
発注案件情報（令和４年度オンライン商談会）
※公社が発注案件及び企業を保証するものではありません

あ順 企業名 URL
予定している
商談ツール

1 （株）相澤企画 http://www.aizawakikaku.com/ 卸売業

全国の百貨店におきまして、工芸品の販売催事「日

本の職人展」「日本のものづくり展」の企画運営を

している会社です。年間100か所以上の催事がござ

います。

百貨店での出張販売が可能な企業様を希望いたします。
①百貨店での直接販売が可能な体制②一週間の販売においての在庫確保③

日本製である
ZOOM

2
アイティクスシステム

（株）
https:// itix-system.co.jp 製造業 ・ソフトウェア受託開発事業

各種業種の案件を持っております。協業して対応出来るベンダー様

を募集しております。

各種業種のソフトウェア技術者、Web系、計測制御、組込系、DB技術を

持った方を広く募集しております。
GoogleMeet

3 アズワン（株） https://www.as-1.co.jp/ 卸売業
研究用機器機材、看護・介護用品、その他科学機器

の販売

弊社はカタログ・Web を媒体として主に理化学機器・看護介護用品

を全国に販売している卸商社です。弊社の販路・ネットワークを利

用し、販路拡大や情報露出にご協力させていただける製品がござい

ましたら、ぜひご提案いただけると幸いです。研究開発・産業・医

療・介護分野のユーザーが使用する（または使用する見込みがあ

る）すべての製品が検討対象となります。なお数量については少量

からの発注を希望いたします。

今回特に募集する商材のキーワード・物販として取扱可能な規格品（分野

問わず）・材料、素材
Teams

4 （株）アドバンス https://www.ab-advance.co.jp/ 製造業 樹脂製品･金属製品の製作

【少量・試作開発部品】①樹脂及び金属機械加工②金型設計製作・

射出成形③精密板金④鋳造【治工具・装置】①構成部品の機械加工

②治工具・装置の設計製作組立【少量・量産】①樹脂及び金属機械

加工②金型設計製作・射出成形③各種表面処理

製造設備は製法毎で確認します（検査測定機器装置を含む）材質各種短納

期対応

品質（自主検査体制必須）重視スピード（短納

期・見積り回答）重視少量対応重視※ 過去実績

をご紹介下さい

GoogleMeet

5
（株）インフィック・コ

ミュニケーションズ
https://www.infic-c.net/ その他

IoTセンサーとクラウドシステムを活用した、介護

施設向け見守りシステム「LASHIC-care」、在宅向

け見守りアプリ「LASHIC-home」を提供。自社グ

ループは、介護施設運営22年の実績あり、現在も介

護現場を運営しながらサービスの提供をしている点

において業界唯一。居室センサー、睡眠センサー、

双方向通話式ナースコール、押しボタン式ナース

コール、ドアセンサーをラインナップ、全てのセン

サーがアプリ等を介さずにクラウドエンドポイント

にデータを送信しているIoTシステム。クラウド側

はデータ解析等のプラットフォームとして稼働す

る。他社デバイスとの連携も積極的に行っている。

LASHICシリーズは、導入施設数約60施設、稼働センサーは累計で

約6，000台と、徐々に見守りの必要性が業界に浸透し始めている状

況である。昨今、その普及に合わせたニーズとして、介護施設にお

けるインカムの需要が高まりを見せている。既に、弊社のLASHIC

プラットフォームにおいて、連携済が1社、他数社が検討中であるな

ど、具体的な取り組みが出てきている。しかしながら、シフト制で

デスクレスで働くワーカーたちにとって、インカムまたはイヤフォ

ンを耳に装着したままで居ることは、身体への負担が大きく、デバ

イスインターフェースの改良を模索中である。そこで、LASHICプ

ラットフォームと連携しながら、見守りシステムの拡張機能とし

て、自社（OEM）でインカム用のデバイスをラインナップする方向

性を検討中。ついては、耳に挿入装着する形式ではなく身体へのス

トレスが少ない、「骨伝導式のイヤフォン」の開発を相談できる企

業を探索したい。

・開発と量産が共に可能であること・ハードの開発と、ファームウェアの

開発が可能であること・介護業界の展望と社会貢献度について共感いただ

けること・アジャイル開発に対応いただけること・IoTへの知見が一定程度

あること

ZOOM

6 F&Bell（株） https://www.fbell.co.jp/ 製造業

自社ブランドのペットフードを企画、製造、販売。

日本国内：１，ペットの専業問屋さんに製品の提

案、販売２，ペットの専業工場さんとの製品開発海

外：１，中国・台湾・香港・韓国を中心に製品の提

案、販売２，海外の製造工場と製品の企画開発３，

海外のペット専業代理店さんのPB企画・販売

ペット用フード・おやつの製造が可能、興味のある企業様を探して

います。弊社と企画した商品の製造をお願いいたします。様々なタ

イプのおやつの製造に興味があるため、形状は問いません。

ペットフードの製造が可能、もしくは興味があり、工場は国内外問いませ

ん。
ZOOM

商談先に求める必要な能力 商談先に対するその他要望など発注案件
業種

事業概要

https://www.infic-c.net/
https://www.fbell.co.jp/
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7 （株）遠藤製餡 http://www.endo-s.co.jp/ 製造業
１．製餡・練餡の製造販売２．樹脂カップ・缶・レ

