
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
（公財）名古屋産業振興公社・名古屋市

リンカーズ活用サービスのご紹介

リンカーズ株式会社

蓑田朋彦
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本支援事業におけるリンカーズ支援内容に関して
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技術募集情報の提供
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●どの様な企業ニーズ情報が見ることができるか～これまでの実績一部抜粋～

技術募集情報の提供
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●ご登録の流れ

技術募集情報の提供

https://linkers.net/r/EBamR
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●ご登録の流れ

技術募集情報の提供

https://linkers.net/r/EBamR

貴社情報登録を
お願い致します

閲覧したい業界
情報を選択

メール案内が
欲しい曜日選択

が可能
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●案件エントリーの流れ

技術募集情報の提供

配信メールから
リンクをクリック
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●案件エントリーの流れ

技術募集情報の提供

探索内容を確認
してエントリー
ボタンクリック

必要内容を記載して
エントリー終了
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●案件管理

技術募集情報の提供

自分がエントリーした案件を
一覧で確認することが可能
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オンライン展示会等への出展支援

常設Web展示会
サービス

オンライン展示会
イベント
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オンライン展示会等への出展支援

常設Web展示会
サービス

オンライン展示会
イベント



p. 12

オンライン展示会等への出展支援

●TechMesseとは「ものづくり企業」の見込顧客獲得を支援する
「Web展示会プラットフォーム」です。

1．TechMesseにアカウント登録を行うと、技術を掲載することができます

2．TechMesseに技術を掲載すると、Web上で閲覧者を集めることができます

3．興味を持った閲覧者から、技術に関するお問い合わせを直接受け取れます

掲載者 閲覧者
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オンライン展示会等への出展支援

●本事業提供プランに関して

無料プラン 有料プラン

費用 無料 3万円（月額）

掲載可能な技術数 2つまで 無制限

レポート項目

PV数 〇 〇

質問・問合せの内容 〇 〇

興味あり数 〇 〇

TechMesse会員の

閲覧者の所属企業名
〇 〇

TechMesse会員の

閲覧者の役職
× 〇

TechMesse会員でない

閲覧者の所属企業
× 〇

名古屋産業
振興公社負担
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オンライン展示会等への出展支援

●有料プランの機能と活用例①
TechMesse未会員・未ログインの閲覧者の所属企業の可視化
既存取引先と異なる業界の企業からのアクセスを把握し
新たな取引先のアタックリストを作成
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オンライン展示会等への出展支援

●有料プランの機能と活用例②
技術の掲載枠数の増枠
同一技術を、営業対象の業界ごとに複数の書き方で掲載し、問合せを効率的に獲得
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オンライン展示会等への出展支援

●会員登録の流れ

https://techmesse.com

新規会員登録
をクリック

会員登録～技術登録の流れは、ここから
動画でもご覧いただけます。

https://techmesse.com/
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オンライン展示会等への出展支援

●会員登録の流れ

メールアドレス
を入力

掲載者として登録
をクリック
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オンライン展示会等への出展支援

●会員登録の流れ
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ
登録済みアカウントよりログイン（https://techmesse.com）

https://techmesse.com/
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

「技術／製品を新規登録」
をクリック
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

必要に応じてテンプレートを選択

※4種類のテンプレートをご用意しています。
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

タイトル、カテゴリ
本文を記入

画像アップロード
※jpg, png形式のみ
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

クリックして
用途／解決できる課題を記入
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

公開ステータスを
非公開→公開

に切換えて情報を登録

準備が整ったら公開ステータスを切換え登録
※まだ公開しない場合は、「非公開」のままで登録すると下書きとして保存されます。
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オンライン展示会等への出展支援

●技術登録の流れ

編集、公開ステータスの
切り替えはここから

登録済みの情報は「技術／製品一覧」から随時編集可能
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オンライン展示会等への出展支援

常設Web展示会
サービス

オンライン展示会
イベント
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オンライン展示会等への出展支援

