
バイヤー企業名 所在地
資本金

（万円）

従業員

（人）
主な取扱品目 現状の問題点・課題 理想的な状態・解決するためのニーズ 想定する製品・技術・サービス（発注品目） その他、必要な設備・要件等

1 広陽商工㈱ 二子町2-1-7 1,000 10
3Dプリンタ・試作・デザイ

ンモデル製作

当社が作成した３Ｄデータを基に、板金加

工による３Ｄ製品の作成ができない。

板金加工による３Ｄ製品作成のため、当社

支給の３Ｄデータによる試作品の制作。

試作板金（3次元NC加工 ・レーザー・曲

げ・製缶溶接）

当社より、３ＤのCADデータを支給。見積

から対応できる事。

2 広陽商工㈱ 二子町2-1-7 1,000 10
3Dプリンタ・試作・デザイ

ンモデル製作

当社所有の土地に空き倉庫があり物置とし

て利用しているが、実質休眠状態である。

休眠状態である土地及び倉庫の有効活用方

法についての提案。（倉庫の有効活用や、

倉庫ありきではなく、土地全体の有効活用

方法を提案して欲しい）

倉庫又は土地全体の有効活用方法の提案。

3 広陽商工㈱ 二子町2-1-7 1,000 10
3Dプリンタ・試作・デザイ

ンモデル製作

２次元画像データや、手書きのイラスト

（絵）などからのＣＧ制作に手間がかかっ

ている。

発注から納品まで、短納期でCG制作でき

る。

２次元画像データや、手書きのイラスト

（絵）などからのＣＧ制作

4 広陽商工㈱ 二子町2-1-7 1,000 10
3Dプリンタ・試作・デザイ

ンモデル製作

環境に配慮された生分解性樹脂、植物由来

樹脂は、射出成型用は出回っているが、試

作用がない。

試作において使用できる生分解樹脂、植物

由来樹脂をブロック体で購入したい。

試作において使用できる生分解性樹脂、植

物由来樹脂のＡＢＳ、ＰＰ等のブロック体

5 ㈱大津堂 町屋町下仲田4068 1,000 16 木製建具の製造販売

収納建具の製作 特殊機械での製作になり、弊社で製造不可

の為、和歌山県の業者に依頼しており、運

送費が年間に数百万円の出費になり、受注

競争に負けてしまいます。

収納建具（ポストフォーム）の製作

6 ㈱イトウ 松新町2-102 1,000 10
高齢者や障がい者の方が使

用する商品

高齢者、障がい者の方々が今より便利な生

活がおくれる商品の情報が知りたい。

特定の業者との取引だと、弊社が分からな

い新しい商品の情報が入ってこない。

弊社が取り扱いのない商品で、高齢者、障

がい者の方が、今より便利な生活が送れる

商品の情報が知りたい。

車いす、食器、介護ロボット、パワースー

ツ、杖、住宅改修等

介護や障がい者関係の補助金や助成金など

に詳しい業者

7 ㈱黒潮 名古屋市守山区幸心1-121 1,000 200

東海地方と中心に日本料

理・割烹・ラーメン・仕出

し弁当・ケータリング事業

を展開

様々な媒体で求人広告等を出しているが、

思ったように求人申込が来ない。

従業員（正社員・アルバイト・パート）の

確保ができていない。

弊社の魅力を前面に打出して、安定した採

用活動と従業員の確保ができること。

弊社で働きたい、働いてみたいと求職者に

思ってもらえるような企画提案。

求人から採用までのトータルプロデュー

ス。

8 ㈱ツーリストアイチ 柏井町2-76 1,000 61

ＪＴＢ総合提携店として、

個人旅行から会社・学校な

どの団体旅行、オリジナル

ツアーを通じて、素敵な夢

（旅）を実現する。

本社社屋５階部分が数カ所雨漏りをしてお

り、その都度、従業員が補修している。

雨漏りの改善 雨漏りの改善に最適な提案 早急な修繕は考えていないが、将来的な修

繕を踏まえた提案がして欲しい

9 ㈱内職市場 下原町椎ノ木2233 8,325 102

軽作業を主体とした代行

サービス、ノウハウ活用フ

ランチャイズチェーン運

営・本部

A問題点：高齢化

B課題：弊社の強みを活かした人財循環型

モデルの再構築

弊社のノウハウserviceを活用した人財循環

型モデルと親和性のあるビジネスモデルと

の融合

課題解決や収益改善の具体的な施策提案と

サービス提供、DX化や事業整理、後継者

不足などにご興味のある会社の紹介できる

仕組み（サービス）の提案と提供

弊社のノウハウと、御社のノウハウを融合

させた人材循環型モデルを構築できる会

社。お互いがwin-winの関係となり、一緒

に取り組めるパートナー会社。

10 大和エネルフ㈱ 瑞穂通6-17-1 8,000 95

環境エンジニアリング業と

して、再生可能エネルギー

品の製造及び販売、リサイ

クルコンサルティングを通

した廃棄物の収集運搬及び

処分

工場プラントの緊急トラブル（故障）時に

対応できる業者を探している

早期復旧により、工場稼働をスムーズに行

う

電気工事、プラント工事、溶接、部品交換

等

11 ㈱昭和電機製作所 西屋町字中新田84 5,000 108
産業用可変速ドライブシス

テム

機械設備を設計製作できる協力会社を探し

ています。

より良いものを、より安く、より早く、調

達できる。

機械設備の一括発注（設計も含む) 20tクレーン及び、重量物運搬・組立に伴

う設備

12 ㈱昭和電機製作所 西屋町字中新田84 5,000 108
産業用可変速ドライブシス

テム

繁忙期及び通年対応できる板金・塗装・組

立協力会社を探しています。

より良いものを、より安く、より早く、調

達できる。

①制御盤の製缶・塗装(最大W3200×

H2500×D700)、②制御盤組立配線(最大

W3200×H2500×D700)

上記寸法の運搬・積込可能な設備及び運搬

トラック

かすがいビジネスマッチング　バイヤー企業ニーズ一覧（発注一覧表）

ニーズ

番号

バイヤー企業のニーズ内容一覧

https://koyoshoko.co.jp/
https://koyoshoko.co.jp/
https://koyoshoko.co.jp/
https://koyoshoko.co.jp/
https://ootsudo.co.jp/
https://www.ito-futon.com/care/
https://kuroshio-group.com/
http://www.tourist-aichi.co.jp/
https://www.naisyoku-ichiba.co.jp/
http://www.enelf.jp/
http://www.showa-e.co.jp/
http://www.showa-e.co.jp/
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13
春日井環境アレルギー対策
センター

