成功の秘訣は、
良きパートナーとの
「出会い」でした。

ビジネスマッチングイベント
フォローアップ調査

成 功
事例集
成功を手にした出展者と
来場者の本音とは？

IUUQXXXTNSKHPKQ
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目

次
出展者が予想しない製品用途を来場者が提案して成功
株式会社ワークステーション＆株式会社ネジの高山

出展者と来場者が相互の経営リソースの補完をして成功


ͺ

地産地消

株式会社ビッグバイオ＆ナチュラル・フォース有限会社

䵱

出展者はお互いが取引相手！現場コミュニケーションが商機につながった

3Ｄアニメを新たなプレゼンテーションツールとして利用！

株式会社さわ＆徳島県漁業協同組合連合会

䵯

高齢者向けソフトを生徒・障がい者向けへ応用する点で、中小企業と大企業のビジョンが合致

独自開発のレーザーマーカー技術の販路拡大が想定外の用途を持つ顧客発見につながった

株式会社アース機械設計＆大興電気商事株式会社

有限会社デジタルメディア企画＆株式会社内田洋行

ͼ

ブランケネーゼ株式会社＆箕面商工会議所

䵳

地域リソースの有効活用を追求した結果、近隣の事業者との出会いがブレイクスルー

をキーワードにつながった、高付加価値弁当づくりでの連携

OKKO真珠株式会社＆株式会社トライ・アングル

異なる業界の来場者との新しい出会いにより成功

㼔

ジュエリーの独創的なアイデアや技術の育て方を知る「目利き」との出会い

株式会社ケミカル山本＆エコネット株式会社

;

総合展ならではの「未知の取引先・商材に出会える場」を求めるニーズが合致

ニューロネット株式会社＆国立仙台高等専門学校


仧
仩

有限会社野田技研＆株式会社 エイテック
特定非営利活動法人 日本ハラル開発推進機構＆株式会社コルネット
松本産業株式会社＆有限会社清田製作所

来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功

たくさんの異業種が集まる中小企業総合展で「個別ニーズ対応のアピール」が出展者同士の商談を成立させた

仫

独創的な商品を開発する売り手と、個性的な商品を求める買い手が出会い、新商品のヒットにつながった

有限会社重蔵窯＆株式会社ＪＦＲオンライン

仭

ネット販売の時代だからこそ、ニッチな魅力を持つ商材を発掘・デビューさせる〝見立て〟が活きる

株式会社三宝齋＆三越伊勢丹株式会社

仯

商品のオリジナリティとバリエーションがニーズに合致

株式会社エコ・アース＆株式会社quroco

䵫

継続的な出展と熱心な来場によって互いの信頼感を高め、可能性を広げた

峰の雪酒造場＆株式会社白坂企画
蜂蜜酒と言う新カテゴリー創造を、銀座発の高級地域産品づくりと共に

㼘
㼚

イスラム圏進出のニーズに専門的な知識で対応 来場者のみならず、出展者同士のマッチングも成立する

専業からの衣替えを目指す意欲がマッチング先の「社員の一体感を高める」アイデアに結実

クマガイ電工株式会社＆株式会社ライトスタッフ

㼖

ニッチな試作品開発力と生産管理体制の両立が魅力

展示会における「わかりやすい実演デモ」と展示会終了後の「きめ細やかな対応」がマッチングの決め手に

増成織ネーム株式会社＆富士通エフネッツサポート株式会社（FNETS−SP）

ライフケア技研株式会社＆内海産業株式会社
売り込み先に具体イメージを持ってもらうために、「その場で試せる」のは効果的

簡易で安価な遠隔会議システムを、新たな学校教育の現場へ

株式会社ナック＆東北ボーリング株式会社

来場者のニーズに出展者が中小企業の機動力を生かして成功

䵭
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㼜

買い手＜株式会社ネジの高山＞

売り手＜株式会社ワークステーション＞
独自開発の「多軸3次元レーザーマーカーシステム」によって、複雑な表面形状

ネジの専門商社。小ネジからボルトまで、一般規格品から高精度製品まで約2万

をした部品・部材等に対しても、最適な確度、位置でレーザー照射制御ができ、微

点の在庫を保有している。また埼玉県三郷市に自社工場を持ち、精密加工部品を製

細加工が可能なレーザーマーキング（レーザー剥離加工）技術を実現した。

作、販売している。

代表取締役
海老沼惠也氏

代表取締役
高山伸和氏

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の概要

企業の基本ＤＡＴＡ
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出展等の
きっかけ
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出展の理由
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出展等の
概要
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成功
事例
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企業の概要
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求める製品・
技術の概要
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マッチングの
きっかけ

῍ױώؤά֚ຆؤ⎎ৃິϋࡆິηφΤοώχⲤϲ⸺ϳπψγϭчєЇБОєЏп
ыψώࡆضΤάσο΄ࡆິ⒡ώЮєБϲΤίτΫ⩽φ୮ϫ㆘ϋ⌮ેրώ⬽㊷ϲᑺᮉჺ
㊤ϋ⑄έϊάϩ⩽กηφΤοά֚ຆؤ⎎ৃິχϏᱦษώℜϋㅡϩκεϞζϞϊℜ
άࡆິηφΤοώχ◈₇ώ⌮ે⬽㊷ϲ⪩ᤓιϫοϡϋთ⩶ϊኲ⦼ψᄓϯόΫορχࡆض
Φγψάχέο΄

マッチング（成功）のポイント
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ビジネスマッチングの概要
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出展者が予想しない製品用途を来場者が提案して成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」
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買い手＜大興電気商事株式会社＞

売り手＜株式会社アース機械設計＞

群馬県を地盤とするカスタムメイドの FA システム等の受注・設計・製造業。提

3次 元 CAD（computer aided design= コ ン ピ ュ ー タ 支 援 設 計 ） 技 術 を 応 用、

代表取締役

3D アニメーション・ドキュメント事業としてエンジニアリング・アニメーション

案営業時のプレゼンテーションツールとして3D アニメを導入し大手企業との受注

・システム「はたらく働画」を展開中。

成約に結びつけている実績がある。

笠島良一氏

代表取締役社長

蟻川幸男氏

企業の基本ＤＡＴＡ

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の概要

出展等の
きっかけ

出展の理由

出展等の
概要

工夫した点

成功
事例
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企業の概要
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求める製品・
技術の概要
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マッチングの
きっかけ
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⎎ৃິπΫϩγν◈₇ώУєВϋৃΦ⨢ੂϲ⩽ταϫγψάχέο΄

֚ຆ៕ώヵ฿⍡⍢ᦓ⹏אϋϨϪϋϺСШϼЎєώᑐϲঞαοώϲ៕ϋ֚
ຆؤ⎎ৃິJO5PLZP ϋࡆິ΄ؒㅟϲㅯέ⍡⍢ࢴηφΤϫ΄
⸕ྻ⫚⪾ض₇Ϗ◈₇⨢ੂϲጅοϊΤάϏοϩίݧḉΎϲ◈₇⨢ੂψηφᒫ㈛Ϙ
ϪⷒϟοΤψΤΦώάշḯώᵋḁ΄⎎ৃິχϏϊࢴ⒡ψࡆضΨϫγψϋࢴΨշ
◽ິ₃ضϋᢹηφᙢᢠϋٓЋБРχࢴχέϫώϏέϊ㐿ࢱπψᇈθο΄
ࡆິχϏ
 ϏοϩίݧḉΎϲঝከσο΄
 ϏοϩίݧḉΎϲ⧍₃
ιϫᔸкУЗєψⱃᒓБЗыСϲ⌨ϟⷒϳπ㇚ິ₃ЩХу
$"6+"*ΎϲЮєБϋິ₃΄
 ϏοϩίݧḉΎώ᷺⸏Ϗ⨢ੂϤ៕ᚵ⇘
ώЯфДыѓⰨڪ᷺ⱃᒓอ៕⬃١ϲηϊΤผብႌЏзнфєЏп
ыйыОТыБነ㊈ᖊϊωΆχϪבᠾώⱃᒓϋᢹϙ%
ϺУйϲٺσο⩽ΨϫओϋϨσφ⬼ϋχϢᵋ⪩ηϤιίϊϫࣇᗾ
άϫ΄ೋஃױϋιϫ⬸ᓤϋϢᖘ᷺πψ⒟ΨφΤϫ΄

㇚ິ₃ЩХу䡋䡉䡝䡒䡉䡑

ࡺאϋ◈₇гєивєАχࡆິϲ৳῍ηο΄ࡺאϋࡆິᆃఽϲ৳῍ιϫγψχгєив
єАᗗ⫗⒡ϋอ㆘ϋϏοϩίݧḉΎϲ٘㎚ηφϢϩΦిώδ᙭߮ϲιϫγψάχέο΄

ビジネスマッチングの概要
֚ຆؤ⎎ৃິ+*4.&&χώࡆິЮєБϋϏ⨢⸚⼺⥁ㄎ⸝ϊω⋵ױάᗗ⫗ιΰϋብ⋵ϋ⌲ϓ
τένΦϊ᙭؝Ϣᑺ؝σο΄◢㇚ᣛઆא䠰ᙕ䠱ψώࡆضΤϏ֚ຆؤ⎎ৃິ+*4.&&πσο΄ነؤ
Ϙώᎉ᙭ેᔍώЯфДыОєЏпы᷺ψηφϏοϩίݧḉΎϲᦐ᷺χέϊΤΫψઆ⭊άιιϳπ΄ᖗ
֚ᓌϋᡦ၌ኗρৃϯλνώႰ⩽ℶϢϪừᥟ⨢١ᖨ䠰อⱜ䠿ᓇ䠱ϲ⌮φᖗցᓌϋ⋽ੂάผηο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰
֚ຆؤ⎎ৃິϋࡆິηογψχ%ϺУйώ
ᖘ᷺ᄛϲιΰϋᵋ⪩ηφϢϩΨο΄㏯㊸ϊᠾ
$"%ЏБОиϲᦐ᷺ηφ%ϺУйओιϫϋϏ⸕ྻ
ώ⫚⪾ώ䢆ۡώЋБРάΫΫϫάШыЋЇዳ
ᮉϲᦐ᷺ηφٓЋБРΐ⋽ᖨχώढ़ᔍყάχ
έογψάብࢳ⩶୰πσοψᇈθφΤϫ΄

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰
⩿ឭάຆείψϢշ♝ϋ⃙χοࡆິؤάϊΤΫϲࡺא
ኸ᎔ηοրχؐ⧍⒡ώ⬋ϲⓖίγψϲვάαφΤϫ΄ິ₃
ిضχϏ% ϺУйάᎉ᙭ેϋᦐ᷺χέϫώχϏψ⒟
Ψιΰϋὂ⭊ηογψάብࢳ⩶୰πσο΄Ϟοᓆϋઆ
⭊ά⸧ϳχΤοᎉ᙭ે᙭؝άϪᄙΤχΤοάٓЋБ
Рΐ⋽ᖨϲอᵄηφίϬογψϢᩓⲤηφΤϫ΄

マッチング（成功）のポイント

出展者が予想しない製品用途を来場者が提案して成功

䡌ϺУйϲᒤοϊЯфДыОєЏпыМєуψηφࡣ᷺䠩
֚ຆؤ⎎ৃິϋΪΤφⰴΤነώ◢㇚ᣛઆאά⫚⪾ώڔ
㊯χϏϊίᎉ᙭ેχώЯфДыОєЏпыϋϏοϩίݧ
ḉΎάᦐ᷺χέϫΫϲϪነώϺєБ៕ᚵ⫚⪾ϋὂ⭊ηογψ
ά୮ώжЛЙыЈώέσΫαψϊσο΄ᠾ$"%ώ%ϺУй
ओኲ⦼ώઆ᷺ओϲᲗΦϺєБ៕ᚵ⫚⪾ψᎉ᙭ે᷺ώᒤοϊЯ
фДыОєЏпыМєуϲ፫⌐֚ώ◢㇚ᣛઆאώᄓᆌάৃ◐
ηογψάжЛЙыЈብࢳώеϼыРχϫ΄Ϟο୮ώж
ЛЙыЈϲ⸕θφ%ϺУйओάЯфДыОєЏпыМєуψ
ηφπαχϏϊίอ៕⬃١ϲηϊΤγψϊωχνώႰώᖰ⫚
⪾⨢١⋽ߘ١⇘ώࣇओϋ๊քιϫᠾࣇᗾάϫγψϢ
ࡏΫϪႰώݧίݧḉΎώઆ᷺ओϋΪαϫ┻ᄛάዴηο
γψϢϺєБ៕ᚵ⫚⪾ϋΪΤφϏέϊብᗾψΤΨϫπϭΦ΄

