
ＪＲ京浜東北線・上野東京ライン
（宇都宮線・高崎線）
「さいたま新都心」駅下車徒歩3分
○ 「東京」駅から約35分
 ＪＲ上野東京ライン利用
○ 「新宿」駅から約30分
 JR埼京線利用/赤羽駅より宇都宮線・高崎線
 「新宿」駅から約35分
 JR埼京線利用/赤羽駅よりJR京浜東北線
○ 「上野」駅から約25分 JR宇都宮線・高崎線利用

○ 「品川」駅から約40分 ＪＲ上野東京ライン利用  （JR東海道本線）
○ 「大宮」駅から約 2 分 JR京浜東北線利用
 ＪＲ東北・山形・秋田・上越・北陸・北海道新幹線に接続

JR埼京線「北与野」駅下車徒歩7分
○ 「新宿」駅から約40分
○ 「渋谷」駅から約45分 ご来場を心よりお待ちしております。

赤羽

大宮

池袋

品川

渋谷

大崎

上野

新宿

浜松町

大井町

南浦和

さいたま新都心
北与野

武蔵浦和

JR 湘南新宿ライン
JR 埼京線

京成本線

東京臨海高速鉄道

J R 山手線

J R 武蔵野線

東京モノレール

JR 京浜東北線

JR 上野東京ライン
（JR宇都宮線・高崎線）

JR 上野東京ライン
（JR東海道線）

東京

成田空港

羽田空港

西国分寺

北与野 与野

視聴無料

入場：1F S1ゲート

ビジネスアリーナ 検索

ビジネスアリーナ 検索

受注拡大・販路開拓のためのビジネスマッチングイベント！

彩の国ビジネスアリーナ２０２3主催事務局
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-７-５　ソニックシティビル10F　
公益財団法人埼玉県産業振興公社内
TEL：０４８-６４７-４０８６　FAX：０４８-６４５-３２８６
Email：bizmatch@saitama-j.or.jp

主　　催

後　　援 経済産業省関東経済産業局/独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部/
一般社団法人埼玉県商工会議所連合会/埼玉県商工会連合会/埼玉県中小企業団体中央会/
一般社団法人埼玉県経営者協会/埼玉経済同友会/埼玉中小企業家同友会/埼玉県信用保証協会/
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）埼玉貿易情報センター/
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会/公益財団法人全国中小企業振興機関協会/
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構/
公益財団法人栃木県産業振興センター/公益財団法人群馬県産業支援機構/
公益財団法人千葉県産業振興センター/公益財団法人東京都中小企業振興公社/
公益財団法人神奈川産業振興センター/読売新聞さいたま支局/朝日新聞さいたま総局/
毎日新聞さいたま支局/日本経済新聞社さいたま支局/産経新聞さいたま総局/
日刊工業新聞社さいたま総局/埼玉新聞社/テレ玉

埼玉県/公益財団法人埼玉県産業振興公社/公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会/
株式会社埼玉りそな銀行/株式会社武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/飯能信用金庫/
川口信用金庫/青木信用金庫

お問い
合わせ先

事前入場登録・オンライン展示会は
公式WEBサイトから！
https://saitama-bizmatch.jp

さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ） 

 2.1[水]～15[水]2023オンライン展示会

 2.8[水]　　9[木]10:00~
18:002023リアル展示会 10:00~

17:00

会場アクセス イベントへのご来場は、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

彩の国
ビジネス
アリーナ
2023

このほかにも中小企業の経営に役立つ多彩なセミナーをラインナップしております。
詳しくは、公式WEBサイトをご確認ください。https://saitama-bizmatch.jp/
新型コロナウイルス感染症対策について

37.5℃以上の発熱がある方や体
調がすぐれない方・新型コロナウイ
ルス感染症陽性者との濃厚接触が
ある方・新型コロナウイルス感染症
に罹患し、定められた療養期間中
の方はご来場をお控え下さい。