●オンライン展示会イベント全体概要

技術シーズ発信
希望企業募集

登壇企業様
選定

リンカーズネットワーク企業

Webピッチイベント アンケート
収集

集客

聴講者
アンケートデータ共有

アンケート結果をもとに
聴講者へのアプローチ
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オンライン展示会等への出展支援

●オンライン展示会イベントに関して

申込込み期間：6/10～8/20
イベント実施：11月下旬予定

登壇企業社数：8社程度
持ち時間/社：5分程度

応募方法：
名古屋産業振興公社様HPにアクセス

→公社さま側に貴社情報連絡
→詳細決定次第公社様から連絡
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オンライン展示会等への出展支援

●ご登壇企業様にご実施頂くこと

～イベント前

プレゼン資料
準備

オンライン
イベント応募

リハーサル

イベント当日

イベントにて
プレゼン

質疑応答
対応

イベント後～

聴講者
アンケート
結果確認

営業活動
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技術探索
サービス

技術販路
開拓支援サービス

マッチングの伴走支援
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技術探索
サービス

技術販路
開拓支援サービス

マッチングの伴走支援
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マッチングの伴走支援

●貴社商品・技術の販路開拓支援

様々な業界
に対応

10,000人を超える

技術者/研究者DBから
任意の50社をリスト化し

提案活動を実施

異業種を含む
技術シーズに興味をもつ

250社以上の大手有望企業

に技術配信
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マッチングの伴走支援

●全体のプロセス

名古屋産業
振興公社負担

面談数が3社を超え
た場合

企業様側負担
15万円（税別）

面談数2社まで
名古屋産業

振興公社負担



p. 34

マッチングの伴走支援

●リンカーズシステム利用のために発注者アカウント発行
https://linkers.net/users/roles

企業情報や事業内容の登録が必
要となります。

お申込み後リンカーズ事務局側
でアカウント登録の承認を実施

※注※
技術情報提供でご紹介した登録とは
別のアカウントとなります

https://linkers.net/users/roles
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マッチングの伴走支援

●頂いたシートを元にリンカーズ事務局側で案件登録を実施 Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●案件内容登録画面を確認し、初期設定をおこなう Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●その他必要な項目を入力・募集内容を確定する Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●その他必要な項目を入力・募集内容を確定する Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●案件内容を確認して「サービス開始」ボタンをクリック
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マッチングの伴走支援

●案件内容を確認して「サービス開始」ボタンをクリック
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マッチングの伴走支援

●提案状況を確認のため登録済みアカウントよりログインを実施
（https://linkers.net/users/sign_in）

https://linkers.net/users/sign_in
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マッチングの伴走支援

●提案リスト一覧を確認
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マッチングの伴走支援

●差し替えを希望の場合は3社まで差し替えることが可能
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マッチングの伴走支援

●差し替えを希望の場合は3社まで差し替えることが可能
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マッチングの伴走支援

●提案先が確定し、提案開始となりましたら営業担当者までご連絡ください。
提案資料、リストともに確定となり、弊社からの提案を開始します。
提案状況の進捗はシステムから確認できます。
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マッチングの伴走支援

●登録案件に面談希望や、辞退があった場合メールで通知が入ります。
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マッチングの伴走支援

●面談希望の場合、「質問中・面談調整」のメニューに回答が表示されます。
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マッチングの伴走支援

●必要に応じて個別チャット利用マニュアルを参照することができます
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マッチングの伴走支援

●対象企業のメッセージを確認します
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マッチングの伴走支援

●メッセージの回答期限を設定/メッセージ送信準備
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マッチングの伴走支援

●内容を確認しメッセージ送信
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マッチングの伴走支援

●内容を確認しメッセージ送信
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マッチングの伴走支援

●候補企業とのメッセージのやり取りで面談日程が確定した場合、
確定ボタンを押下します
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マッチングの伴走支援