大泉寺町121－2 ー ー

空気測定器販売、空気調

査、環境アレルギーアドバ

イザー講習など資格講習、

認証発行

室内空気室改善が可能な建築資材等（塗

料、建材、空調等）、IT、建築設計社の情

報収集したい

自社で開催している第二回IAQ（室内空気

質）改善コンテスト入賞者に対して、室内

空気質改善が可能な建築資材、空調、IT、

建築設計など紹介できる

室内空気質改善可能な建築資材等（塗料、

建材、空調等）新しい商品、アイデア

商品、アイデアが無い場合、IAQ（室内空

気質）改善コンテストの協賛者となること

で企業ＰＲが全国的に可能

14
㈲アスクコーポレーション（グ
リーンピース）

上田楽町2600-1 300 25

キャンピングカー、キャン

パーキット、キャンプグッ

ツ　製作・販売

商品発送時梱包材(段ボール等)のコスト削

減

梱包材等の仕入れ先を増やしたい 段ボール梱包材

15
㈲アスクコーポレーション（グ
リーンピース）

上田楽町2600-1 300 25

キャンピングカー、キャン

パーキット、キャンプグッ

ツ　製作・販売

材料のコスト削減、材料の入手困難 材料の仕入先を増やしたい 杉板、ラワン材、メラミン化粧板、シリコ

ンビニールレザー等

16 ㈲アスクコーポレーション 上田楽町2600-1 300 25
自動化機器の設計製作及び

技術サービス

機械・設備電気工事者及び機械・設備電気

設計者の不足

機械・設備電気工事及び機械・設備電気設

計業務が、人材不足の影響を受けずにス

ムーズに遂行できる

機械・設備電気工事及び機械・設備電気設

計業務の外注先

経験者であれば資格不要

17 ㈲アスクコーポレーション 上田楽町2600-1 300 25
自動化機器の設計製作及び

技術サービス

機械・設備設計者の不足 機械・設備設計業務が人材不足の影響を受

けずにスムーズに遂行できる

機械・設備設計業務の外注先 経験者であれば資格不要

18 東洋鈑金製造㈱ 神屋町字熊野上1139-53 1,000 17

制御盤、配電盤、各種盤用

ボックス、ラック、トラン

スケース、その他精密板金

加工品製作（各種塗装・

メッキ等表面処理対応可）

１．熟練作業者の高齢化による、人材不足

２．板金加工の業務の協力会社の募集

３．制御盤・配電盤の板金塗装の協力会社

１．溶接作業者、NC加工機オペレータ

（AMADA製）、ワインダー仕上げ作業人

員の募集。または、弊社内の常駐外注業者

２．板金加工、塗装処理の協力会社

１．溶接作業者、NC加工機オペレータ

（AMADA製）、ワインダー仕上げ作業人

員の常駐外注業者

２．板金加工、塗装処理の協力会社

19
東洋電機㈱
エンジニアリング事業部

神屋町字引沢1-39 103,708 222

工場設備用受配電設備設計

製作からＰＬＣ制御を中心

とした制御装置設計製作

物流・コンベア制御を得意としており 案

件が重なった場合､ＰＬＣソフト設計者が

不足となる恐れが有る為､ＰＬＣソフト設

計者の確保が課題。

現地試運転調整対応が可能なＰＬＣソフト

設計者の協力をお願いしたい。

ＰＬＣソフト設計者（三菱）､制御盤電気

設計者

20
（一社）春日井市観光コンベン
ション協会

鳥居松町5-45（春日井商工

会議所内）
ー 7

観光事業、移住定住促進、

賑わい創出　など

JR春日井駅自由通路にて開催しているイベ

ント「えきなかSTAND」について、店舗

用の什器の組み立てや会場設営・撤去に労

力がかかり、負担が大きい。

スタッフ１～３人程度で、専用の工具や知

識などがなくても、負担なく簡単に設営・

撤去ができる状態。

簡易に組み立てが可能な什器 ・現在のテイストを壊さない什器を希望。

・同施設や周辺で実施する、賑わい創出や

近隣住民を巻き込める効果的なイベントな

どがあれば提案してほしい。

21
（一社）春日井市観光コンベン
ション協会

鳥居松町5-45（春日井商工

会議所内）
ー 7

観光事業、移住定住促進、

賑わい創出　など

当協会で「春日井サボテン」を効果的に市

内外にPRできる商品・イベントが少な