◢㇚ᣛઆאάڔ㊯ηο㇚‾ЇсЛЙ⌨Ↄ
сϼыώϏοϩίݧḉΎ
䠰ᒇϏᖰϼйєАḉ⬸ݩᓤώοϡϋᖊέߘϬοϢώ䠱

マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2009」

買い手〈徳島県漁業協同組合連合会〉

売り手＜株式会社さわ＞
一般企業向け弁当の製造・販売や冷凍調理済食品製造、学校給食受託業務、旅行

漁業資材、石油類の会員漁協への供給、乾のり、スジ青のり、天草などの共同販

用・イベント用弁当の製造などを手がける。

売のほか、餌料の販売、製氷、冷凍保管なども手がける。

管理栄養士
高津廣美氏

事業部加工課課長
林 宏紀氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇჍ༊ὐჍ༊ྜᗟᤧྃ
⫚Ↄᖗ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の概要

出展等の
きっかけ

出展の理由

団体の基本ＤＡＴＡ

ࠕࠦ㋯ੂϲᝀࢱٺϯκ᷵ᦷϲἼឦϋηοᒤ㒃㋯ᗇϲٺσοဿႁώ⨢⸚ѓⰨϲነ
άαϫ΄㒟ϡηЅЛРϊω㔜ヵ㒟ϲٺσοࢴྉੂϢᷲ᷵ηφΤϫ΄ϞοჍ༊ὐώⷊᗹᣧ᷵
ᱝψίηϞЮсыСΎϲᦐ᷺ηο㋯┍ϲყηφΤϫ΄

આ߯ސ
ؐ⧍⒡ᗨցᖘฟ
ض⌨ৃᑺ

団体の概要

Ⴭ༊ὐώ᪗⒡ϋϨσφ⌨⏦εϬϫ᪗ेে⌨ৃ䠊᪗े䠋άㆸϞσφብεϬφΤϫὐ
ώ⌨⏦χϫ΄Ⴭ༊ὐϏᭆኁ߮Ϋϩ⋲ةᣧ⹂ϲ⌮φᥱϋϯοϫҋώΤπϋ
⌨ৃάᮉηφΤϫάίώ⌨ৃϏ⩿ឭάຆεΤοϡჍ༊ὐ᪗⸝Ϗূ᪗ेώ⌮ેజἵ
นษओϋৌαοεϞζϞϊאϲ፱⸧ηφΤϫ΄

求める製品・
技術の概要

Ⴭ༊ὐ᪗⸝χϏกᙐ⍁㋯ϋὐ᷵㑌㋆ϲٺσφϢϩΦ᷵ᦷϋঝϪ⌨ϳχΤϫ΄㑌
ώᦷⰸዴψ㋯┍άᲗΤχกᙐ⍁㋯ψηφᎉړχέϫ㑌ᒓᵋϲᣲϡφΤο΄

マッチングの
きっかけ

㑌ώᦷⰸዴϲ᷵ᦷχβφΤίψΤΦἼឦϲ፹βὐ᷵ώ㑌㋆ϲٓЋБРχน
ษỳϋړ⍁χέϫᒫ⇣ѓኲ⦼ϲ፫ηφΤοψγϭνώᗓ؝ϋৃσοεϯψΤΦؤά
'00%&9+"1"/ ώ֚ຆ៕ЮєБϋΪαϫࡆິχ⫶ϋϊσφΤϫψώᆃఽϲߘϬϫγψ
άχέο΄

֚ຆ៕άᑐאώշᶱψηφอᒭηφΤϫఌⱃᩘᦐ᷺אώ⬡ษϲঞαઆੂヾ
ừϤⰨⳊヾየώϺСШϼБϢϪ᮸㒟ώࢴྉੂჍ༊ὐώ῍ৈϲৌրελϫᲗΤχ
ࡆິηο΄

ິ₃ضώᗗి⒡ΫϩઆੂϋτΤφώᆺ⩽Ϥ⩶ᖤϲⓖΤφႰώઆੂヾừϋᷲΫιψψ
ϢϋೋΫϩώᗗి⒡䠊Шϼмє䠋ৌαϋઆੂ䠲䠴ϲιϫᆺਈৃΤϢϫ΄

出展等の
概要

᮸㔜ヵ㒟ώࡐϪⴹψπηᣱάГЛРϋϊσο㒟ϡη
ЅЛРΎψ᮸㔜ヵ㒟ώϛΰηⴹϲώλο㒟ϋϥΦϡϳϊ
ωϲິ₃ηο΄

工夫した点

ЩЕЋыϲጅρⷒϳχ⪄⪇ỳϋϢϯΫϪϤιΤઆੂ⬸
ᓤϲ⦷ϊσο΄ྉి߮⺤ώ߿Ὓϲິ₃ηφᷲ᷵ྉ℈ϲᓤϩ
Ϋϋιϫγψχઆੂώۂ㊯ᄛώ⼤ብϋࢻϡοϪೋஃױώ
ᗗి⒡ৌαϋᑺЃஃ⬭ώყϢ⦷ϊσο΄

成功
事例
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マッチング（成功）のポイント
㒟ϡηЅЛР

ビジネスマッチングの概要
'00%&9 +"1"/ ώ֚ຆ៕ЮєБϋࡆິηφΤοεϯώЮєБώࡆິ߮โϏᗗి⒡Ϋϩ⫶
ά㏯ί㑌ώᦷⰸዴψ᪗ጝ◢ϲἼጉιჍ༊ὐ᪗ेে⌨ৃ⸝ৃضάνώ⫶ϲᗗి⒡Ϋϩⓖέ
ταογψχεϯψώЫАХБжЛЙыЈάᷲϞϬο΄

Ϫነ䠊ࡆິؤ䠋Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠊ᗗి⒡䠋Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ິ₃ضϋࡆິιϫϨΦϋϊσφΫϩᒤઆ
ੂώヾừϋዢⵎάΫΫϪνώ⌲ᗾઆੂؤ
ḉࢱψᷲ᷵┻ࢱϋὐ᪗⸝άㄎვϲጅτγψ
ϋϊϪжЛЙыЈϋτϊάσο΄

㑌ώᦷⰸዴϋৌαφ᷵ᦷϲ⸧ϡφ
ΤοჍ༊ὐ᪗⸝Ϗ㑌ϲ⍁㋯χٺσφϢϩ
ΤοΤψΤΦᆺৌάσο΄εϯϋ㑌
㋆ώژᙢኽϋࣇᗾάϫࠕࠦڿ┻ࢱϤ
ᷲ᷵⩿ឭ㏯Τઆੂؤḉࢱάσογψά
ᤓϡነψϊσο΄

出展者が予想しない製品用途を来場者が提案して成功

ɞ᷵ᦷɟϲЅєчєСϋτϊάσο
㏯؆ࢴژ۶ဿႁυίϪχώ⸝Ꮓ
♹ϲ֚ვϋ㑌㇌Ϭά⸧Ϡ֚ωϢώ㊅Ϋϩ㑌ϲ㋯ϙϫ⒂ᇳϲταϫγψχ㋯┍ά
⸧ڪεϬφΤίψψϢϋᗗώᦷⰸ⒡ϋϢϊσφϢϩΨϫψ⒟ΨჍ༊ὐ᪗⸝Ϗกᙐ⍁㋯
Ϙ㑌ᒓᵋϲᎉړιϫγψχ㑌ώᦷⰸϲዴηφΤίγψϲἼጉηφΤοά㑌ᒓᵋώژᙢ
ά㏯ΤγψάдРуХЛЇϋϊϪᄓΦϨΦϋᆣά⸧ϳχΤϊΫσο΄ηΫηεϯψࡆض
Φγψχᆣϲอᵄελϫγψάχέο΄εϯϏ㑌ࢴྉώ㊗ఌχϏὐ߮ᖒነχϪ⍁
㋯χٺΦ㑌㋆ϲࢴྉιϫЅлЩЏОϻϲጅσφΤϫγψϋࢴΨφ'00%&9 +"1"/ώ֚ຆ
៕ЮєБϊωϘࡆິιϫοϓϋᒤοϊઆੂϲヾừιϫϊωઆੂؤḉࢱϢ㏯Τ΄Ⴭ༊ὐ᪗
⸝Ϗγώεϯώࢱϲ۲ϫγψχ⯪᪗ᖨϋጸϬο㑌㋆ϲ⼸ϋࠕࠦڿηφთ⩶ϋყ
θφࢴྉηφ⍁㋯ᎉړιϫψΤΦϺϼПϺϲᷲϟπηژᙢώઌ㊷ϲ⪩ᤓηφ㑌ᒓᵋώ⍁
㋯ᎉړϲอᵄϋτϊβο΄
εϯώ⩿ឭᷲ᷵┻ࢱψ㏯ΤઆੂؤḉࢱχჍ༊ὐ᪗⸝ώᆣᢠㆎϋΪαϫ⬽㊷䠊ژᙢώ
дРуХЛЇ䠋ϲ⪩ᤓχέογψάжЛЙыЈብࢳϋτϊάσο΄

マッチングのきっかけとなった展示会

「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 2012
（中小機構ブース）」

Ⴭ༊ὐ᷵ώ㑌㋆ϲٓЋБРχᎉړ

売り手＜株式会社ケミカル山本＞

買い手＜エコネット株式会社＞

設立から30年以上続くステンレスの溶接焼け・さび汚れ除去のパイオニア企業。環

「環境にやさしく、再生が可能な循環資源の供給事業」をビジョンに掲げる産業用

境に優しく安全無害な薬液を用いる電解方式の除去方法は、同社の特許技術だ。

原料・燃料をリサイクル製品で供給する商社。燃料用タイヤチップの国家間移動を
世界に先駆けて実現した。

企画室 室長
常吉紀久士

マーケティンググループ
防錆・潤滑剤チーム
千北達朗氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇ༊ὐ༊ٕغऱזᓇྜḈ⽿ஓ
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の概要
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֚ᄛώ㇚⪩ϲ᷺ΤφБОыфБώᩭ፮ᮺαѓεϓϬϲㅯঋιϫ㇚⪩࠶ᵋϲЋϺኲ
⦼ψιϫ΄㇚⪩࠶ᵋϋϨϪБОыфБώ⧍㈛ϋᒤοϊփࣞᇥ⧰▓άႌብεϬγώ⧰▓Ϗ
ౝ⌎ϋϨϫෳ㋯ώừᷲϤყࢱ╥㋯Ϭϲ❉ηίኽιϫᖒᒤώᱦ⫝̸ኲ⦼χϫ΄㇚⪩ᒫ၌
ώϋϫπαιπαχอ᷺⼺ູώЍЫϤϬϲㅯঋιϫࢊ䠰λϳθϧΦζΤ䠱
ϢᎉړηφΤϫ΄

出展等の
きっかけ

ؒࡺᶱ౩ϋㄎιϫⱔϲፘⱔηογψϲέσΫαψηφ֚ຆ៕֚ஃᑐ⺤ψϢτέΤά
ൄϞϪ֚ຆ៕Ϋϩິ₃ضώ᙭߮ϲঞαο΄

出展の理由

ᩭ፮Ϥ⧍㈛࠶ᵋώヵິϋϏษᖨỳϋࡆິηφΤϫάᤓϞσοḗѓℜώᗗి⒡η
ΫΤϊΤγψϋᱝⲤϪϊεϲᇈθφΤο΄⎎ৃິϊϩγϬϞχঝၑώϊΫσοؤϤᖮ
ߘώࡏ⼷ϋⰨⳊϲጅτⰨؐᵋψжЛЙыЈάᖨႪχέϫψᄓΤࡆິϲᤓϡο΄

