
令和３年度「ものづくり企業技術・販路
マッチング支援事業」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3年6月10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」



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＞

ネットを活用し
た販路開拓を
支援 2



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 （大手企業等との取引）

（２）オンライン展示会等への出展支援

・ 予定 ４展示会

（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）コーディネーターによるサポート
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本事業の全体イメージ
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支援メニュー（１）技術募集情報の提供

⚫ 大手企業等の発注案件へのエントリー

①リンカーズに開設したマイページにご希望企業様を登録。

②登録が承認され企業登録されると、サイト上で大手企業等
の発注案件が閲覧でき、「一次エントリー」ができる。

③発注元の審査を経て、発注元企業と面談を行う。

案件の閲覧・エントリー 審査・紹介・面談

業務提携

製造業 大手企業等

無料
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⚫マイページ（リンカーズ）

案件名・発注企業者名などが
自由に閲覧できる。

無料支援メニュー（１）技術募集情報の提供
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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

＜出展予定オンライン展示会等＞

➢『ネプコンジャパン[オンライン]』 ＜主催：リードエグジビションジャパン＞

➢『CEATEC（シーテック）2021 ONLINE』 ＜主催：電子情報技術産業協会＞

➢『TechMesse（テックメッセ）』 ＜主催：リンカーズ＞

➢『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

＜主催：名古屋産業振興公社、リンカーズ＞
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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

● 『ネプコンジャパン -オンライン-』

会期 ２０２１年９月８日（水）～１０日（金）

世界中の電子機器メーカーと商談できる展示会！

POINT①

世界中から２５００社以上が出展。１１万人の来場実績（２０２０年）

POINT②

世界中の電子機器メーカー３０,０００人が来場

POINT③

チャット商談やオンライン名刺交換ができる
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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

● 『CEATEC（シーテック）2021 ONLINE』

会期 ２０２１年１０月１９日（火）～１０月２２日（金）

IT技術とエレクトロニクスの国際展示会！

２０２０年の来場実績は９６，６２５人
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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

● 『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『Tech 
Messe』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

● 『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

オンライン上で設けます。

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（３）マッチングの伴走支援

⚫ 新規顧客開拓支援 （Linkers Marketing）

中小製造業が持つ技術を、リンカーズが大手企業等に直接PR。
マッチング候補企業を絞り込み、面談を設定。

⚫ 技術パートナー探索支援 （Linkers Sourcing）

シーズ段階の技術や製品を技術現場の決裁者や、技術者、研究者へ
紹介。製品化のための技術提供やアドバイスなどパートナー発掘を目指す。

一部自己
負担発生の
場合あり
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⚫ 新規顧客開拓支援 （Linkers Marketing）

中小製造業が持つ技術を、リンカーズが大手企業等に直接PR。
マッチング候補企業を絞り込み、面談を設定。

準備期間 リスト作成・提案 面接調整

✓ 技術紹介シート作成
フォロー

✓ 提案先リスト作成
（最大50社）

✓ 提案用パンフレット作成
✓ 提案先へのセールス
✓ セールスによって得た
現場の声を閲覧

✓ 有望ユーザーへの一斉
メール配信（任意）

✓ 初回面談のご支援

約3か月 約1か月所要期間

サービス

支援メニュー（３）マッチングの伴走支援
一部自己
負担発生の
場合あり
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準備期間 リスト作成・企業絞り込み 面接

✓ 案件シート作成 ✓ 候補者のリストアップと
リンカーズによるヒアリ
ング、報告

✓ 候補企業の絞り込み

✓ 初回面談の
ご支援

約1.5か月 2週間～所要期間

サービス

⚫ 技術パートナー探索支援 （Linkers Sourcing）

シーズ段階の技術や製品を技術現場の決裁者や、技術者、研究者へ
紹介。製品化のための技術提供やアドバイスなどのパートナー発掘を目指す。

成約

2週間～

支援メニュー（３）マッチングの伴走支援
一部自己
負担発生の
場合あり
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利用料金の支援について

⚫ オンライン展示会等への出展費用支援の例

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、出展費用を支援します。

・ ネプコンジャパン[オンライン]

通常料金

出展料 37.5万円

0円（全額支援）

・ CEATEC（シーテック）2021

通常料金

出展料 40万円

0円（全額支援）
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利用料金の支援について

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します。

通常料金（※税別）

登録料 80万円 面談料 90万円（最大）+

0円（全額支援）
＜一部企業様負担＞

⚫ 新規顧客開拓支援 （Linkers Marketing）

面談料 0円 または 15万円
（面談2社まで） （面談が3社以上となった場合）

（面談2社までの場合）企業負担0円で全国の大手企業等と

販路マッチングができる！

※面談は申込のあった相手方企業全てに対して実施します。（面談社数を選ぶことはできません。）
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通常料金（※税別）

登録料 80万円 面談料 50万円+

0円（全額支援）

⚫ 技術パートナー探索支援 （Linkers Sourcing）

成約料 40万円+

企業様負担

登録料を全額支援！
製品化のためのパートナーとマッチングができる！

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します。

利用料金の支援について
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コーディネーターの支援と流れ
新事業支援センターへお問い合わせ・お申込み

コーディネーターが面談

リンカーズ担当者へ引き継ぎ
コーディネーターによる

技術やPRのブラッシュアップ

リンカーズのサービス開始

＜技術・PRに課題がない場合＞ ＜技術・PRに課題がある場合＞
無料

面談やオンライン展示会への参加

※各支援策を受けられる際は、当センターによる事前審査が必要です。

参加企業様のマーケティング・技術等へのアドバイス

支援メニュー（４）コーディネーターによるサポート
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事業へのお申込みの流れ

事業参加登録（6月10日～）

各支援メニューの詳細や必要事項等を個別にご案内

各支援メニューのお申込み

審査後、支援対象企業の決定
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＜登録方法＞
(1) 登録フォーム、または、(2) 登録票により、
企業の基本情報や希望する支援メニューを登録

支援の開始



―登録フォームから参加登録をされる場合ー

専用登録フォームに必要事項を
入力して送信

（企業基本情報、ご担当者連絡先、

希望する支援メニュー 等）

登録フォームこちらから
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事業参加登録の方法（その１）



①専用サイトより、登録票様式
（エクセル）を取得

（https://www.nipc.or.jp/monozukuri/）

②登録票様式（エクセル）に必要
事項をご入力

③メールで名古屋産業振興公社
に送付

【宛先】 shien@nipc.or.jp

※ご質問等がある場合はメール本文
にご記載いただけます。
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―登録票により参加登録をされる場合ー

事業参加登録の方法（その２）

https://www.nipc.or.jp/monozukuri/
mailto:shien@nipc.or.jp


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 : shien@nipc.or.jp

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