
令和4年度「ものづくり企業技術・販路
マッチング支援事業のメニュー及び利用方法」
について

名古屋市新事業支援センター

※本資料の掲載内容は現在時点のものであり、今後変更になる場合がありますので、予めご了承ください

令和4年6月7日 事業説明資料

「（公財）名古屋産業振興公社」×「リンカーズ株式会社」
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本事業の目的

コロナ禍・DXにおける中小製造業の新たなチャレンジの支援

＜コロナ禍による中小製造業の声＞

➢訪問営業が難しくなった

➢リアル展示会の開催が難しくなり、技術発信や探索の場がなくなった

➢既存顧客からの仕事が減った

◼ 新たな営業手法の確立

◼ リアル展示会に代わる場の確保

◼ 新たな顧客の開拓

◼ 新分野進出、新商品の開発

＜コロナ禍における新たな取り組みの模索＞

オンラインを活用
した販路開拓支援
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ものづくり企業技術・販路マッチング支援メニュー

[１] 技術募集情報の提供

リンカーズ（株）と連携し、技術情報プラットフォームに情報登録を行い販路を開拓

[２] オンライン展示会等への出展支援

・CEATEC 2022 （シーテック 2022）

・コンバーティングテクノロジー総合展 2023

・脱炭素・エネルギー総合展

・TechMesse

・TechMesse Academy など

[３] マッチングの伴走支援

・ 新規顧客開拓支援 （Linkers Marketing）

・ 技術パートナー探索支援 （Linkers Sourcing）

[４] マッチング支援コーディネーターによるサポート
3

出展料全額支援

登録無料

原則無料

無料・随時利用可能

一部自己負担
発生の場合あり
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支援メニュー [1]

技術募集情報の提供

登録無料

＜支援内容＞



技術募集情報の提供

⚫ 大手企業等の発注案件へ登録し、マッチング （登録は随時HPから受付）

①リンカーズのWEBサイト上の登録ページに貴社情報を登録

②登録後、大手企業等の発注案件がオンライン上で閲覧可能

③エントリーすると、発注元企業の審査・面談・評価を経てマッチングが

成立

案件の閲覧・登録 審査・紹介・面談

業務契約

製造業
大手企業等

登録無料
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支援メニュー [１]

企業の技術募集情報をオンライン上で閲覧できます

参画企業



⚫マイページのイメージ

発注案件等が
自由に閲覧できる。

※７月末から発注企業名の閲覧は不可

登録無料
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技術募集情報の提供支援メニュー [１]
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支援メニュー [2]

オンライン展示会等への出展支援

出展料全額支援

＜支援内容＞



支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

• オンライン展示会等への出展料を全額支援

• 技術・製品のPRの仕方は、コーディネーターがサポート
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参画企業

※リアル開催と併催される場合も、出展料全額支援の対象はオンライン出展のみ

※出展に伴う制作費（パンフレット作成、動画作成等）は支援の対象外

※マッチングの伴走支援との併用は可能

※昨年度利用者も別の展示会等であれば申込可能。ただし、新規の方を優先



支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

＜出展予定のオンライン展示会等＞
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展示会名 申込締切

（１） CEATEC 2022 （シーテック 2022） 6月30日（木）

（２） コンバーテイングテクノロジー総合展2023 ※ 8月31日（水）

（３） 脱炭素・エネルギー総合展 8月31日（水）

（４） 『TechMesse（テックメッセ）』 -常設型展示会 6月30日（木）

（５） 『TechMesse Academy（テックメッセ アカデミー）』 -オンラインピッチイベント 8月31日（水）

※ コンバーティングテクノロジー総合展2023は、初出展者のみ支援対象となります。



（１） CEATEC 2022 （シーテック 2022）

IT技術とエレクトロニクスの国際展示会
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支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

オンライン展示会 会期：2022年10月1日（土）～31日（月）
（参照） 幕張メッセ展示会会期： 2022年10月18日(火)～21日(金)

主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

※2021年オンライン展示会のイメージ



フィルム・シート、金属箔、紙・板紙、不織布、合成紙などの

ウェブ・シート素材を加工する技術と材料、装置に関する総合展示会
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支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

（２） コンバーティングテクノロジー総合展2023

オンライン展示会 会期：2022年12月1日（木）～2023年2月28日（火）
（参照） 東京ビッグサイト展示会会期： 2023年2月1日(水)～3日(金)

: 「塗る・貼る・切る」に関する装置・資機材の展示会

: 新しい付加価値を創造する機能性マテリアルの総合展

: SDGs、サーキュラーエコノミー技術の展示会

: 5G時代に貢献するフレキシブルデバイスの専門展

: 意匠と機能を融合して新しい価値を生みだす「加飾技術」の専門展

主催：株式会社 加工技術研究会

※初出展者のみ支援対象となります。



省エネ、エネマネ、デジタル技術、再エネ商材の出展
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支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