入場時に検温・アルコール消毒へ
ご協力ください。正常体温の方の
み会場内に出入りすることが可能
です。37.5度以上の発熱や体調
不良がある場合、入場をお断りす
る場合がございますので予めご了
承ください。

会場ご来場の際は、
埼玉県LINEコロナ
お知らせシステムの
ご利用をお願いいた
します。ご利用方法
は会場にてご案内い
たします。

感染症拡大予防のため、マスク着
用・頻繁な手洗い・手指消毒にご協
力ください。

株式会社 ホンダ・レーシング
常務取締役
四輪レース開発部 部長
浅木　泰昭 氏

講　師

1 2 3 4

アスタミューゼ株式会社　
代表取締役社長
永井　歩 氏

講　師

野村證券株式会社 投資情報部
グローバル・コンテンツ課
シニア・ストラテジスト
尾畑　秀一 氏

講　師

「今後の経済・景気動向を見据えた事業承継」
～ 中小企業のための事業承継の選択肢について ～

2/1～2/15

１．「ＥＶシフトと自動車関連技術の将来展望」
早稲田大学 名誉教授/次世代自動車研究機構 研究所顧問
経産省・国交省「カーボンニュートラルに向けた自動車政策検討会」座長

　　　　大聖　泰弘 氏
２．「ＥＶシフトを乗り越えるための支援策について」

　　　　株式会社埼玉りそな銀行

講　師
１．株式会社ぶぎん地域経済研究所
調査事業部長兼上席研究員　博士(経営学) 藤坂　浩司 氏

２．独立行政法人　日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部
米州課　リサーチ・マネージャー　片岡　一生 氏

３．経済産業省　関東経済産業局　産業部　製造産業課　航空宇宙・自動車産業室
４．株式会社武蔵野銀行/公益財団法人埼玉県産業振興公社

講　師

第１回ＥＶシフト支援オンラインセミナー
2/1～2/15

第２回ＥＶシフト支援オンラインセミナー
～国内外の最新動向と支援策について～

2/13

愛知淑徳大学
教授 真田　幸光 氏

講　師

愛知淑徳大学真田幸光教授が語る
「２０２３年を俯瞰する」

2/1～2/15

株式会社プラスタスパートナーズ
荒谷　司聖 氏

講　師

価値組企業の価格交渉術
＝より良い関係のためにどう動くか＝

2/1～2/15

JOINS株式会社 カスタマーサクセスチーム
山本　貴大 氏

講　師

埼玉県プロフェッショナル人材戦略セミナー
「失敗しないデジタル化の進め方」

2/1～2/15

公益財団法人埼玉県産業振興公社
ICT活用コーディネーター　
川村　修治 氏

講　師

商業・サービス産業事業者向けセミナー
2/1～2/15

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ
（WEリーグ）チェア
髙田　春奈 氏

講　師

女性プロスポーツが切り拓く多様な社会
～WEリーグのチャレンジ～

2/1～2/15

株式会社NTTデータ経営研究所
シニアマネージャー　 松川　勇樹 氏
株式会社NTTデータ経営研究所
シニアコンサルタント　梶原　侑馬 氏

講　師

スポーツ関連産業の動向と参入のコツ
（スポーツ×IT・教育、スポーツ×医療・ヘルスケア）

2/1～2/15

2/1～2/15
F1レースパワーユニットの開発
～ドライバーズチャンピオン獲得までの道のり～

2/1～2/15
イノベーションはどのように起こすのか
～未来予測＆既存アセットを活かした新規事業の作り方～

2/1～2/15
求められるDXの実践に向けての
「デジタル人財・組織・戦略」とは

日本電気株式会社
戦略コンサルティングサービス部門長
マネージングディレクター
井出　昌浩 氏

講　師

※内容は変更となる場合がございます。

要
申込

要
申込

要
申込

要
申込



GX：グリーントランスフォーメーション
大阪電機工業株式会社
川上産業株式会社（北関東営業所）
株式会社国定電機
株式会社群桐産業
株式会社埼エネコーポレーション
Shimada Appli合同会社　  限定

