
① ② ③

発注
内容

旋盤加工 インサート成型 板金加工部品

用途 コネクタ 携帯電話用コネクタ ＰＣ用電子部品

必要
設備

ＮＣ旋盤 他 フープ成型機 タレパン、ベンダ等

材質 ＳＵＳ ＬＣＰ他 ステンレス

数量 １０Ｋ～１００Ｋ １００Ｋ／月 月数件

納期 ３週間 ２週間 相談

■ 開催概要

■開催日：令和2年３月1３日(金)

■場 所：丸の内二重橋ビル 会議室

（東京都千代田区丸の内３－２－２）

■募集企業数：発注企業 40社
受注希望企業 200社

■費 用：エントリー 無料
商談会当日の商談に至った場合、商談件数に応じて以下の
参加費（税込）を申し受けます。

主催商工会議所の会員事業所 ： 1,000円／件
上記以外の事業所 ： 2,000円／件

※ 他都市商工会議所との合同開催のため、
横浜商工会議所の事業利用券は使用できません。

※ 主催商工会議所については裏面をご参照ください。

※ 東日本大震災の被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の
事業所については参加費無料となります。
詳細はお問合せください。

※ 成約時の手数料等はいただきません。

■エントリーシート提出締切：１２月２０日(金) 

工業系ものづくり受発注商談会

ザ・商談！し・ご・と発掘市は、製造業者が一堂に会し、具体的な案件に沿って個別に面談いただく

受発注商談会です。新規取引先の発掘や、情報収集にご活用ください。

■募集対象：下記に該当する発注企業・受注希望企業

発注企業募集概要 受注希望企業募集概要

■費 用：無料
■申込締切：１２月１２日(木)

※発注案件提出締切：１２月１９日(木)

＜事前に下記のような発注案件をご記入いただきます＞

■ 商談会申込方法・ご参加までの流れ

発注企業 受注希望企業

■ 募集概要

昨年の発注案件一例
○マシニング加工 ○旋盤加工
○精密プレス加工 ○板金製作・設計
○製缶 ○機械部品加工・組立
○電気回路設計 ○表面処理
○樹脂射出成形 ○精密樹脂加工 など

具体的な発注案件をご案内いたします。まずはエントリーを！

金属製品、機械器具、関連業種(加工・組立・
試作・供給)、樹脂成形・加工、その他関連工事
等の発注案件を持つ製造業者（発注企業）
ならびに下記のような技術を持ち、その案件に
対応可能な主催商工会議所エリア内及び関東近県
の製造業者（受注希望企業）

切削、研削、プレス、製缶、板金、溶接、鋳造、
鍛造、金型、治工具、塗装、めっき、熱処理、
機械組立、電機組立、樹脂加工、設計など

①

１２月1２日(木)：申込(参加表明) 締切
【申込方法】

裏面の申込フォームに必要事項をご記入
の上、ＦＡＸでお送りください。
事務局より、詳細のご案内と発注案件の
記入用紙をお送りいたします。

②

１２月１９日(木)：発注案件提出 締切
上記のように、具体的な発注案件をご記
入いただき、事務局までご返送ください。

①

１２月2０日(金)：専用サイトからのエントリー
締切（全てインターネットサイトにて登録）
【エントリー方法】
①基本情報の登録 ※メールアドレス必須
以下のサイトへアクセスし、企業基本情報入力
https://ses.b-mall.ne.jp/form.php
登録完了メールに記載のＵＲＬにアクセスし登録完了
②企業紹介情報の登録
本登録用ＵＲＬ（https://ses.b-mall.ne.jp/）にて
マイページにログイン、企業紹介情報を登録
③商談会へエントリー登録
マイページにログインし、トップページに記載の商談会へ
エントリー

～当日までの流れは裏面へ～

各地商工会議所 連携

～当日までの流れ・申込フォームは裏面へ～

第２７回 ザ・商談！し・ご・と 発掘市

具体的な発注案件に基づいて効果的に商談できる！

前回開催時とエントリー方法
が異なります！！

https://ses.b-mall.ne.jp/form.php
https://ses.b-mall.ne.jp/


※ 会員加入状況につきまして、主催商工会議所に確認させていただくことがございます。ご提供いただいた情報は、本事業のほか主催商工会議所が運営する各種事業のご案内の
ために利用させていただきます。