トルトパウチのデザート　　類製造販売

・食品用プラスチックカップおよび包装資材の製造業者

・食品充填等の食品加工業者
OEMできれば尚可 Teams

8 金森藤平商事（株） https://www.k-tobei.co.jp/ 卸売業

弊社は「金属・機械部門」「特品部門」「機能材料

部門」「開発事業部」「新規事業推進チーム」「液

化ガス部」の事業領域を持つ産業素材の専門商社で

す。国内12箇所の拠点を持ち、ベーシックな産業素

材から先端の電子材料まで、販売及び附帯工事並び

に輸出入業を行っています。

新規事業推進チームでは、アメリカのNUKOTE(ニューコート)とい

うメーカーより「ポリウレア樹脂」という樹脂素材を輸入販売して

おります。ポリウレア樹脂は2液を専用の機械で混合し吹付け塗装を

行う樹脂素材ですが、吹付け後約30秒程度で硬化する特性を持って

おります。　素材が持つ高い防水性能や、耐薬品性能、耐摩耗性能

などを活かして工場やプラント設備のコンクリートや金属面の保護

ライニング材として、材料販売や施工を行っております。　今回発

注を行いたいのは、そのポリウレアの施工をお手伝いして頂ける会

社様になります。

実際に加温式リアクターを所持してウレタン防水等を行っている会社様や

セメント系断面修復材を使用した左官工事などを行っている会社様であれ

ば、取り組みやすい事業かと思います。　また既に工場やプラント設備の

定修や補修・補強などを行っていたり、工場などに既に別案件でも業者登

録されているような会社様にとっても新規事業として取り組みやすいかと

考えております。

ZOOM

9 カネブン青果（株） www.kanebunseika.com 卸売業

東洋一の規模を誇る東京の大田市場の青果仲卸で

す。その取扱品目は、ほぼ市場外からの仕入れによ

る高付加価値の「こだわり野菜果物」。それらを外

食や高級スーパーに提案・販売しています。取り扱

う商品のテーマ時は「安心安全」「美味しい」「楽

しい」「健康」。現在、海外の富裕層に向けての輸

出も始めました。

全国各地の生産者から、過剰な収穫量で困っている、規格外品が多

くて廃棄になりそう、などの声を多く聞きます。青果物は、重量に

対しての物経費が高いので、全国の産地のそばにある加工所で、そ

の生産物の加工をお願いして、加工品として全国の需要家に届けた

いと考えます。

青果物の洗浄、カット、加熱、パッケージ、冷凍、そして保管。特に、フ

リーズドライ加工を安価で受けていただけ、小分けパッケージ可能な先を

求めています。

HACCP、JAS有機認証、FDS認証などがあれば

最高ですね。
GoogleMeet

10 歌舞伎座サービス（株） https://www.kabuki-za.co.jp 小売業

歌舞伎の殿堂としての歌舞伎座は、年間を通じて毎

月歌舞伎を上演している唯一の劇場です。弊社は、

歌舞伎座場内での飲食、売店の運営をはじめ、地下

2階「木挽町広場」では歌舞伎の普及と伝統文化の

発信地として、テナント出店や全国の自治体PRブー

ス出店や各イベントを開催しています。

食品（お菓子等）や雑貨（お土産等）を随時探しています。・歌舞

伎に因んだ商品・お芝居の演目に因んだもの・お芝居の舞台や背景

となる地域やご当地の名物・季節を感じられるもの・歌舞伎座ネッ

ト通販サイトに掲載する商品・その他のキーワード（江戸、和、日

本、レトロ、インバウンド、ＮFＴ他）また、歌舞伎座の地下広場

では、テナント出店や自治体ＰＲブースを募集しています。

・オリジナル商品・小ロット対応・地下2階「木挽町広場」での出店、もし

くは、商品のみの納品（消化仕入）
ZOOM

11 極東貿易（株） https://www.kbk.co.jp/ 卸売業
機械器具及びその周辺関連製品の輸出入業、販売

業、問屋業および代理業（機械商社）。

環境関連商材、CO2削減、水素燃料関連、ゴミ削減、生分解性プラ

スチック関連商材、廃油回収・再生技術、自動運転関連技術

