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ＮＣネットワークについて

概要 社名の由来：ＮＣ＝Numerical Control(数値制御)

社名 株式会社ＮＣネットワーク

設立 1998年2月

資本金 1億円

代表者 内原 康雄

住所 東京都台東区東上野1丁目14-5 ユーエムビル8階

ＴＥＬ/ＦＡＸ 03-6284-3080/03-6284-3081

事業内容

エミダス事業部

中小製造業向けＷＥＢマーケティングサービス

ＨＰ・動画・パンフレット制作、展示会出展支援

エミダスマガジン、メールマガジンによる製造業ＰＲ支援サービス

海外展示会・商談会企画、海外進出支援、行政受託業務

ロボット、自動化推進事業

1996年 12月
NCネットワーク・グループ創立（東京都労働経済局の支援による）東京下町を中心とした製造業9社：内原
製作所、鵬製作所、キョーワハーツ、寿技研、渋谷製作所、都築バネ製作所、中岡プレス工業、日本
フォーミング、宮沢工業

1997年 4月 NCネットワーク・グループ東京都労働経済局から中小企業情報活性化助成金取得

1998年 2月 株式会社エヌシーネットワーク設立 資本金1,000万円

1999年 9月 日経インターネットアワード（ビジネス部門）受賞

2000年
3月 エミダス会員向け全国イベント「第1回エミダスだよ！全員集合！」開催

6月 NHKにて「IT革命の衝撃！」放映 エミダス会員数が急激に増加

2001年
7月 ホンダエンジニアリング様と取引開始（加工事業の開始）

12月 エミダス会員数 10,000社突破

2002年 9月 ＮＣネットワーク加工事業部「ISO9001：2000」を取得

2003年 5月 日立製作所様と取引開始

2004年 2月 季刊誌「エミダスマガジン」創刊

2007年 5月
本田技研工業様 取引開始
自動車部品メーカーとして直口座取得

2010年 9月 ＮＣネットワーク ベトナム（NCNV JSC.,）をハノイに創設

2012年

2月 社名を株式会社ＮＣネットワークに変更

5月 ＮＣネットワーク大阪、ＮＣネットワーク名古屋、ＮＣネットワーク仙台を開設

9月 ＮＣネットワーク アメリカ（NC Network, Inc.）をロサンゼルスに設立

2013年 5月 ＮＣネットワークアメリカ オハイオ・テクニカルセンターを開設

2014年 8月 NCネットワーク北陸を開設

2016年
6月 マークラインズ株式会社と業務提携

11月 NCネットワーク広島を開設

2019年 1月 株式会社マクアケ、株式会社日本クラウドキャピタルと業務提携

沿革



1万7,518事業所

103万5,726人

8兆4,957億円

600万ＰＶ

月間38万人

（2012年11月調べ）

エミダス事業部 ～挑戦する製造業のためのＷＥＢマーケティング支援～

- 挑戦する製造業のために -
製造業向け工場検索エンジン 「エミダス」 の運営を中心に各種事業を展開

● 登録企業数

● 総従業員数

● 総売上高

● 月間ＰＶ

● ユニークユーザー

https://www.nc-net.or.jp/

海外オフィス

国内オフィス
■本社
東京都台東区東上野1-14-5
ユーエムビル8階
TEL:03-6284-3080

■広島営業所
広島県広島市中区幟町13-15
新広島ビルディング1階
TEL:082-512-2274

■名古屋営業所
愛知県名古屋市中区丸の内3-28-1
三晃丸の内ビル6階
TEL:052-253-5795

■大阪営業所
大阪府大阪市中央区難波4-1-15
近鉄難波ビル リージャス311号室
TEL:06-7713-5271

■仙台営業所
宮城県仙台市太白区大野田4-6-3
オフィス大野田
TEL:022-399-6844

■北陸営業所
石川県金沢市北安江3-6-6
メッセヤスダ506号
TEL:076-254-6091



＊データの集計期間は2018年1月1日～2018年12月31日の1年間です。
＊上記回数はエミダス会員企業の会社情報ページを閲覧された検索回数です。ＰＶ数とは異なります。