株式会社タクト・マシン・サービス
株式会社テクノ
東和興産株式会社
徳竹塗装株式会社
トヨタL＆F埼玉株式会社
株式会社日さく
日本防水工法開発協議会
株式会社東日本技術研究所
富士梱包資材株式会社　  限定

株式会社マツザキ
株式会社ミヤタ
株式会社リレース
和光紙器株式会社

DX：デジタルトランスフォーメーション
株式会社アーベルソフト
株式会社朝日フロンティア
株式会社アスタワン
株式会社イーシティ埼玉
有限会社エイ・ケイ・システム
AGS株式会社
AGSビジネスコンピューター株式会社
株式会社エキスパートギグ
有限会社MBP JAPAN 内 全日本空撮サ－ビス
株式会社エル・エス・アイ・テクノロジー
エレクス株式会社
株式会社大塚商会
株式会社オービックビジネスコンサルタント 関東支店
有限会社オカダシステムプラン
株式会社カオルデザイン
感性AI株式会社　  限定

関東図書株式会社　  限定

グロース＆ソリューションズ
株式会社ゴーサウス
株式会社コムワークス
埼玉県DX推進支援ネットワーク
株式会社サン・プロテック
株式会社C＆T
ジェイ・サーベイ株式会社
システム開発株式会社
株式会社シップス
昭和電子産業株式会社
ダイワコンピューテック株式会社
100年残る映像をつくる｜株式会社チェリービー
株式会社ディーアイケイ　  限定

テクノホライゾン株式会社エルモカンパニー
株式会社デサン
株式会社デジタルベリー
DEVICE PARTNERS株式会社
株式会社東京信友
ニーズシェア株式会社
株式会社日東テクノブレーン
日本セック株式会社
函館地域経済牽引事業促進協議会
パシフィックシステム株式会社
株式会社ヒト・コミュニケーションズ
富士通Japan株式会社　  限定

株式会社フジミック埼玉　  限定

ベストプランナー合同会社
MeeFa株式会社
株式会社ミクスト
メディアネットワークジャパン株式会社
横河ソリューションサービス株式会社
株式会社ライフコミュニケーション

加工技術 / 部品
アールケー・ジャパン株式会社
アイキ工業株式会社
会津地域ものづくり企業
上尾商工会議所
旭鍍金株式会社
東精機株式会社
アポロ株式会社
有限会社イシノ
株式会社井上鉄工所
株式会社ウッディーコイケ　  限定

エア・ウォーターNV株式会社
エーゼットコーポレーション株式会社
株式会社大内製作所　  限定

有限会社大橋
株式会社オガタ・エスメック
株式会社岡野製作所
株式会社オカモト
株式会社海外テクノロジー
勝山精機株式会社
株式会社カドクラ
カブトプラテク株式会社
関東精工株式会社
株式会社キノシタ　  限定

共立産業株式会社
共和工業株式会社
協和精工株式会社
キングパーツ株式会社
栗田アルミ工業株式会社
群馬精工株式会社
株式会社ゲートジャパン
株式会社光佐
小島精工株式会社　  限定

株式会社小花製作所
株式会社小森安全機研究所
コンゴーテクノロジー株式会社
株式会社斉藤金型
株式会社斎藤鉄工
有限会社佐々野製作所　  限定

佐藤製型株式会社
三共株式会社
株式会社三共エクセル
株式会社三和鍍金
シーコム株式会社　  限定

シードット株式会社
島野精機株式会社
昭和機器工業株式会社
株式会社伸和熱処理　  限定

株式会社製作所穂積
関口産業株式会社　  限定

セパレーターシステム工業株式会社
株式会社ゼン
株式会社ダイエイバレル
台華精技股份有限公司＆株式会社SAMマシン
大東電気株式会社
株式会社ダイニチマテニクス
妙中鉱業株式会社
高崎鋼管

