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参加
無料

※会場の都合上、定員に
達し次第、申込を締切ら
せて頂く場合があります。

名100
定　員

お問い合わせ ふくしまみらいビジネス交流会 事務局

ふくしまみらいビジネス交流会 事務局

受付時間／10：００～17：00 （土・日・祝日は除く）
TEL：024-983-9898／FAX：024-991-4741　E-mail：off ice2@fukushima-biz . jp

ビジネス交流会オフィシャルWebサイトの
「参加お申し込みフォーム」からお申し込みください。
※HPアドレスまたはQRコードが読み込めない場合は事務局へお問い合わせください。

https://fukushima-biz.jp/form2021.html

トップページはこちら▶https://fukushima-biz.jp

※個別商談を希望の企業様につきましては、会社概要をニーズ企業へ提供致します。そのうえで、企業のニーズに馴染まない等事由により、ご希望に添えない場合がござ
いますのでご了承ください。
　　　　　　　　　　　1.お申し込みに伴う氏名等の個人情報は適切に管理いたします。また、交流会の主催者である公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推
進機構及び公益社団法人福島相双復興推進機構、共催者である経済産業省・福島県が今後の産業振興の施策に活用する場合がございます。2.当日は、報道機関による
取材等が入る場合がありますのでご了承願います。

■その他留意事項

Fukushima Innovation Coast Promotion Organization.

現地交流会・オンライン商談会 参加お申し込み 締切日締切日 月 日11 12年2021 金

●パソコン・タブレット・スマートフォン
●メールアドレス
●インターネット通信環境
●マイクやカメラが内蔵または外付けで接続可能な機種
●ミーティングアプリ「Zoom」が利用可能な機種

「Zoom」のインストール（無料）

タブレット・スマートフォンをご利用の方

パソコンをご利用の方

iPad／iPhone
用アプリ

android
用アプリ

ZoomのWebサイト（https://zoom.us)の最下部にある、「ダウンロー
ド」をクリックして各パソコンに合ったミーティング用Zoomクライアント
をダウンロードしてださい。

交流会プラットフォームで参加企業のニーズ情報やシーズ情報が確認できます！！交流会プラットフォームで参加企業のニーズ情報やシーズ情報が確認できます！！

交流会プラットホームでは2022年2月末まで可能です。企業情報は更新していきます。
気になる企業担当者へお気軽にメッセージを送信してください。

企業一覧・資料ダウンロード
気になるカテゴリから企業の絞り込みも出来ま
す。また、資料はPDFなどでご用意いただいた
資料を、ダウンロードできます。

企業との
アポイントも

クリックひとつで！

企業
プレゼンを
配信！

講演機能
予め録画した動画や、
ライブでの動画配信を
する箇所になります。

※商談に必要なPR内容をご入力いただきます。
ご希望されるご商談のお申し込み1

事務局より商談会最終ご案内・
事前質問受付2

3 ふくしまみらいビジネス
交流会の開催

お申し込み方法お申し込み方法

ふくしまみらいビジネス交流会参加の流れふくしまみらいビジネス交流会参加の流れ オンライン商談会に必要なものオンライン商談会に必要なもの

TEL：024-983-9898

■主催／公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構　公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）　■共催／経済産業省、福島県
■後援／富岡町、独立行政法人中小企業基盤整備機構、富岡町商工会、福島県市長会、福島県町村会、福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、完全オンライン開催に変更する場合がございます。

商談のみ参加したい
企業の皆様には、
オンライン商談会も開催。(事前申込制）

Zoomで
開催！！

※商談日時は事前に事務局よりご連絡いたします。
商談時間は10：00～15：00の中で実施します。

会 場 富岡町文化交流センター
学びの森　

〒979-1151 福島県双葉郡富岡町本岡王塚６２２－１ACCESS

現地交流会にご参加いただく皆様におかれましては、マスクの着用を
はじめとした新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いします。
現地交流会にご参加いただく皆様におかれましては、マスクの着用を
はじめとした新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いします。

