
東海地区最大規模の広域商談会を開催し
ます！県内外から99社の発注企業が参
加予定で、これらの発注企業と１対１で
商談や情報交換をすることができます。

新たなビジネスパートナーの発掘や
新規取引先の開拓、受注を拡大する
チャンスです。この機会にぜひご参加く
ださい！

会 場

日 時 令和２年10月8日（木）10:00 ～ 16:35

ウインクあいち 展示場7階・8階
（愛知県産業労働センター）

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号

発注企業と受注企業の個別面談
（面談回数 最大10回、1回25分）
発注側・受注側双方の希望をふまえ、事前に
面談相手とスケジュールを決定します。

形 式

実施機関： (公財)岐阜県産業経済振興センター、(公財)あいち産業振興機構、
(公財)三重県産業支援センター、(公財)全国中小企業振興機関協会 ※ 中小企業庁委託事業

申込期限：令和２年8月19日（水）17:00
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発注企業募集

面談調整

商談会当日

申込み終了 ⇒県内外より99社参加

参加受注企業間の面談も設定します！
詳しくは、募集〆切後にFAXでご案内
します。

受注企業・発注企業双方の希望をふま
え面談スケジュールを調整。面談スケ
ジュールは9月下旬に通知します。

10月8日(木)、いよいよ商談会当日！
当日は、「名刺交換タイム」「かけこ
み寺の相談コーナー」「発注企業への
ＰＲ資料送付ボックス」の設置を予定
しております。

受注企業募集

商談会までのスケジュール

県内外より99 社
参加発注企業リストは裏面をご覧ください。

募集対象：愛知・岐阜・三重県内に事業所
を有する中小企業等

発注企業

商談テーブルごと
の間隔を開け、密
接状態を防ぎます。

▼「３密状態」を防ぐため、感染防止対策を実施します▼

消毒液を設置し、
定期的な換気を行
います。

すべての参加企業
になるべく1名にて
ご参加頂きます。

ご協力を
お願いします

▼問合せ・申込み先▼
(公財)岐阜県産業経済振興センター
経営支援部取引課取引担当 田中・梅村
☎ 058-277-1092 ✉ torihiki@gpc-gifu.or.jp

下記HPより「参加申込書」に必要事項を記入し、
メールでお申し込みください。
https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2020071001/index.asp

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または
今後のスケジュールが変更となる可能性があります。



1 愛知製鋼 株式会社 34 三甲 株式会社 67 株式会社 ナベヤ

2 Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社 滋賀工場 35 三工機器 株式会社 68 鍋屋バイテック 株式会社 美濃工園

3 アイテック 株式会社 36 株式会社 サンユー 69 株式会社 西村製作所

4 葵機械工業 株式会社 37 三友工業 株式会社 70 日進機工 株式会社

5 株式会社 旭工業所 38 有限会社 塩澤工業 71 ニットー精器産業 株式会社

6 熱田起業 株式会社 39 昭和機械 株式会社 72 日本車輌製造 株式会社 （輸機・イン
フラ本部）

7 株式会社 アドバンス 40 株式会社 昭和電機製作所 73 株式会社 ニデック

8 井澤金属 株式会社 名古屋支店 41 新栄機工 株式会社 74 日本エンバイロ工業 株式会社

9 井上特殊鋼 株式会社 名古屋営業所 42 真永工業 株式会社 75 野原電研 株式会社

10 株式会社 エージェンシーアシスト 43 新興機械 株式会社 76 橋永金属 株式会社

11 株式会社 エデックリンセイシステム 44 新光機器 株式会社 77 ピーピーエル 株式会社

12 エヌティーテクノ 株式会社 45 進和テック 株式会社 78 HILLTOP 株式会社

13 株式会社 エヌテック 46 株式会社 関ケ原製作所 79 福田刃物工業 株式会社

14 エンシュウ 株式会社 47 株式会社 ゼン 80 株式会社 藤澤鐵工所

15 株式会社 オイダ製作所 48 ダイトロン 株式会社 D&Pカンパニー
装置事業部門

81 富士精工 株式会社

16 有限会社 オーケイ機工 49 ダイハツディーゼル 株式会社 82 株式会社 ブリヂストンＥＭＫ

17 株式会社 太田鐵工所 50 太陽機械工業 株式会社 83 株式会社 古川電機製作所

18 大塚テクノ 株式会社 51 株式会社 大洋電機製作所 84 ブレインシール 株式会社

19 株式会社 大橋製作所 52 太陽パーツ 株式会社 85 豊和工業 株式会社

20 岡野バルブ製造 株式会社 53 タカノ 株式会社 86 株式会社 ホニック

21 株式会社 桶谷製作所 大阪事業所 54 中部エクストロン 株式会社 87 株式会社 マキシンコー

22 柏木産業 株式会社 55 株式会社中部プラントサービス 88 株式会社 瑞穂機械製作所

23 カヨウ金属 株式会社 56 株式会社 千代田イー・エム 89 三菱電機エンジニアリング 株式会社
メカトロシステム事業部

24 株式会社 鬼頭精器製作所 57 千代田工業 株式会社 90 矢橋大理石 株式会社

25 岐阜精工 株式会社 58 株式会社 ツガワ 花巻工場 91 株式会社 ヤマダ

26 株式会社 キョウワ 59 東海化成工業 株式会社 92 大和樹脂 株式会社

27 クボタ環境サービス 株式会社 60 株式会社 東海興産 93 株式会社 豊電子工業

28 株式会社 ゲートジャパン 61 東海理研 株式会社 94 株式会社 ヨシタケ

29 興和精密工業 株式会社 62 東久 株式会社 95 四電エンジニアリング 株式会社

30 榊原精器 株式会社 63 株式会社 ナカヒョウ 96 株式会社 理工電気

31 株式会社 サツマ超硬精密 64 株式会社 ナゴヤカタン 97 株式会社 ワコー 長浜工場

32 サハシ特殊鋼 株式会社 65 株式会社 ナゴヤギア 98 ワコオ工業 株式会社

33 株式会社 三機 66 名古屋樹脂工業 株式会社 99 ワシノ機工 株式会社

マッチングフェア in なごや 2020 参加発注企業

発注案件の詳細は
表面のホームページから
ご覧いただけます。


