
エントリー企業一覧（9月20日更新）

商談No 会社名 企業URL 業種 事業内容 商談相手へのPR

1 G1 Technology株式会社 https://www.g1tec.jp IT通信業
遠隔地のパソコンをブラウザから操作できるリモートサービ

ス「Vnode」の開発・販売

2 kabetee https://www.kabetee.com WEB制作・WEBコンサルティング・システムサポート

WEBサイト・ホームページ制作をはじめ、保守・運用費削減

サービス、システムサポート、動画制作、カラーセラピー、

水彩画制作サービス、ホームページ制作講座やSEO講座等を

運営しています。

主な実績：Wixパートナー認定（最高レベル：Legend）、港

区優良ホームページ制作会社20社、港区の優良ホームページ

制作会社21社をプロが厳選！、格安でホームページ制作を提

供する優良制作会社20社をプロが厳選！（運用支援に強い格

安ホームページ制作会社）、「ホームページ制作 港区」

「WEB制作 港区」Google検索1位。

3 日本オリバック株式会社 www.oribackjapan.com 企画製造メーカー

骨盤サポートチェアの企画製造メーカーです。その他、健康

雑貨、ヘルスケア関連商品の製造及び全国流通を行っていま

す。

世界１７か国、３年で２０万台出荷実績のある骨盤チェアの

企画総販売元メーカーになります。国内大手小売りチェーン

や家電量販店、スポーツクラブ、TVショッピング等の直接取

引口座が多くあります。代理店も募集しておりますのでご興

味がありましたらぜひお声かけ下さい。

4 イナバ商事株式会社 https://tajimaya-coffeeten.com/
飲食サービス業（喫茶店の経営、珈琲およ

びコーヒー関連商品の販売）

①喫茶店の経営

⇒『但馬屋珈琲店』という純喫茶を、新宿に3店舗、吉祥寺に

1店舗、池袋に1店舗、姉妹店『カフェテラス シルエット』と

いう純喫茶を新宿に1店舗経営しております。

②珈琲およびコーヒー関連商品の販売

⇒自家焙煎したコーヒーを、自社オンラインショップの他、

百貨店や高級スーパーを中心に約400店舗にてお取り扱いいた

だいております。

【自家焙煎　但馬屋珈琲店】

第1回東京オリンピックが開催された昭和39年に新宿西口『思

い出横丁』にて純喫茶を創業し、今年で58年目を迎えます。

『但馬屋珈琲店』のコーヒーは、百貨店や高級スーパー、ラ

グジュアリーホテル、こだわりをお持ちの飲食店など幅広く

約400店舗にてお取り扱いいただいております。

5 株式会社ファシリテーションエンジニアリングhttps://facilitation-engineering.com/ 経営支援サービス（コンサル・顧問・企業研修講師）