②③

12月25日(水)頃：
発注データシート（案件）・商談申込書送付

発注企業からの発注案件情報をお送りいたします。
詳細をご確認いただき、貴社で対応可能な案件また
は、商談を希望する発注企業がございましたら、商
談申込書に必要事項をご記入の上、事務局までご返
送ください。
※希望の案件がない場合で、商談を見送る際もご返送ください。

令和2年1月27日(月)頃：
申込企業結果・受注希望企業リスト送付

貴社の案件に申込のあった受注希望企業
のご案内と、受注希望企業の企業情報・
保有設備等が記載された受注希望企業リ
ストを送付いたします。
商談を希望する企業を指名していただき、
希望企業の優先順位を決定してください。

③
令和2年1月15日(水)：商談申込書 返送締切

期日までのご対応をお願い申し上げます。

発注企業 受注希望企業

④
令和2年2月7日（金)：商談指名 締切

期日までのご対応をお願い申し上げます。

2月28日(金)頃：商談スケジュール通知 事務局より決定した商談スケジュールを通知いたします。

3月13日(金) ：商談会当日 事前に通知した商談スケジュールを元にご来場ください。

■ よくあるご質問

→ 発注企業は、エントリー頂いた内容に基づき、商談先を判断しますので、貴社の技術力や強み、設備状況を
存分にアピールしてください。（発注企業へ送付致しますエントリーシートにつきましては、マイページよ
りＰＤＦにて確認する事が可能です。）

→ 具体的な発注案件に対して、受注希望企業が商談の申込を行う完全事前予約制の受発注商談会です。
事前の情報提供により精度の高い商談が行えます。

Ｑ１．どういう商談会なの？

Ｑ２．受注希望企業はなぜエントリー登録が必要なの？

Ｑ３．当日いきなり行っても商談できるの？

→ 完全事前予約制ですので、当日の参加はお受けできません。
「商談会申込方法・ご参加までの流れ」でご案内の通り、事前にスケジュールを調整して実施する商談会です。

参加を希望される場合は、期日までに必ずお申込ください。

■ 参加企業の声

■ 主催商工会議所

東京商工会議所 川崎商工会議所 相模原商工会議所 川口商工会議所 さいたま商工会議所 船橋商工会議所

小山商工会議所 宇都宮商工会議所 甲府商工会議所 横浜商工会議所 むさし府中商工会議所 名古屋商工会議所

柏商工会議所 浜松商工会議所 日立商工会議所 ひたちなか商工会議所 長岡商工会議所 青梅商工会議所

仙台商工会議所 平塚商工会議所 千葉商工会議所 郡山商工会議所 京都商工会議所 前橋商工会議所

福井商工会議所 三条商工会議所 八王子商工会議所 武蔵野商工会議所 立川商工会議所 水戸商工会議所

堺商工会議所 諏訪商工会議所 下諏訪商工会議所 岡谷商工会議所 東大阪商工会議所

■ お問い合わせォーム

○横浜商工会議所 会員サービス部 高橋 TEL:045-671-7443
○ザ・商談！し・ご・と 発掘市 事務局（東京商工会議所 ビジネス交流センター）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 TEL：03-3283-7804 E-Mail:bizkoryu@tokyo-cci.or.jp

参加希望
★必須

発注企業・受注希望企業（メールアドレスにマニュアルをお送り致します）

・どちらも希望する ※必ず参加を希望するものに○をつけてください。 FAX:03-3283-7232

会社名

所属役職 担当者名

住所
〒

電話 FAX

E-Mail
加入商工会議所
※上記記載のみ

あり( 商工会議所) ・ なし
※上記主催商工会議所に加入されている場合はご記入ください。

○今後お付き合い出来そうな受注企業が数社見つかりました。（発注企業：製缶、溶接、機械加工・組立業）

○本商談会は登録企業の数、内容が充実しており、とても参考になる。（発注企業：電子機器製造業）

○普段出会えない企業と情報交換ができ、受注獲得に有効な手段だと思う。（受注希望企業 金型設計・製造業）

※受注希望企業としてご参加希望の場合は専用サイト（https://ses.b-mall.ne.jp/form.php）から直接エントリー登録をお願いします。
発注希望企業としてご参加希望の場合は、下記フォームをご利用下さい。



■変更のポイント

※ ザ・ビジネスモールとの連動は2020年春以降を予定しています（ご登録頂いた方には改めてご案内します）。
※ ザ・ビジネスモールの機能を活用するためには別途ユーザー登録が必要となります。

