
２０２２年９月８日 

各位 

名古屋商工会議所 

 

名商と碧海信用金庫による初めての連携事業 

「発注企業を招いての個別商談会」開催について 
 

名古屋商工会議所では、碧海信用金庫と共同で、双方の会員企業・取引先企業同士のビジ

ネスマッチングを狙う「発注企業を招いての個別商談会」を開催します。 

コロナ禍で商談の機会が失われ苦境に立たされている地元中小企業が多い中、共に「地域

経済の振興」のために活動する両者が手を携え、２日間で９７商談を実施します。 

（※名古屋商工会議所としては、金融機関と連携して開催する初めての商談会となります） 

報道各位におかれましては、本事業の報道面でのご協力を賜りますよう何卒よろしくお願

い申し上げます。 

＜開催概要＞ 

日 時：２０２２年９月１４日（水）・２１日（水）両日共１０：３０～１６：３０ 

場 所：名古屋商工会議所 ５階 会議室 

実施方法：対面又はオンラインでの個別商談。1商談あたり２５分。 

商談件数：８３社 ９７商談 

添付資料：案内チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合先】 

名古屋商工会議所 商務交流部 ビジネスマッチングユニット 担当：髙橋、藤原 

TEL：052-223-5710 Email：shodan@nagoya-cci.or.jp  

●商談会のポイント 

１．広域的にビジネスチャンスを創出 
  ●発注企業：名古屋市内に拠点を置く１０社が参加  

  （９月１４日）小売・卸売関連     （９月２１日）製造・卸売関連 

・㈱スーパーヤマダイ       ・㈱トヨトミ 
・名鉄協商㈱           ・日本ハードウェアー㈱ 

・㈱トーカン           ・㈱瑞穂機械製作所 

・㈱ワイ・ヨット         ・常盤産業㈱ 
・関西のむら産業㈱        建設関連 

                          ・シブヤパイピング工業㈱ 

  ●受注企業：名古屋市内だけでなく、 
西三河地域など県内の 

幅広い地域より参加。 
 
 

 

２．事前調整型なので効率が良い 
  ●発注企業が事前に商談相手・商談内容を吟味するので、ミスマッチが少ない。 
  ●事務局が商談スケジュールを調整するので、企業は手間と費用を抑えられる。 
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名古屋市 ３８社 

西三河 ２９社 

その他 １３社 

県外 ３社 

合計 ８３社 

 



申込フォームより
お申込みください。
申込み締切り／８月１９日（金）

※お申込みいただいても、
商談に至らない場合が
ございますのでご了承ください。

新しい出会いのチャンス！！ 名商初 金融機関との連携商談会

発注企業を招いての

『個 別 商 談 会』
受注企業を募集!!

日 時／2022年

９月14日（水）

９月21日（水）
※日程により参加企業が異なります。

10:30 から 16:30
会 場／名古屋商工会議所

5階会議室（名古屋市中区栄2-10-19）

発注企業 ／１０社（裏面の概要を参照ください）

商談対象 ／ 各発注企業が希望する品目、 商品、

サービス、技術などのニーズを

お持ちの企業

定 員 ／ 各発注企業１０社（１社１名様まで）

参加資格 ／ 名古屋商工会議所の会員企業又は

碧海信用金庫の取引先

参 加 費 ／ 無 料

開催概要

スーパーや商社、メーカーなど様々な分野の
発注企業を個別に招き、商品、サービス、技
術を売り込む事前調整型の商談会です。

申込方法

主 催：名古屋商工会議所 共 催：碧海信用金庫

連携事業

◆商談時間は２５分間◆
対面式又はオンラインでの商談

【商談会までの流れ】

①発注案件(裏面)を確認の上、参加申込

②発注企業による事前選考

③選考結果・商談スケジュールの連絡

④商談会当日

☎ 052-223-5710 E-mail:shodan@nagoya-cci.or.jp

問合せ：名古屋商工会議所 商務交流部ビジネスマッチングユニット

発注企業（順不同）

■小売・卸売関連

㈱スーパーヤマダイ
名鉄協商㈱
㈱トーカン
㈱ワイ・ヨット
関西のむら産業㈱

9/14
（水）

■製造・卸売関連

㈱トヨトミ
日本ハードウェアー㈱
㈱瑞穂機械製作所
常盤産業㈱

■建設関連

シブヤパイピング工業㈱

9/21
（水）

▼9月14日
の申込み

▼9月21日
の申込み



参加発注企業 概要（順不同）

〇本商談会はビジネスチャンスの場を提供するもので、取引を保証するものではありません。
〇スケジュールの調整上、ご希望の商談時間帯に設定できない場合がございます。また、確定した商談時間の変更はいたしかねますのでご了承下さい。
〇商談成立後のキャンセルはご遠慮下さい。
〇本商談会を契機に発生した取引等に関するトラブル・損害について、当商工会議所及び当金庫では一切責任を負いません。
〇当商工会議所及び当金庫は、本商談会参加企業が商談会を通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、有用性など、いかなる保証も行わな
いものとします。
〇参加企業が本注意事項に反した行為又は不正若しくは違法に本商談会を利用することにより、当商工会議所及び当金庫に損害を与えた場合、当商工
会議所及び当金庫は参加企業または個人に対して、相応の損害賠償（弁護士費用を含む）を請求する場合があるものとします。
〇暴力団・暴力団関係者等の反社会的勢力でないこと、共生関係・社会的に非難されるべき関係にないことを表明、確約していただきます。
〇検温、咳エチケット、手洗い、うがい、マスク着用等の徹底等、ウィルス感染拡大予防にご協力をお願いいたします。
〇新型コロナウィルス感染防止対策を講じて実施する予定ですが、今後の感染拡大状況や発注企業の都合により開催内容の変更、または開催を延期さ
せていただく場合がございます。予めご了承いただきますようお願いします。

