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          諏訪圏工業メッセ2014実行委員会事務局  

推進本部（NPO諏訪圏ものづくり推進機構） 

 出展企業   ３５７社・団体  

展示ﾌﾞ-ｽ    ５３３小間 

 来場者数   ２６,１２７枚 

 名刺受付    ７,１１９枚 

速報版 

12月1日付 

諏訪圏工業メッセ２０１４ 

『ビジネス支援、商談契機・評価』 

諏訪圏工業メッセ2014 

諏訪圏工業メッセ実行委員会 
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■ 各種活動内容と分析・評価 
  １．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
  ２．ミニ商談会事前準備 
  ３．ミニ商談並びにブース訪問商談分析・評価、総括 
    大手・中堅招聘企業４社による商談状況 
  ４．海外招聘、招待 団体等の商談・ビジネス動向 
    JETRO商談会、ＤＴＦ研究会、実行委員会による海外招待企業 
  ５．メッセ開催に合わせた展示活用・プレゼンセミナ－等の紹介 
    ①セミナ－活用研修（接客対応含む） 

    ②わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシ－ト」作成・ポイント 研修 

    ③プレゼンテ－ション能力開発セミナ－ 

  ６．今後の課題と取組み 

■ ビジネス支援、商談等 総括 
   実行委員会、各事務局・部会活動は工業メッセ運営を成功に導き、特に 
  ビジネス支援・商談に係わる各種活動は、以下の項目で評価・成果を総括 
  する。 

諏訪圏工業メッセ2014 
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１．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
 １-１．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲ冊子化 

総出展企業の作成率84％ 

 326社/390社 

諏訪圏工業メッセ2014 

46 

25 

48 40 
25 

184 

100 

42 



4 

１．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
 １-１．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲ冊子化（作成区分） 

諏訪圏工業メッセ2014 
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１．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
 １-１．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲ冊子化（地域別） 

諏訪圏工業メッセ2014 
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「NAGANOものづくり 

諏訪圏ガイド」 ＨＰ 
 

企業登録数 

1,430社 

ひとわざＰＲシ－ト 

登録数 

710シート 
 

アクセス件数 

 12,500件/月 

１．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
 １-２．ホ－ムペ－ジ情報発信・アクセス状況 

諏訪圏工業メッセ2014 
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１．出展企業の強み発掘・販路創出支援 
 １-３．メッセプレゼンコ－ナ－；わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲ紹介 

わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」 

  リレープレゼンテーション プレゼン企業 ２６社 

諏訪圏工業メッセ2014 

わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」リレープレゼンテーション 
【企業／諏訪圏工業メッセ実行委員会】 
 
＜テーマ５＞高速レーザ走査で１０μ以下の傷欠陥を自働検査【㈱オプセル】 
＜テーマ６＞軟質物(人体の筋肉等）の硬さ測定【㈱テクロック】 
＜テーマ７＞省エネ対応！業界トップレベルの高効率「ロータリ真空ポンプ」【㈱日本ピスコ】 
＜テーマ８＞湧き出る温泉を利用したヒーター開発【Project X-one】 
＜テーマ９＞眠れる技術を、即商品化、換金化してみませんか？【国際優良技術産業化機構合同会社】 
＜テーマ１０＞研究設備や工場設備からのデータの一元化・見える化システム【ロジカルワークス】 

わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」リレープレゼンテーション 
【企業／諏訪圏工業メッセ実行委員会】 
 
＜テーマ１＞ロストワックス鋳造品で金属部品のコストダウン【キングパーツ㈱】 
＜テーマ２＞熱処理ニーズの多様化にお応えします【㈱サンエイ】 
＜テーマ３＞各種FA装置の設計・製作に一声お掛けください！【㈱デジタル・スパイス】 
＜テーマ４＞難削材用特殊エンドミルの開発【㈲カサイツール】 
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２．ミニ商談会事前準備 

