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　財団法人全国中小企業取引振興協会（全取協）は、中小企業の皆様が、より多く

のビジネス機会を得られるよう、2007年4月より新たに取引マッチングシステム（ビ

ジネス・マッチング・ステーション）の運用を開始します。 

　本システムは、インターネットの機能と都道府県協会の取引あっせんを融合した、

利便性に富んだシステムです（会員制）。本システムの登録・利用は無料です。 
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  　　取引マッチング 
　ビジネス・マッチング・ステーションには、「外注先を探している」、「仕事

を受注したい」、「新規取引先を開拓したい」等の多様なニーズを有する企業

が多数登録されており、常に最新の発注情報等が掲載されています。 

 

  　　ビジネスパートナー検索 
　加工技術、保有設備、所在地等のキーワードを用いて、御社が求める企業

を絞り込んで検索することができます。 

 

  　　自社情報のPR 
　御社の得意とする技術や製品等を写真等を用いてＰＲすることができます。 

 

  　　全国の都道府県協会の支援 
　オンライン利用に加え、都道府県協会が取引マッチングをサポートします。 

 

  　　官公需情報 
　「物品」、「工事」、「役務」に関する最新の官公需情報を得ることができま 

す。＊ 

＊ 情報は全国中小企業団体中央会から提供 
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登　録 

　各種キーワードを用いて、御社のニーズに適

した技術力、サービス力等を有する企業の検索

ができます。 

　技術、地域等のキーワードを用いて発注情報

の検索ができます。 

　発注先に対してシステムから直接取引の申込

みを行うことができます。 

企　業 

【会　員】 
発注希望者 受注希望者 
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受注希望者 発注希望者 

発注情報登録 受注希望登録 

アクセス 

ID、パスワード発行 

会　員　登　録 
　会員登録は、企業名、資本金、従業員数、連絡先（E-Mail等）、業種
等の基本情報を登録します。受注を希望する場合は、基本情報の他に、
保有設備、保有技術・資格等のPR項目を追加登録することができます。 
　なお、会員登録に際して、連絡先等を一部非開示扱いとすることもで
きます（Ｑ＆Ａ質問6参照）。 

ID・パスワード 

　登録後、仮ID・パスワードが発行され、審査（１週間程度）を経て正会
員となります。 

発注情報登録等 

　発注情報登録は、具体的な発注内容（数量、単価、納期等）を登録します。 
　また、受注を希望する企業は、受注したい内容や企業PRを登録するこ
とができます。 

取引マッチング 

　登録された発注案件等は、システム上で公開され、取引マッチングが
スタートします。 

インターネット上から 

発注情報 
（受注希望） 

登録 
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 質問１　申込みから利用までの流れを教えてください。 
  答え　 

１．インターネットから直接お申込みの場合、以下の流れとなり、正会員までは約１週間
を要します。 

 

 

 

 

 

 

 

２．都道府県協会経由でお申込みの場合（インターネット環境が未整備等の場合） 
　　最寄りの都道府県協会にご相談ください。 

 

 質問2　ビジネス・マッチング・ステーションでは何ができるのでしょうか？ 
  答え 
　ビジネス・マッチング・ステーションは以下のようなことができます。 
　１．キーワード検索等により新規に取引したい企業の検索ができます。 

 

 

 

　 

 
　 
　２．キーワード検索等により、御社が求める受発注案件の検索ができます。 

お
申
込
み 

 

仮
会
員 

（
仮
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行
） 

入
会
審
査 

正
会
員
手
続
き
完
了 

正
式
ID
の
送
信 

パ
ス
ワ
ー
ド
の
決
定 

正 

会 

員 

 
企業情報詳細 

○○○株式会社 

設備：五面加工機 

資格：ISO9000認証取得 

発注案件詳細 

部品を○月○日までに 

○個作ってほしい。 



　３．取引したい案件または企業が見つかりましたら、システム画面の【申込みボタン】

からメールを送信します。 

 
 
 
 
 
 
 
  
 質問3　ビジネス・マッチング・ステーションを利用するための費用は？ 
  答え　 
　システムの登録・利用に関する費用は無料です。 
 
 

 

 質問4　入会するための条件、参加資格を教えてください。 
  答え 
　企業・個人・団体を問わず、実際に事業を行っている方ならば入会可能です。なお、
全取協では入会申込みがあった先に対して入会審査を行います。 
 

 質問5　メールアドレスがありませんが登録できますか？ 
  答え 
　ビジネス・マッチング・ステーションは、企業間の情報交換やシステム管理者からの
連絡等にメールを用いることになっています。今回のご利用を機にメールアドレスを取得
していただくようお願いします。 
　ただし、メールを使用する環境にない方は、都道府県協会を経由して登録を行うこと
ができます。 

 

 質問6　発注情報を登録したいのですが、 
　　　　  問い合わせの電話が１日中鳴りっぱなしだと困るのですが。 
  答え 
　ご安心ください。本システムでは、発注情報に対する問い合わせ等が発注側に殺到す
ることを回避する手段として、会員登録時に連絡先の一部（電話番号等）を非公開扱い
にすることができます。 
　一部を非公開扱いとした場合、問い合わせ等は、システムを経由して予め定めてある
アドレス宛てに転送されます。 

案件を出した発注企業 
発注案件詳細 

部品を○月○日までに 

○個作ってほしい。 

 

申込みボタン mailmail
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　（財）全国中小企業取引振興協会は、都道府県協会の中核を担う機関として、昭和

