


中小企業の皆様方が、取引先の開拓や販路拡大等を行うことをインターネットにより

お手伝いするシステムです（会員制）。 

国の予算補助を得ているため、登録・利用等の費用、会費は一切無料です。
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ビジネス・マッチング・ステーションとはビジネス・マッチング・ステーションとは

発注情報

都道府県協会
取引あっせん

受注企業発注企業

企業情報

仕事を受注したい！

仕事を
発注したい！

新規取引先を
開拓したい！

都道府県協会による
きめ細やかな取引あっせん

パートナーを
探したい！

データベース

ビジネス・マッチング・ステーション イメージ

企業情報
発注情報
アクセス

発注情報にアクセス
企業情報登録
発注情報収集

発注情報登録
取引先の検索
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こんなことができますこんなことができます

品質と短納期には
自信があります！！

サンプル品でも
少ロットでも
ご要望にお応えします！！

お客様のニーズに
合わせて
企画提案します！！

1 取引マッチング

サイト上には「仕事を発注したい」、
「受注したい」等の取引情報が数多く
掲載されています。営業マンに代わって
インターネットが皆様方の取引マッチング
のお手伝いをします。

2 ビジネスパートナー検索

加工技術や保有設備、所在地を絞る、
または「板金」「金型」等のキーワードに
よる企業検索を行い、御社が求めるビジ
ネスパートナーを探し出します。新たな
取引先の開拓にご利用ください。

3 自社情報のPR

御社の技術や製品等をPRすることができ
ます。工場や製品の写真を掲載して、
アピールしてください（画像は、1枚に
つき500キロバイトまで、1社につき2枚
まで可能）。

4 全国の都道府県協会の支援

地域に密着した都道府県協会の取引マッ
チングサポートを個別に受けることがで
きます。

このような中小企業が求められています



ビジネス・マッチング・ステーションは、インターネットから直接、会員登録を行うことができま
す。すべての手続きは、インターネット（及び電子メール）を使って行うため、職場やご自宅から
お気軽に登録することができます。（登録申込後、正会員登録までは、1週間程度を要します。）
なお、インターネットを使用する環境にない方につきましては、最寄りの都道府県協会にご相談
ください。
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利用の流れ利用の流れ

（公財）全国中小企業取引振興協会とは

公益財団法人全国中小企業取引振興協会（以下「全取協」という）は、都道府県協会と連携して、

　 中小企業の取引の仲介及びあっせん（ビジネス・マッチング・ステーション・緊急広域商談会）

　 中小企業の取引に関する苦情紛争処理（下請かけこみ寺事業）

　 中小企業の取引、情報化、小規模設備資金事業に関する情報提供、相談等 

を行っています。

インターネットからお申し込みの場合

http://biz-match-station.zenkyo.or.jp/
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ビジネス・マッチング・ステーション 成約事例のご紹介ビジネス・マッチング・ステーション 成約事例のご紹介

フライス加工品の新規優良発注先開拓事例1

発注情報を活用し、具体的商談を展開することができ、新規の販路
開拓や新規優良発注先開拓が効率よくできる利点がビジネス・マッ
チング・ステーションにはあります。
 
機械部品製造業を営む発注企業A社からの「※フライス加工先求む！」
の発注案件に対して、受注企業B社がA社に即日申し込み、競合の末、
成約に至りました。発注企業A社の購買担当者に成約の決め手を聞いた
ところ、「受注企業B社は、発注する部品が使われているユニット部品
の機能やその部品の役割を理解しているためVA（価値分析）提案が期待
できること、加工可能な技術力を保有していること。」
※フライス加工とは、フライス盤という機械を使用して工作物を削る加工をいいます。