   招聘企業の選定（経営支援NPOｸﾗﾌﾞ）・調整、商談候補企業の“ひとわざPR 

  シ－ト”を作成し、事前情報を招聘企業に提供、事前マッチング化を図る。 

  招聘企業の指名・ブ－ス訪問によるミスマッチングが解消する方法とした。 
 

商談 

企画 

招聘企業 

調査・選定 

候補企業情報 

ひとわざ提示 

指名企業 

ブース 

訪問 

ひとわざＰＲ 

シート募集  

提出 

ひとわざシート 

冊子化（354Ｐ） 

ホームペｰｼﾞ 

掲載（710Ｐ） 

招聘企業 

商談会 

商談会 

フォロ－ 

諏訪圏工業メッセ2014 
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３．ミニ商談並びにブース訪問商談分析・評価、総括 

   国内招聘企業4社（医療関連）による、商談回数14社のミニ商談とﾌﾞ-ｽ訪問 

   27社の商談状況は、以下の通り。 

   ミニ商談は商談成立0％、継続商談・見積もり依頼59％、提案要請・他9％、 

  今後に要請17％、商談なし15％の状況、５段階評価の商談成立100％に対 

  するミニ商談は平均50％の商談契機、ブース訪問は同様な評価で平均40％の
商機となる。 

商機は平均 ５０％の状況 商機は平均 ４０％の状況 

諏訪圏工業メッセ2014 
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３-１．アロン化成 (株)；指名方式 

   医療関係製造の企業12社による商談状況は、見積もり提示・開発要望等
74％、今後に要望提示13％、商談なし13％となる。尚、５段階評価の商談
成立100％に対するミニ商談は平均52％の商機を得た。  

※主な商談内容から 

・AR社；簡易トイレの部品見積もり 

・IZ社；洗浄機仕様見積もりへ 

・Ｙ社；浴槽関連装置開発へ参画 

・Ｍ社；工場視察、数案件提示・検討 

・T社；簡易トイレの付帯装置提示、検討 

諏訪圏工業メッセ2014 
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３-２．サクラ精機 (株) ；指名方式 
    医療・精密関係製造の企業2社による状況は、継続・商談、見積もり0％、提

案要請67％、商談なし33％となり、５段階評価の商談成立100％に対するミ
ニ商談は平均30％の商機を得た。  

※主な商談内容から 

  独自のブ－ス訪問はこれに含まず 

・Ｎ社；SUSの防錆防食技術の検討 

・Ｐ社；SUSの防錆防食技術の検討 

諏訪圏工業メッセ2014 
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３-３．秋田住友ベ－クライト(株) ； ブ－ス訪問 
   金属・非金属加工（ﾌﾟﾚｽ・切削・特殊加工等）の企業24社による商談状況

は、成約10％、提案要請等38％、今後の要望提示で他部門へ紹介する含め
33％となり、５段階評価の商談成立100％に対するブース訪問商談は平均
40％の商機を得た。 

※主なブ－ス訪問内容から 

・T社；試作依頼済成立、継続 

・K社；ｶｼﾒ技術の他製品利用検討 

・N社；SECCAのﾆ-ｽﾞ開発、社内検討 

・H社；紹介技術の社内紹介へ 

・GJ社；ｺ-ﾃﾝｸﾞ技術の社内紹介へ 

・M社；ｸﾘ-ﾝﾙ-ﾑでの設備検討へ 

・F社；来社要請、新製品企画検討へ 

諏訪圏工業メッセ2014 

10% 0% 

38% 33% 

19% 

秋田住友ベ－クライト㈱ 具体的な商談、成立 

継続・商談、見積もり 

提案要請・見積もり、評価 

今後に要望提示 

具体的な商談なし 
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３-４．ミズホ(株) ；ブ－ス訪問 
    展示企業2社による商談状況は、今後に要請で100％となり、５段階評価の

商談成立100％に対するﾌﾞｰｽ訪問商談は平均40％の商機を得た。 

※主なブ－ス訪問内容から 

  今回は来年度への事前視察を目的とし、 

  独自でブ－ス調査は、含まず 

・M社；具体的な完成品設計案件の委託検討 

・S社；ﾓﾆﾀ-ｼｽﾃﾑの社内紹介、検討 

諏訪圏工業メッセ2014 
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 ４-１．JETRO海外招聘企業、商談会総括 