い。

全国に誇れる「春日井サボテン」のイベン

トや商品が揃い、問い合わせが多数あり、

春日井市内に市内外から多くの方がそれ目

当てに訪れ、「春日井市」と「サボテン」

の知名度が上がる。

・サボテン関連商品の提案

・サボテンイベントの企画提案

22
（一社）春日井市観光コンベン
ション協会

鳥居松町5-45（春日井商工

会議所内）
ー 7

観光事業、移住定住促進、

賑わい創出　など

「春日井サボテン」の始まりとなったサボ

テンを種から育てる「実生栽培」につい

て、最盛期は市内に70軒ほどあった農家の

数が減少しており、今では数軒となってい

る。さらに現状の農家さんも高齢化も進

み、次世代の担い手育成が急務となってい

る。

昔のような住み込みでの育成は負担が大き

いことから、農家さんの協力を得て、動画

などで年間を通した栽培方法を記録し、希

望する新規就農者に提供することで、育成

側と新規就農者側の両者の負担を減らしな

がら新たな担い手を増やしていく。

またその動画の一部を抜粋し編集すること

で、春日井のサボテン実生栽培を効果的に

一般市民にPRしていく。

実生栽培 How to動画など その他の方法でも、効果的な担い手育成に

効果的な方法があれば提案希望。

23 昌和工業㈱ 如意申町1-7-5 3,000 40
プレス加工、鈑金・溶接加

工、組立加工

様々な媒体で求人広告等を出しているが、

思ったように求人申込が来ない。

従業員の確保ができていない。

弊社の魅力を前面に打出して、安定した採

用活動と従業員の確保ができること。

弊社で働きたい、働いてみたいと求職者に

思ってもらえるような企画提案。

求人から採用までのトータルプロデュー

ス。

https://www.kasugaikankyou.com/
https://www.kasugaikankyou.com/
https://www.askcorp.net/
https://www.askcorp.net/
https://www.askcorp.net/
https://www.askcorp.net/
https://www.askcorp.net/
https://www.askcorp.net/
http://www.toyo-metal.jp/
http://www.toyo-elec.co.jp/
http://www.toyo-elec.co.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
http://kasugai-kanko.jp/
https://www.syowa-kogyo.co.jp/
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24 木野瀬印刷㈱ 西本町3-235 2,000 90

商業印刷、経営管理システ

ム「MIクラウド」販売、シ

ンジカトウデザイン文具等

販売、地域密着情報誌はる

る、ぶるぅむ発刊

イベントやプロモーションPV作成の企画

提案が弱い

一緒に左記活動をしてもらえる協力会社 会社のプロモーション活動や求人活動をサ

ポートする企画提案

25 ㈱丸菱製作所 大手町字川内1045 3,600 88

製造業加工受発注サイト

ASNAROの受注、発注会員

募集

既存の主要顧客からの受注の増減に対応

し、繁忙期には外注、設備投資が発生し、

閑散期には固定費のロスが発生するという

国内製造業の共有の悩みが発生している。

空いているときだけ受注する、忙しい時だ

け工程単位で発注する双方向的な加工受発

注の場を提供することにより、自社の受注

の生産負荷の変動を複数企業と対応するこ

とで解決を図る。

板金、溶接のような職人技術工程や、機械

加工などの加工設備工程など、工程単位で

仕事を受けられる企業に対し受注の場をご

紹介します。

同様の内容の悩みを抱えている発注企業、

受注企業に対し、自社の取り組みじ、事業

をPRさせていただきたいです。

https://kinose.co.jp/
https://asnaro.co.jp/