当社が求める各種商材、技術に関して、きちんとした裏付けがある物を求

めます。
Teams

12 （株）キングジム https://www.kingjim.co.jp/ 製造業

弊社は文具事務用品メーカーではございますが、今

回は、EC事業部としての募集をいたします。EC事

業部では自社商品にとらわれず、各メーカー様の商

品を仕入、弊社のECサイト（楽天、PayPay）で一

般消費者様に販売する、ネット通販事業を行ってい

ます。楽天3店舗、PayPay2店舗、自社商品サイト2

店舗を運営しています。

弊社は文具事務用品メーカーではございますが、今回は、EC事業部

としての募集をいたします。EC事業部では自社商品にとらわれず、

各メーカー様の商品を仕入、弊社のECサイト（楽天、PayPay）で

一般消費者様に販売する、ネット通販事業を行っています。楽天3店

舗、PayPay2店舗、自社商品サイト2店舗を運営しています。弊社

ECでの販売可能な商品の商品のご提案をお願いいたします。

ご提案商品は、以下の要件を満たすものでお願いいたします。①ECでの販

売が可能である②すでに販売中、または販売を予定している③SKUごとに

JANの設定がある④個装寸法の3辺合計が160㎝未満である

ZOOM

13 （株）甲府明電舎 https://www.meidensha.co.jp/kof/ 製造業

小型・中型モータの生産。EV、エレベータ、射出成

形機、フォークリフト、医療機器等の特定分野に向

けたカスタムモータを生産。

モータ用部品加工シャフト・フレーム・ブラケット・コイル製作

（加工素材、鉄・アルミ・鋳物）加工内容については別途図面など

を準備します。シャフト代表例Φ60 L1000 数量については機種によ

り月 1 台～ 30 台

センターミーリングマシン、ＮＣ旋盤、円筒研削盤、マシニングセン

ター、ターニング、複合機
Teams

http://www.endo-s.co.jp/
http://www.kanebunseika.com/
https://www.kingjim.co.jp/


発注案件情報（令和４年度オンライン商談会）
※公社が発注案件及び企業を保証するものではありません

あ順 企業名 URL
予定している
商談ツール

商談先に求める必要な能力 商談先に対するその他要望など発注案件
業種

事業概要

14 （株）弘和電材社 https://kowagroup.securesite.jp/ 製造業
各種機器用ワイヤーハーネス・ケーブル加工電子機

器の組立

ワイヤーハーネス・ケーブル加工加工内容	①線材切断　電線/ケーブ

ルの切断作業②ケーブル端末処理　ケーブル端末部分の加工作業③

半田付け　シールド線に電線接続、予備ハンダ、　　チョン付け半

田、引掛け半田④圧着作業　半自動圧着機での圧着、ハンドツール

での圧着、エアーツールでの圧着?ツイスト作業　電線ツイスト作業

⑥圧接作業　ハンドプレス等での圧接作業⑦ピン挿入　コネクタへ

の挿入作業⑧布線作業　結束バンドによる束線作業⑨収縮作業　工

業用ドライヤーによる収縮作業⑩ラベル取付　複数種類有るラベル

の取付作業⑪組立作業　シェルケース、ロック金具等の組立作業材

料・電線/ケーブル各種、コネクタ/端子各種、ハーネス用アクセサ

リー各種（チューブ、スリーブ等）支給いたします。寸法・加工範

囲、AWG1（38SQ）からAWG30（0.05SQ）・加工寸法、約30000

㎜（約30M）から約20㎜数量・産業機器向け3本前後（1本から受注

有り）・住設機器向け20本前後（1本から受注有り）・事務機器向

け100本前後（受注数量の幅が広い）要求制度等・図面指示に準ず

る・部品メーカー基準値及び推奨基準に準ずる・顧客/弘和 要求事

項に準ずる

機械設備・コンプレッサー（エアー圧：5㎏～6㎏）・ハーネス加工を行う

にあたって必要なツール、 半田コテセット、工業用ドライヤー、ニッ

パー、ドライバー、ピンセット、スケール等・所有を望む設備　半自動圧