国内および海外事業に関する以下の業務

１）人材育成及び経営に関するプロジェクト支援

２）人材育成の為のコーチング、カウンセリング

３）人材育成の為の教材の企画、制作、編集及び販売

４）能力開発の為の企業向け研修講師

５）各種セミナー、講演会等の企画、立案、開催、運営及び

管理

「マリナーズ式」とは「営業の次世代リーダーを輩出」する

当社独自の方法です。 マリナーズで働いて培った営業スキ

ル、イチロー選手から学んだ考え方を体系化したものです。

お客様の営業・組織課題をお聞きし、解決策を完全カスタム

型でご提案し、お客様の相棒として現場に赴きます。

6 ＨＲマネージメント株式会社 https://hrs-management.net/ 人材アウトソーシング事業、卓球普及事業

①人材アウトソーシング事業

・業務委託・請負事業

　BPO/行政関連業務受託/営業販売・事務・コールセンター

代行等

・労働者派遣事業

・有料職業紹介事業

②卓球普及事業

・卓球業界の活性化を行うための業務、キャリア支援

　Ping-pong Work Table 「T4 OFFICE」販売正規代理店事業

　プロ卓球チーム「T.T彩たま」企業サポーター事業

　教室・交流会・大会・イベントなどの実施

当社は2020年11月に創業した会社となり、まもなく2期目が

終了するベンチャー企業となります。しかしながら2年間で

様々な人材手配が必要な案件に対応し、スピード感を持って

成長するして参りました。その結果、労働者派遣事業許認可や

九州支店を開設するまでに事業拡大ができております。人材

供給や業務委託・運営代行でお悩み、課題がある企業様はぜ

ひ当社までお気軽にご相談下さい。



7 財・不動産コンサルティング株式会社 http://zai-consulting.jp/ 不動産業

不動産売買仲介、建築費削減、相続コンサルティング・土地

活用相談、建て替え相談

・不動産売買仲介　不動産をどこよりも高く売ります！

・建築相談　建築費、大規模修繕費を削減し、安定収益を生

みます！

・土地活用相談　仕組みをコーディネートします！

※成功報酬。通常の不動産屋と同等の報酬で丁寧にお手伝い

します。

弊社は相続を基軸とし、ビルオーナーを主要顧客とした不動

産会社で、税理士、会計士、弁護士の先生方と業務提携した

く、不動産売買、建築費削減など成約の折には共同案件とし

て、報酬を得ていただき、共存共栄を図りたく考えておりま

す。

・不動産売買仲介　不動産をどこよりも高く売ります！

・建築相談　建築費、大規模修繕費を削減し、安定収益を生

みます！

・土地活用相談　仕組みをコーディネートします！

※成功報酬。通常の不動産屋と同等の報酬で丁寧にお手伝い

します。

9 株式会社　ミヨシ https://miyoshi-kanri.co.jp 不動産管理業

（１）建築設備の保守管理業務：電気設備、消防設備、空気

設備、給排水衛生設備のメンテナンス、空気環境測定

（２）建築工事野設計施工管理：リフォーム工事、特殊建築

物の定期調査（３）清掃業務：床およびガラス

（４）衛生対策サービス：抗菌・抗ウイルス光触媒コーティ

ング施工【ナノゾーンコート】

（５）管理事務代行：請求書発行事務、テナント管理事務、

官庁届出事務代行、補助金申請支援

単なる改修工事だけではなく、補助金、助成金の申請の支援

も行い、工事費の一部削減が可能

10 株式会社ブライト章 htttps://www.bright-aki.co.jp 翻訳・映像制作
映像のナレーション・字幕の翻訳、および外国人ナレーター

のキャスティング。そして企業向け各種映像制作

超初心者向けに分かり易く、簡単作業でビデオを作れるようになります。映

像制作の経験４０年以上のノウハウにもとづいた講座ですが、難しいことは

教えません。仕事や展示会でも使えるビデオが作れるようになります。

11 株式会社ビットストロング http://www.bitstrong.co.jp/ 器材卸業、IT

本業は画像検査/計測機材、医療画像システムで、下記分野に

