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資料３ 見本市等への出展助成 

 

企 業 名 
所 在 地 
電話番号 

出 展 概 要 成 果 等 

 

株式会社板野紙工 
 
広島市佐伯区五日市町大
字上河内 468番地 
 
TEL 082-928-0515 

 
《出展物》 
ダンボールマネキン「パピルス」 

《出展見本市》 
販促ワールド 2018夏 (東京都) 

《出展期間》 
平成 30年 7月 4日～7月6日 
 

 
・150名と名刺交換し、30件の
商談を行い、2件の成約があり
ました。 

・新商品の認知度向上に繋がり、
新商品に対する意見やヒント
をいただきました。 

・新規顧客情報を得ることがで
きました。 

 
 

株式会社フリーダム 
 
広島市安佐北区落合一丁
目 48番 1-904号 
 
TEL 082-845-4780 
 

 
《出展物》 
FDF-450（貼り箱製造用内側折り返し

圧着機） 
《出展見本市》 
IGAS2018（国際総合印刷テクノロジ

ー＆ソリューション展）(東京都) 
《出展期間》 
平成 30年 7月 26日～7月31日 
 

 

・300名と名刺交換し、50件の
商談を行い、10件の成約があ
りました。 

・ブース訪問者を通じて、見本
市に来場できなかった方を紹
介していただきました。こち
らの方は弊社工場を訪問して
くださり、商談が進んでいま
す。 

 

株式会社ケミカル山本 
 
広島市佐伯区五日市町美
鈴園 17番 5号 
 
TEL 0829-30-0820 

 
《出展物》 
スーパーシャイナーWX（ステンレス

溶接焼け取りと耐食性付与対応型電

源） 
《出展見本市》 
表面改質展 (神奈川県) 

《出展期間》 
平成 30年 9月 5日～9月7日 
 

 
・168名と名刺交換し、120件の
商談を行いました。 

・出展後に当社技術についての
問い合わせや、サンプルを送
付いただいての試験実施に繋
がりました 

・冷やかしの来場はほとんどな
く大手企業からも来場いただ
きました。 

 

株式会社リシュラ 
 
広島市西区商工センター
二丁目 7番 20号 
 
TEL 082-270-4885 

 
《出展物》 
ループケア（古着をリプロダクトし

た、シェルフ・カードケース・アル

バム・日傘・ドックウエア・バック） 
《出展見本市》 
インテリアライフスタイル (東京
都) 

《出展期間》 
平成 30年 5月 30日～6月1日 
 

 

・93名と名刺交換し、12件の商
談を行い、1件の成約がありま
した。 

・メディアからの取材（掲載）
見込みに繋がりました。 

・ワークショップの問い合わせ
を多く頂き、仕立て直しの窓
口として契約したいという要
望をいただきました。 

 

ユーメン醤油株式会社 

 

広島市安佐北区安佐町大

字筒瀬 269番地 
 

TEL 082-231-1259 

 
《出展物》 
おもちにつけてみんさい 

《出展見本市》 
第 17回ビジネスフェア中四国 2019
（広島県） 

《出展期間》 
平成 31年 2月 8日～2月9日 
 

 
・12名と名刺交換し、4件の商
談を行いました。 

・興味を持っていただいた方々
と商談を継続しており、会場
で購入していただいた方もい
ます。販売場所についても問
い合わせをいただきました。 
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企 業 名 
所 在 地 
電話番号 

出 展 概 要 成 果 等 

 
新まるせ工事株式会社 
 
広島市中区光南五丁目 
2番 31号 
 
TEL 082-244-1101 

 
《出展物》 
カキララ（牡蠣殻セラミックス水溶
液＆粉末） 
《出展見本市》 
第 5 回 CareTEX 東京 2019（東京
都) 

《出展期間》 
平成 31年 2月 6日～2月8日 
 

 
・93名と名刺交換し、7件の商
談を行い、2件の成約がありま
した。 

・資料請求や試験的に購入をし
ていただいた方がいました。 

・出展後に取引先金融機関主催
による海外バイヤーとの商談
会出席に繋がりました。 

 
ヒロコン株式会社 
 
広島市安佐南区中須一丁

目 16番 10号 
 
TEL 082-831-0121 

 
《出展物》 
ものづくり製造ＡＩ予測システム 

《出展見本市》 
第 30回設計・製造ソリューション展
(東京都) 