受託企業

（出展社：エミダス会員）

発注企業

（来場者）
プロ

エミダス登録ページ
↓

自社ＨＰ

無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料
無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

ライト
設計・開発 研究・試作
技術・品証 製造・組立

購買・調達 商品企画etc…

商談（WEB＆リアル）
設計段階から、量産段階まで技術課題を解決

◼ 会員登録イメージ

設計・材料・切削・板金・製缶・鋳造
鍛造・金型・プレス・成形・表面処理
治具・工具・生産財・工作機械 etc…

ライト ライト ライト ライト ライト ライト ライト

プロ
エミダス登録ページ

↓

自社ＨＰ

◼ 発注企業 エミダス来場ランキング（年間）

順位 企業名 PV

1位 日立グループ 166,747 

2位 パナソニック株式会社 118,770 

3位 三菱電機株式会社 108,193 

4位 キヤノン株式会社 57,617 

5位 ベニックソリューション株式会社（川崎重工業100%子会社） 57,466 

6位 株式会社IHI 39,670 

7位 株式会社デンソー 39,145 

8位 トヨタ自動車株式会社 36,657 

9位 株式会社イプロス 35,640 

10位 株式会社キーエンス 34,640 

11位 三菱重工業株式会社 34,189 

12位 株式会社リコー 33,992 

13位 株式会社村田製作所 33,475 

14位 富士電機株式会社 30,561 

15位 マツダ株式会社 29,609 

16位 株式会社神戸製鋼所 29,285 

17位 セイコーエプソン株式会社 29,127 

18位 株式会社ジェイテクト 28,875 

19位 株式会社セイロジャパン 27,933 

20位 オリンパス株式会社 25,805 



あらゆるツールを連動させ、

製造業のマーケティングを支援

◼ 総合的なマーケティング支援事業を展開

工場見学・海外視察
商談会等イベント企画

エミダスマガジン発刊
雑誌・WEB・ﾒﾙﾏｶﾞ広告

展示会ブース装飾制作
展示会共同出展事業

パンフレット制作
ロゴ・名刺・封筒制作

エミダス・プロ
マーケティング支援

ホームページ制作
（実績2,000社以上!）

工場動画制作
（実績200社以上!）

海外進出支援事業
（ｱﾒﾘｶ・ﾍﾞﾄﾅﾑ 他）

挑戦する製造業のための営業展開を支援します。
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利用者数
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（ドメインWeb総頁数）

◼ インターネット営業をめぐる現状

Webマーケティング
本格的稼働
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製造業の新規受注獲得フロー

競合が多数になり
受注が困難に・・・



営業事務

１日３０分の横串活動により
情報発信を強化！

経営者

製造部長＆若手スタッフ

総務部長

１．ＷＥＢマーケティング

営業部長＆若手スタッフ

※弊社スタッフが貴社のマーケティング会議に出席し、詳細打合せを行います。

エミダス・プロ ＷＥＢマーケティング価格（税別）

初期登録費用：300,000円／回(全2回)