オンライン商談会オンライン商談会 開催
日時
開催
日時 日8 水 日9 木月12 日7 火2021年2021年 月12 日7 火 日8 水 日9 木

［開場］［開場］12：3012：30
［終了］［終了］15：3515：35

［開始］［開始］10：0010：00
［終了］［終了］15：0015：00

現地交流会現地交流会 開催
日時
開催
日時 2021年2021年 30日 火月11 30日 火月11

福島イノベーション・コースト構想は、浜通り地域等において最先端技術を活用した新たな産業を生み出すための取組です。浜通り
地域等において工場等を新増設された企業と浜通り地域等の地元企業とのビジネスマッチングイベントを開催します。発注のニー
ズを持つ企業とシーズを持つ参加企業の出会いの場として、地元企業等の新たな販路開拓の実現を目指します。

浜通り地域等で新たなビジネス機会の創出を目指して

ニーズ企業との個別商談会
または名刺交換タイムで
新たなビジネスチャンスを掴もう！！

ニーズ企業との個別商談会
または名刺交換タイムで
新たなビジネスチャンスを掴もう！！

プログラムの
詳細は中面を
ご覧ください。

●ニーズ企業プレゼンテーション
●名刺交換タイム
●個別商談会 など

企業情報が
事前にチェック
出来る！

アポイント成立でオンライン上で
顔合わせができるメリット5

詳しく知りたい企業へミーティング
リクエストの申請ができるメリット4

企業情報を閲覧・掲載できるメリット3

プラットフォーム上に
自社PRブースの設置が可能メリット2

企業登録がカンタンメリット 1

交流会プラットフォーム活用のメリット

交流会申込者限定プラットフォームだから安心！！
交流会申込者に事務局からログインIDを発行 オフィシャルWebサイトにアクセス 交流会プラットフォームにログイン

●常磐自動車道
常磐富岡ICから
車で約10分（6.1km）

お車でお越しの場合

会 場 案 内

富岡町文化交流センター
学びの森　

富岡
IC方面
富岡
IC方面

いわき
方面

常
磐
自
動
車
道

常
磐
自
動
車
道

★★

株式会社リセラ株式会社リセラ
本社（岡山県倉敷市）／
県内拠点（福島県川内村 ）
http://www.resela.co.jp

日本エンコン株式会社日本エンコン株式会社
本社（福島県南相馬市）／
県内拠点（福島県南相馬市 ）
https://www.n-encon.co.jp

日本精機株式会社日本精機株式会社
本社（東京都品川区）／
県内拠点（福島県いわき市 ）
http://www.nihonseiki.jp

株式会社レイス株式会社レイス
本社（東京都港区）／
県内拠点（福島県広野町 ）
http://race-corp.jp/factory/

中面でも
ご紹介
しています

中面でも
ご紹介
していますニーズ企業

プログラム概略

https://fukushima-biz.jp
ふくしまみらいビジネス交流会

エントリー
フォームは
こちら



現地交流会［当日プログラム］ 2021年11月30日（火）

オンライン商談会［当日の流れ］ 2021年12月7日（火）8日（水）9日（木）

［ニーズ企業のご紹介］
現地商談会 名刺交換会 オンライン商談会当日プレゼンテーション

CAM裁断機 ミシン・検査器

事業（生産）概要事業（生産）概要

水着等の縫製工場として1994年創業。アパレル縫製品の多くが海外生産に
移行する中、協力工場とアパレル以外の縫製品を模索し、メディカル製品の縫
製も手掛けるようになりました。安定した縫製現場を確立し、かつ、様々な業界
のニッチな縫製品に取り組むために、2017年川内村に工場を新設しました。

参加企業へ求めるモノ・コト参加企業へ求めるモノ・コト

県内縫製業の企業様と連携体制を築き、相互に新たなビジネスに結び付
け、国内縫製業の持続的な発展に繋げたいと考えております。今回は縫製業
の企業様はもとより、ものづくり・ユーザー側の視点からご提案いただける事
業者様とも情報交換させていただき、協業頂ける事業者様とお会いできれ
ばと思います。

http://www.resela.co.jp

本社／岡山県倉敷市本社／岡山県倉敷市 福島県川内村県内拠点

株式会社リセラ株式会社リセラ

緊急用シャワー

事業（生産）概要事業（生産）概要

万が一の有害物質事故等、有事の際に使用する緊急用シャワー・緊
急用洗眼器の製造・販売・メンテナンスを行っております。2019年、
南相馬市に製造・物流機能を集約したマザー工場を新設しました。