(３) 脱炭素・エネルギー総合展

（参照） 東京ビッグサイト展示会会期 ： 2023年2月1日(水)～3日(金)

: 省エネルギー、エネルギーマネジメント

: 分散エネルギー、地域マイクログリッド

主催：一般財団法人 省エネルギーセンター

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

オンライン展示会 会期：2022年12月1日（木）～2023年2月28日（火）



(4) 『TechMesse（テックメッセ）』

リンカーズ主催のオンライン展示会

リンカーズが提供するオンライン展示会プラットフォーム 『TechMesse』で情報公開

オンライン上に
貴社の情報を公開し

マッチング！
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支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

常設



(5) 『TechMesse Academy（テックメッセ アカデミー）』

リンカーズ×公社共催のオンラインイベント

・リンカーズネットワーク企業へのプレゼンテーションの場をオンライン上で設定

・開催時期は11月下旬を予定

製造業

リンカーズ

ネットワーク企業
オンラインプレゼンテーション
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支援メニュー [２] オンライン展示会等への出展支援

参画企業



15

支援メニュー[３]

マッチングの伴走支援

原則無料
一部自己負担発生の場合あり

＜支援内容＞



16

支援メニュー [３] マッチングの伴走支援

メニュー名 概要 申込締切

（１）
新規顧客開拓支援

（Linkers Marketing）

・中小製造業が持つ技術を、リンカーズの
ネットワークを利用して大手企業等に直接PR

・マッチング候補企業を絞り込み、面談を設定

6月30日（木）

（２）
技術パートナー探索支援

（Linkers Sourcing）

・技術課題を解決できる最適なパートナーを
リンカーズのネットワークを利用して探索

・共同研究、試作設計、プロセス改善、生産
委託、事業連携など、様々なお悩みを解決

6月30日（木）

・マッチング候補企業の選定から、面談の設定までトータルで支援

※昨年度利用者も昨年度とは別の技術・製品であればお申し込みいただけます。

ただし、新規の方を優先。
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利用料金の支援について



利用料金の支援について 〔オンライン展示会〕

出展料を全額支援！
技術発信や探索の場を確保し、新たな顧客を開拓！

支援メニュー [２]オンライン展示会等への出展支援では、出展料を全額支援
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展示会名 出展料（税別）

CEATEC（シーテック）2022 ONLINE 30万円

コンバーティングテクノロジー総合展2023 ※ 20万円

脱炭素・エネルギー総合展 20万円

〔支援対象展示会出展料参照〕

※ コンバーティングテクノロジー総合展2023は、初出展者のみ支援対象となります。



支援メニュー[3] マッチングの伴走支援では、支援メニューの利用に
かかる料金を支援

通常料金（税別）

（内訳）
登録料80万円＋面談料90万円（最大）

1. 面談申込社が3社以上となった場合、企業負担15万円（社数に関わらず定額）が

発生します。

2. 面談は申し込みのあった相手方企業すべてに対し実施いただきます。

（面談社数上限を参画企業側で選ぶことはできません。）

企業負担０円

（１） 新規顧客開拓支援 （Linkers Marketing）
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総額 170万円
面談２社まで（※）

※利用にかかる注意点

利用料金の支援について 〔マッチングの伴走支援〕



（２） 技術パートナー探索支援 （Linkers Sourcing）

（面談料30万円分＋成約料40万円は企業様負担）

通常料金（税別）

（内訳）
登録料90万円＋面談料50万円＋成約料40万円

登録料０円総額 180万円

面談料20万円支援

支援メニュー[3] マッチングの伴走支援では、支援メニューの利用に
かかる料金を支援

利用料金の支援について 〔マッチングの伴走支援〕

※面談または成約するか否かは、企業様でご判
断いただけます。

※面談料・成約料は、面談社数・成約社数に関わ
らず、定額となります。
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支援メニューの申込み～支援開始の流れ
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各
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
申
込
み

支
援
の
開
始

マッチングの伴走支援

技術募集情報の提供

オンライン展示会等
への出展支援

※技術・製品の
新規性・独自性、
市場性等を評価

※展示会等ごとに
締切日が異なります。

締切日 ： 6月30日（木）

審 査

＜随時受付＞

支援の開始

※ 申込書は、ホームページよりダウンロードできます。

※

https://www.nipc.or.jp/monozukuri/act.html#menu



支援統括担当

支援メニュー[4] 支援コーディネーターによるサポート

すべての支援メニューにおいてコーディネーターが支援いたします。

熊田C
写真

星野 博康

大手自動車メーカーに長年籍を置いた後、関係会社の経営を担当。
退職後、（独）中小企業基盤整備機構 中部本部で企業支援課のプロ
ジェクトマネージャーを経験。本事業ではコーディネーターとして当活
動のアドバイスを行う。