＜第一回＞ 開始～１ヶ月

＜第二回＞ 初回～３ヶ月後

各社にて運用開始

◼ 講座日程イメージ

◼ 「エミダス・プロ ＷＥＢマーケティング」

作業計画の作成／技術・製品情報の登録（製品情報の選定）

３Ｃ分析／アクセス解析／情報登録

アクセス解析／営業ツール見直し・改善計画／運用計画

※別途、旅費交通費（実費）がかかります。

～必ず受注まで結び付けたい方に～

・製品写真の撮影
・エミダス情報登録
・問い合わせ窓口

・エミダス情報登録
・問い合わせ窓口
・営業情報フィードバック

ＨＰ

・エミダス情報登録
・写真掲載の許諾をとる
・新規開拓の意思決定

エミダス
（多言語）

・ニュースリリース管理
・採用情報の管理
・調達情報の管理

エミダス・プロ会員のみの

特別メニュー

エミダス・プロ機能の最大活用して、
ＷＥＢマーケティングに強い“組織づくり”をお手伝いします！



◼ エミダス・プロでＷＥＢマーケティング

城陽富士工業 株式会社 （アルミ切削加工 ／ 京都府 ／従業員数：33名）

➢ 沿革・理念ページ ➢ ＰＲ情報ページ ➢ 地図・拠点ページ

➢ 設備ページ ➢ 動画ページ

Google/Yahoo!から本気の発注者を呼び込む仕組みが盛りだくさん！

➢ ＴＯＰページ

参加メンバー 専務（リーダー）＋若手スタッフ４名

技術・製品情報 10月：16件 ⇒ 1月：125件

アクセス数 10月：69件 ⇒ 1月：1,086件

ＷＥＢマーケティング活動を若手スタッフと一緒に製品登録
現場スタッフも工作機械のオペレーションの空いた時間に入力を進めるな
どモチベーションも高く、月1,000件のアクセスを3ヶ月で達成！ 次の目標
は引合獲得に向けた掲載内容のブラッシュアップを進める。