株式会社高橋スプリング
合同会社竹とんぼ技術設計
津田工業株式会社
鶴岡発條株式会社
株式会社テクノプラスト
株式会社東海精機　  限定

東京千曲産業株式会社
東商ゴム工業株式会社
株式会社東洋精工
東洋ドライルーブ株式会社　  限定

株式会社東洋溶材
株式会社藤和プレス
トーアメック株式会社
長尾工業株式会社
有限会社中里スプリング製作所
株式会社ナガセ
長瀞町商工会工業部会
南州工業株式会社
株式会社二光製作所
株式会社西野精器製作所
日新精機株式会社
日東ユメックス株式会社
日本アイ・ティ・エフ株式会社
日本コーティングセンター株式会社
有限会社野火止製作所
株式会社ハーツテック埼玉
株式会社ハードコート
株式会社林製作所
株式会社ハリガイ工業
有限会社日の出精機製作所　  限定

株式会社平野製作所
HILLTOP株式会社
広島器工株式会社
株式会社ファソテック
株式会社フジカ工業
株式会社藤間精機
株式会社フジムラ製作所
株式会社plusA　  限定

有限会社プロコ
株式会社フロロコート
株式会社町田ギヤー製作所
株式会社ミタカ精機
株式会社三谷製作所
株式会社ミテック
皆野町商工会 工業部会
株式会社ムサシトレイディングオフィス
有限会社村越製作所　  限定

株式会社メイワ
有限会社モノテック
株式会社ヤナギサワ
山元株式会社
株式会社山本製作所
株式会社ユー・コーポレーション
株式会社ワークステーション

製品 / 機器装置 / ロボット
アイクレックス株式会社　  限定

アシストプロ株式会社　  限定

株式会社稲葉電機
株式会社宇奥ジャパン
浦和電研株式会社
エイコーフィルター株式会社
株式会社エスイー
エニーシステム株式会社
オキノ工業ロボティクス株式会社　  限定

株式会社オリオン
キクチ・エンジニアリング　  限定

国際チャート株式会社
株式会社埼玉富士
株式会社作田フレキ製作所
株式会社サンキテック
株式会社サンコウ電子
サンコーテクノ株式会社
株式会社サンユー印刷
シライ電子工業株式会社
株式会社スイコー
スリーエスバッテリー株式会社
株式会社泰誠
大星グループ
大成プラス株式会社
ツクモ工学株式会社　  限定

TMCシステム株式会社
電通産業株式会社
株式会社東京理工舎
株式会社七星科学研究所
株式会社日東
株式会社長谷川製作所　  限定

パックウェル株式会社
パルステック工業株式会社
株式会社ビクセン
フィーサ株式会社
フォレストテック株式会社
株式会社富士精工
富士電子株式会社
株式会社フルリール　  限定

ヘンミ計算尺株式会社
北埼ダンボール工業株式会社
有限会社マグネオ技研　  限定

株式会社ミック
三ッ矢産業株式会社 騎西工場
宮園電子株式会社
メイジテクノ株式会社
株式会社ヤクモエレクトロ
株式会社ユニテム
株式会社レステックス
ワックデータサービス株式会社

ビジネスサポート等
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル
池沢スタジオ　  限定

イズミマトリックス株式会社
株式会社Wings　  限定

株式会社エコ・マテリアル
株式会社キャリアファクトリー21
有限会社黒臼洋蘭園
埼玉県職業能力開発協会
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会
埼玉県統計課・埼玉県統計協会
埼玉県よろず支援拠点（埼玉県産業振興公社）
公益財団法人さいたま市産業創造財団
埼玉中小企業家同友会　  限定

サムライ足袋
GTキャピタルファンド株式会社
青翔運輸株式会社
創業・ベンチャー支援センター埼玉
株式会社ダイテックス
株式会社ダイナテック 電気製品安全検査研究所
有限会社T.T.Rサービス
株式会社DGF
DESIGN OFFICE COLT　  限定