特に力を入れています。

・アルコールチェッカー、息を吹きかけるだけで呼気中のア

ルコール濃度を瞬時に確認できます。

・高精度の体温測定サーモグラフィ製品。顔認証・車体認識

端末、監視カメラ、業務用会議システム

・世界始発の赤外体温計（病院用・ファミリー用・病院/介護

施設用、壁やスタンド付け用等、動物クリニック用・飼い主

用）、卓上またポータブルエアカーテン、オキシーメーター等

・2℃～8℃医用冷蔵庫、ワクチン接種等バイオ・医用フリー

ザー、無停電装置(UPS)、温度遠隔監視ツール、温度ロガー等

・無停電装置・各種電源アダプター・ケーブル・変圧器等の電

気・電子部材、装置にタブレット端末の取り付け金具・スタ

ンド等

自社の特徴として

・IT会社のソフト力がバックとなるソフト系のサポート力

・電源/Network/USB等各種アダプター/ケーブル等アクセサ

リが豊富

・各種モバイル/端末/機器に取付できるスタンド・金具が豊

富

12 ブレイヴコンピュータ株式会社 https://brave-com.jp/ 情報通信

・「つなぎ保守」サービス（第三者保守）

・「パーコール保守」サービス（スポット保守）

・「見守り保守」サービス（死活監視）

・パーツ、機器販売サービス

※全国の自営保守拠点より日本全国対応可能です

一般的には第3者保守、EOSL保守などと呼ばれるサービス

で、サーバ、ストレージ、ネットワーク機器などが対象で

す。

日本ではまだメーカー保守がメインとなっていますが、IT資

源をサステナブルに使えることから、欧米では大企業の約

75％がすでに導入しています。

コロナ渦での半導体不足、納期遅延という課題の解決方法と

しても、ご活用いただいております。



13 株式会社オールフォーエスピー https://www.allforsp.co.jp/ ソフトウエア、インターネット関連、情報処理、受託開発

インターネットに関するワンストップサービスを提供しており

ます。

　（１）Webアプリケーション設計・開発

　（２）ホームページ企画・制作・運用、デジタルコンテン

ツ制作

　（３）ネットワーク設計・構築・クラウドコンサルティン

グ

　（４）サーバ構築・運用・保守

　（５）セキュリティ維持

インターネットおよびWeb関連でお困りの企業様、当社のワンス

トップサービスで解決いたします。是非、実現したいことをお聞か

せください。

14 株式会社トリプルアイズ https://www.3-ize.jp/ システムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供

売れる商材をお探しの企業様、AI事業にご興味がある企業様

へ、

世界2位の画像解析AI技術を使用した自社開発のAIサービスを

提供致します。

自社開発という強みを生かし、パッケージ製品だけではなく

お客様のご要望に合わせてカスタマイズや新サービスの開発

が可能です。

【取り扱いサービス】

（1）顔認証AIサービス「AIZE」

　　・顔認証+アルコール検知クラウドサービス

　　・顔認証勤怠打刻サービス

　　・顔認証マーケティングデータ取得サービス　　etc.......

（2）AIビジネス実践学「AT20」

　　・通信教育方式の独自の教育サービス

顔認証AIサービス「AIZE」はすでに1000拠点以上の導入実績

があり、

業界業種問わず様々なケースで利用頂いております。

囲碁AI世界2位を獲得した画像解析AIの技術力と、

豊富な導入経験から現実的かつ柔軟なご提案が可能です。

顔を使ってあれができないか、これができないかという事が

ございましたら

まずはご相談ベースでお気軽にご連絡頂けますと幸いです。

15 TradeTax国際税務会計事務所 TradeTax国際税務・会計事務所 (japan-jil.com)貿易代行/国際貿易/国際販売ITソフト販売、
国内＆国際税務会計・国際ビジネスコンサルティング
貿易代行/国際貿易/国際販売ITソフト販売、