企業の概要

求める製品・
技術の概要

マッチングの
きっかけ
出展等の
概要

БОыфБώ㇚⪩ᒫ၌ώᮺαψϪㄎ⸝ώ⨢ੂϲ֚ვϋ
⾌《᷺ϤὛけ᷺ϺузУϾи᷺ϊωΆϊ⧍㈛࠶ᵋࢊϲ
ࡆິηο΄
БОыфБώᮺαψϪኲ⦼΄࠶ᵋႰ
Ϗ䠰րܬ䠱⩽אϋᮺαάঝϬφΤϫ

工夫した点

成功
事例

⨢ੂϲ֔ϙϫπαχϏࡏΫϪϋίίἼↃοϊΤοϡอ៕ϲٺσφ㇚⪩ᒫ၌ώ⧍㈛࠶ᵋ
Пкϲ⦷σο΄⌲ᗾПкάൄϞϫψᗗి⒡ώױπΫϪάχέο΄

ビジネスマッチングの概要
ిضχϏ⩽กψЃЗхЈώ⻞ྜྷπαχߥ٘ỳϊઆ⭊Ϟχ⸧ິηϊΫσοάᗗి⒡ώЀЋХЛРϋϏБОы
фБώ』ঝϪΎψΤΦЅєчєСά⫋ራϋᢆσο΄ႰᓇЀЋХЛРά㋯ੂࢴྉྉిΫϩБОыфБώ』ঝϪΎϋ
ㄎιϫὂ⭊ϲঞαο㆘ϋ֚ຆؤ⎎ৃິϋࡆິηφΤοЉзЃу້ᖰϲᄓΤࡆηⰨϲঝϪᠾΰγψϋηο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

Пкິ₃Ϥ◈₇ώၮϟϲ≢᫆ϋέίᖊ
ΤοᗩϋϨσφິ₃ضႰϢ⨢ੂψؤ
ৈϲᄓΤࡆελϫϛωၮίग़⯺؆αϫγψ
ϋብࢳηο΄

γϞϡϋິ₃ضϋ㊾ϲࡆηφᒤ⨢ੂϤ
ኲ⦼ϲ῍ϭΦψვ፦αφΤογψ΄』ψ
ϪΎψΤΦᗩψПкິ₃χⱋϯσφΤο
ЉзЃу້ᖰΎχⲤϲψϡογψ΄

企業の基本ＤＡＴＡ

ⱃᖰ⼺ս߯
આ㈘ߞ⧍
ؐ⧍⒡⃓᧣
Ⴖᑺױ

ГйыР᷺᷵ώؐᖑॵᒓψηφῘᮀϲϤηοႰϋࡆϫῘᮀ᭧ϲ㇚ࢱض₇ϊωΫϩ
୮গηГйыРйєЃєϋړ⍁ιϫϛΫϼІтБѓЂєБРстϺχတᛁᱝψηφࡆϫ
ЗϼмЙЛЯϲᒓψηφ⨢⌈йєЃєϊωϋړ⍁ηφΤϫ΄Ϟοᒤ⩿אψηφး៕
ώⶔ⸀Ϥ⸚☆ώ㆘ϋٺϯϬϫၮࢱϊㅎ』ࢊώⶔߘⰨϢነ፦αϫ΄

ၮࢱϊㅎ』ࣇᗾάთ⩶ψεϬϫး⫚៕ᚵώրⶔ⸀Ϥ⸚☆йєЃ
єϘώЭуϼСЭϼуи䠰ᢾΫϩዖࡆεϬϫϾєуѓчЛЇБϲ
⻞ৃηοㅎ』ѓ᪂᤻䠱ώⰨϏॉژάٓΤοϡέϊր
ϲ‸ڿηυϩΤ΄νγχЭуϼСЭϼуиψ⪑ਛᄛώ㏯ΤઆੂГ
ЛРχⰨχέϫઆੂϲ፫ηφΤο΄

ЀЋХЛРάከΦ
ЭуϼСЭϼуи

ິ₃ضϏᒤηΤኲ⦼Ϥઆੂϲ῍ϫրχᖒ⹔ϊйПϻϺπψ⒟ΨφΪϪຆϲઌϯκ
ℶᝀỳϋᗗిηφΤϫ΄νώ֚χϢ֚ຆؤ⎎ৃິϋΪαϫЉзЃу້ᖰώЮєБχϏ
』ψϪΎψΤΦᗩχᗗి⒡ώἼϲၑέεϩϋПкິ₃ϲ⦷ΦγψχⱋϯσφΤο
οϡⲤϲψϡ⩽กηο΄νώిχώઆ⭊ϋϏϊϩϊΫσοάິ₃⌦ضႰϞχၮίग़⯺
ϋᢆσογψάႰώжЛЙыЈብↃώέσΫαψϊσο΄

マッチング（成功）のポイント

異なる業界の来場者との新しい出会いにより成功

⎎ৃິϊϩχϏώᖮ῍ώঝၑ߃ѓ
આᗇϋࡆضΨϫిΎϲᣲϡϫУєВάৃ◐
ЀЋХЛРώऺऔᣕϏິ₃ضϏᖮ῍ώઆᗇϋࡆضΨϫ
ⰲ⼶ϊి΄֚ຆؤ⎎ৃິϢνώշτ΄◈ࡏώၑέࡆηϢ
ᙢᢠϋ౷Ψϫ΄ЩЕЋыχ⭅ϙϨΦψᄓσφϢчєСϲ῍
ϩϊαϬϐᜉ⌐ώηϨΦάϊΤΎψ⬭σφΤο΄γΦηο
ᄓΤχᗗిιϫױϏງϊίϊΤϏκπ΄ິ₃ిضχжЛЙ
ыЈλκψϢग़⯺ϋᢆϫ⨢ੂѓኲ⦼Ϗᗗి⒡ώ㊤ώ᱃ㆇ
ϋ➏ℶεϬφΤέϕψηοЗϼзыЈχঝၑϋừິι
ϫ΄ࡆິ⒡Ϗ◈₇ώጅτ⨢ੂѓኲ⦼ώᲟᄛϲΤΫϋϺЬ
єуιϫΫິ₃ᒫᥑώྉϤϼыЩЇРώϫᗩϊω
⩽λᒫϊωϏజᖰỳϊγψχϏϫά୮ώжЛЙыЈ
ڄאϏᑘϡφνώ⼶⩶ᄛάᇈθϩϬοڄאχϫ΄

マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展2012 ｉｎ Ｋａｎｓａｉ」

жЛЙыЈηοЬЃ⌎ 464ЏтєВ

買い手＜国立仙台高等専門学校＞

売り手＜ニューロネット株式会社＞

2009年10月1日に、宮城工業高等専門学校と仙台電波工業高等専門学校を高度

ウェブ会議システム「SaasBoard」サービスの提供をしている。スマートフォン

化再編して発足した高等専門学校。

で〝見える〟コールセンター「もしもし Concierge」、Web 寄せ書き「かきこ」サ
ービスも提供している。
社長

前川博文氏

仙台高専 ICT
先端開発センター教授
千葉慎二氏

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の概要

֤ࢱώ4BBT#PBSEΎЍєЫБϏJ1BE Ϥ J1IPOFϺыСхϼС⋰ߚБжєРЭЁыχ
ࣞ١┻ϊϢώχϫ΄ḉ㈛ߡᖘⱃᒓߡᖘነᎈέߘࢱάχέነⵧϋϾϿЮ⮺ضάχ
έϫώάᱦỳπ΄

出展等の
きっかけ

4BBT#PBSEΎϏᗟ⺮שΫϩРсϼϺуừᥟ⬡ษϲঞαο⺮፱ഇώЍєЫБχϪεϩ
ϋ4BBT#PBSEΎώ῍ৈϲրβοΤψᄓσογψάέσΫαψϊσο΄

出展の理由

出展等の
概要

学校の基本ＤＡＴＡ

ⱃᖰ⼺
આ
ؐ⧍⒡߮Ḁ㙵ḅ
กᷲᑺױ

学校の概要

ዶϪώྉก⋰ώ֚ϋϫ⨨ৃኲ⦼ࡏ⼷ώก⃥ψᑚ⃥ϋࢴΨ₇ױضЅлтϺϺЛ
ЯЋєБώ⫚⑄ϋϨϫఌױᗇ┍ብϲ፱⸧ηφΤϫ΄Ϟο*$5 ߃↟ヾừГыЗєΎϊ
ωఌ⸝ᏃѓఌⰤ᳆ώ֚ვψϊϫГыЗєϲᑼ݄ηφΤϫ΄

求める製品・
技術の概要

ืఁϤ້ႌነऔ⹂ϊωᗟऔψऔ⹂ώ㏯ϲ⌲ϳχ *$5 ϲᦐ᷺ηο⹌㆑ᑯ┍ϲ
⪾ḉηφΤϫ΄νώοϡώОфЫ⮺ضЏБОиϏփᠽχߘЋБРάนίБсϼС
ϲٺσοፘϤᎈέⷒϟάχέϫЏБОиϲᣲϡφΤο΄

マッチングの
きっかけ

*$5 ߃↟ヾừГыЗєχϏ⌨ⷒϟЏБОиㄎکώῦⅎѓヾừϲ⦷ϊσφΪϪྜిࣞ
ৌ⭅ᘾϤᆃఽפ᎑ϲড়ϡφεϞζϞϊິ₃ضϋⲤϲ⸺ϳχΤϫ΄νώ֚χℜϊؤ
άㆸϞϫ֚ຆؤ⎎ৃິπΫϩγν⹌㆑ᑯ┍⪾ḉϋთ⩶ϊОфЫ⮺ضЏБОиώ⬋ϲ
УнєхХЛРΫϩⓖίγψάχέο΄

֚ຆ៕֤ݏώິ₃ضϏॉϋᗗి⒡ᑺώϟ↣ΦϨΦϊΪ₩Ϫ㎙ήϲιϫϼбыРχϏ
ϊίదอϊΪฮάΤώχႁ₇ώЍєЫБϲᵋ⪩ηφϢϩΦЙлыБψ⒟Ψο΄

4BBT#PBSEΎЍєЫБϲࡆິηο΄ОфЫ⮺ضψ⹄σφΤ
τχϢωγχϢ⹌㆑ώᓰ⬋⸕ݩά┻ϊΦΨνώిχḉ
㈛ϋነᎈέߘࢱϢχέϫ΄㏯ژϊ᷺ЧєСϾϿϺϢփ⩶΄
ϺыСхϼС  БжєР
ЭЁы 8FC ⮺ض

マッチング（成功）のポイント
工夫した点

成功
事例

БжєРЭЁыϤ J1BE ϲٺσφอ㆘ϋ⹌㆑ψώᓰ⬋⸕ݩϤነᎈέߘࢱϲ⩽λϫγ
ψχ㋋ฮώЍєЫБϋιϫᵋ⪩ά᧼ϞϫϨΦϋηο΄

ビジネスマッチングの概要
УнєхХЛРϏ୮Ϗθϡφώࡆິπσοάࡆິ֚Ϗৈפ᎑ώેᦐࣞϋࢱϲߘϬ
ᓇχ⋵؝ώৈפ᎑ϲ⹃ብιϫγψάχέο΄νώ⌲ᗾอ㆘ώЫАХБϋϢ؝τϊβϫγ
ψάχέο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

㏯ژϊЧєСϾϿϺϲߘϬκϋነⵧϋ⹌
㆑χώ⮺ضάχέϫЏБОиϋιϫ
ᥟἼϏ㏯Τ΄ηΫϢ⮺ضะॉْϤ۟ױ
ৈ䠰*%䠱ϊω⋵ЗϼЯάΤίτΫϪ
ژᙢϢ₇ώ⋵ࡏώψΤΦώϏέϊ㐿
ࢱπψ⒟ΨφΤϫ΄

*$5䠰ᆃఽ⸕ۂኲ⦼䠱ϲᦐ᷺ηφᗟऔψ
औ⹂ϋϫτώ㏯ϲ⌲ϳπ⹌㆑ᑯ┍
Ϥ₇ױضৌα⮉χОфЫ⮺ضЏБОи
άთ⩶πσο΄ᖨⱃάٓίЩЕЋы
τϬϐ⮺ضϋࢴχέηΫϢนژϊο
ϡࡣ᷺ϲᤓϡο΄