東成工業株式会社
一般財団法人日本規格協会
公益社団法人日本技術士会埼玉県支部　  限定

日本弁理士会 関東会
野村證券株式会社
BNI彩チャプター
有限会社Vスパーク　  限定

古郡建設株式会社
株式会社ボイスクリエーションシュクル
ホワイトバリュー
明治安田生命保険相互会社
山梨県（山梨県地域経済牽引事業促進協議会）
株式会社ループ

市町村商工会等連携出展
〔青森県ブース〕
株式会社ANOVA
キヤノンプレシジョン株式会社
広和計装株式会社
株式会社コーア
株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック
株式会社パッション
有限会社ビット・テック
株式会社フォルテ

〔邑楽町商工会〕
有限会社金子製作所
有限会社五月女鉄工
株式会社大東スピニング
有限会社茂木製作所

〔加須市商工会工業部会〕
有限会社笠井製作所
有限会社カブトギ工業
共和テクノロジー株式会社
工房一粒株式会社
有限会社スリーエス精工
株式会社田谷野製作所
塚越特殊鋼株式会社
有限会社光環境

〔加茂商工会議所〕
株式会社有本電器製作所
株式会社石川鍍金工場
株式会社小林精密
株式会社皆川製作所
株式会社柳生田製作所
株式会社ヤチダ

〔川島町商工会〕
アズールテスト株式会社
株式会社宇津木金属
株式会社グリーンフィールド
株式会社ゴーキン
株式会社三井PCO

〔彩の国経営革新モデル企業〕
株式会社猪俣産業
株式会社キハラ
KUMAGAYA TRAINING LAB
株式会社秀隆

〔埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援補助金 採択企業〕
井桁スレート株式会社
エコデザイン株式会社
クェスタ株式会社
埼玉機器株式会社
埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援補助金
三陽電工株式会社
東洋パーツ株式会社
株式会社ビー・アンド・プラス

ポーライト株式会社
MakeWay合同会社
ユメックス株式会社
株式会社ライブセルダイアグノシス
レーザージョブ株式会社
〔埼玉県鍍金工業組合〕
有限会社石田電解研磨工業所
株式会社潮工業
株式会社大倉
株式会社大宮鍍金工業
兼松精鍍工業有限会社
株式会社コミヤテクノ
埼玉県鍍金工業組合
埼玉県鍍金工業組合青年部埼鍍会
有限会社斎藤パーカー工業
有限会社島田工業所
新硬クローム工業株式会社
スリーケ株式会社
高松電鍍工業株式会社
仁科工業株式会社
日本プレーテック株式会社
日本電鍍工業株式会社
日本ミクロ工業株式会社
ふたば工業株式会社
株式会社明光社
有限会社吉田商店
吉野電化工業株式会社

〔志木市商工会〕
絵描き文鳥やまゆりの
有限会社司工業　  限定

株式会社マキ商会
〔第２回彩の国SDGs技術賞受賞企業〕
エコデザイン株式会社
株式会社環境総研
有限会社ステンレスアート共栄

〔東部広域商工団体連絡協議会〕
有限会社相川スプリング
暁峰株式会社
アキミネLED株式会社
株式会社アプリバイオジャパン
株式会社池上金属印刷
株式会社右川ゴム製造所
有限会社永進ゴム製作所
有限会社エクセル・タム
株式会社エスイーウェルディング
革工房フェニックス
株式会社グルーテック
コウヨウ精密
小林鋲螺株式会社
有限会社金野縫製
株式会社潤製作所
昭和カートン株式会社
有限会社スズキ
株式会社草加ネジ
草加モノづくりブランド
株式会社速巧
有限会社ダイヤ工芸
太陽化学塗料株式会社
合同会社WSPTジャパン
東部広域商工団体連絡協議会
中島プレス工業有限会社
有限会社永瀬工業
日本製紙株式会社
株式会社長谷川製作所