2018年エミダスアクセス数ランキング全国

順位 区分 社名 地域 PV

1位 プロ 株式会社中田製作所 大阪府 74,745 

2位 ライト 株式会社宮田工業所 愛知県 41,017 

3位 プロ 富士電子工業株式会社 大阪府 39,594 

4位 プロ オーティス株式会社 岡山県 39,509 

5位 ライト 秋山精鋼株式会社 東京都 37,981 

6位 プロ 株式会社キャステム 広島県 35,438 

7位 プロ 株式会社中村製作所 三重県 35,278 

8位 プロ 株式会社岩本モデル製作所 大阪府 34,465 

9位 ライト 株式会社タカノ 長野県 30,769 

10位 プロ 三元ラセン管工業株式会社 大阪府 29,358 

11位 プロ HILLTOP株式会社 京都府 28,702 

12位 プロ 小段金属株式会社 大阪府 28,046 

13位 プロ 株式会社フジカ工業 埼玉県 23,406 

14位 プロ hakkai 株式会社 新潟県 21,238 

15位 プロ 株式会社ＪＳＴ 埼玉県 19,569 

16位 プロ 株式会社イナテック 愛知県 17,511 

17位 プロ 植木プラスチック株式会社 群馬県 16,897 

18位 プロ 株式会社丸山機械製作所 群馬県 15,923 

19位 プロ 岩機ダイカスト工業株式会社 宮城県 15,607 

20位 プロ 株式会社キメラ 北海道 15,480 

21位 プロ 株式会社浅野 群馬県 15,104 

22位 プロ 株式会社エージェンシーアシスト 京都府 14,583 

23位 ライト 川崎クローム工業株式会社 神奈川県 14,390 

24位 プロ 株式会社友栄精密 大阪府 14,385 

25位 ライト 株式会社竹中機械製作所 千葉県 14,357 

26位 ライト 中秀鉄工株式会社 石川県 14,141 

27位 ライト 小原歯車工業株式会社 埼玉県 14,081 

28位 プロ 吉田工業株式会社 長野県 13,421 

29位 プロ 株式会社ヒキフネ 東京都 13,338 

30位 プロ 株式会社サトキン 群馬県 12,775 



ＮＣネットワークの
「担当者」が御社を
お手伝いします！

ご契約 ＷＥＢへの
情報登録セミナー

WEB活用セミナー

リアルイベント

ネットワーク交流

英語 中国語

タイ語 ベトナム語

エミダスに公開した会社・技術情報を、４ヵ国語に自動翻訳！

日本語

※フリーワード入力箇所は要翻訳

✓ エミダス・プロのサービス内容 （一部）

リアル

ＷＥＢ
×

◼ 多言語対応でエミダス・プロ

◼ エミダス・プロ活用の流れ

• 技術・製品のＰＲ
• ページ訪問数・訪問企業の解析

• ＷＥＢ掲載項目のサポート

• アクセス数向上アドバイス
• ユーザー交流会 ほか

エミダス・プロ価格（税別）

初期登録費用：300,000円
月額：50,000円 ※エミダス・プロは、契約成立

１年間は、契約解除できません。

年間60万円
社員を１人雇うよりも安く、
24時間営業活動します！



会員区分 エミダス・プロ エミダス・プロライト 無料

初期登録費用（税別） ¥300,000 ¥50,000 無料

月額利用料金（税別） ¥50,000 ¥10,000 無料

スタッフによるサポート ー ー

エミダスＷＥＢマーケティング
（全２回） ◎ × ×

自社ホームページ
更新／

メンテナンス代行

○
※月1回：写真5枚、

テキスト1,000文字程度まで

×
（有料対応）

×
（有料対応）

エミダス
工場PR

「技術・製品」
情報の登録数 3,000頁 50頁 8頁

エミダス
アクセス解析

エミダス／自社ＨＰ
の

「アクセス数」
「検索キーワード」
「訪問企業名」

を解析

○ △
※自社ＨＰは各自設定

ー

エミダス
海外言語対応

英語、中国語、
タイ語、

ベトナム語に
対応

○ △
※一部のみ

△
※一部のみ

営業支援ツール
制作

動画/ホームページ
/パンフレット制作
/展示会ブース装飾

ほか

特別割引 割引 基本料金

エミダス会員サービス機能一覧 （一部抜粋）



メニュー 標準価格
エミダス・プロ

会員限定価格
備考

ホームページ制作 ￥1,800,000～ ￥1,200,000～

・ボリューム、システム導入によって異なります。
・レスポンシブＷＥＢデザイン対応。
・プロカメラマンによる写真撮影を含みます。
・打合せ、撮影の旅費・交通費は別途実費がかかります。
・デザインのみの場合は別途相談。

英語版HP制作 ー ￥500,000～

・英語版の費用です
（その他ドイツ語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語など対応可能）
・ボリュームにより異なります。
※日本語版HPを弊社で制作した場合のみ対応可能

修正 ー ￥0
写真の差し替え・テキストの変更など。
（目安：写真５枚、文字1,000文字程度まで／月）

１頁追加およびデザイン ー ￥50,000～ ボリューム・内容によって異なります。

◼ホームページ制作参考価格 （税別）

◼お客様の声

これまでに2,000社以上の＜製造業ホームページ＞を制作しております。

ＮＣネットワークがつくるホームページは、「挑戦する製造業」様限定！
他にはない、＜製造業専門＞のＨＰを制作します。

２．ホームページ制作

✓ 製造業の業界用語、専門技術がわかる
✓ 加工取引の実績で得た「発注者の視点」をページ制作に反映

✓ 「引き合いに繋がる」デザイン構成

✓ プロカメラマンによる写真撮影

✓ ホームページ完成後も運用サポート （エミダス・プロ限定サービス）

ＮＣネットワークでホームページを作るメリット

◼制作の流れ

ご
注
文

最短3ヶ月～

• 問合せが増え、大手からの受注にも繋がった！

• GoogleやYahoo!の検索で上位に表示されるようになった！

• 自社のアピールポイントが一見でわかる！

• 英語、中国語など、各国のＨＰも作れる！
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ＮＣネットワークでパンフレットを作るメリット会社にとっての名刺ともなるのが、
「パンフレット（会社案内）」。
展示会や営業で配ったパンフレット
は、企業様に持ち帰られ、実際に
顔を合わせていない人にとっての
貴重な情報源になります。

限られたページ数で、伝えたい情
報をコンパクトに伝え、さらには魅
力に感じてもらう必要があります。

✓ 「製造業」の制作に特化してきた弊社は、企業様の特徴を的
確に表現

✓ 業界に特化したコアな内容でも、一般向けのわかりやすい内

容でも、ニーズに合わせて制作可能

✓ プロカメラマンによる写真撮影

✓ パンフレットに予算をかけられないという企業様に定型デ

ザインに合わせて作成する＜簡易版＞

メニュー
エミダス・プロ

会員限定価格
備考

パンフレット 簡易版（1,000部） ￥350,000～
写真・文字の素材をご提供いただき定型デザインにあわせ
レイアウトを組みます。

パンフレット オリジナル版（1,000部） ￥600,000～

・ボリューム・デザインによって異なります。
・プロカメラマンによる写真撮影を含みます。
・打合せ、撮影の旅費・交通費は別途実費がかかります。
・デザインのみの場合は別途相談。

