取引を希望していま
す。装置を用いた試験の委託先を探しています。事業内容　：　電子・自動車部材、蓄電池、リチウム電

池向け負極材の製造

　（５）　デンカ株式会社 素材、産業用機械　　

商談希望分野

ファインセラミックスの機能性改善技術、応用製品、生産現場で活
用できる技術・設備を有する企業との取引を希望しています。セラ
ミックス部品の加工技術・設備、機能性ガラスの試作先を探してい
ます。

事業内容　：電子材料、化成品、機能性樹脂、複合材
料の製造

商談希望分野

サイバーセキュリティー、IoT分野で活用できる製品、技術、ソフト
ウェア、設備等を有する企業との取引を希望しています。代理店販
売に関心があります。事業内容　：　発電機、素材、潤滑油、産業用資材、

防災関連製品、省エネルギー機器の販売

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。



所属・担当　：　新技術
資本金　：　23億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　： 565億円
従業員数　：　3,700人

,

所属・担当　：　新技術
資本金　：　5,000万円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　-
従業員数　：　130人

所属・担当　：　新事業
資本金　：　13億円、　本社所在地 ： 神奈川県
売上高　：　335億円　
従業員数　：　240人

　（９）　株式会社PALTEK 情報技術、医療　　

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【3/6】

　（７）　千代田インテグレ株式会社 精密機器、自動車、医療　　

商談希望分野

OA機器の受託先を探しています。AV機器、通信機器、自動車、電
子部品関連、建材・農業・防災・生活用品、医療・健康機器等で活
用できる技術や製品を探しています。新しい素材、技術等を有する
企業との取引を希望しています。

事業内容　：　ＯＡ機器、ＡＶ機器、通信機器、機能部
品、自動車部品の製造

商談希望分野

曲面タッチセンサーの試作、共同開発先を探しており、中小企業
の皆様からの提案をお待ちしております。事業内容　：　産業用機械の開発、メディアの製造・加

工、セキュリティサービス

産業用機械　（８）　株式会社富士フイルムメディアクレスト

商談希望分野

アプリケーションなどのGUI設計、デザインが得意な企業、FPGAを
使った設計開発企業との取引を希望しています。医療機器、通信
機器等、工業デザインや設計等に関する技術を有する企業との連
携を希望しています。停電対策システム等に係る共同開発先、事
業連携先を探しています。

事業内容　：　半導体および関連製品の取引、デザイ
ンサービス、スマートエネルギー事業

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。



所属・担当　：　新技術、開発
資本金　：　1,000万円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　30億円
従業員数　：　150人

,

所属・担当　：　新事業
資本金　：　1億円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　127億円
従業員数　：　90人

所属・担当　：　生産、調達
資本金　：　9,200万円、　本社所在地 ： 東京都
売上高　：　90億円　
従業員数　：　220人

商談希望分野

冷間鍛造部品、熱間鍛造加工部品における縦型冷間プレス、板金
プレス、バーフィーダーによるバーワーク、マシニングセンターによ
る異形物加工等の機械加工先を探しています。大量生産、小ロッ
ト対応先との取引を希望します。

事業内容　：　冷間鍛造部品、熱間鍛造加工部品、
ファスナー、自動車部品、精密部品の製造

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。

素材、インフラ　

自動車、機械　

　（１１）　金森藤平商事株式会社

商談希望分野

電子、土木、鋳造分野における特殊材料、機能性材料を探してい
ます。3Dプリンター等を使った新しいサービスや技術を有する企業
との事業連携を希望しています。土木・特殊塗料を含め、新しい材
料、素材を探しています。

事業内容　：　特殊混和材等土木建築材料、無機化
学原料、鋳造機械、電子機器部品の取引

　（１２）　株式会社加藤螺子製作所

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【4/6】

　（１０）　アコマ医科工業株式会社 医療　　

商談希望分野

国内外の医療用消耗品分野の製品開発、医療関連成形樹脂の業
務発注、取引先を探しています。海外現地での製品組み立て・部
材調達、海外での薬事対応ができる先との取引を希望していま
す。