国内＆国際税務会計・国際ビジネスコンサルティング

国際貿易/国際販売ITソフトを使う

＊ITソフトによる簡単管理

＊経費削減

＊コンサルティングでスムーズな国際貿易/国際販売

＊会計・税務ソフトと連携可能

16 Ｗｉｎｎｏｗ株式会社 https://www.winnow.co.jp 小売・卸売
「化粧品、健康食品、サプリメントなどを企画・製造・販

売・輸出」と「国産原料の輸出」を行なっている会社です。

Winnowは、＜再び若返える＞をブランドコンセプトに、情熱

と努力でエイジレスに進化し続けたい人々の人生を支えるの

が使命だと考えており、

繁忙な日常の中でも一人一人がより効率的により簡単に＜健

康で美しい人生＞を送れるように優れものを手頃な価格で提

供し続ける長寿ブランドを目指しております。

本商談会で紹介したいオリジナル商品は、厚生労働省認可の

医薬部外品である＜薬用育毛剤＞と＜薬用しわ改善・美白ク

リーム＞の２つです。商品詳細をご覧いただき、取扱いにご

興味のある方と商談したい。

小ロット仕入れから柔軟な対応しており、グローバルな時代に

合わせた他言語資料の提供も可能です。貴社の販売方針に適

した形式でご提供ご協力させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。



17 株式会社S・Ｋ工業 http://sk-industry.co.jp>youtube
 研究開発又は調査の事業

（1）マイナス素粒子状量子制御テクノロジーフォーチュンザ

Creek/FTC能力向上及びFTC活用/研究開発及び調査(研究者主

導臨床/先進医療含む/製造開発）

（2） 「新型コロナウィルス及びオミクロン変異株」を「除

染・除去」呼吸器感染を防ぐ監督官庁様よりBtoc文言公開特

例許可を得た「能力/エビデンス」を有するFTC活用（Btob、

Btog)経営支援サービス

（3）Ｓ・K工業技術の卸し提供協力業務（新型コロナウィル

ス対策「除染・除去」

FTC卸し。各種鋼鋼材卸し、等/他

（4）FTC販売代理店募集

経営を圧迫する社会的問題である「新型コロナウィルス及びオミクロン変異

株」を「除染・除去」呼吸器感染を防ぐ監督官庁様よりBtoc文言公開特例

許可を得た「能力/エビデンス」を有するFTCは経産省「環境/ヘルスケア

活用タイプ」でFTCを活用時FTC能力が健常者様の呼吸器感染を防ぎ渡航移

動生活産業活動可能にするマイナス素粒子状量子制御テクノロジーフォー

チュンザCreek/FTC活用においての安定した経営、売上向上、福利厚生の

充実を可能にするFTC活用経営支援。是非お気軽にお声がけください。

19 GRiT Partners 法律事務所 https://gritpartnerslaw.jp 法律事務所、専門サービス業

フィナンス、start up法務、事業承継・相続

事業再生・倒産処理、一般企業法務、危機管理・訴訟対応

各種業法規制対応個人情報・セキュリティ対策とビジネスモ

デルの検証

デジタル広告・マーケティング法務

AI及びクラウド関連技術法務、WEB3.0関連法務

デジタル時代のM&A・事業再編

デジタル広告・マーケティングオートメーション法務

知的財産×データ戦略×セキュリティ法務

医療ライフサイエンス分野イノベーション支援

ビジネスモデルの検証と各種業法規制対応、個人情報・セ

キュリティ対Value＆Supply Chain分析とSDGs/ESG/危機管

理対応

Open Innovation戦略策定・実行支援

・週刊東洋経済「依頼したい弁護士」25人に当事務所吉澤尚

弁護士が選出

・ビジネス法務（中央経済社発行）に毎月連載中（2022年8月

号より）

・「実践海投資家に向けたIR・SR対応」他各弁護士著書多数

弁護士、他信頼のできる経験豊かな専門家アドバイザーによ

る法律相談をお受けいたします

20 FutureRays株式会社 https://www.bemac-fr.com/ 情報通信業

（１）ICTコンサルティングサービス

（２）人材コンサルティングサービス

（３）教育・研修サービス

社員研修・人材育成、人材紹介（中途採用）のサービスを取

り揃えております。ご要望に合わせて1社１社ご支援させて頂

きます。相談・コンサルティングも無料でさせて頂いており

ます。ぜひお気軽にお声がけください。

21 株式会社ウエーブプラネット https://www.waveplanet.co.jp/ 戦略コンサルティング（経営と組織の成長に寄与）

1．中小企業、2代目社長さまを対象に経営者支援と組織内コ

ミュニケーションの活性化を行っています。

（１）企業理念の見直し、策定、行動指針への落とし込み

（２）内発的動機を活性化させる組織コミュニケーション改

革

2．商品コンセプト開発、マーケティング戦略

企業理念やコンセプト開発に携わり30年になります。

大手企業さまの商品コンセプト開発やマーケティングで培っ

たノウハウをより多くの企業さまにご提供できるよう完全