パンフレット 多言語版 ￥500,000～

・上記、パンフレットを制作したプロ会員企業様限定のサービスです。
・一言語の費用です
（英語・ドイツ語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語など）

・ボリュームにより異なります。

ちらし Ａ４片面（1,000部） ￥100,000 デザインのみの場合はA4片面￥50,000です。

Ａ４チラシ片面パンフレットから差し込みタイプ、中綴じタイプまでさまざまなパンフレットの制作を行っております。

※他言語の場合は 言語ごとに別途翻訳費用がかかります。

３．パンフレット・製品ちらし制作

◼パンフレット制作参考価格 （税別）

各国語版の
作成が可能です



動画制作 標準価格
エミダス・プロ

会員限定価格
備考

工場PR動画 ￥1,800,000 ￥1,200,000 別途旅費交通費（実費）かかります

工場PR動画
多言語版

ー ￥400,000
・上記会社紹介ビデオを制作したプロ会員企業様限定サービスです
・一言語の費用です（英語・ドイツ語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語など）

周年記念ビデオ ー 都度お見積り 上記会社紹介ビデオを制作したプロ会員企業様限定サービスです

これまでに200社以上の＜製造業技術工場動画＞を制作しております。

製造業のお客様は、何よりもまず「実物」を見たがるもの。
【動画】を作ることで、工場に来ていただく手間と時間をかけることなく
「簡単に」「手軽に」工場と技術を知ってもらうことができます！

ＮＣネットワークで動画を作るメリット

✓ 大手設計・開発者の目に留まる！ 「シナリオ設計」

✓ 問い合わせに繋がる！ 「構成」

✓ エミダス・プロだからできる、動画の「アクセス解析」

４．動画制作

◼お客様の声

◼制作の流れ

◼技術動画制作参考価格 （税別）

• 実際の工場の雰囲気を伝えやすい！

• ストリーミング配信や、お客様への
ＤＶＤ配布だけでなく、展示会の大
画面で放映しています！

ご
注
文

最短2～3ヶ月
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◆ 国内展示会簡易ブース装飾

メニュー プロ会員限定価格

国内展示会簡易ブース装飾 1小間パッケージ ￥350,000～

国内展示会簡易ブース装飾 2小間パッケージ ￥450,000～

国内展示会オリジナルブース装飾 ¥600,000～

◆ 国内展示会オリジナルブース装飾

やはり実際に実物を見てみないとはじまらない、「展示会」。
直接製品を見ていただき、さらに商談もその場で可能な展示会は、重要な営業の機会です。

「オリジナリティ溢れる、独自のブースを作りたい！」
「今までと違うデザインの提案が欲しい！」
という方にお勧めです。
※オリジナル施工の価格はご予算に応じて対応致します。