【注意事項及びお願い】

９
月
14
日
（
水
）

企業名 企業概要 取引希望品目などの概要

ス
ー
パ
ー

株式会社

スーパーヤマダイ
（名古屋市緑区）

名古屋市内７店舗。地域密着の
食品スーパー。安心安全でおい
しい商品の販売を心がけていま
す。

①対象企業／食品メーカーや小売店、飲食店で地元スーパーと協力し
て販売していただける企業。

②ニーズ・特徴／小売販売できる商品や惣菜で加工販売できるもの。
お客様にこだわったポイントが紹介できる商品。
③商品品目／生鮮食品・加工食品何でも可能。

専
門
店

名鉄協商株式会社
（名古屋市中村区）

名古屋土産をメインに、東海地
方の銘品、逸品の販売店を運営。
近年は、食品の海外輸出も手掛
けている。

①対象企業／食品メーカー、雑貨メーカー、卸売業者

②ニーズ・特徴／新商品や、少ロットでも可能なオリジナル商品を希
望します。賞味期限の長い商品、開発時のコンセプトやストーリーが
しっかりしている商品。
③商品品目／この地域の商品ということが分かる食品全般、雑貨全般。

卸
売

株式会社トーカン
（名古屋市熱田区）

東海地区を中心とした食品卸売
企業。

①対象企業／食品メーカー全般、外食企業。

②ニーズ・特徴／地域の拘り商品の仕入れ、外食企業とのコラボ商品
開発。地域の特色、拘り製法等
③商品品目／食品全般。

卸
売

株式会社

ワイ・ヨット
（名古屋市中区）

全国有名百貨店PBの選べるカタ
ログギフトをOEMで受託し、商

品仕入、カタログ製造、カタロ
グ出荷、カタログ掲載品出荷な
どを行っています。

①対象企業／雑貨取扱企業、食品取扱企業、体験チケット取扱企業
②ニーズ・特徴／独自システムによるBtoB事業やEコマース事業に積

極展開を図っていく予定。まずは選べるカタログギフトに掲載可能な
魅力ある商品の仕入を希望。
③商品提案から1年以上の継続安定供給が可能な商品を前提

卸
売

関西のむら産業
株式会社
（名古屋市緑区）

米袋包装印刷。米穀業界向け包

装用資材及び包装用機器の販売
メーカー。米袋を中心に、各種
包材、ノベルティ商品卸、米穀
関連機械卸売。

①対象企業／軟包材製造メーカー、ラベル・化粧箱等製造メーカー、
ノベルティ関連業者、包材で独自の技術を有する業者

②ニーズ・特徴／ビニール、ポリエチレン等、ダンボール等の包材を
製造する業者、ノベルティ商品を開発・販売している業者、米穀関連
機械を製造業者。

９
月
21
日
（
水
）

企業名 企業概要 取引希望品目などの概要

製
造

株式会社トヨトミ
（名古屋市瑞穂区）

石油暖房機器、家電製品の製造
及び販売。創業73年、海外輸出
実績100ヵ国。石油暖房機、電
気暖房機、ルームエアコン、空
気清浄機、加湿器、石油給湯器

①商談内容／委託加工先の開拓

②発注品目／・プレス部品、スポット溶接組立部品 ・コントロール
基板、液晶付き操作部組立品 ・ハーネス加工品 ・メッキ、塗装等
表面処理 ・150ｔ以上の単発プレス加工、スポット溶接加工 ・コ
ントロール基板：設計開発から部品調達、実装ASSYまでの加工など。

製
造

日本ハードウェアー
株式会社
（名古屋市南区）

スチール加工･超硬合金加工･
ラッピング(磨き)･精密加工･異
形状金型製作等

冷間鍛造金型製作､ヘッター・
ホーマーの周辺部品製作

①商談内容／委託加工先の開拓

②発注品目／冷間鍛造金型の完成品製作･冷間鍛造で使用するピン･周
辺部品の製作。スチールピン(材質ＳＫＨ)加工･超硬合金の切削及び
研磨

製
造

株式会社

瑞穂機械製作所
（名古屋市緑区）

OEM受託生産をメインに幅広い

業種の製品づくりを行っている。
装置組立（自動消火装置、農機
具、減速機、窯業機器、リール
等）、機械部品。

①商談内容／組立及び加工先の開拓

②発注品目／機械部品加工、旋盤加工品、板金加工品等

製
造
・
卸
売

常盤産業株式会社
（名古屋市中区）

商社機能と製作機能を持った企
業。営業拠点は、名古屋市中区
に本社を持ち、春日井市・長野
県茅野市・海外拠点として上海
にあります。

①商談内容／委託加工先の開拓

②発注品目／(1)生産ラインの自動化・省力化事業 〇設備製作にあ
たり、構想設計から組立・制御・流動までの一連の仕事 〇配線・配
管・電気関係 〇単発の部品加工（特急対応等）
(2)油圧装置・システム設計メンテナンス 〇弊社流動装置の組立

建
設

シブヤパイピング

工業株式会社
（名古屋市中区）

東海エリアを中心に、空調･衛生・
消火設備・工業用配管の設計・施工
を行っており、創業112年になりま
す。庁舎他官庁物件、病院、福祉施
設、工場等に多く携わっております。

①商談内容／工事の外注施工会社の開拓

②発注品目／空調設備工事
給排水衛生設備工事
工業用配管設備工事