着機本体、エアー圧着機（JST、ニチフ）、電線ストリッパー、導通検査本

体・所有されているとより良い設備（必須では無い）　キャスティング、

シース剥き機、ツイスト機、シールドほぐし、10M以上の長作業台技術・

半田付け作業一般的な知識と技量（日本半田協会の教育内容に準じま

す）・ハーネス加工業者としての一般的な知識と技量　圧着作業、圧接作

業、束線作業…等

要望・保有するアプリケータやハンドルールの

種類を提　　　　供して頂きたい 　→ メイン

メーカー：TE、JST、MOLEX、HRS、JAE　・

Rohs/Rohs2対応の環境が整っている事　・鉛フ

リー半田の環境が整っている事 　→ 共晶半田と

の隔離は必須　・部品支給より完成品納入まで

のリードタイムは基　本約2週間としております

Teams

15 （株）コスモ https://www.cosmo-royal.co.jp/ 卸売業

自社ブランドの業務用自動車用ボディーコーティン

グ剤や窓ガラス撥水剤等を全国のガソリンスタンド

やカーディーラーに販売しております。

自動車のフロントガラスの内窓を綺麗に効率よく拭くことが出来る

ハンディモップのような清掃道具を制作したいと考えております。

ミニバン等のフロントガラス内側はダッシュボードとガラスの間

（特に先端）は非常に手が届きづらく、作業者が苦労しておりま

す。自動車の内窓拭きの作業負担軽減につながる道具の開発を行い

たいと考えています。

プラスチック製品の設計製造加工
製品設計からお手伝い頂ける企業様を探してお

ります。
ZOOM

16 佐川印刷（株） https://www.spcom.co.jp/ 製造業

「印刷ソリューション」「デジタルソリューショ

ン」「ビジネスサプライ事業」の3つのソリュー

ションを事業の柱にしております。

特になし

弊社営業（約50人）に御社の商品を落とし込

み、弊社の顧客に売り込みさせて頂きたく思い

ます。弊社営業に共有する際のサンプルをお借

り出来れば有難いです。

ZOOM

17
シーアイ・ショッピン

グ・サービス（株）
https://www.ciss.co.jp/ その他

(1)衣料品、食料品、雑貨等各種商品の販売斡旋並び

に伊藤忠グループ関連商品の紹介 (2)伊藤忠ファミ

リーフェアはじめ各種催事の企画運営 (3)伊藤忠グ

ループ会社ならびに関係取引先の催事に関する協力

(4)オンラインセールへの会員送客と販売斡旋

弊社ファミリーフェアで販売可能な商材（繊維商材、食品各種、その他雑

貨、サービス等）、販売員の確保
Teams

18 （株）JTB商事 https://www.jtbtrading.co.jp/ 卸売業

①旅館・ホテル施設へのアメニティ・備品の供給 ②

雑貨専門店・百貨店・GMS・空港等の小売への旅行

用品等の卸販売 ③JTBグループとその顧客企業向け

のモノの法人需要の供給 ④ギフトカタログ・自社

ECでのBtoCの衣食住製品の販売

①旅館・ホテル施設のアメニティ・備品（特に素材に環境配慮がな

されているもの）②ギフトカタログ・ECで掲載販売可能な衣食住の

製品（ECの物流はメーカーからお客様へ直送、が条件）

施設備品、EC共に「1個から個配発送可能」を前提としたいので、その物流

を（自社、委託先問わず）有しているか、がひとつの条件。

個人宅への直送もあるため、個人情報保護につ

いて一定のリテラシーを有していること。Pマー

ク（プライバシーマーク）の取得があれば尚

可。

Teams



発注案件情報（令和４年度オンライン商談会）
※公社が発注案件及び企業を保証するものではありません

あ順 企業名 URL
予定している
商談ツール

商談先に求める必要な能力 商談先に対するその他要望など発注案件
業種

事業概要

19 （株）志村精機製作所 https://shimuraseiki.com/ 製造業 金属、樹脂精密切削加工
・OA機器、半導体関連、自動車関連など・金属全般、樹脂全般の精