オーダーメイド型でプログラムをカスタマイズしています。

22 株式会社ナビット https://www.navit-j.com/ IT・情報通信業（データベース販売、助成金・補助金活用支援事業等）

「助成金なう」という助成金・補助金の検索サービスを運営

しております。

【サービス内容】

■全国60,000件の助成金・補助金検索機能

■助成金・補助金等への申請サポート

■助成金・補助金情報の販売

独自の情報収集ネットワークにより、

全国約60,000件の助成金・補助金情報を取り扱っておりま

す。

情報収集や申請サポート、貴社商材の販路拡大までご支援い

たします。

【申請サポート実績】

事業再構築補助金・ものづくり補助金→75％以上



23 暁喜　株式会社 https://aki-japan.net/ 製造卸

当社は、伝統でありながら斬新な日本伝統の養生食品と、食

品由来の美容化粧品や衛生日用品やECOな日常雑貨品、

または人に環境に優しい安心安全な工業農業用品など、

多分野の多種類の製品を研究開発・生産卸しています。

原料は、無添加・100％天然・有機または無農薬栽培の和漢

ハーブなど食品原料です。

保存料・着色料・人工甘味料・化学調味料など等、添加物は

一切使用し無いように努めています！

コンセプトは、健康に良い！美容に良い！環境に優しい！

30数年に日本全国の原料生産30カ農場や10カ所の加工場と連

携して、

世界でご好評の日本が誇る品々を開発生産卸しています。

多くの国々で報道されたり受賞したりの製品たちです。

日本公式経済訪問団やハリウッドアカデミー授賞式VIPギフト

等に選ばれた日本代表商品や、

全国の郵便局で関西地域名産品として「ふるさと小包」な

ど、または

皇室御用、日本の神様の聖地ー出雲大社御用など等、伝統で

ありながら斬新な製品が数多くございます。

より多くの方々に日本が誇る、日本の優良品をお届けできれ

ば、

少しでも地方再生に皆さまとご一緒に貢献できれば幸いで

す。

お力を賜りますよう　宜しくお願い申しあげます。

24 株式会社clays https://clays.jp 映像制作

映像制作（アニメーション／実写）および支援・サポート事

業・

各種Web関連サービスの提供

業務提携いただけるパートナー企業様を募集しています。

「新規事業展開で売り上げUPを試みたい」「クライアントか

らの要望に応えきれていない」などお困りのことがありまし

たらお気軽にお声掛けください。

25 日本ナノテック株式会社 東京営業所 　https//n2-tec.co.jp/ 　製造・販売・施工

海外、全国及び首都圏を中心に脱炭素時代に相応しいカーボ

ンニュートラルの展開

（１）光触媒液剤「アリテラス」の製造・販売・施工

（２）断熱材「ファインジャケット」の製造・販売・施工

（２）食品工場・ビル等の配管バルブ・熱交換器・ボイ

ラー・タービン・　　スチームストラップ等の断熱による省

エネ、CO2削減、脱炭素、カーボンニュウトラルに相応しい

ご提案

26 アズプランド株式会社 https://as-planned.co.jp コンサルティング

DX/IT化支援コンサルティング、ウェブサイト・インフルエン

サーを活用したマーケティング支援、出版などを活用したブ

ランディング支援、海外展開・輸出支援

当社は当社独自のサービスに加え、当社クライアントととも

にサービスを開発して提供しています。これ以外にも出版コン

サルティングなども提供しています。貴社との業務提携によ

り、新しいサービスができあがることありますので、多くの

企業様とお話をさせていただきたいです。

27 株式会社Liberta https://www.liber-ta.com/ 法人ソリューション事業、職業紹介事業

法人ソリューション事業部

➀法人用携帯電話

➁店舗型ビジネス用、公式LINE自動化ツール

職業紹介事業

→中途採用に特化した職業紹介事業

→大手転職サイトのアワードで表彰実績有

弊社は法人商材、人材事業で提携している事業者様をお探し

しております。直近でSES事業の立ち上げも検討しており、そ

ちらで情報交換できる事業者様もお探ししております。まずは

情報交換からお気軽にお声掛け頂ければ幸いです！

29 FK華道・着付け教室 http://fk-school.jimdosite.com/ サービス業、サークル活動、学習

企業のエントランスや会議室、応接室、社長室などに置く生

け花。

出張生け込み致します。

また、企業サークル活動として、華道と着付けの講師を致しま

す。

セレモニー等で着付けが必要な場合は、着付け致します。

生け花を置く事で、伝統文化に触れ今まで知らなかった世界

観や

癒しができればと思います。

30 有限会社ボンズ企画 https://www.bonds.ne.jp 電子データ化サービス・広告全般
電子化ソリューション事業/プロモーション事業/クリエイ

ティブ・印刷事業