異なる業界の来場者との新しい出会いにより成功

≢ᓨχนژϊ⹌㆑⮺ضЏБОиϲ
ᒤοϊกᙐᑯ┍ώᵄిϘ
4BBT#PBSEΎϏ⮺ضะॉْψ۟ױৈ䠰*%䠱χ⋵χέϫ΄
ڄΨϐ⮺ضะॉْώ⋵χϬϐࡆྲйыШєάஂษεϬφ
ΤϊίφϢઌ㊷ϊίೋ⺤ψώ⮺ضϊωχϢΤϭϳϊױάࢴ
χέϫώάᱦỳχϫ΄⮺ضะώ፮⍢χᖗ㊸ս߯䠰ЀЋ
Цзє᱄Ή-JUF ЋєБΊϏս߯䠱ψЋБРάนژϊοϡ
֚ຆؤϤกᙐϊωχϢࡣ᷺ηϤιΤγψᑯ┍ᵄిχУєВ
ώ㏯ΤነᖊέߘࢱϲχέϫϨΦϋηογψνΦηοᮉϲḴ
ℜάίㆸϞϫ֚ຆؤ⎎ৃິχ⫞ᣲηογψάนژϊߘЋ
БРχ *$5 ϲᦐ᷺ηο⹌㆑ᑯ┍ϲ⪾ḉηφΤϫஃↃ؇㏯⇘
ヵกᙐώУєВϋжЛЙηο΄

マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

؇㏯⇘ヵกᙐχώ
ОфЫ⮺ضώ

買い手＜東北ボーリング株式会社＞

売り手＜株式会社ナック＞
宇宙航空機関連の治工具製造や部品加工、産業機械の設計製造、超電導関連設備

地質調査・さく井（井戸・温泉の掘削）・地すべり対策工事の3つの事業をメイン

の装置開発、製造等を手掛ける。

に始まった仙台の企業。親会社は応用地質株式会社。

開発部部長
篠田昌孝氏

取締役副社長
科野健三氏

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の基本ＤＡＴＡ

企業の概要

ে₇ώйϼыאχϫ⺤ੂࢴྉϤྉߥ⨢⸚Ϗ⼸᷵χϏϊίоєЎєΫϩЂєИ
єϲঞαφ⨢⸚ιϫЃБЗийϼСά֚ვψϊσφΤϫ΄ϋⲒ⌙ෳⱜЭϻуи
ΏкЦРсыЭϻуиΐϲヾừηᵄϏেЭϻуиϲყ᷺ηο⌙ᥚжϼЇхТ
ЦШЮуΎừᷲ⨁⑄ώ⨢⸚ⰨϢηφΤϫ΄

出展等の
きっかけ

֚ຆ៕ώዛႁ⒡ϨϪஃ㆘ТЦОЇЦхАє⎎ৃິࡆິώ֚ຆ៕ЖєыϘώࡆິώ
᙭߮ϲঞαο΄ॉᲟࡆິϨϪࡆິⰸ᷺άนΤγψжЛЙыЈ߃ώ⌞ϊωϲηφίϬϫγ
ψϊωά㐿ࢱχࡆິϲᤓϡο΄

出展の理由

ϢψϢψஃ㆘ТЦОЇЦхАє⎎ৃິϋϏࡆິηφΤο΄◈₇ЮєБώዴϏⰸ᷺㈛χ
㇍ηΫσοά֚ຆ៕ЖєыχϬϐࡆິⰸ᷺άนχϫοϡࡆິϲᤓϡο΄

出展等の
概要
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жϼЇхѓТЦШЮуừᷲ⨁⑄Ώ'PBNFTUΐЏтєВψ
Ⲓ⌙ෳⱜЭϻуиΏкЦРсыЭϻуиΐϲິ₃η
ο΄

企業の概要

ⷠ᙭؝άງϊίϊσφΤοιϙϪ⇣ྉאϋؐϯϫאψηφࣞ٘⸕ۂ䠰Ꮓ
ྴ㇚⬋䠱᷺⾌జώ⫚⪾ἴᵋψחኁώйыОТыБאϋᥟࢱηφΤϫ΄חኁйыОТ
ыБאχϏΆϊヵኲ⦼ϲٺσοחኁᦖϤᣧْкУЗєϲٺσο⹌㆑−ᵋχחኁ
ώ⒝ᖺओϲㅎΰ΄

求める製品・
技術の概要

⾌ШЇОтϺά؆ὰηঝᣧ⼸άցάσοחኁώᒤηΤᦖᒫᥑψηφжϼЇхѓТЦ
ШЮуϋἼϲ؆αߡেヾừ߃ϲ፫ηφΤο΄ώ⨁⑄Ϥヵኲ⦼ϲٺϯκϋ≢ॉΫ
τхєЋБРΎχϫγψάヾừώОєжπσο΄

マッチングの
きっかけ

γϬϞχ⩿ឭϊ⨁⑄ϲٺϯκϋжϼЇхѓТЦШЮуϲừᷲελϫኲ⦼ϲጅτؤϲ
፫ιοϡΆϊິ₃ضϲ୮σφ፫ηφΤο΄జΎΫϩყ᷺ΎϞχϩϦϫТЦ
ኲ⦼Ύάㆸ⋵εϬοஃ㆘ТЦОЇЦхАє⎎ৃິώ֚ຆ៕ЮєБϋⲤϲ⸺ϳπ㆘ϋ◈
₇άᣲϡφΤοኲ⦼ϲጅσοТЛЇψࡆضΦγψάχέο΄

マッチング（成功）のポイント
工夫した点

成功
事例

ᣧបψΏ'PBNFTUΐϲጅρⷒϟжϼЇхѓТЦШЮу
άอ㆘ϋừᷲιϫψγϭϲอ᪤ηο΄

Ⲓ⌙ෳⱜЭϻуи
ΏкЦРсыЭϻуиΐ

ビジネスマッチングの概要
ᗟऔдєтыЈώ⃥⼷ᣕϏжϼЇхѓТЦШЮуϲٺσφחኁϋ؆ὰηο⾌ШЇОтϺϲࢋ㇌ελ
ϫᦖኲ⦼ώᆣϲጅσφΤοάТЦОЇິϋࡆິηφΤοТЛЇώжϼЇхѓТЦШЮуừᷲ⨁⑄
Ώ'PBNFTUΐϲ⩽φחኁᦖ⨁⑄ώヾừώ⬋ϲጅρΫαογψχЫАХБжЛЙыЈάᷲϞϬο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ᗟऔдєтыЈάᣲϡϫኲ⦼ϲ◈₇χጅ
σφΤογψάέΤ΄ᗗి⒡ϋϯΫϪϤ
ιΤϨΦϋอ៕ϲٺσφПкິ₃ϲηο
γψϤິ₃ضႰώყϲոΫτⷙ⸙ϋ
⦷σογψϢብࢳ⩶୰πψᄓΦ΄

ິ₃ిضχжϼЇхѓТЦШЮуώอ
᪤Пкϲϟοψένώኲ⦼ά◈₇ώ፫
ηᣲϡφΤοኲ⦼χϫγψϲϨίᵋ⪩ι
ϫγψάχέο΄Ϟοߡেヾừώ⬋ϲ⸧
ϡϫ֚χТЛЇώℶᝀỳϊൢ࣪ϋۂ㊯ᇈ
ϲϢφο΄
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異なる業界の来場者との新しい出会いにより成功

ິ₃ضϋΪαϫϯΫϪϤιΤอ᪤ПкΎψິ₃⌦ضႰώ
έϡ⌙ϤΫϊყΎάжЛЙыЈώᤓϡነϋ
ᗟऔдєтыЈϏؒࡺΫϩᑺ₇ϋחኁώᒤηΤᦖᆣ
ϋτΤφߡেヾừώ⬋ϲጅρΫαοάωώض₇Ϣℶᝀỳϋ
⸧ϡϨΦψηϊΫσο΄ηΫηஃ㆘ТЦОЇЦхАє⎎ৃິ
ώ֚ຆ៕ЮєБϋࡆິηφΤοТЛЇπαϏᗟऔдєты
Ј⃥⼷ᣕώ⬼χϢ≢ॉϋٓژᙢχחኁϲέϬΤϋχέϫΎψ
ΤΦᆣΤϋყΨ⩶ᣲѓᎉ᙭ϋⷙ⸙ϋфБеыБηอ㎚Ϥᑘ
☧ϲ⏺Ϫⷣιγψϋࢱηο΄⃥⼷ᣕϏ◈₇ώᦖ⺤ヵΫϩ
אάϊίϊϫψ⪸ϯϬϫΎψ↳ΦϛωТЛЇψώߡেヾừ
ϋነδοΨϲᇈθφΤϫ΄γώڄאΫϩϯΫϫϨΦϋઆ⭊ϲ
ብࢳελϫϋϏິ₃⌦ضႰϢέϡ⌙Ϋίყιϫγψά
⼶⩶ϋϊϫ΄ḗώжϼЇхѓТЦШЮу၌ώחኁᦖά⬧
ᷲιϫϞχψງηπ΄

ᦖ⨁⑄ᖰ٘ώ⬃١៕

マッチングのきっかけとなった展示会

「国際ナノテクノロジー総合展201１（中小機構ブース）」

買い手＜富士通エフネッツサポート株式会社
（FNETS−SP）
＞

売り手＜増成織ネーム株式会社＞
独自の織物製造技術、プリント技術等により、企業や団体、グループ等に向けて

富士通製機器の施工、現地調整、保守等を行なう富士通ネットワークソリューシ

オリジナルネーム・デザインが施された業務用品、グッズ、小物、タオル等を小ロ

ョンズ（株）（FNETS）のグループ企業。国内外で保守サポート業務を展開してい

ットから受注している。

る。

ラベル営業部長兼企画室長
堀口恭氏

取締役
阿部健三氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇ༊ὐ༊ྜ⩴ऱឳྂḈոἼḯ়
⫚Ↄᖗ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の概要

出展等の
きっかけ

出展の理由

出展等の
概要

工夫した点

成功
事例

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇ₠೯ྂὐឳᦝྜ⩴ऱ㏯༊շոἼḯ়
⫚Ↄᖗᓇ
ⱃᖰ⼺ս߯

આ߯ސ
ؐ⧍⒡Ῐ⚁ח
Ⴖᑺױ

ϺЩфуйєЃєώೋⵙά⸧Ϡ֚ࡺΫϩ⏦Хєи䠰ЗЈ䠱ЀыЮфиցβᖱ
⇘ώϺЩфуⱃᗇΫϩ⧋ᖑΨϲ፱⸧ηφΤϫ΄ᵄϏշ◽ؤЈуєЯূℜ୲٘
ৌαώᏃྴБРсЛЯХЛЇБРсЛЯкШϼуЇтєТєЂтАТу⨢ੂ䠰ⰨڪЈЛ
Вѓ0&.આੂ䠱ψ⪠ິヾηφΤϫ΄⏦Хєиㄎ⸝ؒೋάրβώϲॏϡϫ΄

企業の概要

આ߯ސ
ؐ⧍⒡ஶḀۂ
Ⴖᑺױ䠰ᦓ⹏₇ড়Ϡ䠱

 й ϼ ы ώ  ڿธ Ѝ е є Р   ώ  С Ѕ н й ы Р Е т н є Џ п ы  א ϋ ᥟ ࢱ΄8PSE
&YDFM χ١ብεϬοነ㊈ᖊ⨢ੂ⬸ᓤᖊ⇘ϲᲟ◈ϋⰨιϫ᷺ЕЭР8FC жУн
Ϻу ЩЮтЛЏлєΎχ 8FC ओ䠰9.- ೀ᎑䠱η₇Ϥ㋋ฮϋϨϫㄙ⪏ϲ┻ϋιϫ΄
8FC жУнϺу١ብЍєЫБΎχϏᶱ౩∫ᑐϤ 8FC жУнϺуϘώೀ᎑١ؐ⦷ϲ
⦷Φ΄

