
 

資-7 

 

資料３ 見本市等への出展助成 

 

企 業 名 
所 在 地 
連 絡 先 

出 展 概 要 成 果 等 

 
株式会社テクノクラー
ツ 
 
広島市南区的場町 
一丁目 5番 5号 
 
TEL 082-264-1010 

 
《出展物》 
次世代アンダーカット成形ユニット
“すっぽん”標準機種 

《出展見本市》 
難加工技術展 2017 (神奈川県) 

《出展期間》 
平成 29年 9月 6日～9月8日 
 

 
・22名と名刺交換し、133件の商談
を行い、28 件の成約がありまし
た。 

・新商品の認知度向上に繋がりまし
た。 

・新規顧客情報を得ることができま
した。 

・出展後に、ホームページや広告等
を経由した問い合わせ件数が増
加しました。 

 
友鉄工業株式会社 
 
広島市安佐北区亀山 
二丁目 24番 14号 
 
TEL 082-837-0490 
 

 
《出展物》 
耐腐食性能マンホール鉄蓋 

《出展見本市》 
下水道展‘17東京 
(福岡県) 

《出展期間》 
平成 29年 8月 1日～8月4日 

 
・118名と名刺交換し、40件の商談
を行い、2件の成約がありました。 

・出展により、自社商品の他社製品
と比較した優位性を多数の下水
道担当者に十二分に理解してい
ただいたため、今後の営業展開に
期待が持てます。 

 
株式会社プラスワン 
 
広島市西区大宮二丁目
1番 11号 TOPビル１F 
 
TEL 082-509-5055 

 
《出展物》 
介 護 保 険 総 合 支 援 シ ス テ ム

「SmileOne」及び SmileWeb+システ

ム) 
《出展見本市》 
第 44 回国際福祉機器展 H.C.R.2017 
(東京都) 

《出展期間》 
平成 29年 9月 27日～9月29日 

 
・60 名と名刺交換し、15 件の商談
を行いました。 

・販売代理店や設備関係の協力店を
得ることができました。 

・既に開業している介護事業所の方
の来場が多かったため、介護事業
所のシステム導入状況を把握す
ることができました。 

 
株式会社松岡製作所 
 
広島市西区商工センタ
ー八丁目 9番 33号 
 
TEL 082-277-2571 

 
《出展物》 
クリーンキャビネット M 

《出展見本市》 
住スタイルTOKYO2017キッチンEXPO 
(東京都) 

《出展期間》 
平成 30年 6月 8日～6月 11日 

 
・140名と名刺交換し、85件の商談
を行い、7件の成約がありました。 

・既存の取引企業や新規アプローチ
中の企業の担当者に新商品の実
物を見ていただくことで、採用検
討をしていただけることになり、
成約に繋がりました。 

・既存の取引先にご来場いただき、
新規プロジェクトへの採用を検
討していただくことができまし
た。 

 

株式会社 Medical-In 

 

広島市安佐北区口田南

四丁目 23番 2号 
 

TEL 082-962-2627 

 
《出展物》 
RS_Base（アールエスベース） 

《出展見本市》 
国際モダンホスピタルショウ 2017
（東京都） 

《出展期間》 
平成 30年 7月 12日～7月14日 

 
・127名と名刺交換し、50件の商談
を行い、2件の成約がありました。 

・当社は、広島では知名度があるが、
全国的には知名度が無いと再認
識しました。 

・日本全国の医療機器メーカーに宣
伝できたことが大きな成果です。 

・これまで電話やメールだけでやり
取りしてきたメーカーの方々と
直接会って話ができたことは大
きな収穫でした。 
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企 業 名 
所 在 地 
連 絡 先 

出 展 概 要 成 果 等 

 
HEREDIA KOMIYAMA 

design 
 
広島市安佐北区安佐町
飯室 4791-1 
 
TEL 082-881-6122 

 
《出展物》 
パーソナルリフレッシングプロダク
ト「木聞器 - KiKiKi」 
《出展見本市》 
IFFTインテリアライフスタイルリビ
ング(東京都) 

《出展期間》 
平成 29年 11月 20日～11月 22日 

 
・53 名と名刺交換し、37 件の商談
を行い、2件の成約がありました。 

・出展をきっかけに、新商品が雑誌
に掲載されました。 

 

 
センナリ株式会社 
 
広島市安佐北区安佐町

大字久地 2683-25 
 
TEL 082-810-3000 

 
《出展物》 
広島県産レモン果汁ドレッシング 

3種類 
《出展見本市》 
第 12 回地方銀行フードセレクショ
ン(東京都) 

《出展期間》 
平成 29年 11月 9日～11月 10日 

 
・45 名と名刺交換し、33 件の商談
を行い、5件の成約がありました。 

・新商品のラベルのデザイン等は、
来場者に評判が良く、今後は女性
や若者への展開が見込めます。 

 
株式会社フォノグラム 
 
広島市中区西十日市町
9番 9号 
 
TEL 082-532-7750 

 
《出展物》 
AUN（あうん） 

《出展見本市》 
ひろしま IT総合展 2017 (広島市) 

《出展期間》 
平成 29年 10月 25日～10月 27日 
 

 
・77 名と名刺交換し、77 件の商談
を行い、1件の成約がありました。 

・システム開発を行っている企業か
ら協業したいとのお話をいただ
きました。 

 
八千代工業株式会社 
 

広島市安佐北区可部 

一丁目 1番 4号 

 

TEL 082-815-1785 

 
《出展物》 
回転式マグネットケース/引き出し
型収納ケース/棚マグネット 

《出展見本市》 
Paper World2018 (ドイツフランクフ
ルト) 

《出展期間》 
平成 30年 1月 27日～1月30日 

 
・54 名と名刺交換し、54 件の商談
を行いました。 

・商品購入の決定権を持っている方
の来場が多かったため、多くの見
積依頼がありました。 

 
株式会社歴清社 
 
広島市西区三篠町 
三丁目 20番 4号 
 
TEL 082-237-3530 

 
《出展物》 
金属箔粘着シート 

《出展見本市》 
寺社設備産業展 2017（大阪府） 

《出展期間》 
平成 29年 11月 8日～11月 10日 

 
・127名と名刺交換し、38件の商談
を行い、2件の成約がありました。 

・寺院住職、その他寺院関係者、仏
壇店等に当社を知っていただく
良いきっかけになりました。 

・多くの寺院住職から、当社の事業
全般についてご質問をいただき
ました。 

  

 


