
参加「受注企業」募集 
      

 

初参加企業１８社！！県外企業も多数！！ 

地域商談会（尾張会場） 
 

 

平成３１年６月１３日（木） １３時から１７時１５分まで 

「発注企業」参加決定：７３社 

 
  

【募集期間】 平成３１年３月２５日（月）から平成３１年４月１９日（金）まで 

※定数になりしだい締切りますので、お早目にお申込みください。（機構必着） 

 

 

開 催 場 所 
稲沢市勤労福祉会館「多目的ホール」他 

住所：稲沢市朝府町５番１号  

募集企業数 １５０社（愛知県内に事業所があり、6か月以上経営している中小企業者） 

※あらかじめ「（公財）あいち産業振興機構」への登録（無料）が必要です。 
「 製 造 業 」 

  【業種区分】 
機械加工、専用機の設計・製作、製缶・板金、プレス、鋳造・鍛造、樹脂・ゴム、 

電気・実装、金型加工、設計（CAD/CAM）、ソフト、設備メンテナンス、その他 

面 談 方 法 
「発注企業」と「受注企業」の個別面談（双方の希望をふまえ面談スケジュールを調整） 

（面談回数：最大８回、１回２５分 途中１５分名刺交換タイム） 

▼申込方法▼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

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   

ＴＥＬ：０５２－７１５－３０６８（ダイヤルイン）ＦＡＸ：052-563-1436 

 

http://www.aibsc.jp/tabid/400/Default.aspx 

※あいち産業振興機構 HP の「新着情報」から、アクセスしていただけます。 

当機構ホームページから[商談会参加申込書（エクセル）]をダウンロードし、 

必要事項を入力のうえ、「Ｅ-メール」にてお申込みください。 

Ｅ-メール：info-torihiki@aibsc.jp （商談会参加申込書送付先） 

 

 

【30 年度 開催実績】 

発注企業： ７０社 

受注企業：１３２社 

面 談 数：３４２件 

あいち産業振興機構 検索 

裏面：「発注企業７３社」一覧 



1 愛知　株式会社 愛知県 初 38 株式会社　寺内製作所 京都府

2 愛知電機　株式会社 愛知県 39 株式会社　東海興産 岐阜県

3 曙工業　株式会社 愛知県 40 東久　株式会社 愛知県

4 株式会社　浅野研究所 愛知県 　 41 株式会社　東京洗染機械製作所 山梨県

5 アスカ　株式会社　ロボットシステム事業部 愛知県 初 42 東商ゴム工業　株式会社 千葉県

6 池田金属工業　株式会社 大阪府 43 株式会社　東伸 岐阜県

7 井上特殊鋼　株式会社　名古屋営業所 愛知県 44 寿原　株式会社 愛知県

初 8 ＮＯＫ　株式会社 東京都 45 株式会社　トヨトミ 愛知県

9 有限会社　オーケイ機工 愛知県 46 株式会社　ナゴヤカタン 愛知県

　 10 株式会社　桶谷製作所 愛知県 47 株式会社　名古屋製作所 愛知県

初 11 オリエント工機　株式会社 兵庫県 48 鍋屋バイテック会社 岐阜県

12 柏木産業　株式会社 愛知県 49 日産車体エンジニアリング　株式会社 神奈川県

13 株式会社　鬼頭精器製作所 愛知県 50 日本エンバイロ工業　株式会社 愛知県

14 岐阜精機工業　株式会社 岐阜県 　 51 株式会社　日本精機 愛知県

15 岐阜精工　株式会社 岐阜県 初 52 パナソニックプロダクションエンジニアリング　株式会社 大阪府

　 16 株式会社　キョウワ 岐阜県 53 株式会社　ハラタ 愛知県

17 株式会社　金城螺子製作所 愛知県 　 54 株式会社　光機械製作所 三重県

初 18 株式会社　ゲートジャパン 京都府 初 55 株式会社　ヒマラヤ化学工業所 愛知県

19 興和精密工業　株式会社 愛知県 56 福田刃物工業　株式会社 岐阜県

20 株式会社　桜井グラフィックシステムズ 岐阜県 　 57 株式会社　フジキカイ 愛知県

21 サハシ特殊鋼　株式会社 愛知県 初 58 株式会社　不二鉄工所 大阪府

　 22 ＪＦＥエンジニアリング　株式会社 愛知県 初 59 フセハツ工業　株式会社 大阪府

23 有限会社　塩澤工業 愛知県 60 ブレインシール　株式会社 岐阜県

初 24 株式会社　島精機製作所 和歌山県 　 61 株式会社　マイセック 愛知県

25 正保鉄工　株式会社 愛知県 初 62 名新パイピング　株式会社 愛知県

26 昭和機械　株式会社 愛知県 初 63 メイティックス　株式会社 愛知県

27 株式会社　昭和電機製作所 愛知県 　 64 株式会社　ヤガミ　名北商品センター 愛知県

28 新栄機工　株式会社 愛知県 初 65 ユアサシステム機器　株式会社 岡山県

　 29 新興機械　株式会社 岐阜県 66 ユアサプロマテック　株式会社 愛知県

　 30 セントラルコンベヤー　株式会社 愛知県 67 株式会社　豊電子工業 愛知県

初 31 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング　株式会社 熊本県 初 68 株式会社　豊電子工業　配電制御ｼｽﾃﾑ事業部 愛知県

初 32 大栄工業　株式会社 愛知県 初 69 横山興業　株式会社 愛知県

初 33 ダイハツディーゼル　株式会社 滋賀県 70 理化精機　株式会社 愛知県

34 株式会社　大洋電機製作所 愛知県 71 株式会社　理工電気 東京都

　 35 株式会社　田邊空気機械製作所 愛知県 72 株式会社　竜製作所 愛知県

36 株式会社　中京治具 愛知県 73 株式会社　渡辺機械製作所 愛知県

37 株式会社　ツルタ製作所 愛知県

　　　　　　　　　　　　【　発注企業　一覧　】            　　　　　　※初＝初参加企業18社を示す

 