ІЭРϤⰨڪㄎ⸝ώິ₃ضά֤٘πά㋋ฮヾየώ⪖ᮉΫϩ֚ຆؤ⎎ৃິJOLBOTBJ
Ϙ⸽ঋ୮ࡆິηφΤϫ΄୮ϡφᗟשώ֚ຆؤ⎎ৃິ+*4.&&ϋϢ⸧ࡆηο΄

ᵄώঝၑ߃Ϗ₇ؒրϪঞᥟϏؐᵋ⌮ḁά֤٘πάຆхЛРٓژᙢ
ΐ ⋽ ᖨ ϋ ࢴ Ψ П Ў ϼ ы ᑐ  Ϣ  ┻ ψ η ֚ ຆ  ؤ ⇘ Ϋ ϩ ώ ὀ ፮ ঞ ᥟ ϲ ၮ ओ η φ Τ ϫ΄
+*4.&&χϏϞκࡆິ⒡ψώঝၑϲᲗσο΄
ХЛЇБРсЛЯкШϼуМєуШЛЈЗЂу
ЈЛВϊωώ࿁ΤঝϪከΤЂтАТу⨢ੂϺϼОиϲ
֚ვϋ⋵ᮉϲິ₃ηο΄оєЎєУєВϋढ़ηοέϡ
⌙ϤΫϊЍєЫБࢱϲ 13 ιϫγψϋᥟࢱηο΄

マッチングの
きっかけ
Άϊઆᗇάᑺίິ₃εϬο
౷ብ⏦ХєиώࡆິЮєБ

ἼↃτ◈₇⨢ 101 ψίώઆᗇϲࡆິηο΄ضᖨ֚ϋࡆິؤώߚЮєБϲℶᝀỳϋ୮
Ϫᱦ⨢БРсЛЯϲᎉړηφ 13΄◈₇ЮєБχϏЍыЯуЈЛВώႁοϫЄЙлЄЙ
л៕ϲ⑄Το⌲ᗾἮϋ΄อ㆘ЈЛВ⇘χώㆸฮϤؤϼйєА 61ЋзнУЉ
єЏпыМєуψηφώᖘ᷺ᄛϲ◈ϩПкыБРфєЏпыηο΄νϬϩϋϨϪৈפ᎑
χέοױᑺϏؒױրϋ΄ິ₃⌦ضႰߚφϋΪ₅йєуϲࡆηο΄

ビジネスマッチングの概要
'/&5441 ϘϏؤхЌώߘσο㏯⌉АлЄєС⏦ϪώХЛЇБРсЛЯนߚЩєМЃєС
ЉєБ䠰*$ ЃєСᗼ᷺䠱тєуЇтЛЯշ၌ГЛРϲᖗᓌঞᥟηᖗᓌ⋽ੂηο΄
+*4.&&χϏິ₃⌦ضႰϢၑέΤάϪᖯᢠㆎχ₇ώঞᥟάσο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰
ߚίώЂтАТуПЎϼыώХЛЇБР
сЛЯϲິ₃ιϫγψχྏࡠओχέοրϋ
ЋБР㈛χϢ⹔ᡦϊژᙢϲᎉ₃χέογψ
άብࢳώ⩶୰χϏϊΤΫ΄ᗗి⒡ώઆ⭊ዛ
ႁ⒡άᤓ⧽ឲϲጅσφΤογψϢઆ⭊ϲБ
иєВϋηο΄

求める製品・
技術の概要

'/&5441 Ϗ◈₇፪᷺₇'/&54 Ϋϩώࡆৌ₇ᦓ⹏
₇άㆸϞσφݧΤφΤϫ΄ྻΆ₇ώϺϼПыОϻО
ϻϲ‸Ↄηؤྵູᆺ⮬ώ㏯᎐ϲϫϋϏωώϨΦϊ
ᦐࣞάთ⩶ϊώΫϲ⒟ΨφΪϪνώέσΫαψϊϫϺϼ
ПϺϲ፫ηφΤο΄

8FC жУнϺу١ብЍє
ЫБώ⌞ⱃᒓΎ

*$5 ㄎ⸝ώິ₃⪄ضώΪϪ㆝፮ιϫ֚ຆؤ⎎ৃິ +*4.&&ϋϢেθߘిχߘ
ϬϫγψάࡏΫϪ⫗Ϭοψγϭ౷ብ⏦ХєиώЂтАТуБРсЛЯάἼϋψϞσ
ο΄

マッチング（成功）のポイント

異なる業界の来場者との新しい出会いにより成功

Ϋϩώ⧋ᖑΨϲἼጉιᆺᡆά
жЛЙыЈ߃ώ₇ώշ٘ᇈϲ㏯ϡϫΎϺϼПϺϋ⌲อ

'/&5441 ώㅘ⺤ঝ⎚႟ϏᲗΤ⸕Ϫշ⸝ώᦐࣞψ₇
Ϙ⻞ྜྷηοХЛЇБРсЛЯϏ₇ώྵູᆺ⮬Ϥշ٘ᇈϲ
㏯ϡφίϬοΎψᩓⲤβπ΄ⓧిրώ⬽㊷ά֚ຆؤ⎎ৃ
ິώిضχώϕψηοࡆضΤχၑέࡆεϬνώႰώ $4
⼶⪄ώ㋋ฮყϋϨσφብ⋵ηοڄאπψΤΨϫ΄

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰
ЮєБχℜϊິ₃આੂϲ⩽ϊάϩ
᯲ვχ⪑ηϟάጅφϫ⬸ᓤϲঞαφ₇
ώշ٘ᇈϲ㏯ϡϫϺϼПϺψηφЂтАТ
уώХЛЇБРсЛЯ⨢١Ϣࣇᗾάϫώ
χϏψὀᇈηο΄ЋБР㈛χϢтєВТЮ
уπσο΄

'/&5441 άⱩߘηοЂтАТуХЛЇБРсЛЯ

マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

売り手＜クマガイ電工株式会社＞

買い手＜株式会社ライトスタッフ＞

電気接点材料の製造と販売からスタートし、現在では自社ブランドの製品開発や

広告代理店としてスタートし、バブル崩壊をきっかけに、新たに環境事業部を設

OEM 生産など、幅広く事業を展開している。「信頼と独創」という企業理念にこだ

立した。「心と身体を健康にし積極的に生きる」をテーマに、地球や生活環境を考

わり、クマガイ電工ならではのオリジナル技術やシステム、商品を提供している。

えた商品、無添加・オーガニックにこだわった食品や化粧品などを提供している。

代表取締役社長
熊谷康正氏

代表者

藤本邦彦氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇㅉߝລྜ⩴֬ฬḯώ
⫚Ↄᖗ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の基本ＤＡＴＡ

企業の概要

ШБڿ᨟ЇтєТєᩋйϼЇΎϤЪєЗє؆έЕЭРነ⧟ΪφφώγοτΎϊω
Ჟỳϊઆੂϲؤḉѓヾừηᷲ᷵ѓⰨηφΤϫ΄

出展等の
きっかけ

ϛωࡺϋᒤⓖώ৳ϲ⩽φ֚ຆؤ⎎ৃິϲ῍σο΄ϞκϒΫϬοώϏ⩿ឭώ
έεχϪ⸕ྻώິ₃ضϨϪนژϊγψϏ֚ຆؤϋψσφϏϪάοί㐿ࢱϋᇈθ
ο΄ࢴྉπαχϊί࿁Τࡏ⼷ΫϩࡆິεϬφΤϫγψϢ῍Ϫ㈛ỮΤψᄓΤᢵ
ࢴηφΤϫ΄

出展の理由

ؒրЃЗхЈ⸕Ⱘϲ֚ვϋઆੂϲⰨηφΤϫάᱦษώΪฮεϞϋηΫϺЬєу
χέφΤϊΤγψϲ⬽㊷ϋᇈθφΤϫ΄ώິ₃ضϏ㊾⩽῍ϪάίᒤηΤࡆضΤάງϊ
Τώϋηφώິ₃ضϋࢴηϊΤױϢᗗిιϫິ₃ضψηφ֚ຆؤ⎎ৃິϏ⩿ឭά
έίᖮ῍ώࡏ⼷ϋ㈛ỮΤઆੂϲᣲϡφᗗిεϬϫᒫψώᒤηΤࡆضΤάᖨႪχέϫ΄
ώࡆິؤώᒫϢઆੂϲ⩽ϋᗗϩϬοϪϯϬϯϬϢిضϲ⩽φ୮Ϫ㈛ỮΤኲ⦼Ϥ⌎ᗇά
ϬϐЍыЯуϲΤοπΤοϪψᒤηΤτϊάϪάᷲϞϬϫψΤΦώάᵋḁχϫ΄

出展等の
概要

⏠⍰ᲄώжϼЇхЃєдыЭϹϼШєЪєЗєϲ㍋Ⴐ⺤ψ┘֚ώ
Ѓኇϋ⻞⑄η⠃ίφⵧΤ⌎ᗇϲٺ᷺ηοЪєЗє؆έбБРόί
εϋ㍋σοαΎϲᒤઆੂψηφ⌞ηο΄ώЪєЗєㅎ๔᷺ੂΪ
φφώγοτΎψϳϨώγοτΎϤษḯώઆੂχϢϫШБڿ
᨟ЇтєТєϊωϢິ₃ηอ㆘ϋᗗి⒡ϋ٘ᇈηφϢϩσο΄

工夫した点

આੂώϺϼОиάΤώχনϲβϫοϡϋຆᑺϲίঝσ
φΤϫ΄ЮєБ߮ϲᓤϫίιϫγψχض₇ώϼйєАЃсєχϢ
ϫᕏ☩⋰ώЃсєтыЈϋঝϪ⌨ϳχΤϫ΄ΪฮεϞά⸕ϪϤι
ΤϨΦϋࣞ⎖ϲέρϳψ‸ڿηϊάϩΤϭΤϭϊઆੂϲነϋঝσ
φ⩽φϢϩΨϫϨΦϋᗗి⒡ά٘ᇈχέϫΎγψϲ⼶⪄ηφΤϫ΄

ЪєЗє؆έбБРό
ίεϋ㍋σοαΎ

ነؤϋϏϊΤᒤηΤઆੂϲᣲϡφсϼРБЗЛЭ₇ϏЇжЄϼ㇚ྉώЮєБϋϡφᗗిη
ο΄ЇжЄϼ㇚ྉώЮєБϲ⫗Ϭে₇ϊϩχϏώЪєЗє؆έነ⧟ϤбБРϊωϲ٘㎚ιϫγψχ
νώઆੂώᲟ◈ᄛϲᇈθঝϪᖗϋừࡒιϫ⸕Ⱘώࡒ⬠ϋઆੂϲ፹ⵯελϫγψϲᤓᒡηο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ᒤઆੂώЪєЗє؆έбБРϏ⋽Ⴘώ
ΤίϢώϲ١ϫοϡϋừά⸶Ϭϫϛωώ
γπϯϪάσοώχ◈ۂϲጅσφິ
₃ిχᗗి⒡ϋ٘㎚ηφϢϩΦγψάχέ
ο΄ อ ㆘ ϋ ᗗ ి ⒡ ϋ આ ੂ ϲ ὰ φ䠰٘ ㎚ η
φ䠱ϢϩΤΤρઆੂࡣ᷺⒡ψηφᣛϋߘ
σφϢϩΦγψάχέογψάብࢳ⩶୰΄

ᖗừࡒώࡒ⬠ϋ፹ⵯιϫϋϏήϪ
ήϪχᷲ᷵άⷽΤτΫϊΤვ⻞Ϣσο
άነؤϋϏϊΤϺϼПϺά߄ϫ
ϢώΎψΤΦ⪄ᮉχᒤηΤઆੂ፫ηϲη
ο΄⌲ᗾշᔍϏΪฮεϳϋᷲ᷵ϲႪσ
φϢϩΦϛωώখ㊂άϪ୮ώઆੂϲ
ከσφϨΫσοψᇈθφΤϫ΄

આސս߯
ؐ⧍⒡⡄ᖰႏ
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企業の概要

৳ؐᵋψηφ⫚Ↄηο΄ϛωࡺϋܣဈ㋯ੂϤЀЋЈЛВओ⊹ੂϊωϲⰨι
ϫᶱ౩א⺤ϲↃρրβο΄ვψⴹ٘ϲܣဈϋηℶᝀỳϋᷲέϫΎϲОєжϋᶱ౩Ϥ
ױϋޫηΤϢώϲϼыЗєХЛРψࡒ⬠ϼЅϼЅᷲᦐ⸕ۂΎϲ⸕θφⰨηφΤ
ϫ΄