有限会社ボーダック
有限会社星ゴム工業
北関工業株式会社
HORi－Lab
マクロ精巧株式会社
株式会社宮宏御宮製作所
株式会社モックス
有限会社木工房シン
森紙器株式会社
八潮工業会
株式会社美徳
株式会社レイヤー工業

〔所沢商工会議所〕
共同技研化学株式会社
株式会社コーワスプリング
株式会社タイラ
竹下工業株式会社
所沢商工会議所
株式会社不二レーベル
株式会社放電加工センター
株式会社ワイピーシステム

〔戸田市役所〕
熊沢印刷工芸株式会社
光和ネットサービス株式会社

〔ものつくり熊谷〕
梅田工業株式会社
株式会社オキナヤ
サカエゴム工業株式会社
日本メタルガスケット株式会社
ヤマヤE&S株式会社
株式会社リード
ワエストロ株式会社
〔吉見町ものづくりの会〕
株式会社エムラ精工
髙木プラスチック
株式会社トータルパック
YGT株式会社

〔寄居町商工会〕
アート・コア株式会社
F.E.K有限会社
株式会社グローバル
株式会社彩令テクニカ
株式会社シバサキ製作所
株式会社SHIMADA
日東精密工業株式会社
北陸軽金属工業株式会社

産学連携コーナー

学校法人埼玉医科大学
埼玉県産業技術総合センター
公立大学法人埼玉県立大学
埼玉工業大学
埼玉ブランド食品開発研究会（SAITEC北部研究所）
産学連携支援センター埼玉
信州大学先鋭材料研究所　  限定

東京電機大学
東洋大学
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
日本大学産官学連携知財センター
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク
学校法人ものつくり大学

グローバルコーナー

インドネシア投資省/BKPM日本事務所
タイ王国大使館工業部
日本貿易振興機構（ジェトロ）埼玉貿易情報センター

ベトナム大使館 商務部
スポーツ産業コーナー

株式会社アイコム
株式会社アカバネ
アジア航測株式会社
有限会社味衛門
株式会社アップオンリーAD
有限会社池田物産
imok～川越モルック倶楽部～
株式会社Will
エアデジタル株式会社
NCS株式会社
NTT東日本
FBモーゲージ株式会社
MKアスリートサポート
株式会社オリエンタルスポーツ/さいたまディレーブ
株式会社Carpediem
川越開運堂株式会社
株式会社グラファイトデザイン
株式会社グローバルソフトウェア
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
権田酒造株式会社
埼玉上尾メディックス
埼玉県（スポーツビジネスネットワーク埼玉）
埼玉県スポーツ振興課
国立大学法人埼玉大学
埼玉T.Wings
SAITAMA LIPLA
志高理学整復院
SOLUM株式会社
学校法人都築学園 日本薬科大学
株式会社東都観光企業総轄本社 マロウドイン大宮
株式会社名取製作所
一般社団法人日本声磨き普及協会
有限会社ノア
HOHO株式会社
ホープフィットネス
株式会社METRA
望月印刷株式会社

先端産業コーナー

株式会社IHI
CN支援事業
業態転換支援事業
埼玉航空機産業参入研究会
産学連携による技術開発力支援事業
試作品作製・実証等支援事業
社会課題の解決に向けた企業連携型支援事業
先端産業の支援（埼玉県先端産業課）

主催機関

青木信用金庫
川口信用金庫
公益財団法人埼玉県産業振興公社
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
埼玉縣信用金庫
株式会社埼玉りそな銀行
飯能信用金庫
株式会社武蔵野銀行

出展者一覧（出展区分別／五十音順）�  限定  ：オンライン展示限定出展者出展者一覧（出展区分別／五十音順）�  限定  ：オンライン展示限定出展者

幅広い産業分野の優れた技術・製品・サービスが集結
2022年11月30日現在

最新情報・詳細は
公式web サイト
をご覧ください

https://saitama-bizmatch.jp