54年6月に（財）全国下請企業振興協会として発足し、以来、「下請中小企業振興法」

に基づく下請取引のあっせんを中心に下請事業者に対する情報提供等に取り組んで

きました。 

　その後、平成18年4月に（財）全国中小企業設備貸与機関協会と統合し、現在の 

（財）全国中小企業取引振興協会に名称変更を行いました。 

　都道府県協会は、地域に密着した下請企業振興機関として、取引あっせん、下請

取引に関する苦情紛争処理等の事業に取り組んでいます。 

mail

中小企業の取引の仲介及びあっせんに関すること 

小規模企業設備資金事業等に関すること 

下請取引の適正化に関すること 

その他下請中小企業の振興に関すること 
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（財）北海道中小企業総合支援センター 

（財）21あおもり産業総合支援センター 

（財）いわて産業振興センター 

（財）みやぎ産業振興機構 

（財）あきた企業活性化センター 

（財）山形県企業振興公社 

（財）福島県産業振興センター 

（財）茨城県中小企業振興公社 

（財）栃木県産業振興センター 

（財）群馬県産業支援機構 

（財）埼玉県中小企業振興公社 

（財）千葉県産業振興センター 

（財）東京都中小企業振興公社 

（財）神奈川中小企業センター 

（財）にいがた産業創造機構 

（財）長野県中小企業振興センター 

（財）やまなし産業支援機構 

（財）しずおか産業創造機構 

（財）あいち産業振興機構 

（財）岐阜県産業経済振興センター 

（財）三重県産業支援センター 

（財）富山県新世紀産業機構 

（財）石川県産業創出支援機構 

（財）ふくい産業支援センター 

（財）滋賀県産業支援プラザ 

（財）京都産業21 

（財）奈良県中小企業支援センター 

（財）大阪産業振興機構 

（財）ひょうご産業活性化センター 

（財）わかやま産業振興財団 

（財）鳥取県産業振興機構 

（財）しまね産業振興財団 

（財）岡山県産業振興財団 

（財）ひろしま産業振興機構 

（財）やまぐち産業振興財団 

（財）とくしま産業振興機構 

（財）かがわ産業支援財団 

（財）えひめ産業振興財団 

（財）高知県産業振興センター 

（財）福岡県中小企業振興センター 

（財）佐賀県地域産業支援センター 

（財）長崎県産業振興財団 

（財）くまもとテクノ産業財団 

（財）大分県産業創造機構 

（財）宮崎県産業支援財団 

（財）かごしま産業支援センター 

（財）沖縄県産業振興公社 
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011-232-2011 

017-773-5236 

019-631-3830 

022-263-6923 

018-863-2390 

023-647-0667 

024-525-4079 

029-227-2586 

028-670-2611 

027-255-6161 

048-645-3286 

043-299-3411 

03-3251-7888 

045-633-5068 

025-246-0030 

026-228-2867 

055-243-1885 

054-273-4480 

052-211-1470 

058-277-1095 

059-226-4957 

076-444-5644 

076-267-3622 

0776-67-7429 

077-511-1412 

075-315-9240 

0742-36-4010 

06-6947-4354 

078-230-8391 

073-432-7299 

0857-52-6673 

0852-60-5105 

086-286-9671 

082-242-8027 

083-921-2013 

088-653-7910 

087-868-9905 

089-960-1115 

088-846-2556 

092-624-3300 

0952-34-4412 

095-827-5243 

096-289-2457 

097-538-8407 

0985-25-7515 

099-219-1279 

098-859-6233

札幌市中央区北1条西2-2 経済センタービル9階 

青森市新町二丁目4-1 青森県共同ビル7階 

盛岡市飯田新田3-35-2 岩手県先端科学技術研究センター2階 

仙台市青葉区上杉一丁目14-2 宮城県商工振興センター3階 

秋田市山王三丁目1-1 秋田県庁第2庁舎2階 

山形市城南町一丁目16-1 霞城セントラルビル13階 

福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま内 

水戸市桜川二丁目2-35 茨城県産業会館9階 

宇都宮市刈沼町369-1 とちぎ産業創造プラザ内 

前橋市大渡町一丁目10-7 群馬県公社総合ビル2階 

さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階 

千葉市美浜区中瀬2-6 ＷＢＧマリブイースト23階 

千代田区神田佐久間町1-9 東京都秋葉原庁舎4階 

横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター7階 

新潟市万代島5番1号 万代島ビル10階 

長野市大字中御所字岡田131-10 中小企業指導センター6階 

甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3階 

静岡市追手町44-1 静岡県産業経済会館4階 

名古屋市中区丸の内3-1-6 愛知県産業貿易館本館内 

岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館10階 

津市栄町一丁目891 三重県合同ビル5階 

富山市高田527番地 情報ビル内 

金沢市鞍月二丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館内 

坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-16 福井県産業情報センター4階 

大津市打出浜2番1号 コラボしが21・2階 

京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業プラザ内 

奈良市柏木町129-1 なら産業活性化プラザ内 

大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか内 

神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル8階 

和歌山市西汀丁26 経済センタービル3階 

鳥取市若葉台南7-5-1    　 

松江市北陵町1番地 テクノアークしまね内 

岡山市芳賀5301 テクノポート岡山内 

広島市中区千田町三丁目7-47 広島県情報プラザ内 

山口市熊野町1番10号 ＮＰＹビル10階 

徳島市西新町2丁目5 徳島経済センター3階 

高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センター2階 

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛内 

高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館2階 

福岡市博多区吉塚本町9-15 中小企業振興センタービル6階 

佐賀市鍋島町八戸溝114        

長崎市出島町2-11 出島交流会館6階 

上益城郡益城町大字田原2081-10 熊本県テクノポリスセンター内 

大分市東春日町17-20 ソフトパークセンタービル1階 

宮崎市松橋2-4-31 宮崎県中小企業会館5階 

鹿児島市名山町9-1 鹿児島県産業会館2階 

那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター4階 

都道府県協会  所在地一覧 

機関名 郵　便 所在地 TEL FAX
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