工業系ものづくり受発注商談会

商談会のエントリーは専用サイトから行う形になります！

2020年3月開催分からザ・商談！し・ご・と 発掘市の
エントリー方法が変わります！

企業情報・詳細情報についても専用サイトでご入力いただきます。

画像や豊富な自社PR欄で、発注企業にアピールできる項目が増えます。

マイページから発注企業に提供されるデータイメージを確認いただけます。

全国の商工会議所が運営する「ザ・ビジネスモール」と連動！
ビジネスモールに掲載された発注案件にも応募いただけます。※

■企業情報の登録方法

https://ses.b-mall.ne.jp/form.php
STEP 1

以下のサイトにアクセスし、所定のフォームに企業情報の入力をお願いします。

STEP 2
○フォームへの入力完了後、プライバシーポリシーを確認のうえ、「個人情報の取り扱いに

同意する」の項目にチェックをお願いします（プライバシーポリシーに同意いただけない
場合はご登録いただけません）。

○チェックを入れていただくと、「確認画面へ進む」のボタンが押せるようになりますので、
こちらのクリックをお願いします。

○確認画面が表示されます。内容を確認していただき、問題がなければ「登録する」のボタ
ンをクリックしてください。登録完了画面が表示され、本登録用メールが送信されます。

STEP ３
○ご登録いただいたメールアドレスに「会員登録ありがとうございます」というメールが送

られます。ここに添付のURLをクリックしていただくと正式登録完了です。
（登録完了画面が表示されます）

○正式登録が完了するとログイン用パスワードがメールで送られてきます。

これで登録は完了です。送られてきたパスワードを使って、ログインしてみましょう！（裏面へ続く）

登録用アドレス：https://ses.b-mall.ne.jp/form.php



■企業紹介情報の登録

https://ses.b-mall.ne.jp/
STEP 1

以下のサイトからマイページにログインしてください。

STEP 2
○マイページ左側の「企業紹介情報登録」ボタンをクリックしてください。
○この画面では、自社の設備情報等をご入力いただけます。この情報は発注企業が選定する

際に見られる項目ですので、必須入力になっていない項目も、可能な限りご入力ください。
○入力完了後、「確認画面へ進む」ボタンを押していただき、内容をご確認ください。
○確認完了後、「登録する」ボタンを押すと、企業紹介情報が登録されます。

＜企業紹介情報登録の入力内容について＞
・ひとことPR ・・・企業紹介をする際のタイトルになります。
・写真 ・・・製品や工場の写真を２枚まで乗せることが可能です（写真は３MBまで）。
・業務内容 ・・・自社の業務内容をご入力ください（８０字以内）。
・自社PR ・・・自社のPRをご掲載ください。技術面や納期、小ロット多品種など、自社が

得意とする内容など、会社案内に掲載できるような内容のPRをご入力くだ
さい（３４０字以内）。

・発注企業に特に ・・・自社の技術的特性や得意な分野など、発注企業に特に伝えたい、技術的な背景
PRしたいこと 等をご記入ください（１２０字以内）。

・加工内容 ・・・自社でできる加工内容、協力工場に外注する加工内容等を選択してください。
・加工材質 ・・・自社で加工できる材質に関してご記入ください。
・保有設備 ・・・保有設備に関して１５件までご入力いただけます。それ以上お持ちの際には、

自社の技術を主に支える設備を優先してご入力ください。

STEP 3
○企業紹介情報を登録するとマイページに戻ります。マイページ左側にある「PDFダウン

ロード（企業紹介情報）」ボタンを押すと発注企業に提供される、貴社の企業紹介情報
が表示されます。内容に誤りがないかをご確認ください。

■商談会へのエントリー

https://ses.b-mall.ne.jp/
STEP 1 以下のサイトからマイページにログインしてください。

STEP 2
○マイページ中ほどにある「開催情報」に募集中の交流会の情報が表示されます。

該当する商談会情報の右側にある「エントリー」ボタンをクリックしてください。
○エントリーボタンを押すと、ボタンが反転し、申請の項目が「仮申請」と表示されます。
○エントリー後、締切日まではいつでもキャンセルすることができます。発注案件へのお申

込みを事務局が受付をすると「仮申請」の表示が「本申請」に代わります。

これで、商談会へのエントリーは完了です。期日になったら、エントリーいただきました企業に発注案件をお送りい
たします。エントリー後は皆様とはメールでその後のやり取りをさせていただく形になります。

■本件問い合わせ先

ザ・商談！し・ご・と発掘市運営事務局
（東京商工会議所ビジネス交流センター）

電話：０３－３２８３－７８０４
Mail：bizkoryu@tokyo-cci.or.jp