スチールアルミ旋盤加工の新規優良発注先開拓事例2

ビジネス・マッチング・ステーションへの製品画像掲載が新規取引
先開拓に一役買っています。
 
一般機械製造業を営む発注企業C社からの「スチール・アルミ旋盤加工
等」の発注案件に対して、受注企業D社が発注企業C社に申し込み、競合
の末、成約に至りました。発注企業C社の購買担当者に成約の決め手を
聞いたところ、「当社の望む部品の加工が受注企業D社の企業情報に
おいて、製品の画像として掲載されていた。受注企業D社に依頼すれば、
対応可能であると判断しました。」また商談会の企業PRで経営改善活動
が定着していて、コスト競争力のある企業と判断されたことも評価され
ました。

保有資格が評価されての新規発注先開拓事例3

資格取得実績をビジネス・マッチング・ステーションの、「自社の
特徴・PR」欄に記載していたことが発注企業からの評価に結びつき
ました。
 
精密機械器具製造業を営む発注企業E社からの発注案件に対して、受注
企業F社が発注企業E社に申し込み、競合の末成約に至りました。発注企
業E社の担当者に成約の決め手を聞いたところ、「受注企業F社の管理
能力を評価し、機械設備、生産管理、品質管理、特にISO14000、ISO 
9000を保有している点を自社の特徴・PR欄に記載していたことが目
に留まり評価しました。」これを契機に両社の間で継続した取引に発展
しています。

自社PR

約
成
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利用者の声利用者の声

ビジネス・マッチング・ステーションには、「元気な
モノづくり中小企業300社（※）に選ばれた企業のう
ち、462社の優れた中小企業が会員となっています。
このページではそのうちの7社をご紹介します。

（※）日本のモノづくり産業を中心に、技
術力の高さや技術が国民生活・経済活動
に与える影響等を踏まえ、全国で活躍す
る中小企業300社を国が集めて出版し
たものです。

化学工業／東京都
（色と素材のインテリジェンス、高機能インキメーカー）

新たな市場を開拓するため、
ビジネス・マッチング・ス
テーションに登録しました。
お客様が考える問題をインキ
の持つ機能とその周辺技術で
解決するソリューション型ビ
ジネスを提供する場になれば
良いと思います。毎日１回は
アクセスして常に新しい情報
の入手に努めています。

表面処理加工／愛知県
（表面処理技術のデパート）

当社が得意とする樹脂めっき技術を、多
様化する顧客のニーズに提案したいと
思い、ビジネス・マッチング・ステーション
に登録しました。また、異業種企業にも
当社の技術等を積極的にアピールして、
ビジネスチャンスをつかみたいと考えて
います。毎日、朝昼2回はアクセスしてい
ます。同業種の情報を閲覧することがで
き、参考になります。更に、現在の忙しい
業種がわかり、参考になります。

食料品製造／北海道
（鮫皮からマリンコラーゲンを製造）

当社は、自社製品を活用し
て、取引先を拡大したいとの
考えからビジネス・マッチン
グ・ステーションに登録しま
した。これまでの取引先以外
にも、多くの企業の役にたて
るものと考えており、今後受
発注情報等について毎日こま
めにチェックしていきたいと
思います。

携帯電話にも使用されています

工場の外観です

工場の外観です

金属製品製造業／島根県
（タンパク質結晶化・観察システムを開発）

ビジネス・マッチング・ステー
ションは、取引したい企業に直
接連絡して、随時、詳しい情報
の収集ができる点に魅力を感
じます。また、国の施策に基づ
く事業であることから、安心し
て活用することができます。既
存事業だけでなく、新たな事
業分野における販路開拓を期
待しています。

タンパク質構造解析用自動結晶化
システムです

樹脂製品製造／千葉県
（産業用特殊ホースのパイオニア）

当社は、産業用特殊ホー
スに特化した完全オー
ダーメイドのホースメー
カーです。ビジネス・
マッチング・ステーショ
ンに登録することで、当
社の技術・製品を日本全
国にアピールし、新たな
需要の開拓を進めていき
たいと考えております。