事業内容　：麻酔器・気化器、人工呼吸器、血圧計、
吸引器、電気メス、超音波ネブライザー等の製造



所属・担当　：　製造
資本金　：　9,000万円、　本社所在地 ： 群馬県
売上高　：　12億円
従業員数　：　55人

,

所属・担当　：　事業企画
資本金　：　8,000万円、　本社所在地 ： 埼玉県
売上高　：　26億円
従業員数　：　180人

所属・担当　：　調達
資本金　：　9,700万円、　本社所在地 ： 愛知県
売上高　：　76億円　
従業員数　：　100人

商談希望分野

専用設備・自動化設備の設計製作先、金属加工部品の発注先を
探しています。顧客要望に対応し、設計から製作まで対応できる
企業との取引を希望しています。事業内容　：　自動車部品製造に係る設備、各種専用

設備、自動車部品、工具等の取引

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。

　（１５）　株式会社羽根田商会 ロボット、自動車　

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【5/6】

　（１３）　矢内精工株式会社 自動車、機械　　

商談希望分野

パイプ内面等、切削の対応ができる企業を探しています。素材は
鉄となります。中量産の業務発注を検討しています。事業内容　：コンプレッサー、クラッチ部品、自動車用

足回り部品、各種冷間鍛造部品の製造

建材  　（１４）　みはし株式会社

商談希望分野

不燃の内装材、外装材の調達を希望しています。ダイヤモンド刃
物、ＮＣツール制作先を探しています。業務発注を検討していま
す。対応実績がある企業、ダイヤモンド刃物等は特注品の対応が
できる先との取引を希望しています。事業内容　：　内外装華飾材、建築材料の取引、製造



所属・担当　：　新技術
資本金　：　5,000万円、　本社所在地 ： 大阪府
売上高　：　17億円
従業員数　：　60人

所属・担当　：　事業企画
資本金　：　3,000万円、　本社所在地 ： 愛知県
売上高　：　22億円
従業員数　：　70人

所属・担当　：　事業企画
資本金　：　6,600万円、　本社所在地 ： 愛知県
売上高　：　40億円　
従業員数　：　150人

大手企業・商社ジェグテック商談会（6月8日・東京) 参加企業一覧 【6/6】

　（１６）　第一大宮株式会社

商談希望分野

PP樹脂のコーナー部、取っ手、フレーム等の成形品、押出し加工
の対応可能な企業、材質が異なるPP・アクリル製ベルトの固定が
できる企業を探しています。事業内容　：物流包装資材、養生材、樹脂・紙等を素

材とした産業資材の製造

物流、加工　　

半導体、加工   

ロボット、自動化　

　（１７）　株式会社光南

商談希望分野

半導体関連分野におけるステンレス材の切削・加工、その他材料
の切削、研磨加工の対応ができる企業を探しています。業務発注
を希望しています。事業内容　：　機械加工、各種研磨加工、溶接、プレ

ス、表面処理

　（１８）　エムジーホールディングス株式会社

商談希望分野

工場内のライン化、専用機の要素設計、電気設計、検査、制御プ
ログラム、ロボット制御、コンベアシステムにおけるロボット活用の
対応ができる企業との取引を希望しています。ステンレス等の製
缶・板金、機械加工企業を探しています。

事業内容　：　工場内のライン化・省力化設備、コンベ
アシステム、専用機の設計

※本資料の用途は、2017年6月中小機構関東本部主催の商談会に限ります。



お申し込みは中小機構ＨＰから  申込締切：2017年5月24日水曜10時

,

独立行政法人中小企業基盤整備機構　関東本部販路開拓部　商談会担当　打田/平井　 （電話） 03-5470-1638
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