５．展示会（ブース装飾）

※小間のサイズ・木工・システムパネルなど仕様にによって異なります。

メニュー 価格

海外展示会簡易ブース装飾 デザインにより異なります

◆ 海外展示会簡易ブース制作

◆ 海外展示会オリジナルブース制作

メニュー 価格 備考

海外展示会オリジナルブース装飾 個別相談
出展地域、小間のサイズ、デザインに
よって異なります。

「費用をかけずに、基本的な機能を整えたい」という方に
お勧めです。

下記の備品を含みます

1.受付台
2.社名板
3.カーペット

4.照明3or6灯（二次幹線工事）
5.壁面色変更可能
6.少量のカッティングシートでの
文字入れ（要相談）



展示会にはかかせない技術・製品・会社概要PR用のパネル。ブース装飾と併せてオーダー頂くことで、
よりクオリティの高い展示ブースをご提供することが可能です。

展示会オプション 共同出展・パネル制作

会員企業様と共同出展することで、より効率的に準備、商談が行える場を
提供致します。

開催日 内容

2009年
ＮＣネットワーク製品展示会本田技研工場株式会社
輪開発センターグループプラザイベントホール

2009年
最新加工・生産技術ＮＣネットワーク展示会
＠日立製作所

2010年 第1回試作市場

2011年 難加工技術展

2012年 第3回ＥＶ・ＨＥＶ駆動システム技術展

2013年 第4回ＥＶ・ＨＥＶ駆動システム技術展

2014年 機械要素技術展2014（東京）

2015年 機械要素技術展2015（東京）

2016年 メッセナゴヤ2016

2017年 機械要素技術展2017（名古屋）

2018年 機械要素技術展2018（東京・名古屋）

＜ 国内 過去開催実績 ＞

開催日 内容

2012年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2012 国内中小企業14社にて出展）

2013年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2013 国内中小企業22社にて出展）

2013年10月
アメリカ 展示会共同出展
（engin expo 2013 国内中小企業２社にて出展）

2014年２月
アメリカ 展示会共同出展
（Pacific Design & MANUFACTURING 国内中小企業と出展予定）

2014年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2014 国内中小企業ともに出展）

2015年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2015 国内中小企業ともに出展）

2016年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2016 国内中小企業ともに出展）

2017年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2017 国内中小企業ともに出展）

2018年4月
ドイツ 展示会共同出展
（ハノーバー・メッセ2018 国内中小企業ともに出展）

＜ 海外 過去開催実績 ＞

◆ 共同出展

◆ パネル制作

メニュー 価格 備考

パネル制作（A1サイズ） ¥50,000～ アルミフレーム+パネル加工+ラミネート加工



サービス内容 標準価格 プロ会員限定価格

メールマガジンへの広告 ¥120,000 ¥30,000

ダイレクトメール ¥250,000 ¥100,000

WEBバナー ¥50,000～ ¥30,000～

エミダスマガジンへの広告 ¥450,000～ ¥200,000～

エミダスニュース ¥50,000 ¥0

NCネットワークでは「バナー広告」「メール広告」「エミダスニュース」「エミダスマガジン広告」の
４種類をご用意しております。
中でも、バナー広告、メール広告、エミダスニュースはWebを使った広告ですので、「Web広告」
と呼びます。

NCネットワークのサイト
内にバナーを設置し、
PR可能して頂けます。
展示会の告知や新製
品・新技術の紹介など、
ご利用頂けます。
また、バナー広告の画
像は弊社でも制作いた
します。（別途料金）

NCネットワークから配信
しているメールマガジン
を利用し、PR可能です。
配信したい内容を、約
25,000人のメール購読
者に直接お届けできま
す。
メール広告には、
「ダイレクトメール広告」
「ヘッダーメール広告」
の２種類があります。

NCネットワークのコンテ
ンツ内のプレスリリース
の場にてPRできます。
プロ会員様は無料で（２
回/月）掲載出来ます
ので、ぜひご活用くださ
い。

大手メーカー及び中小
企業に向け、雑誌を発
刊するとともに、ウェブ
上でも電子版「エミダ
スマガジン」を公開して
おります。
雑誌・電子版合わせ、
約20,000冊発行して
おります

６．広告

◆ バナー広告 ◆ メール広告

◆ エミダスマガジン ◆ エミダスニュース

◼WEB広告一覧

◼価格 （税別）



地域 見学先

栃木 菊地歯車(株) ミコト∞マシナリー(株)

東京
日本フォーミング(株) 橋本精密工業(株)
(有)豊岡製作所 (株)浜野製作所
(株)仲田製作所

愛知 (株)鬼頭精器製作所 ニットー精器産業(株)

東京 (株)小出ロール鐵工所 (株)浜野製作所

大阪 (株)山田製作所 (株)イワサキ

群馬 プラス(株) (株)タカノ

福島 アルファ電子(株) (株)タカナワ

愛知／岐阜 (株)オプコ (株)菊池工業

東京 渡邊プレス工業(株) 南デザイン(株)

福島 (有)大和製作所 (株)北日本金型工業

三重 (株)東亜鍛工所 (株)伊藤製作所

新潟 (株)ツバメックス hakkai(株)

三重 (株)前田テクニカ (株)伊藤製作所

群馬 (株)モハラテクニカ (株)山岸製作所

地域 見学先

兵庫 (株)中野鍛造所 東海バネ工業(株)