 （１）商談結果（2014年11月24日現在） 

    招聘バイヤ－；ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾏﾚ-ｼｱ（４ｶ国５社） 

 ◆参加企業数：36社 

 ◆商談件数：87件 ⇒ ◆成約見込件数：7件 

 ◆役立度；93.9％（回収率91.7％） 
 

 （２）ジェトロ商談会・参加者の声 

  ＜参加企業＞ 

  ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾛ-ｶﾙ企業との取引が具体化できそう（工作機械製造） 

  ・自社製品に関心を持っていただき、輸出へ前向きに検討（精密部品製造） 

  ・販売に力を入れて行こうとする海外優良企業を紹介してもらい大変助かる 

  ・具体的な引き合いに対応中（部品製造） 

  ・海外の工具サプライヤ－として有望（刃具製造） 

  ・海外での事業展開における有意義な商談・情報交換ができた等 

  ＜海外バイヤー＞ 

  ・ひとわざシート英文冊子が本商談のベ－スとなり大変、参考になった 

４．海外招聘、招待 団体等の商談・ビジネス動向 

諏訪圏工業メッセ2014 
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  ＜海外バイヤー＞ 

  ・質の高い展示会で参加は有意義だった。(フィリピン) 

  ・子供や学生の視察や若者の関心度が高い事は大変重要な事。(フィリピン) 

  ・ひとわざシートが良く、事前にスタディーできた。(インドネシア)  

  ・よく組織された展示会)であり、良い商談ができた。(マレーシア、ベトナム) 
 

 ４-２．テクノ財団；DTF研究会の成果、動向総括 

   海外3か国より3名、国内より2名を招聘しＤＴＦ国際ワークショップ開催、 

  メッセ視察・出展、ＤＴＦ参加企業を視察。医療分野などにＤＴＦ研究会進めて 

  いる技術、装置の活用が大いに期待できるとの展望も述べられるなど、今後 

  のビジネス展開可能性に期待が高まる。又、今回のメッセはフランスでの 

  国際展示会(9月）に向けて開発したＤＴＦライン（Friendship Line Mini）を 

  展示、ＤＴＦ装置に関して具体的商談に入るなど、活発な動きが出てきた。 
 

 ４-３．メッセ実行委員会による海外招待団体の動向、総括状況 

   ５ｶ国の55名を招待し、各国への誘致進出・投資に関する相談、ビジネス 

  の取組みをポイントとする支援をし、海外ブ－スで交流・連携を深めた。 

４．海外招聘、招待 団体等の商談・ビジネス動向 

諏訪圏工業メッセ2014 
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 （１）タイ 

   工業省産業振興局長、タイ工業省ビジネスオポチュニティーセンターより 

   25名来訪、タイ下請振興協会(17社同行）とスワモでＭＯＵ締結、49社と 

   54件の面談・企業訪問等で、5社とマッチング化・進行中 

 （２）ベトナム 

   科学技術省副大臣、ベトナム商工会議所日本代表事務所・企業等計12名 

   来訪、農商工連携などで、マッチング可能性大、出展企業展示商品の成約 

   へ支援（１社成約交渉中）、来年度ＭＯＵ締結予約 

 （３）ブラジル 

   パラナ日伯商工会議所の代表、コーディネーター2名 計3名来訪、来年度 

   ＭＯＵ締結希望 

 （４）アメリカ 

   アイオア州駐日・代表2名、経済開発機構による誘致紹介 

 （５）インドネシア 

   金型工業会・友好協会等、工業会企業・行政13名来訪、JETROと協同招待 

   2社工場見学 

４．海外招聘、招待 団体等の商談・ビジネス動向 

諏訪圏工業メッセ2014 



17 

５．メッセ開催に合わせた展示活用・プレゼンセミナ－等の紹介 

５-１．展示会のワンポイントアドバイス 

諏訪圏工業メッセ2014 
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５-２．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」の作成ポイント 

諏訪圏工業メッセ2014 
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５-２．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」の作成ポイント 

諏訪圏工業メッセ2014 
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５-２．わが社の「ひとわざ（一技）ＰＲシート」の作成ポイント 

諏訪圏工業メッセ2014 
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５-３．「展示・商談会」 成功に向けた 
     プレゼンテーションとするには！ 