密切削加工・1～50程度・
・マシニング・5軸加工機、・三次元測定器 ・万全なQC体制・見積もり回答スピード ZOOM

20 （株）信明産業 http://www.shinmei-ri.co.jp 製造業 下水道耐震機器製造販売ゴム成型加工業

ゴム圧縮成形品　材質EPDM70サイズ１　48t×204□　φ103ー

106テーパ穴　　　　　額縁に18幅から30tにくぼむ。サイズ２

48t×254□　φ153ー156テーパ穴　　　　　同上

ゴム圧縮成型機　大竹150t　3面分解装置付き希望金型各1面　1個取を事前

確認後に移設予定。

融合不良の回避、上型にくっついたバリ付き製

品を引き剥がすのに労力を要する。出荷基準は

限度見本による。

ZOOM

21 （株）セレスポ https://www.cerespo.co.jp/ その他

イベント、プロモーション、スポーツ大会、式典、

レクリエーションの企画、制作、会場設営、運営お

よび進行

詳細につきまして特段決定事項は御座いませんが、イベントにおい

て活用できるコンテンツやサービス、或いはシステムに関して幅広

くご提案いただきたい。特にキーワードは「ＤＸ」、「ＳＤＧｓ

（環境配慮）」、「業務効率化」を設定しております

情報関連：ISMS又はプライバシーマーク等製品関連：納期、ロッドに関し

てフレキシブルにご対応いただける企業様、コンテンツにおいてはレンタ

ルが可能であること

同上 GoogleMeet

22 （株）大王製作所 https://www.daiomfg.co.jp/ その他

キーホルダー、貴金属を含むアクセサリー装身具、

ノベルティー、キャラクターグッズ、玩具及び部品

の開発、製造及び販売

キーホルダーや金属パーツのメッキを依頼できる工場を探していま

す。特に金メッキの工場を探しています。材質は、鉄・真鍮・亜鉛

合金が主です。

品質はもちろんですが、パーツ自体が安価な為、低価格を求められます。 ZOOM

23
（株）大丸松坂屋百貨店

法人外商事業部

https://www.daimaru-
matsuzakaya.com/houjin/service/furusa
to.html

小売業

全国に15店舗を展開（大丸9店舗、松坂屋4店舗を中

心に、全国に15店舗(分店・関連会社含む)の百貨店

を運営しています。各店舗の立地特性に応じた品揃

えとサービスで、お客様のニーズにお応えしていま

す。）また、法人外商事業部は、法人企業様や団体

のお客様との信頼関係を一番に考え、常に最良のビ

ジネスパートナーとして、お客様の課題やニーズに

対し、プロフェッショナルとしての高い意識とノウ

ハウをもとに、市場動向や地域性を踏まえたご提案

を行い、さまざまな課題を解決する商品やサービス

を提供しております。

〇自社製品をふるさと納税返礼品として申請・応募を希望されてい

る企業様（食品/雑貨品/飲食業など）〇法人企業向け商品（SDG'S

商品・防災品・衛生資材・ユニフォーム・株主優待品・記念品な

ど）