継手部分の段差を解消した
P.311-シリコーンホース

鉄鋼業／岩手県
（世界トップクラスを誇る鉄メーカー）

ビジネス・マッチング・
ステーションの登録企業
数25,000社は魅力的で
す。競争の中で生き抜く
ために、情報収集できる
システムが必要と考えて
いました。はさみ製造は
狭い業界です。競争力の
ある企業とのつながりを
模索しています。

金属アレルギー対策のための硬質チタンコ
ーティングを施した理美容はさみです

産業用機械器具／東京都
（完全無給油の真空ポンプを実現）

当社は、無給油ポンプ及
びコンプレッサーの開
発・試作段階から量産に
至るまで、一貫した生産
体制をとっています。今
後は、医療、介護等の分
野においても、新たな取
引マッチングができれば
良いと考えています。 新製品DCブラシレス真空ポンプ＆コンプ

レッサー
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ビジネス・マッチング・ステーション会員の業種について
（会員数25,046社　平成25年6月末日現在） ※平成25年度から、海外に向けて企業情報を発信できるようになりました。
ビジネス・マッチング・ステーション会員の業種について
（会員数25,046社　平成25年6月末日現在） ※平成25年度から、海外に向けて企業情報を発信できるようになりました。

製造業（19,786社）

サービス業（5,260社）

幅広い業種の企業が利用しています

金属製品
25%

ソフトウェア
22%

その他サービス
16%

その他
15%

情報サービス
15%

商社・卸売
15%

 その他ビジネス向
7%

広告業
5%

建設業
4%

その他の非製造業
3%

専門サービス
3%

一般機械
16%

その他
15%

電気機械器具
13%

その他の製造業
11%

精密機械
6%

プラスチック製品
6%

衣服・繊維
2%

非鉄金属
2%

輸送用機械
4%



都道府県協会 所在地一覧

機 関 名 郵便番号 住 所 TEL FAX

（公財）北海道中小企業総合支援センター

（公財）21あおもり産業総合支援センター

（公財）いわて産業振興センター

（公財）みやぎ産業振興機構

（公財）あきた企業活性化センター

（公財）山形県企業振興公社

（公財）福島県産業振興センター

（公財）茨城県中小企業振興公社

（公財）栃木県産業振興センター

（公財）群馬県産業支援機構 

（公財）埼玉県産業振興公社

（公財）千葉県産業振興センター

（公財）東京都中小企業振興公社

（公財）神奈川産業振興センタ－

（公財）にいがた産業創造機構

（公財）長野県中小企業振興センター

（公財）やまなし産業支援機構

（公財）静岡県産業振興財団

（公財）あいち産業振興機構

（公財）岐阜県産業経済振興センター

（公財）三重県産業支援センター

（公財）富山県新世紀産業機構

（財）石川県産業創出支援機構

（公財）ふくい産業支援センター

（公財）滋賀県産業支援プラザ

（公財）京都産業21

（公財）奈良県地域産業振興センター

（公財）大阪産業振興機構（本部）

　　　　　　　〃　　　 （下請部門）

（公財）ひょうご産業活性化センター

（公財）わかやま産業振興財団

（公財）鳥取県産業振興機構

（公財）しまね産業振興財団 

（公財）岡山県産業振興財団 

（公財）ひろしま産業振興機構

（公財）やまぐち産業振興財団

（公財）とくしま産業振興機構

（公財）かがわ産業支援財団 

（公財）えひめ産業振興財団

（公財）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

（公財）佐賀県地域産業支援センター

（公財）長崎県産業振興財団 

（公財）くまもと産業支援財団

（公財）大分県産業創造機構

（公財）宮崎県産業振興機構 

（公財）かごしま産業支援センター

（公財）沖縄県産業振興公社

060-0001

030-0801

020-0852

980-0011

010-8572

990-8580

960-8053

310-0801

321-3226

371-0854

330-8669

261-7123

101-0025

231-0015

950-0078

380-0928

400-0055

420-0853

450-0002

500-8505

514-0004

930-0866

920-8203

910-0296

520-0806

600-8813

630-8031

540-0029

577-0011

651-0096

640-8033

689-1112

690-0816

701-1221

730-0052

753-0077

770-0865

761-0301

791-1101

781-5101

812-0046

849-0932

850-0862

861-2202

870-0037

880-0303

892-0821

901-0152

011-232-2406

017-723-1040

019-631-3822

022-225-6636

018-860-5623

023-647-0662

024-525-4077

029-224-5317

028-670-2603

027-255-6501

048-647-4086

043-299-2654

03-3251-7883

045-633-5067

025-246-0052

026-227-5013