デジタル化/テレワーク移行/改正電子帳簿保存法への対応な

どにおいて提案を行うクラウドやシステム関連の企業様、オ

フィス移転やレイアウト変更において紙資料削減の相談を受

けている不動産/移転コンサルの企業様、弊社と業務提携しま

せんか。電子化のエキスパートとしてお役に立ちます。



31 株式会社ルセント https://lucentsenjin.com/ 販路開拓・新事業立ち上げ支援（クラウドファンディング代行、コンサルティング）

【コロナ過で有効】販路開拓と新事業立ち上げを低リスクで

挑戦できる「クラウドファンディング」を、事業戦略から発

送代行まで総合的に支援しております。

①日本クラウドファンディング代行・コンサルティング

②海外クラウドファンディング代行・コンサルティング（米

国、中国）

※代行には、プロジェクトページ作成、広告マーケティン

グ、発送業務などが含まれています

クラウドファンディングのサポート実績は、「目標達成率

96％」「累計1.1億円」。実績者様は全員クラファン初心者で

す。一度成功すれば、別のクラファンサイト、海外クラファ

ン、そして卸販売などの販路につながります。BtoBからBtoC

への切り替え、既存商品の販路開拓、新サービスの構築な

ど、できることは様々です。皆様のクラファン成功を全力で

サポートさせていただいております。ご興味がある方は、是

非一度ご相談ください。

32 やぎはら社会保険労務士事務所 https://office-yagihara.com 社会保険労務士
様々な規模、幅広い業種の企業様のために、従業員の労務管

理に関する助言・指導を行います。

やぎはら社会保険労務士は事業における労務管理の専門家で

す。

私は、複数の企業で人事労務の責任者として、企業の直面する

様々な労務問題に対処した豊富な経験が強みです。

33 株式会社テイラーイノベーションズ https://tailorinnovations.com 製造業

テクノロジー・インテリジェンス・リソースをデザインし、ア

イデアの可能性を広げて新しい次元の体験を世界に送り出し

ます。お客様のニーズを汲み取り、企画から販売までサポー

ト。

【事業内容】

製品企画・開発、製造・販売、IoT製品のプロトタイプ設計・

開発サポート（量産フェーズの設計、小ロット生産）

【取り扱い製品】

HDMI/SDI 4K入力対応のライブ配信専用機器 Blastreams

Blastreamsは、最大2160/30fpsの4Kライブ配信対応、本体単

体での録画機能、同時ライブ配信機能など、多数の新機能を

搭載しています。

【取り扱いサービス】

ライブ配信サポート、海外進出支援、OEM/ODM（プロダク

ト・プロジェクトの開発）

一品ものの製作から1000台レベルの量産までサポート可能。

また、独自の手法により、他社よりも短時間で製造可能。

自社製品、「Blastreams」については、放送機器や、配信業

を営む会社、セミナー、ウエビナーなどを営む会社とマッチ

ングしたいのでよろしくお願いします。

34 株式会社フライハイ https://www.flyhigh-inc.jp/ 経営支援サービス（コンサル・ビジネスマッチング事業）

東京都の中小企業を中心に、映像制作サービスを展開してお

ります

（１）動画制作（採用・商品サービス紹介・マニュアル動

画）

（２）セミナーライブ配信

動画制作を企画から編集までワンテーブルで提案可能で

また実写だけでなくアニメーション動画も制作可能です

35 株式会社 丸井　有楽町マルイ https://www.0101.co.jp/086/ 小売業
小売事業　専門店事業（自主・PBの運営）イベント開発　テ

ナント誘致

有楽町マルイは交通機関からのアクセスもよく、販売経験の

あるスタッフがサポートさせて頂きますので、初めてテナン

ト出店される方でも安心して販売運営ができる環境です。ま

た、出店したいけど人材がいないといった場合でも運営受託

というスキームもございますので是非一度ご相談下さい。

37 株式会社暁電機製作所 https://arunas.co.jp/ 製造業(ODM受託開発製造)

自社製品(セルフ精算機、ハウス電子マネーチャージ機、小型

納金機)の製造・販売

KIOSK端末・現金処理機等の受託開発

大手メーカ様のもとで製造受託実績あり

受託開発実績としては数百アイテムを超えます

小ロットから対応可能

デザイン・設計・開発・組立・検査・試験・キッティングま

で一気通貫にて対応可能



38 株式会社三和製玉 https://www.sanwaseigyoku.co.jp 食品製造業
鶏卵加工食品製造販売・・玉子焼き、オムレツ

寿司用材料、惣菜、冷凍食品販売

量販用の開発玉子焼きの売込み。冷凍業務用製造から量販売

場へのシフトを検討しており、その一品を水産・刺身コー

ナーで販売してもらう「大人の玉子焼き」と地方の優れた一

品でスーパー様の店頭にはあまり馴染みのない商品をご提案

させてもらいたいと思います。