『ふるさと納税 返礼品』への申請について、製品の主たる工場（メイン工

場）が、日本国内である必要がございます。

本物件は、百貨店各店舗での店頭展開やＥＣ展

開についての募集ではございません。あしから

ずご了承くださいませ。

ZOOM

24
（株）ＴＭＣ（司ゴム電

材グループ）
https://tmc-brains.co.jp/ 製造業

弊社では樹脂/金属/ゴム部品の試作から少量生産を

行っております。少量量産の需要拡大に伴い、特長

のあるメーカー様を探しております。

・旋盤加工　樹脂/金属　精密複合加工　メインφ50以下　　大物

φ300まで　・樹脂成型/金型製作　外装品を得意としているメー

カー様　塗装/印刷も対応できると尚可・樹脂塗装/印刷　　全項目

共通　数量200個以下の少量生産

・旋盤加工　樹脂±0.02、金属ﾐｸﾛﾝ台の精密加工（焼き入れまで対応できる

と尚可）　旋盤ＭＣ複合機械・樹脂成型　成型機　500t以下・塗装/印刷

簡易クリーンブース

社内にて検査ができるメーカー様弊社は小規模

ながら大手企業様と取り引きをさせていただい

ております。今までは試作を主体として来まし

たが、特長のある量産メーカー様と連携してお

客様へ提案しWINWINの関係で量産を増やして

いきたいと思っております。

ZOOM

25 東芝テック（株） https://www.toshibatec.co.jp/ 製造業 流通機器、ＰＯＳ、複合機などの製造販売 全国サポートが可能な商材 Teams

26 ドリコ（株） https://www.drico.co.jp/ その他

さく井、地質調査、温泉開発、地熱開発、土壌地下

水汚染対策、上下水道施設、中水道施設、産業排水

処理施設、用水施設の企画・設計・施工・管理、環

境薬剤の製造・販売

管工事業者様、機械器具設置工事業者様、電気設備工事業者様で関

東中心に対応可能な業者様。水処理プラントに関連する機器類の製

缶、製作業者様、水処理プラントに関連する作図（施工図）業者

様。

・建設業者の場合は当該建設業許可をお持ちのこと。・必須ではありませ

んが、水処理プラント築造に携わった経験を有すること。
Teams

https://shimuraseiki.com/
https://www.cerespo.co.jp/
https://www.daiomfg.co.jp/
https://www.daimaru-matsuzakaya.com/houjin/service/furusato.html
https://www.daimaru-matsuzakaya.com/houjin/service/furusato.html
https://www.daimaru-matsuzakaya.com/houjin/service/furusato.html
https://tmc-brains.co.jp/
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27 ナプソン（株） www.napson.co.jp 製造業