055-243-1888

054-273-4433

052-715-3068

058-277-1092

059-228-7283

076-444-5603

076-267-1140

0776-67-7407

077-511-1412

075-315-8590

0742-36-8312

06-6947-4345

06-6748-1144

078-230-8328

073-432-3412

0857-52-3011

0852-60-5114

086-286-9670

082-240-7706

083-922-3700

088-654-0101

087-868-9904

089-960-1102

088-845-6600

092-622-6230

0952-34-4416

095-820-8860

096-289-2437

097-534-5019

0985-74-3850

099-219-1274

098-859-6237

011-232-2011

017-721-2514

019-631-3830

022-263-6923

018-860-5612

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

055-243-1890

054-251-3024

052-563-1436

058-277-1095

059-228-3173

076-444-5644

076-268-4911

0776-67-7429

077-511-1418

075-323-5211

0742-36-4003

06-6947-4348

06-6745-2362

078-230-8391

073-432-7299

0857-52-6673

0852-60-5105

086-286-9671

082-242-8627

083-921-2013

088-653-7910

087-869-3710

089-960-1105

088-846-2556

092-624-3300

0952-34-4412

095-823-0009

096-289-2457

097-538-8407

0985-74-3950

099-219-1279

098-859-6233

札幌市中央区北１条西２丁目２番地　経済センタービル９階 

青森市新町二丁目４番１号　青森県共同ビル７階 

盛岡市北飯岡2－4－26　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番２号　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１－１－１　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６階 

水戸市桜川二丁目２－３５　茨城県産業会館９階 

宇都宮市ゆいの杜１－５－４０　とちぎ産業創造プラザ内 

前橋市大渡町１－１０－７　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　産業労働局秋葉原庁舎内 

横浜市中区尾上町５丁目８０番地　神奈川中小企業センタービル内 

新潟市中央区万代島５－１　万代島ビル９階 

長野市若里１－１８－１　長野県工業技術総合センター３階 

甲府市大津町２１９２－８　アイメッセ山梨３階 

静岡市葵区追手町４４－１　静岡県産業経済会館４階 

名古屋市中村区名駅4-4-38　ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)14・15階 

岐阜市薮田南５－１４－５３　岐阜県県民ふれあい会館１０階 

津市栄町１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２丁目２０番地　石川県地場産業振興センター新館内 

坂井市丸岡町ソフトパートふくい7-1-16　福井県産業情報センター内 

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　京都府産業支援センター内 

奈良市柏木町１２９－１　なら産業活性化プラザ３階 

大阪市中央区本町橋２－５　マイドームおおさか内 

東大阪市荒本北１－４－１７　クリエーションコア東大阪　北館１階 

神戸市中央区雲井通５－３－１　サンパル6階 

和歌山市本町２－１　フォルテワジマ６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番４７号　広島県情報プラザ内 

山口市熊野町１－１０　ＮＰＹビル１０階 

徳島市南末広町５－８－８　徳島経済産業会館内 

高松市林町２２１７－１５　香川産業頭脳化センタービル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番地２　高知県中小企業会館２階 

福岡市博多区吉塚本町９－１５　福岡県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番１１号　出島交流会館７階 

上益城郡益城町田原２０８１－１０　熊本県テクノポリスセンター内 

大分市東春日町１７番２０号　ソフトパークセンタービル内 

宮崎市佐土原町東上那珂16500-2　宮崎県工業技術センター２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番地１　沖縄産業支援センター４階 