参加企業へ求めるモノ・コト参加企業へ求めるモノ・コト

緊急用シャワー・洗眼器の製造にあたり、SUS304材ボウルへら絞り
加工、ABS樹脂材ボウル加工、ニップル加工（定寸カット・ねじ切り・
バフ研磨）についてお願いできる県内事業者様を探しております。

https://www.n-encon.co.jp

本社／福島県南相馬市本社／福島県南相馬市 福島県南相馬市県内拠点

日本エンコン株式会社日本エンコン株式会社

事業（生産）概要事業（生産）概要

主な事業として、主力取引先である日立建機㈱様の建設重機の油圧
部品等の機械加工を行っております。生産力強化を図るため、2019
年にいわき工場を増設し、生産拠点を横浜工場からいわき工場に集
約しました。

参加企業へ求めるモノ・コト参加企業へ求めるモノ・コト

NC旋盤・マシニング用の切削刃物を取り扱う企業様、部品の材料と
なる鋳物、社内設備関係のスポット品（加工機械のステップ、治工具
の置き棚）の製作、社内設備のメンテナンスをお願いできる企業様を
探しております。

http://www.nihonseiki.jp

本社／東京都品川区本社／東京都品川区 福島県いわき市県内拠点

NC旋盤 加工機械のステップの例 治具置き棚の例

日本精機株式会社日本精機株式会社

金型（現物）

治具（現物）

自社コスメ製品

事業（生産）概要事業（生産）概要

女の子向けのキッズコスメや、女性のためのコスメ製品等、OEM・ラ
イセンス製品の企画・製造・販売を行っています。2019年に広野工
場を新設し、現在工場では主にリップスティック、チーク等の製造・研
究開発に取り組んでおります。

参加企業へ求めるモノ・コト参加企業へ求めるモノ・コト

リップスティック等の成形に使用する、ジュラコンまたはステンレス
製の治具・金型について、図面作成も含め製造をお願いできる浜通り
地域の事業者様を探しております。

http://race-corp.jp/factory/

本社／東京都港区本社／東京都港区 福島県広野町県内拠点

株式会社レイス株式会社レイス

開場
オープニング

個別商談会

主催者挨拶

休憩

閉会

12： 30～

13： 10～

13： 00～
13： 02～

13： 50～
14： 50～

15： 35
14： 55～

13： 30～

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、完全オンライン開催に変更する場合がございます。

個別商談会

ニーズ企業プレゼンテーション
名刺交換タイム

株式会社 リセラ株式会社 リセラ

（自由参加）（自由参加）

（要事前申込）（要事前申込）

（要事前申込）（要事前申込）

オンライン商談会3オフィシャルWebサイトに
アクセス

1 交流会プラットフォームに
ログイン

2

.

inininin

参加
無料

※会場の都合上、定員に
達し次第、申込を締切ら
せて頂く場合があります。

名100
定　員

富岡富岡in

参加企業Zoom
動作確認テスト3

参加企業は別室で動作確認を実施。
商談開始までオンラインのまま待機。

Zoom指定
会議室に入室1

ニーズ企業に、商談開始５分前にこ
ちらから指定した会議室に入室して
いただく。※会議室ID・PASSは事
務局より事前送付

Zoom動作
確認テスト2

会議室入室後、ニーズ企業の専用商
談ルームへ案内し、事務局OPと動
作確認を実施。

商談ルーム動作確認ルーム運営事務局（ホスト）

●音声・映像などをチェック

事務局担当 ニーズ企業
●事務局に招待されるまで待機

参加企業 参加企業

ルーム
招待参加

Zoomで商談会を実施Zoomで商談会を実施

※参加企業を商談ルームへ招待し商談開始。※終了時間５分前になったら事務局から通知をします。

オンライン
商談開始

※

事前テストや当日の商談会は事務局が徹底サポートします。

inininin

参加
無料

※会場の都合上、定員に
達し次第、申込を締切ら
せて頂く場合があります。

名100
定　員

富 岡富 岡富 岡富 岡
富 岡富 岡富 岡富 岡

ABSボウル

SUSボウル


