
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１４２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 対面方式：令和3年10月14日（木）10:00 ～ 16:20
オンライン方式：10月15日～21日の期間にて実施

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）
オンライン方式での参加も選択可能です。
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)静岡県産業振興財団

申込期限：令和3年8月20日（金）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142社参加

※感染防止の観点から、例年実施して
おりました参加受注企業間の面談は実
施いたしません。

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14日(木)、いよいよ商談会当日！
当日は、「プロフェッショナル人材拠
点案内コーナー」「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１４２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・静岡県内に
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
にお一人様にて
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/2021072102/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。



マッチングフェア in なごや 2021 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。

1アイコー 株式会社 49三友工業 株式会社 97株式会社 ニッセイ

2愛知 株式会社 50株式会社 三陽製作所 98日本車輌製造 株式会社 輸機・インフラ本部

3愛知金属工業 株式会社 51株式会社 三龍社 99日本エンバイロ工業 株式会社

4愛知製鋼 株式会社 52株式会社 昭和電機製作所 100日本制禦機器 株式会社

5愛知電機 株式会社 53新興機械 株式会社 101日本ハードウェアー 株式会社

6株式会社 旭工業所 54新光機器 株式会社 102野田プラスチック精工 株式会社

7アルスコーポレーション 株式会社 55株式会社 シンテックホズミ 103野原電研 株式会社

8井澤金属 株式会社 名古屋支店 56新日本工業 株式会社 104橋永金属 株式会社

9株式会社 ISOWA 57株式会社 榛葉鉄工所 105株式会社 畑屋製作所

10有限会社 伊藤製作所 58鈴与マタイ 株式会社 106株式会社羽根田商会

11株式会社 稲沢機械製作所 59スター精密 株式会社 107株式会社 原製作所

12井上特殊鋼 株式会社 名古屋営業所 60株式会社 関ケ原製作所 108パルステック工業 株式会社

13株式会社 岩田製作所 61ダイハツディーゼル 株式会社 109ピーピーエル 株式会社

14株式会社 英幸 62太陽機械工業 株式会社 110光精工 株式会社

15株式会社 MTG 63株式会社 大洋電機製作所 111株式会社 ヒマラヤ化学工業所

16エンシュウ 株式会社 64株式会社 高田工業所 112HILLTOP 株式会社

17応用電機 株式会社 65高浜工業 株式会社 113深江特殊鋼 株式会社

18有限会社 オーケイ機工 66タキゲン製造 株式会社 114株式会社 フジキカイ

19大阪ガス 株式会社 67株式会社 タクマ 中部支店 115フジクリーン工業 株式会社 三好工場

20株式会社 桶谷製作所 東海事業所 68中央精機 株式会社 116富士精工 株式会社

21OBARA 株式会社 69中部エクストロン 株式会社 117藤田螺子工業 株式会社

22柏木産業 株式会社 70株式会社 中部プラントサービス 118株式会社 不二鉄工所

23カブトプラテク 株式会社 71株式会社 千代田イー・エム 119二九精密機械工業 株式会社

24カヨウ金属 株式会社 72株式会社 ツガワ 花巻工場 120株式会社 ブリヂストンEMK

25株式会社 河村工機製作所 73株式会社 ツルタ製作所 121豊和工業 株式会社

26株式会社 関東製作所 74株式会社 TBK 122北斗 株式会社

27キクチコールドヘッター 株式会社 75東海化成工業 株式会社 123株式会社 マイセック

28株式会社 きしろ 76株式会社 東海機械製作所 124丸満産業 株式会社

29株式会社 鬼頭精器製作所 77株式会社 東海興産 125株式会社 丸由製作所

30木村工機 株式会社 78東海理研 株式会社 126株式会社 水野鉄工所

31株式会社 キョウワ 79東久 株式会社 127株式会社 瑞穂機械製作所

32クボタ環境サービス 株式会社 80東芝三菱電機産業システム 株式会社 128ミヅホ工業 株式会社

33株式会社 黒田精機製作所 81東商ゴム工業 株式会社 129株式会社 メイトクツールズ

34高周波熱錬株式会社 中部営業所・刈谷工場 82株式会社 トピア 130森松工業 株式会社

35興和精密工業 株式会社 83株式会社 トヨトミ 131森六テクノロジー 株式会社

36株式会社 弘和テック 84株式会社 内藤電誠町田製作所 132矢崎化工 株式会社

37コダマ樹脂工業 株式会社 85株式会社 ナガセインテグレックス 133大和樹脂 株式会社

38寿金属工業 株式会社 86株式会社 ナカヒョウ 134結翔貿易

39コベルコ建機 株式会社 大垣事業所 87株式会社 中村製作所 135株式会社 豊電子工業

40駒田印刷 株式会社 88株式会社 ナガラ 136横山興業 株式会社

41小山鋼材 株式会社 89株式会社 ナゴヤカタン 137株式会社 理工電気

42榊原精器 株式会社 90株式会社 ナゴヤギア 138株式会社 YSK

43サンエイ 株式会社 91夏原工業 株式会社 139ワコオ工業 株式会社

44株式会社 三機 92株式会社 ナベヤ 素形材営業部 140ワシノ機工 株式会社

45山九 株式会社 プラント事業部 93鍋屋バイテック 株式会社 141株式会社 和田製作所

46三甲 株式会社 94滑川軽銅 株式会社 142株式会社 渡辺機械製作所

47三精テクノロジーズ 株式会社 95株式会社 西村製作所

48株式会社 サンユー 96株式会社 ニチゾウテック