求める製品・
技術の概要

ᲟᱦχἼᒤηΤઆੂϲ፫ηφΤο΄ωγχϢσφΤϫϢώϏከΤοίϊΤψ⒟ΨφΤ
ϫώχ⼸ᷲ᷵⼸ᦷⰸώነؤά١ϬϊΤϨΦϊоУєЇχγπϯϪϲጅ
σοઆੂάշḯπψᇈθφΪϪࡒ⬠χϏοίεϳώઆੂϨϪϢշτշτώઆੂώ
☧εϲθσίϪψظΨοΤψ⒟ΨφΤϫ΄

マッチングの
きっかけ

γϬϞχ֚ຆؤ⎎ৃິϋⲤϲ⸺ϳπγψϏϊΫσοάᗗిηογψώϫ῍ױϋ⬪
ϯϬࠌώЫАХБϋৌαφٚΫΤΤϢώάϊΤΫ፫ηφΤοψγϭϋЇжЄϼ㇚ྉε
ϳώЮєБάσο΄γώϨΦϊઆੂϏከσογψάϊΫσοά֚ຆؤ⎎ৃິώЇж
Єϼ㇚ྉεϳώЮєБχϏอ㆘ϋઆੂώбБРϲ⬃ὰιϫγψάχέ⬃ὰηφϟοψ
γϭⵧίφ᨟ΫίઆੂώᲟ◈ᄛψ㐿ࢱϲ٘ᇈιϫγψάχέοώχ◈₇χከΦγψ
ϲᤓษηο΄

マッチング（成功）のポイント

ビジネスマッチングの概要
成功
事例

ٔኇᗟ⺮שἼ㘄ऱ◈ḁά֍
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

આ䠼ސս߯
ؐ⧍⒡ᯠ⯝ဈᡦ
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来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功

ᲟỳϊઆੂϲヾừιϫϪነψ
۟ᄛỳϊઆੂϲᣲϡϫⰴΤነάࡆضΤᒤઆੂώЪЛРϋτϊάσο
ᲟỳϊઆੂϲヾừηφΤϫЇжЄϼ㇚ྉϏ㋋ฮϲዴιϫοϡϋᒤηΤࡆضΤϲᣲϡφΤ
ο΄շᒫᗗి⒡ώсϼРБЗЛЭϏ◈₇χঝϪከΦοϡϋ۟ᄛỳχᒠᒤϊઆੂϲ፫ηφΤο΄
ЪєЗє؆έбБРϏЇжЄϼ㇚ྉώ◈ۂώᒤઆੂχϪЇжЄϼ㇚ྉώУєВϏઆੂώ
࡛ⰨχϏϊί⌙Ϋίઆੂώ⬸ᓤηφᡆηΤψΤΦϢώχσο΄ηφઆੂώᱦヱϲθσίϪ
ψ⌞ιϫψΤΦсϼРБЗЛЭώᒫ⽄ά֚ຆؤ⎎ৃິϲ⸕θφϞεϋЇжЄϼ㇚ྉώᆣΤϋ
շ◐ιϫγψϋϊϫ΄
ЫАХБжЛЙыЈάብↃηφсϼРБЗЛЭώᓸᖗừࡒώࡒ⬠ϋЇжЄϼ㇚ྉώγώ
ᒤઆੂϲ፹ⵯηοψγϭࠌᱝϲϪࡆιᔍᖨώЬєЇϲ⸽ήφΤοϋϢΫΫϯϩκсϼРБЗ
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

ЪєЗє؆έбБРϊωά
⩽ヾέχ፹ⵯεϬοࡒ⬠

買い手＜株式会社ＪＦＲオンライン＞

売り手＜有限会社重蔵窯＞

大丸松坂屋百貨店を傘下にもつＪ・フロントリテイリンググループの通販会社。

大物陶器の企画・製造・販売を手掛けている。縦、横、高さが30㌢以上の大物陶

社長

器をつくる工芸士は、日本に4人しか存在せず、このうち重蔵窯では社長と取締役

従来のカタログ通販に加え、コスメ通販「マルコレ」などオンラインマーケットも

の兄弟を含め3人の工芸士を抱えている。

展開している。

今井宏重氏

販促企画媒体担当統括
香西宏朗氏
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来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「インターナショナル・ギフト・ショー2012
（中小機構ブース）」



買い手＜三越伊勢丹株式会社＞

売り手＜株式会社三宝齋＞

日本を代表する百貨店グループ。2008年4月の三越と伊勢丹の経営統合で誕生し

2009年に設立した食器や花器など陶器の製造販売をおこなう神戸の中小企業。

た。旗艦店の新宿伊勢丹、日本橋三越は全国屈指の売上高を誇る。

1品1品手作りした器は、昔ながらの窯で、薪を使って焼き上げられる。

代表取締役

安井利枝氏
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企業の概要
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成功
事例

リビング統括部 リビング商品部
和食器、特選和食器バイヤー
吉田史規氏
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来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

インターナショナルギフトショー2012(中小機構ブース)
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買い手＜株式会社 quroco ＞

売り手＜株式会社エコ・アース＞

インターネットショッピングサイト、提案型ビジネスツールの企画、開発、運営

地元天草の竹炭と天然シラスを独自製法で様々な形に成形した器に観葉植物をセ

等を行なう。社名の quroco は

ットにした「エコ・ポチ」を商品化。世界初の消臭グリーン商品として注目を浴び

黒子

に徹する、の意味である。
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ている。
代表取締役

西川一彦氏

事業部長

岩下美帆氏
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企業の概要
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出展等の
きっかけ
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企業の概要

求める製品・
技術の概要
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ビジネスマッチングの概要
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マッチングの
きっかけ
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マッチング（成功）のポイント

来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功
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φεϩϋϏ RVSPDP ϋψσφϏᱝψΤΦΛᷲϢώΜϲከΦᮉχঝከтБЇά
σοάⰴΤঝϪχϏϊΤߘϬႌᇥϲЀЋѓϺєБάηογψχЫ
АХБжЛЙыЈά♘ヾΤοڄאχϫ΄Ϟο୮ώЫАХБжЛЙыЈϲ⸕
θφЀЋѓϺєБϏ◈₇ώઆੂάγπϯϪϲጅσοᱦษ㋋ฮώІЭРᇈ⪇
ϋжЛЙηφΤϫγψάࡏΫϪᒤοϊྜిዴϘώ┻ᄛϲτΫϠγψάχ
έο΄ᒫRVSPDP ϋψσφϢЀЋѓϺєБώेࢱϋϨσφᥑ⇘ױάヾ
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ІЭР᷺ψηφᥟἼεϬφΤϫЀЋѓеЙΎ

マッチングのきっかけとなった展示会

「インターナショナル・ギフト・ショー2012（中小機構ブース）」

買い手＜株式会社白坂企画＞

売り手＜峰の雪酒造場＞

東京・銀座で、「クラブ稲葉5丁目店」、「クラブ稲葉7丁目店」、和食「穂の花」、

清酒製造と仕入れ販売 ､ その他の醸造酒製造、仕入れ販売を手掛ける。蜂蜜を発

「Bar66」の４店を経営している。

酵させた蜂蜜酒（ミード）の製造販売も手掛けている。

社長

佐藤利也氏

社長

白坂亜紀氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇ₻༊ὐષᒫྜᙽю֍䢖
⫚Ↄᖗ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の概要

出展等の
きっかけ

出展の理由

出展等の
概要

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇᗟ⺮שᤃᗟऱῘి䢖䢖
⫚Ↄ䠻ᖗ
ⱃᖰ⼺ս߯

આս߯
ؐ⧍⒡ٕ⡄ࡣֽ
Ⴖᑺױ

᯲࠶ᵋϲշࡐηϊΤᷲ⻡ηϜϪοφΎϲϏθϡᖰ⼤⸚દ߮ΎᔍΫϩώфІ
нсєᔲ⸕⻡༆ώ㇐Ύ⟒Ύώ⨢⸚Ⱘϲነ፦αϫ΄γώϛΫϋϢᔲ⸕⻡⟒Ύ
⼤ψᷲ⬊ώ⟒ΎзєС䠰⣫⤀⻡䠱Ϣᷲ᷵ηφΤϫ΄

企業の概要
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求める製品・
技術の概要
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マッチングの
きっかけ
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マッチング（成功）のポイント
工夫した点

成功
事例
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ビジネスマッチングの概要
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来場者が出展者の効果的な流通チャネルとなって成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

買い手＜株式会社内田洋行＞

売り手＜有限会社デジタルメディア企画＞

新たに、特別支援学校などに在籍する障害等のある児童、生徒用のトレーニング

タッチパネル方式のパソコンやタブレットを活用した高齢者用「認知機能向上シ

用ソフトウエアを取り扱うため、商材を探索中の大手上場企業。

ステム」の販路獲得を模索している長崎のベンチャー企業。

代表取締役

小松喜房氏

公共本部教育コンテンツ企画課
係長 吉田茂喜氏
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企業の概要
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きっかけ
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企業の概要
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マッチング（成功）のポイント

出展者と来場者が相互の経営リソースの補完をして成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

ЗЛЙχϺЗжώ٘ᐒ
䢆Њєиᇈ⪇ώ⫆⎪ᥑ䢆Ύ
ώЩЛЉєА

買い手＜ナチュラル・フォース有限会社＞

売り手＜株式会社ビッグバイオ＞

代表取締役

主婦が起こしたバイオ企業としてメディアの脚光を浴びているだけでなく、くま

ケミカル関連やエコ関連の商材を中心に取扱う商社で、今回のビジネスマッチン

もとバイオビジネス大賞優秀賞、九州ニュービジネス大賞優秀賞などを受賞した実

グでは、季節によって労働環境が変化する工場等における労働者の健康状態を守る

力企業。

季節性商材などを探索していた。

阪本惠子氏

代表取締役

石井賢治氏

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の基本ＤＡＴＡ

企業の概要
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出展の理由
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企業の概要
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マッチングの
きっかけ
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事例
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ビジネスマッチングの概要
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マッチング（成功）のポイント

出展者と来場者が相互の経営リソースの補完をして成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

жБЇ⧋㋆ϋ০έΫαϫγψχ♘
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買い手＜箕面商工会議所＞

売り手＜ブランケネーゼ株式会社＞

箕面市内の中小企業を中心に組織する地域経済団体。地域特性を考慮して、小売

日本で最初に山芋をフリーズドライで粉末加工することに成功し、1978年から

業・サービス業を中心にさまざまな支援活動を行なっている。

山芋パウダーを販売している実績がある。独自技術により、未利用農産物のフリー
ズドライにも挑戦するなど、さまざまな用途開発を行なっている。
代表取締役
東忠男氏

柚推進事業担当
夜船典子氏
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企業の概要

出展の理由

出展等の
概要

団体の基本ＤＡＴＡ
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ビジネスマッチングの概要
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事例
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ٔኇ∆㈛ྜ⩴ຆⳊ
⫚Ↄᖗ
ؐ⧍⒡ᣧᖰᆘ⸚

આ߯ސ
ؐ⧍⒡ᗟცḅ
Ⴖᑺױ

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰
㏯Τኲ⦼ࢱϲ┘ᔳϋຆхЛРყά┻χηΫϢ
ЋБРάนΤγψάέϊᵋḁ΄ࡺৌέχྻϋᒤηΤγ
ψϋቶιϫῦⅎ᯲ვϊψγϭϤρϧσψηοვ⹏Τϲ
ιϫᗟ₇ヱώױᄛϋϢᆩΫϬο΄

ⱃᖰ⼺
Ⴖᑺױ
આ

団体の概要

ⰨⳊヾየψࣂϲ֚ვϋ֚ຆؤώ⌮ેᑐϲ⦷ϊσφΤϫ΄ϏⰨⳊヾየά
؝Ϫא⒡েಮώжЛЙыЈϏὀ፮ỳϊⰨⳊؒೋϋϢḴℜΫϩḴϊϫ⌮ેነ
ᥑϲกϖγψϋϨϫ⌮ે㈡ᒤϢ┻χℶᝀỳϋ፱⸧ηφΤϫ΄ࣂᑐϢ؝ψᢹỳ
Τ΄