岐阜 旭金属工業(株) (株)岐阜多田精機

京都 生田産機工業(株) (株)タナカテック

岩手 (株)アイオー精密

鹿児島 (株)東郷 (株)藤田ワークス

北海道 (株)キメラ (株)ワールド山内

広島 (株)キャステム

沖縄 うるま市工業団地

長野 (株)ミクロ発條 黒田精工(株)

岐阜 旭金属工業(株) 未来工業(株)

千葉
(株)小出ロール鐵工所
しのはらプレスサービス(株)

大阪 (株)イワサキ 冨士電子工業(株)

北海道 (株)キメラ (株)ワールド山内

栃木/茨城 オグラ金属(株) (株)富田製作所

岐阜 旭金属工業(株) 未来工業(株)

自社の成長軌道の発見、5Ｓ・社員教育等の取組や
経営ノウハウについて情報交換の場となります。

3S・5S 改善活動、チームの士気を大幅に向上し、
社員のモチベーションUP！

敬称 略

世界各地の海外視察を企画、運営しています。
支社のあるベトナムをはじめ、韓国、タイ、ミャンマー、アメリカ、ドイツ、トルコなど、
各国の大企業、ローカル企業、展示会を巡り、参加者に現地の状況を実際に見てもらうとともに、
その後の具体的な販路開拓等のサポートをしています。

• 展示会視察
（Manufacturing Expo 2018
バンコク国際展示場）

• 企業訪問（日系企業／ローカル企業）
• 現地工業団地見学
• 現地工業用地見学
• バンコク周辺視察 など

内容

シンガポール
マレーシア

日系企業、展示会視察（Air show etc…）

ベトナム ローカル、日系企業視察

ドイツ 展示会共同出展（ハノーバーメッセ2012 14社にて共同出展）

ミャンマー ローカル企業視察（Super Seven Stars Motors Industry ,Earth Industrial etc…）

タイ 日系企業、展示会視察（ Manufacturing Expo etc…）

中国上海
日系企業・ローカル企業・展示会出展及び視察
（セキコーポレーション,アルファテック,ミクロ発條,日中ものづくり商談会2012 etc…）

ベトナム
経済産業省素形材産業海外ミッション調査業務受託
日系企業・ローカル企業、展示会視察
（野村ハイフォン工業団地、JVE,ナカシマベトナム,METALEX展示会 etc…）

インド
経済産業省素形材産業海外ミッション調査業務受託
日系企業・ローカル企業視察（Munjal KIRIU,RICO AUTO,Maruti Suzuki etc…）

インドネシア
経済産業省素形材産業海外ミッション調査業務受託
日系企業・ローカル企業・展示会視察
（MEIWA MOLD,RINNAI,Hino Motors,Honda,Manufacturing Indonesia etc…）

ベトナム 日系企業・ローカル企業視察（Honda,Nisshin,Idmea etc…）

ドイツ
ローカル企業・展示会視察
（Carl Zeiss,Leica,HC Helmut Christman,ハノーバーメッセ2013 etc…）

ドイツ 展示会共同出展（ハノーバーメッセ2013 国内中小企業22社にて出展）

＜過去開催実績例＞

参加費用は地域により異なります※随時、弊社HPやメールマガジン等でご案内致します。

＜過去開催実績例＞

７．その他……工場見学会・海外視察

◆ 経営者向け工場見学会 ◆ 社員向け工場見学会

敬称 略

◆ 海外工場視察

＜過去開催実績例＞



イベント

過去開催回数：15回
開催場所：東京・千葉・大阪・名古屋

仙台・ベトナム など

講演会 ＋ 交流会

ＥＭＩＤＡＳだよ！全員集合！!とはエミダス
会員様向けの交流会です。全国各地か
ら参加していただいた数百名のエミダス会
員の皆様と共にリアルな交流の場で、情
報交換や名刺交換などを行います。

2010年春には、製造業の応援団として
当時、内閣総理大臣の安倍普三氏、大
田区区長の松原忠義氏、中小企業庁経
営支援部経営支援部長安井正也氏にご
挨拶を頂き、会場内で新たな出会いが生
まれました。