《出展期間》 
平成 31年 2月 6日～2月8日 
 

 
・22 名と名刺交換し、3 件の商
談を行いました。 

・製造業の生産技術担当者、公
的支援機関相談員、ＩＴコン
サルタントなどにブース訪問
していただきました。 

・展示会にて商談を行った企業
には、今後の商談を試みてい
ます。 

 
 
株式会社猫島商店 
 
広島市西区商工センター
一丁目 10番 23号 
 
TEL 082-277-6541 

 
《出展物》 
冷凍小松菜煮びたし 1kg 

《出展見本市》 
2018しんくみ食のビジネスマッチン
グ展 (東京都) 

《出展期間》  
平成 30年 11月 6日 
 

 
・30 名と名刺交換し、8 件の商
談を行いました。 

・ブース訪問者から弊社商品を
使用したいという声や、新商
品の提案をいただきました。 

・出展を機に、数年間取引の無
かった会社の新しい担当者と
商談の予約を取ることができ
ました。 

 

 
広島北ビール株式会社 
 

広島市安佐北区三入東二

丁目 45番 8号 

 

TEL 082-557-4398 

 
《出展物》 
広島オイスタースタウト、柚子エー
ル、広島シトラスＩＰＡ 

《出展見本市》 
第 13 回広島県信用金庫合同ビジネ
スフェア 2018(広島県) 

《出展期間》 
平成 30年 10月 25日 
 

 
・35 名と名刺交換し、3 件の商
談を行い、1件の成約がありま
した。 

・テレビ局やＪＲ西日本にブー
ス訪問していただき、報道や
宣伝でのお付き合いに繋がり
そうです。 

 
株式会社セイワ技研 
 
広島市佐伯区五日市町大
字上河内 141番 2号 
 
TEL 082-927-1221 
 
 
 

 
《出展物》 
ＳＭスクリューフィーダー 

《出展見本市》 
国際粉体工業展東京 2018（東京都） 

《出展期間》 
平成 30年 11月 28日～11月 30日 

 
・165名と名刺交換し、116件の
商談を行いました。 

・出展を機に以前は問合せのみ
で終わっていた方から、実物
を見て頂いたことで再アクシ
ョンをいただきました。 

・これまでのサイト経由以外で、
初めてお客様との繋がりを多
く持つ機会となりました。 

・お客様が具体的に困っている
問題点について、直接多くの
テーマを拾うことができまし
た。 
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所 在 地 
電話番号 

出 展 概 要 成 果 等 

 
株式会社ヒロテック 
 
広島市佐伯区石内南五丁
目 2番 1号 
 
TEL 082-941-7809 

 
《出展物》 
バーチャル・ロボット・シミュレー

ションシステム 
《出展見本市》 
ひろしま AI・IoT 進化型ロボット展

示会 2018（広島県） 
《出展期間》 
平成 30年 12月 12日～12月 13日 
 

 
・140 名と名刺交換し、27 件の
商談を行いました。 

・来場者からセミナーの実施依
頼や、弊社工場見学の希望を
いただきました。 

・来場者から技術開発協力の希
望をいただきました。 

 
産業機電株式会社 
 
広島市佐伯区八幡東三丁
目 29番 12-5号 
 
TEL 082-929-1711 

 
《出展物》 
リアライン（re-align）シリーズ新

商品 

座るだけで骨盤の歪みを整え腰痛を

軽減・防止する次世代座椅子 
《出展見本市》 
ウーマンズヘルスケアフォーラム

2018東京大会（東京都） 
《出展期間》 
平成 30年 11月 11日 
 

 
・40件の商談を行いました。 
・サンプル商品をブース来場者
に使用していただき、効果に
ついて興味を持っていただき
ました。 

・商品の購入について問い合わ
せが多くありました。 

 

  