●日程の確定には、候補企業担当者名・連絡先電話番号・面談日が必要です

※候補企業側にも確定のメールが配信されます
システム上で確定を実行した後は候補企業と直接メール等でやり取りをお願いいたします
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マッチングの伴走支援

●提案の辞退があった場合には、辞退理由を確認することができます
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マッチングの伴走支援

●候補企業から技術に対する質問があった場合も個別チャットで返信します
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マッチングの伴走支援

●画面を「候補と直接やり取りする」に切り替えます
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マッチングの伴走支援

●対象の企業名を押下します



p. 59

マッチングの伴走支援

●テンプレートを活用しながら質問に回答
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マッチングの伴走支援

●案件クローズに関して

面談調整リスト作成・提案

3ヶ月 1ヶ月

案件クローズ

※リスト作成～4ヶ月で案件クローズ致します
案件の終了処理はリンカーズ事務局側にて実施いたします
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技術探索
サービス

技術販路
開拓支援サービス

マッチングの伴走支援
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マッチングの伴走支援

●技術ニーズ・課題を解決してくれるパートナー探索に活用
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マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcingの特徴/候補者探索方法

産業コーディネーター

による候補者推薦

候補者からの立候補

（会員制の専用システム）

独自のDBを活用した

自社探索

1,000名以上の

産業コーディネーター
12,000アカウント超

1,200件超の探索で蓄積された

数万社規模の独自DB

1 2 3
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マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcingの特徴/候補者探索方法

産業コーディネーター

による候補者推薦

1,000名以上の

産業コーディネーター

1
提携している産業コーディネーターは日本全国

1,000名以上、自身の持つネットワークを元に有

力候補者を推薦する仕組みです。
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マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcingの特徴/候補者探索方法

候補者からの立候補

（会員制の専用システム）

12,000アカウント超

2

弊社システムにアカウント登録した候補者が自ら

合致する案件を探してエントリーする仕組みです
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マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcingの特徴/候補者探索方法

独自のDBを活用した

自社探索

1,200件超の探索で蓄積された

数万社規模の独自DB

3
リンカーズがこれまでのマッチングで蓄積した独

自のものづくり法人DBを活用し、候補企業を自社

で探索して、エントリーを促す仕組みです。

×××株式会社

×××株式会社

×××株式会社

×××株式会社

×××株式会社

×××株式会社

長野県×××

大阪府×××

東京都×××

東京都×××

三重県×××

静岡県×××



p. 67

マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcing特徴/技術探索の付加価値

1 豊富な情報ソースとものづくりマッチングに精通した社内の専門チーム

リンカーズ独自のネットワークにより豊富な情報を調査します。さらに

社内の工学系・理学系の専門家、メーカーでの開発業務経験者、コンサ

ル出身者などがプロジェクトを担当し全体をマネジメントします。

2 企業リストだけでなく、候補者自身が記載した「対応可能性の生の声」を取得

結果報告では、調査対象となったすべての候補者名称を公開します。また、リンカーズ

からのヒアリングや候補者が直接入力した対応可能性に関する生の声を公開いたします。

3 発注者名など情報の秘密性を高めた仕組み

候補者へは面談調整まで発注者名を「大手国内メーカー」のように

伏せたまま探索を進めることができます。新製品開発など秘密性の

高い事業にもご利用いただいています。

「○○○○株式会社」

▼ SECRET▼

「大手国内メーカー」
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マッチングの伴走支援

●Linkers Sourcing活用シーン

研究 開発 調達 生産企画・構想

知見のある専門家を探したい

試作先を探したい

研究開発パートナーを探したい

生産委託先を
探したい

試験・評価してもらえる
外注先を探したい

サプライヤを
探したい

生産技術パートナー
を探したい
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マッチングの伴走支援

●全体のプロセス

名古屋産業
振興公社負担

企業様側負担
50万円（税別）

企業様側負担
40万円（税別）
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マッチングの伴走支援

●案件相談シートの作成（産業コーディネーターの方々/リンカーズ支援）

実現したい目標を具体的な案件に落とし込んでいきます

どのようなパートナー像を探索するのか方向付けます

探索のの背景などを記入し、より具体的な提案が出るようにします

候補者にヒアリングしたい内容について質問を設定します
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マッチングの伴走支援