◼「エミダスだよ！全員集合!!」

2016年の「全員集合!!」は、商談会
2016年は2015年に引き続き、「エミダス会員商談交流会」を同
時開催し、総勢95社約450商談が行われました。
また、予定商談先様以外の各ブースを出展社様がそれぞれ尋
ねられたり、お隣同士でのご挨拶からお仕事のお話しが始まったり
と、同じ製造業でも今まで係わりのなかった業種・業界・地域の新
たな出会い、新たな発見の中、今後の協力関係に期待を持てる
商談会です。

懇親交流会
懇親交流会へのご参加は総勢約370名！出展社様も海外から
の参加者様も合わせ、たくさんの方々にご参加いただきました。近
況報告や情報交換、商談会のお時間では足りなかった皆様がこ
の場で名刺交換。大変盛り上がりました。

2018年の「全員集合!!」講演は・・。
■ 基調講演
「宇宙開発が切り拓く日本製造業の未来

～月面探査と中小製造業の活躍～」
株式会社ispace 代表取締役&ファウンダー袴田 武史様

■ パネルディスカッション
「IoTで変わる中小製造業」

株式会社三松 代表取締役 田名部徹朗様
HILLTOP株式会社 東京オフィス支社長 静本雅大様
株式会社キャステム 代表取締役社長 戸田拓夫様

コーディネーター
日本政策研究大学院大学 名誉教授 橋本久義様



国や地域の行政が提供する補助金獲得のためのご相談に応じます

申請支援 価格

補助金・助成金支援 個別相談

など、補助金申請のお悩みに対応いたします！

＜過去実績＞

いばらき産業大県創造基金助成金

ものづくり中小企業製品開発等支援補助金（試作開発等支援事業）

中小企業の協働による国内外販路開拓等支援事業

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

申請支援

◼申請支援

◼価格 （税別）

助成金って使ったこと

ないんだけど……

この助成金って

役に立つ？

申請してみたいけど

どうすればいい？

なにを書けば申請が通るの？

自社の強みって…

どうやって書けばいいの？

手続きが面倒くさい……

そもそも書き方が

わからない……



コンテンツ

製造業 Ｑ＆Ａ掲示板！
モノづくりに関わる方が、設計、製造、経営の現場で直面する問題について、参加者同士が質問・

回答を通じて知恵を出し合うための場です。

技術に関しての疑問や悩みを掲示板に
投稿すると、閲覧した人が答えてくれます！



エミダス・マガジンの刊行

挑戦する製造業を応援する雑誌「エミダスマガジン」を発刊しています。

大手メーカー及び中小企業に向け、雑誌を発刊するとともに、ウェブ上でも電子版「エミダスマガジン」
を公開しております。雑誌・電子版合わせ、約25,000冊発行しています。

＜挑戦する人＞
挑戦している社長を表紙とともにご紹介

＜素顔＞
仕事から離れた社長の素顔に迫ります

＜特集＞
毎号テーマをもって製造業をご紹介

＜経営者の軌跡＞
経営者の過去を振り返ります

＜エミダス・スタイル＞
エミダス会員をPicUp

エミダス・マガジン紙面に、広告が載せられます。（有料）



参考：受注のための各機能

・WEBマーケティング
・HP、動画制作
・技術の森
・各種講座
・エミダスマガジン
・メールマガジン

・工場見学会
（経営者・社員向け）

・海外視察ツアー
・各種セミナー
・ユーザー会や

サークル活動
・「エミダスだよ！

全員集合！」

・ブース装飾関連
・テーマ別共同出展
・海外共同出展

・テーマ別（業界）アプローチ
・口座有り企業アプローチ
・海外取引支援（貿易実務）
・海外営業所代行（米国、ベトナ
ム）

24時間365日！

発

注

企

業

ＮＣネットワーク各機能

最前線！（口座取得、
技術営業、品質保証）

加工事業

展示会

リアル
ネットワーク

インターネット
（エミダス）

受 注 企 業

エ
ミ
ダ
ス
・
プ
ロ
会
員

エ
ミ
ダ
ス
・
プ
ロ
ラ
イ
ト
会
員

エ
ミ
ダ
ス
・
無
料
会
員