    プレゼンテーション能力開発セミナ－ 

 ■聴き手を惹きつける “プレゼンとする” には 

 

   聞き手を惹きつけ、ときめかすプレゼンが必須！ 

   “プレゼンの神様ステｲ－ブ・ジョブスの 

         魅力的なプレゼン”は 

 

   ・大きな絵を先に話す 

     テ－マ、概要を明確に 

   ・現場に製品を持ち込む 

   ・聴衆の目を見て話す 

   ・機能ではなく、メリットを売り込む 

   ・繰り返しリハ－サルをする 

 ■プレゼンから、好印象を勝ち取る 

    面談、連携を成功させる方策は・・・ 

 

 《成功させる４つのポイント》 

   １．わが社の強みを“ひとわざ（一技）”でアピ－ル 

    ひとわざ（一技）とは、製品・技術のＰＲ 

  ２．面談・連携（交流含む）のサポ－ト 

              ｺ-ﾃﾞｲﾈ-ﾀ-、事務局の役割 

             ３．プレゼンの成功は 

               連携の第一歩 

             ４．連携マナ－の大切さ 

諏訪圏工業メッセ2014 
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５-３．プレゼンテーション能力開発セミナ－ 

     プレゼン戦略とは・・・ 

 ■５Ｗ３Ｈで考える 

  ・When        勝負は１５分間 

  ・Ｗhere      展示場所、面談、連携（交流） は別場所 

  ・Ｗhom    聞き手は、誰か 

  ・Ｗhat     技術的な強みをプレゼン 

  ・Ｗhy     再面談の約束を取り付ける 

  ・How Many  出席人数（１～３名）  

  ・How     プレゼンの仕方 

  ・How Much  発生費用等 

 

  “Let‘s  start” 

    プレゼンの準備をしてみよう！ 

諏訪圏工業メッセ2014 
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諏訪圏工業メッセ2014 

６．今後の主な課題と取組み 

■メッセと連携する“ひとわざＰＲ冊子、ＨＰ活用”、“展示活用セミナ－等”について 

  １．“展示方法とプレゼンスの効果的研修（ビジネスチャンスの最大活用）”の継続 

    “ひとわざＰＲシ－ト“作成ポイントと”プレゼンス”の実地訓練（開期中ｲﾍﾞﾝﾄ企画） 

  ３．外部展示・商談会のＰＲ、活用促進・ビジネスマッチング最大効率化 

■ミニ商談会（ブース訪問商談含む）について 

  １．招聘企業の指名・ブース訪問方式の継続推進、同時にスワモ開拓の招聘拡大 

  ２．“ひとわざＰＲシ－ト”の積極的活用 

    応募方式（出展企業の約80％以上）から“半義務化方式”で進めてきたことで、 

    企業ＰＲ・商談の有効なツ－ルとなり、今後は更なる質的充実を目指す 

■大手企業招待、視察アテンドの方向性について 

  １．展示視察より招待企業のニ－ズ把握、“適切なｱﾄﾞﾊﾞｲｽによる商談成立ポイント” 

    の取組み（大手企業への外部展示・商談会企画・実施等を目指す取組みへ） 

  ２．大手企業・商社による域内企業の商品開発 “コア－企業育成・連携への支援” 

■海外バイヤ－等、招待・招聘商談会について 

  １．実行委員会招待による海外ビジネスの販路拡大 

    特に、海外企業招致によるビジネスマッチング化、推進 

  ２．JETRO、DTF研究会との共同企画、ビジネスチャンス連携の取組み 
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次回、第1４回に向けた取り組みへ 

スタ－ト します 

※本報告はﾋﾞｼﾞﾈｽ視点での纏めとし、ﾒｯｾ全体の経済効果、来場者 

 ｱﾝｹ-ﾄ調査からの開催効果の取り纏めは長野経済研究所による。 

諏訪圏工業メッセ２０１４ 
『ビジネス支援、商談契機・評価』 

          諏訪圏工業メッセ2014実行委員会事務局  
推進本部（NPO諏訪圏ものづくり推進機構） 

諏訪圏工業メッセ実行委員会 