弊社は1984年の創立以来、半導体材料、薄膜などの

抵抗率、シート抵抗測定装置の開発製造を行い、世

界各国の半導体材料、半導体デバイス、太陽電池、

フラットパネル(液晶、有機EL)、タッチパネル、導

電性フィルム、カーボン系新素材などの研究、開

発、製造メーカ等に販売しています。

一品多品種のマシニングセンター等の機械加工のお手伝いをお願い

します。大半が精密圧延のアルミの加工です。表面処理（アルマイ

ト、無電解ニッケル等）までお願いします。

品質管理が徹底していること・精度は殆ど標準交差内ですがキズ、打痕を

嫌います。・一部ですが高い精度のものも扱いがあります。上記2点得意な

分野の方をお願いしたいと思います。

出荷検査の部署があることが望ましいです。 ZOOM

28 日本セック（株） https://www.npsec.com/ 製造業

LED電光掲示板製造、販売電波時計製造、販売PCソ

フト、制御盤、基板関係の開発、設計、販売中小企

業製造業向けシェアリングサービス「シェアプラ」

運営

弊社が今回受注企業様へ依頼したい内容としては下記になります弊

社が運営しております「シェアプラ」への登録への依頼を検討して

おります製造業様で遊休している設備を有効にお使いいただける

サービスとなっております詳細は下記「シェアプラ」をご確認の程

宜しくお願い致しますhttps://a19.hm-

f.jp/cc.php?t=M452098&c=16704&d=c210（シェアプラ公式サイ

ト）https://a19.hm-f.jp/cc.php?t=M452097&c=16704&d=c210

（シェアプラコンセプト集）

遊休設備をお持ちの製造業様設備は特に問いません ZOOM

29 （株）パルコ https://camp-fire.jp/booster-parco 小売業

商業デベロッパーとして小売業と不動産業のハイブ

リッド型ビジネスモデルを構築し、ビジネスを展開

しています。＊今回のオンライン商談会ではショッ

ピングセンターでの取引ではなく、オンライン販売

者「PARCO BOOSTER」の協力会社様を探しており

ます。

地域に根付いた企業の技術や魅力と、地域の特産品を全国に発信し

応援することで、地域活性化を図ることを目的としたオリジナル

ショップ「PARCO BOOSTER（パルコ ブースター）」を立ち上げ

ております。具体的にはパルコが販売者となり、プロダクト開発等

を行うのですが、そのプロダクト開発の際に製作（取引）していた

だける協力企業様を探しております。特定技術・ジャンル等の絞り

込みはございませんので、まずは情報交換から関係構築を目指せれ

ばと思います。イメージ

https://kaeru.parco.jp/shop/detail/shop000027994/

特定技術・ジャンル等の絞り込みはございません。 ZOOM

30 （株）ピーク https://peak.tokyo 製造業 服飾雑貨卸、アクセサリースクール経営
帯や着物のリメイク製品で、バッグやポーチなどを生産してくれ

る、縫製工場。
袋物や、それ以外のハンドバッグも縫製できる技術や設備。 ZOOM

31 日置（株） http://www.hioki-kk.co.jp/ 製造業

マルチメディア機器・弱電・家電・自動車・音響・

文具・雑貨等多岐分野への機能部品製造販売。自社

のプレス・貼り合せ等複合加工から、協力工場の成

形・印刷・切削・組立・板金等ワンストップサービ

スにて対応可能です。また、防災用品・感染対策用

品の取り扱いもございます。

①樹脂・ゴム・金属切削加工②SGD's、環境対応素材③断熱・不

燃・保水等機能材
機械設備等は不問です。 ZOOM

32 富士器業（株） https://fujikigyo.co.jp/ 卸売業
家庭用品の専門商社です。ギフトSP・リアル店舗・

通信販売各社への卸売事業を展開しています。
ある程度商品数が多いメーカー様 ZOOM
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33 藤精機（株） http://fuji-seiki.com/ 製造業
精密板金加工、プレス加工、金型、切削、設計、製