求める製品・
技術の概要

∆㈛ྜऔ⺤ώᡥΆ৬ऱϏㅉ੶շώᘧώ᷵χϫ΄νϬϢ፮ήᖭϋϨσφ
χগⅉεϬϫᘧψ⹄ΤℜΫϩ┍φϩϬϢώᡲᖗϲΫαφগⅉϋ●ϫอᷲϦκ
χγϬϏอάέίφ㍎ϪάၮΤώάᱦπ΄∆㈛આྉ⮺ضኇϏ∆㈛ώᘧΎᔲও
፱⸧אψηφγώอᷲϦκώఌЮсыСओψᖘࣇࡣ᷺ϲ⸧ϡφΤϫ΄ᘧώࡣ᷺ᒫᥑ
ώዴώοϡอΫϩᏅᣱႰώἒϲࡣ᷺ηοշᠾࢴྉੂώϒψτχϫϦκ⊦Ύώ⨢⸚
⒡ϲώఌᦐᄛओώοϡϋϢⷠ㆝ఌχ፫ηφΤο΄

マッチングの
きっかけ

∆㈛આྉ⮺ضኇϏႁϦκ⊦ΎϏ⼸ᷲ᷵χϊΤψЋБРИϾыχέϊΤώάᵄᲄ
χσοοϡᷲ᷵ϲ߮ώ₇ϋൊ⫊ηφΤοάℜϊؤάㆸϞϫ֚ຆؤ⎎
ৃິϋⲤϲ⸺ϳπ㆘ϋ᮰㍧ώϊΤຆхЛРχώყά┻χϪϊΪΫτⷠ㆝ྜϋኇ
ιϫЮсыЉХєДώ⨢ᥑϋࡆضΦγψάχέο΄

マッチング（成功）のポイント

出展者と来場者が相互の経営リソースの補完をして成功

ఌтЕєБώᖘࣇᦐ᷺ϲⷽᣲηο⌲ᗾ
ⷠ㆝ώא⒡ψώࡆضΤάЮфϼЇБує
∆㈛આྉ⮺ضኇϏ∆㈛ྜऔ⺤ώᡥΆ৬ऱχগⅉεϬϫ
อᷲϦκώఌЮсыСओψᖘࣇࡣ᷺ϲιιϡφΤϫ΄ᘧ
ώᏅᣱႰἒϲࡣ᷺ηοշᠾࢴྉੂώϒψτχϫϦκ⊦ϲ
⨢⸚ιϫϋοϪ֚ຆؤ⎎ৃິϲ⸕θφⷠ㆝⒡ώЮс
ыЉХєДψࡆضΤຆхЛРхєЋБРάอᵄηο΄ν
ώ⌲ᗾ᷺ψηφώϦκ⊦παχϊίշ◽ᦷⰸ⒡ৌα
ϋᘧЩϾИєΎψηφϢⰨηφΤϫ΄ϞοЮсыЉ
ХєДώᗟ₇ヱώྻϋᒤηΤγψϋቶιϫῦⅎ᯲ვεΫϩ
ϦκਈଖᣱΎά⒟᙭εϬώЭтєВСсϼઆੂψψ
ϢϋⰨεϬφΤϫ΄

マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」

∆㈛આྉ⮺ضኇψЮсыЉХєД
άヾừηοϦκЩϾИє



買い手＜株式会社トライ・アングル＞

売り手＜ OKKO 真珠株式会社＞

ジュエリー業界では数少ない販売促進や、マーチャンダイズに特化したコンサル

日本を代表する真珠の産地「伊勢志摩」で、真珠のネックレス・リング・ピアス

ティング業務を行う。

などのアクセサリーの企画製造から卸・販売までを手掛ける。

代表取締役
中川智氏氏

代表取締役 CEO
大橋 雅廣氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇտ⼶ὐྜ࣪ةᜬ⺤Ḉ
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の基本ＤＡＴＡ

企業の概要

㏯ژϊฬ㌅ੂπαϋγπϯϩκὛᴱϲٺσοЦбуОϻϊωϢঝϪከΦ΄Ϟοؤ
ḉѓПЎϼыѓ⨢⸚ϲ◈₇χ⦷ΦοϡтєВТЮуϊژᙢχώᎉړϲ┻ϋηφΤϫ΄
εϩϋЧєРϤᜤ߯ϊωႌϲ◈ḁϋᤓϡϩϬφीᣫ֬ỳϋ☩⨾λϊΤЭϹϼыГс
зЛЇБϲᙟψηοὛᴱώヾừϋብࢳηφΪϪᵄⰨϋৌαφᩚ݄ϲ⸧ϡφΤϫ΄

出展等の
きっかけ

ЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛᴱώߡেヾừ⒡Ϋϩ֚ຆ៕Ϙψ⬋άτϊάϪࡆິώ᙭
߮άσο΄

出展の理由

出展等の
概要

ЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛᴱ⨢ੂϋ⌼σφЮєБϋ֔ϙφΤ
ϫ΄⸕ྻώὛᴱ⨢ੂϏЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛᴱψᢹѓ
⨐Ⲥ⬸ᓤ᷺ϋ⑄ΤφΤϫ΄

ᗗి⒡ϋग़⯺؆αϫοϡϪⷒϟοΤઆੂϋ⌼σφິ₃ηφΤϫ΄ϞοϺЇГЍт
єЉєБϋЇжώжБЋЛРϲταϫϊωᗗి⒡ώἼϲϒίྉϢηφΤϫ΄

ビジネスマッチングの概要
成功
事例

РсϼѓϺыЈуώ់₇ヱϏЮєБχЭϹϼыГсзЛЇБᙟὛᴱϲ⩽οᔍΫϩኲ⦼Ϗ⌎ᔶ
ϩηΤάΏὛᴱώᙟϏⰠᢥΐψΤΦஂษ⪖ჺϲϢτᓆώฬ㌅χώⰨϏ㇍ηΤΎψ⒟ΨϺЩ
фуйϼыώ◮ϤГфЇРЏпЛЯχώঝከϲᎉ᙭ηο΄

Ϫነ䠰ࡆິؤ䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠰ᗗి⒡䠱Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛᴱϏγϬϞ
χϋϊΤὛᴱ⨢ੂώοϡϪ߃ϋᅲϳχ
ΤοάᖘৈЮсыСώЋыЍуОϻыЈ
ϲነ፦αφέοРсϼѓϺыЈуχϬϐ
นვηφϪ߃ษϲ؟λϩϬϫψᇈθ
ο΄

ႌϲ◈ḁϋᤓϡϩϬ㈏ϤЬыЇώὛᴱ
χϢीᣫ֬ỳϋ☩⨾λϊΤЭϹϼыГсз
ЛЇБᙟώὛᴱϋЫАХБώ┻ᄛϲᇈθ
ο΄

આ㈘ߞ⧍
ؐ⧍⒡់ㆷဪ
Ⴖᑺױ

企業の概要

ώض₇⫚ↃؒᗗነАнЀтєЮсыСώ 0&. ϲነ፦αφέοάϋ
់₇ヱώ٘⭅փ☧ϋϨϪᇥϲⵙ᎑ηο΄ᵄϏ0&. χఛσο⌮㎚ψ₇ؒրϋώϜϫ
ঝၑ߃ψώЩϼЯϲᷲΫηφอѓอⳐϋढ़ηοАнЀтєώⰨڪϤЮсыПϻыЈϲ
ᑐιϫЋыЍуОϻыЈϲ⦷Φ΄

求める製品・
技術の概要

АнЀтєḗϋϏᲟỳϊϺϼПϻϺϤኲ⦼ࢱϏϫάⰨⳊヾየϤ 13 Ϟχነ
ά୮ϩϊΤ֚ຆؤϤПЎϼТєάΤ΄γΦηοؤώⰨቶḫϤЮсыПϻыЈϲነ
ࢺαιϫώάে₇ώאπ΄ϋࡆ୮σφΤϊΤ⨢ੂϤኲ⦼ϲίώິ₃ضϋ⸕σφừ
፣ηφΤϫ΄

マッチングの
きっかけ

ЭϹЛЏпыㄎکώິ₃ضϋϏᆃఽগㆸψηφ㊮⏚ϋ⸕σφΤοάνώ֚χϢ*''
߮ώ֚ຆ៕ЮєБϋΪΤφ 0,,0 ὛᴱώࡆິЮєБχЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛᴱϲ
⩽οψέγϬϞχώὛᴱϺЇГЍтєώᦕ⸕⌮ⳊؒೋχࣥⰢιϬϐϬϫΎψὀᇈά
ݧΤογψάжЛЙыЈώέσΫαψϊσο΄

ິ₃ضϘώࡆິϏેࢱώၮίϊΤ֚ຆؤϋψσφᖘࣇϊેМєуχϫψ⒟Ψ
φΤϫ΄֚ຆ៕ЖєыϘώࡆິࢴϏॉᲟࡆິϨϪϢᗗి⒡ϋ֚ຆ៕ЖєыπΫ
ϩᄞηΤؤχϏϊΤΎψΤΦนვᇈϲքΨϩϬϫϛΫ֚ຆ៕άжЛЙыЈ۬⨐ؤ
ϲ⌞ηφίϬϫγψάᤓϡነψϊσο΄

ЭϹϼыГсзЛЇБᙟώὛ
ᴱ΄㈏ϤЬыЇώ☩άλϊΤ

工夫した点

ٔኇᗟ⺮שऔऱⲀ⑶⩴
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

આ㈘ߞ⧍
ؐ⧍⒡֚ྂᔼᣕ
Ⴖᑺױ

マッチング（成功）のポイント

出展者と来場者が相互の経営リソースの補完をして成功

АнЀтєώᲟỳϊϺϼПϺϤ
ኲ⦼ώ┍φᒫϲ῍ϫἼࡣέΎψώࡆضΤ
ᖗΫϩ 0,,0 ώЭϹϼыГсзЛЇБᙟὛᴱώⰨ⇄շၳψ
ηφֻྃѓຆώữⰧЋфЛР⇠חອΎ߮ϋРсϼѓϺ
ыЈуάЯхПнєБηο◮χώঝከάൄϞϫ΄ϼыЗєТ
ЏпТуЭϹЛЏпыЭϿϺώ֚ຆؤЮєБϘώࡆິϲ⸕θ
φኲ⦼ヾừηοϢώώⰨⳊάϊίσφΤοؤψິ₃ضϋ
⫗Ϭᒤኲ⦼ΫϩЫАХБЙлыБϲβϨΦιϫؤάжЛ
ЙыЈηḉᖨỳϊઆੂάϋࡆϨΦψηφΤϫ΄୮ώڄא
Ϗᒤ⨢ੂѓኲ⦼άㆸϞϫిψηφϼыЗєТЏпТуЭϹЛ
ЏпыЭϿϺϋΪαϫ֚ຆ៕ЮєБάࣇᗾỳϊ႟ϲᗾοη
οഘڄאψ⪸Ψϫ΄

औֻྃྜຆώ㍨ࡺϋິヾιϫЋфЛР
⇠חອϋ䡗䡓䡓䡗ώὛᴱά֔ϖ

マッチングのきっかけとなった展示会

「インターナショナルファッションフェア（中小機構ブース）」

売り手＜ライフケア技研株式会社＞

買い手＜内海産業株式会社＞

人やペットの健康生活をサポートするセルフメディケーション・グッズの開発を

販売促進用商品のカタログを媒体にして販促用グッズや雑貨を提供し、様々な業

柱にしたビジネスを展開している。スタッフ全員が技術屋のユニークな企業だ。

代表取締役

横井秀輔氏

種の企業の商品販売をサポートするセールスプロモーションのプロ集団である。

企画部

商品企画課

近藤敬宏氏

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇ๏້ὐ๏້ྜઌອḈ
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

企業の概要

出展等の
きっかけ

出展の理由

出展等の
概要

企業の基本ＤＡＴＡ
ٔኇᗟ⺮שᨤऱᒤ់
⫚Ↄ
ⱃᖰ⼺ս߯

આސս߯
ؐ⧍⒡ឳ⃙ח䠰लกोಮ䠱
Ⴖᑺৈ

ϺуЋєу٘ⱜϤ⓵ώᲄᇥვⴹώᲄᇥϲЩЛЙϲⰹϫπαχ≢ॉϋᨡษࡆᗗϫઆੂϲ
ヾừηφΤϫ΄ؤώⰨڪ᷺ЈЛВϤओ⊹ੂϊωώ⫶ژ᷺ЈЛВψηφᥟἼεϬφΤϫ΄
ЅтыЫєу+5ЗжЦϼ⻫ϊωϢে₇ώઆੂϲᦐ᷺ηφΤϫ΄