●案件内容をリンカーズの専用システムに登録(リンカーズ事務局で作業)。
内容を再確認し、探索開始ボタンを貴社に押していただきます
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マッチングの伴走支援

●リンカーズシステム利用のために発注者アカウント発行
https://linkers.net/users/roles

https://linkers.net/users/roles
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マッチングの伴走支援

●リンカーズシステム利用のために発注者アカウント発行
https://linkers.net/users/roles

企業情報や事業内容の登録が必
要となります。

お申込み後リンカーズ事務局側
でアカウント登録の承認を実施

※注※
技術情報提供でご紹介した登録とは
別のアカウントとなります

https://linkers.net/users/roles
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マッチングの伴走支援

●頂いたシートを元にリンカーズ事務局側で案件登録を実施 Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●案件内容登録画面を確認し、初期設置を行う Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●必要な項目を入力・募集内容を確定する Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●必要な項目を入力・募集内容を確定する Linkers側で作業
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マッチングの伴走支援

●案件の承認、内容を確認して「案件登録承認へ」ボタンをクリック
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マッチングの伴走支援

●登録案件に提案があった場合、メールで通知が入ります
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マッチングの伴走支援

●登録済みアカウントよりログインを実施（https://linkers.net/users/sign_in）

https://linkers.net/users/sign_in
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マッチングの伴走支援

●案件状況の確認
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マッチングの伴走支援

●探索された候補企業の詳細を確認するには「探索〇社」のリンクをクリック
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マッチングの伴走支援

●質問に対しての回答確認を実施する場合は対象の企業名をクリック
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マッチングの伴走支援

●回答内容を確認の上選定をシステム上で実施可能
面談申請を行うと候補企業と直接チャットシステムを利用して日程調整が可能
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マッチングの伴走支援

●回答内容を確認の上選定をシステム上で実施可能
面談申請を行うと候補企業と直接チャットシステムを利用して日程調整が可能

何社と面談を希望されても面談料は一律50万円税別）です
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マッチングの伴走支援

●面談申請を行うと面談システム利用マニュアルが表示
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マッチングの伴走支援

●画面をスクロールして「面談システム」ボタンをクリック
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マッチングの伴走支援

●対象企業へ面談オファーを実施
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マッチングの伴走支援

●メッセージ作成画面が表示され候補企業に送付するオファーを作成
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マッチングの伴走支援

●メッセージの回答期限を設定/メッセージ送信準備



p. 91

マッチングの伴走支援

●内容を確認しメッセージ送信



p. 92

マッチングの伴走支援

●内容を確認しメッセージ送信



p. 93

マッチングの伴走支援

●候補企業とのメッセージのやり取りで面談日程が確定した場合
「確定」ボタンをクリック



p. 94

マッチングの伴走支援

●面談日程確定に際して必要事項を記載

※候補企業側にも確定のメールが配信されます
システム上で確定を実行した後は候補企業と直接メール等でやり取りを
お願いいたします



p. 95

マッチングの伴走支援

●面談後候補企業の評価を実施



p. 96

マッチングの伴走支援

●最終評価としてマッチング成立になった場合成約費用が発生

何社と成約になった場合でも成約費用は一律40万円（税別）です



p. 97

マッチングの伴走支援

●すべての候補企業の評価が終了した場合、案件終了ボタンをクリック



p. 98

マッチングの伴走支援

●総括として候補企業に向けたお見送り文を入力し終了申請をクリック

※注※
面談や成約に至った企業名を記載しないでください



p. 99

是非とも本事業にご参加の程宜しくお願い致します