缶、装置組立
精密板金、機械加工 NC旋盤、6軸マシニング、機械加工、ｽﾎﾟｯﾄ溶接機、ヘラ絞り 品質保証体制 ZOOM

34 古河電気工業（株） https://www.furukawa.co.jp/ 製造業
情報通信エネルギーインフラ自動車部品電装ｴﾚｸﾄﾛﾆ

ｸｽ材料機能製品
ポリミドヒーターロット100個 エッチング加工ポリミド貼り付けヒーター組立 開発設計 Teams

35
（株）マースプランニン

グ
http://www.mars-planning.co.jp サービス業

東京・御殿場・博多を拠点としたホテル・レストラ

ン運営事業及びグラス類や工芸品をはじめとしたギ

フト商材のインターネット販売

ギフトまたはホテル顧客へのノベルティー等に相応しい商品 ZOOM

36 武蔵塗料（株） http://musashipaint.com/about/strengt
hs.html 製造業

弊社はプラスチック塗料に特化し、自動車内装部

品、情報通信機器、光学機器、生活家電といった電

気製品など、様々な分野で使用されている塗料をご

提供しております。また、耐候性・耐薬品性・耐指

紋性といった多種多様な機能・性能を実現する開発

力とお客様の求める色調を表現する調色技術力によ

り、製品用途に合わせた塗料を開発し販売しており

ます。

プラスチック製品、金属製品などの分野における色提案と付帯機能

をご提案させて頂きたいと思っております。最近ではサステナビリ

ティにおける環境型製品（バイオマス）を使用したアイテムを保持

しており、製品への環境対応・付加価値もご提供ができると考えて

おります。弊社、提携をさせて頂いている、協業企業様について

は、様々な環境対策をした材料（PC・PP）などもご紹介が可能と

なります。

成形設備・塗装設備があれば良いですが、完成製品提供も視野に入れてお

り、無い場合については要ご相談とさせて頂ければと思います。
特に御座いません。 ZOOM

37
モティーブリサーチ

（株）

https://www.motiv-
research.com/ja/intro_jp.html サービス業

携帯会社向けに通信ネットワークの品質向上のコン

サルティング。および、ポイントクラウドデータの

カラー3次元化。

1. 複数台のカメラ(最大3台)、3D LiDARセンサー、IMUセンサーの

データを高速で収集できる電気回路設計、製作

2. 垂直回転スキャナーの製品外形設計、製作

現在の弊社の3Dスキャナーはミニコンピュータを使用しているため、価格/

消費電力が高く、さらに外形寸法や重量の低減が難しい。そのため低消費

電力でデータ収集を高速にできる電気回路を設計できる企業を探してい

る。必要なセンサーや回路をコンパクトに収容できる製品の設計ができる

ことが必要。

ZOOM

38 八重洲地下街（株） http://www.yaechika.com/ その他
地下駐車場並びに地下ショッピングセンターの建設

管理
斬新なアイディア安全安心を第一に新たな賑やかし企画 ZOOM

39
（株）ユニマットプレ

シャス

https://www.unimatmarine.com/compan
y/company.html 卸売業 船舶用品の卸売、アウトドア用品のネット通販 アウトドア用品、防災用品等を探しています。 ネット通販での取り扱いが可で、原則、上代10000円以上 ZOOM

40 （株）理工電気 https://rikohdenki.jp/ 製造業

切削加工、ケーブルハーネス、板金溶接塗装、受託

生産、MILコネクタ生産、全自動機設計製作、制御

盤設計製作、ロボット制御開発及びハンド設計製

作、治工具設計製作

①自動機の設計製作

 ➁精密切削加工

③ケーブルハーネス

④ロボット制御開発

⑤ロボットハンド設計製作

⑥精密切削加工

⑦全自動組立検査梱包機器設計製作

⑧ロボット制御開発

⑨ロボットハンド設計製作

⑩板金溶接塗装

品質管理力、契約の締結
ISO９００１取得済みが望ましい。可能であれば

所有設備リスト公開希望
ZOOM

http://www.mars-planning.co.jp/