技術担当 熊田 茂雄

大手自動車部品メーカーにて長年、生産技術を専門として従事。退職
後、生産技術コンサルタントとして独立開業。本事業ではコーディネー
ターとして技術関連のアドバイスを行う。

WEBマーケティング担当 二宮 佳代

広告代理店出身。広告宣伝・販売促進を専門とする。本事業においては
オンライン展示会に伴う、製品プロモーション（キャッチコピー、パンフレット
や動画制作等）のアドバイスを行う。
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オンライン展示会活用のポイント

ものづくり企業技術・販路マッチング支援事業

WEBマーケティング担当

二宮佳代



24

オンライン展示会とは
オンライン上のバーチャル空間で行われる展示会
出展者が用意したフォーマットに説明文や写真、画像を掲載し、自社のブースを準備する
来場者はトップページの企業バナーをクリックし、各企業のブースへ移動する
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よくわからない

本当に
閲覧されるの？

難しそう

準備に手間が
かかりそう

オンライン展示会って
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オンライン展示会の事実

確かに

出展だけすればOK、ということはありません

でもそれはリアルの展示会も一緒です

何を目的に出展するかどうかが大切です
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オンライン展示会のメリット・デメリット

➢ 何度でも見てもらえる

➢ スタッフが拘束されない

➢ 遠方の顧客に案内しやすい

時間・場所の制限がない

➢ 来場者のデータ分析が簡単

フォローの手間が軽減

➢ デモンストレーションで

魅力を伝える製品の場合、

プロモーションが難しい

体験ができない

➢ 参画数が多いため埋もれない

よう工夫が必要

➢ 動画など見せるための工夫が

必要

PR力が重要

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト
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出展4つのチェックポイント

１

何をセールスポイントにするかを絞っているか？

セールスポイントと連動した資料・動画を用意しているか？

アフターフォローの体制を事前に準備しているか？

展示会のテーマと自社の製品特性が合っているか？

2

3

4
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展示会のテーマと自社の製品特性が合っているか？
オンライン展示会は「クリック誘導」できるかどうかがキモ
いくらよい製品でも、ユーザーニーズと合っていなければ誘導できません

１

経済発展と社会課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現を目指し、
あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い、「共創」によって未来を描く

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会です。
モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかります

わが国のエネルギー産業のプラットフォームとして、工場、ビル、施設等の
法人エネルギー需要家をはじめ、電力・ガス業界の専門家、再生可能エネルギー
事業者、地方公共団体まで、多様なプレーヤーが出展、来場します

〔各展示会出展概要〕
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何をセールスポイントにするかを絞っているか？

参画数の多いオンライン展示会は、トップページに入る「キャッチコピー」と「バナー画像」が重要
狭いスペースにたくさんの情報は入れられません
来場者に響くセールスポイントを絞ってクリックを促します

2

〔CEATEC2021 オンライン画面〕
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セールスポイントと連動した資料・動画を用意しているか？3

オンライン展示会では「説明文」「資料」「写真・動画」が営業マンの代わりです
1）自社の実績や体制がわかる会社案内 及び 2）プロモーションしたい製品案内の

準備をしましょう
また、入口でPRした製品情報と連動したページを作成することで離脱を防ぎます

〔コンバーティングテクノロジー2022資料〕
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アフターフォローの体制を事前に準備しているか？4

〔コンバーティングテクノロジー2022資料〕

オンライン展示会には「お問合せ機能」が装備されおり、来場者が出展者へコンタクトが
とれるようになっていますが、お問合せが生じるのは稀です

取得した企業担当者情報をいつ・誰が・どのようにフォローするかを事前に決めておくことで
販路開拓成果を高めます
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オンライン展示会になかなか挑戦できない

という事業者さんも多いと思います

そういう時こそ今回の支援事業を活用してください

費用対効果が出せるのか？を

確かめる最大のチャンスです

これを機に資料や動画を充実させれば

必ず後の営業にも役立ちます
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オンライン展示会お申込の企業様には

コーディネーターが伴走いたします。

ぜひお気軽にご相談ください



お問い合わせ

名古屋市新事業支援センター

お気軽にご連絡ください！！

TEL : 052-735-0808

MAIL : monozukuri@nipc.or.jp

URL : https://www.nipc.or.jp/monozukuri/
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