企業の概要

Ⱘڪઆᗇψηφ㐿ࢱỳϊઆੂϲḗ֚Ϋϩ⩽ταࡆηφ⋵ϲ⌲ϓνώઆᗇϲ◈₇χ
୮ừ⦷ηφΤϫ⸕ⰨЃЗхЈϋ፹ⵯιϫγψχؤάᣲϡφΤϫⰨڪ᷺ЈЛВϲᎉ
ړιϫЫАХБϲᘶϋິヾηφΤϫ΄ߚஃఌϋેዳᮉϲ⫚αઆࡺ߯ސႰϲ
ϪրβφΤϫ΄

求める製品・
技術の概要

ؤώⰨੂ⨢ڪψ⌲ϓταϫγψάࡺᎉϊώχϪⷒϡϫؤάߥ٘ỳϋϼйєА
ࡆᗗϫγψάࡐϋϊσφίϫ΄εϩϋίϞχⰨڪϤᔳੂψηφٺΦϢώϊώχЋ
БРỳϊᗓ؝ϢᩓοηφΤϊαϬϐϊϩϊΤ΄γώτώᗓ؝ϲᩓοιઆᗇϲ፫ηφΤο΄

マッチングの
きっかけ

ᒤηΤⰨڪઆᗇϲྻϋ፫ηφΤϫοϡؤάᒤηΤઆੂϲΪዋㇻἼιϫິ₃ضϋϏ
ΫϊϩκⲤϲ⸺ϖϨΦϋηφΤϫά֚ຆؤ⎎ৃິχϏߚஃΆᦥΆΫϩ☩Άϊℜ
ώؤάㆸϞσφΤϫώχώິ₃ضχϏࡆضΦγψάχέϊΤϨΦϊ◈₇ώ፫ηᣲϡ
φΤοઆੂϋࡆضΦγψάχέο΄

֚ຆؤ⎎ৃິϏշ◽ώິ₃ضψᢹϙφนژϋࡆິχέϫ΄ⰸ᷺ࣇᗾάέΤγψ
ψ֚ຆ៕ώࡺאѓאႰώЍеєРϢσφࡣ᷺ηϤιΤγψάࡆິώ┘֚ϲዕιᤓϡ
ነϋϊσο΄

Ⴖߚάኲ⦼ヵⓧϊώχે⺤ㆋάϊίેᦐࣞϢ৳ᦐࣞϢ⦷σφΤϊ
Τ΄νώοϡᒤ⨢ੂώ 13 άχέϫ֚ຆؤ⎎ৃິάϢσψϢέϊેᦐࣞώిϋϊ
σφΤϫ΄औ⹂Ϋϩᤧ⎲ϞχΆϊؤψױά⎎ৃິϋㆸϞϫώχࡆິιϫйтЛР
ϏέΤ΄

ܣဈЙϿЛЇϋᖒ⹔ϊઆᗇώἒ░ᣧࡏЙϿЛЃєΎἒ┽Й
ϿЛЃєΎ㊤ἒ┽ЙϿЛЃєΎừЙϿЛЃєΎϺуЋєу
٘ⱜ⬃㎚ЩЛЙΎтсЛЇБЙϿЛЃєΎϊωϺϼОи䠰ႁ
ᔍ䠱ϲιϙφິ₃ηο΄

マッチング（成功）のポイント
工夫した点

成功
事例

νϬξϬώઆੂϲ䢆۟κτ᷺ᆺηᗗి⒡ϋνώిχอ
㆘ϋ⬃ηφϢϩΦϨΦϋηο΄খყάϨίነყΨάσο΄

ϺуЋєу٘ⱜ⬃㎚ЩЛЙ

ビジネスマッチングの概要
сϼЭЉϺኲῦώઆᗇώⰨуєРϏΆϊؤώⰨڪ᷺ψᗟᄙЧыВϊωχώຆώבτπ
σο΄Ϟοে₇ώઆᗇϏؤώⰨڪЈЛВψηφώ᷺⸏ά֤ϊώχ֚ຆؤ⎎ৃິχΆϊℜ
ώؤψࡆضΦγψάЫАХБжЛЙыЈώ៕ضዴϋτϊάσο΄

売り手（出展企業）から見た成功要因

買い手（来場者）から見た成功要因

ἒ░ᣧࡏϤϺуЋєу٘ⱜϊωϲЙϿЛ
ЇιϫઆੂϏؤώⰨڪѓ⫶ژЈЛВψ
ηφώ㇛⩶άؒրχϫ΄ႶᗗϋϊΤ
ܣဈᷲᦐϋ⌲ϓτίઆੂπΫϩγνⰨڪЈ
ЛВϲヵϋከσφΤϫ߮᷵ψώ⋵
άอᵄηο΄

сϼЭЉϺኲῦώɞЙϿЛЃєɟЏтє
ВϏᝀϡφᴨηΤઆੂχ☩Άϊ᷺⸏ά
άσφΤϫ΄ڄΨϐἒ┽ᣧࡏϲᨡϫϢ
ώϊϩओ⊹ੂйєЃєвЛРώБРфБ
άᨡϬϫώϏвЛР᷺ੂйєЃєϋᎉ᙭
χέϫ΄

આ߯ސ
ؐ⧍⒡ヱ⼷น
Ⴖᑺৈ

来場者のニーズに出展者が中小企業の機動力を生かして成功

Ϫⷒϟ߃ϋߥ٘ϼйєАϲጅσφϢϩΦοϡϋ
νώిχ⬃λϫΎώϏࣇᗾỳ
сϼЭЉϺኲῦώឳח₇ヱϏ⨢⠢ض₇χल⠢ੂώヾừϲነάαφέο⠢กोಮχϢ
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」
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買い手＜株式会社 エイテック＞

売り手＜有限会社野田技研＞

工場の製造ラインや、工作機械など様々な場所で使われる位置決め部品ボールト

OA 器機を中心とした樹脂製の精密試作品の制作を手がけている。簡単な加工品

ランスファを製造販売する。このほか空気圧工具のメンテナンス・販売なども手掛

から、複雑な3次元切削加工まで、使用用途に合わせた加工に対応する。

ける。
代表取締役

野田宏之氏

代表取締役会長
英保博義

企業の基本ＤＡＴＡ
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企業の概要
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企業の概要

マッチングの
きっかけ
⼷Ḁኲῦάነ፦αϫ⬃١ੂ

ິ₃ࡺضϋࡺ୮ώࡆິχЮєБϋↃρ๊σφίϬο⩽ⷒϟฮϋϩΫθϡ⸝⌽ϲΤϬ
φΪέضᖨ֚ϋઆ⭊άχέϫϨΦϋηφΪί΄ࡺאᩚ݄ώΪΫβχϤϟίϢϋৈϲ
ᳰႸηφΤοψέϨϪብ⋵ᑺάৌրηο΄ິ₃ضϏઆ⭊䠇ৈᳰႸ䠇ΎϲἼឦϋ
ηφΤϫ΄

ビジネスマッチングの概要
ЀϼОЛЇώヾừዛႁ⒡Ϗ◈₇⨢ੂώᑘ☧ᮉώշτϋើ┽⺤ੂϲٺσο㈔㉺ओϲᜉ⫁ηφΤ
ο΄⼷ḀኲῦώЮєБϋↃρ๊σο㆘⼷Ḁኲῦώژᙢѓኲ⦼ѓ⨢ੂ−ᵋχϬϐᜉ⫁ηφΤο⨢
ੂώᑘ☧ओάอᵄχέϫψᇈθヾừώ⬋ϲጅρΫαο΄

Ϫነ䠊ࡆິؤ䠋Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

ⰴΤነ䠊ᗗి⒡䠋Ϋϩ⩽οብࢳ⩶୰

бРТиώ⫚⪾⺤ヵϲٺΤ₇ϋᢹϙφٓ
ژᙢχᎉړχέϫ⌨ϟψᑺ۟ॉْώຆх
ЛРừᥟϋϢყΨϫᘣⵘεϲጅσφΤο΄ິ
₃ضχώЋзнУЉєЏпыπαϋㅡϩκ
ິ₃⌦ضႰϢⷙ⸙ϊфБеыБϲვ፦α
ο΄

ٓژᙢχϪϊάϩຆхЛРყά
┻χኲ⦼ЇЂтОϻϏ㏯ίᷲ᷵−ᵋϤ⋽
ᖨ−ᵋϲგηφΤϫγψϲ֚ຆؤ⎎ৃ
ິχώઆ⭊χϨίᵋ⪩ιϫγψάχέοᵋ
ḁ΄Ϟοິ₃⌦ضႰϢᎉ᙭Ϥ⩶ᣲϘώ
ყάᓋίБЬєСᇈώϫヾừάχέο΄

આ㈘ߞ⧍
ؐ⧍⒡⚁ڿὛշ⺕
Ⴖᑺױ

ЀϼОЛЇάᱦ⫝̸ϲϢτдєуРсыБЭϹЯфϼыбϺΎϏЂтАТуᱦᢅᵈ㈛
ϲ፪᷺ηᑺώЌзέ⅌ϲヾαϫγψάχέϫ΄γϬϋϨϪႶᗗੂχϏ㇍ηΫσο⊦
θϳ䠊Ќз䠋άࡆϤιΤᗓ؝ցχϢٺ᷺χέϫ΄

дєуРсыБЭϹϏᑺώ⼺ູдєуά୮ⵙιϫοϡ
⼶⼸ᱝϲֶλϫψ㎙㉺άχφηϞΦઌ㊷άσο΄ঝၑ߃Ϋ
ϩ㈔㉺ᄛώ㏯ΤдєуРсыБЭϹヾừϲኗ⫢εϬຆдє
уϲঞαϫჅᶱЄϼСϲើ┽ओιϫ᙭ϲᄓΤτΤο΄ٓژᙢ
χ⬃١ੂά١Ϭϫើ┽ብйєЃєϲ፫ηφΤο΄

⛐ ⼶ϲᑺώຆдєуχঞαϫ
ЯфϼыбϺώ⸚

ஃ߮ϋើ┽ብϲነ፦αϫйєЃєϏΤάຆхЛРχώừᥟϏ㇍ηίΫτງ⼸ᷲ᷵
ϋϊϫψژᙢ㈛χዄϪৃΤάτΫϊΤЉєБάϛψϳωπσο΄⼷ḀኲῦώЮєБϋↃρ
๊σο㆘ϋٓژᙢϊάϩϢგηοᷲ᷵−ᵋ٘ϲϢτγψϋ㐿ࢱϲᇈθừᥟϋ●σ
ο΄

マッチング（成功）のポイント

来場者のニーズに出展者が中小企業の機動力を生かして成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

中小企業総合展2012 ｉｎ Ｋａｎｓａｉ

売り手＜特定非営利活動法人 日本ハラル開発推進機構＞

理事長

買い手＜株式会社コルネット＞

日本製ハラル商品・サービスのイスラム圏市場への輸出促進活動とイスラム圏観

スイーツ製造販売フランチャイズチェーン（FC）事業を国内で24店舗展開して

光客の日本誘致活動の両輪の支援活動により日本国内（中小）製造・サービス業の

いる。独自の菓子パン製造方法を軸にマレーシアの飲食大手企業と共同事業を開始

活性化に貢献している。

している。
代表取締役

錫村民生氏

向井紫氏
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来場者のニーズに出展者が中小企業の機動力を生かして成功
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マッチングのきっかけとなった展示会
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売り手＜松本産業株式会社＞

買い手＜有限会社清田製作所＞

1968年創業のねじメーカー。スタンダードなねじから、極小ねじまで製作する。

半導体検査装置に取り付ける、半導体プローブを製作する国内トップメーカー。

特に医療関係の精密機器や精密模型に使う、極小ねじやリベットを得意とする。

専務取締役

松本眞輔氏

清田製作所
積層型プローブ開発担当主任
菊池友安氏
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清田製作所のプローブはその精密さと正確さから国内外で高い評価を得ている。
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マッチングの
きっかけ
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マッチング（成功）のポイント

来場者のニーズに出展者が中小企業の機動力を生かして成功
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マッチングのきっかけとなった展示会

「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ2012」
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