
ビジネスのご縁を結ぶ、
　山陰最大級のBtoBイベント

ものづくり企業を中心に、中海・宍道湖・
大山圏域内外から幅広くエントリーを
募り、企業間の取引拡大・連携強化を図
る山陰最大級の商談・展示会です。

一般来場募集中（参加費無料）

受付締切：10月6日（木）
募集対象：展示ブース出展企業と名刺交換や情報交換を
　　　　　希望する企業、学術機関、支援団体等の方

申込方法：ホームページの申込フォームからくにびきメッセ
島根県松江市学園南1丁目2番1号

開　会　式　9:00～9:20
商談・展示会　9:30～16:30

令和4年 ��月��日

主　　催：中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会
　　　　 松江商工会議所、米子商工会議所、境港商工会議所、平田商工会議所、出雲商工会議所、安来商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、
　　　　 東出雲町商工会、安来市商工会、出雲商工会、斐川町商工会、米子日吉津商工会、大山町商工会、南部町商工会、伯耆町商工会、日南町商工会、
　　　　 日野町商工会、江府町商工会、松江市、米子市、境港市、出雲市、安来市
特別参加：鳥取県西部町村会
特別協力：中海・宍道湖・大山圏域市長会
後　　援：中国経済産業局、独立行政法人中小機構　中国本部、島根県、鳥取県、公益財団法人しまね産業振興財団、公益財団法人鳥取県産業振興機構、
　　　　 島根県中小企業団体中央会、鳥取県中小企業団体中央会、国立大学法人鳥取大学、米子工業高等専門学校、国立大学法人島根大学、松江工業
　　　　 高等専門学校、株式会社日本政策投資銀行　松江事務所、株式会社日本政策金融公庫　松江支店・米子支店、商工中金　松江支店・米子支店、
　　　　 株式会社山陰合同銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社島根銀行、しまね信用金庫、島根中央信用金庫、米子信用金庫、株式会社中国銀行、株式
　　　　 会社広島銀行  （順不同）

就職を検討している学生のみなさん、学校関係者の方の見学も募集中！

同 時 募 集！

【事務局】　松江市  産業経済部  まつえ産業支援センター　TEL：0852-60-7101　FAX：0852-25-0300

機械金属・樹脂・電気（歯車・その他機械加工部品）

4
曽田鉄工㈲ 松江市

製缶屋の知恵でお客様の
プロジェクトをサポート

2
㈱浅野歯車製作所 松江市

自社の技術と製品紹介
（歯車・その他機械加工部品）

3
Go-YEN.netしまね 松江市

精密板金・製缶・制御盤他
1

㈲中国包材 松江市

取扱機械、製作物（シール印刷）

5
㈱松江クラフトマン 松江市

機械加工・熱処理・鍍金に関わる
製品

6
㈱松村合金ダイス研究所 米子市

金型や部品の加工について
7

㈱グローバル 出雲市

治具設計製作、周辺装置を含めた
セットアップ等

8
ヒカワ精工㈱ 出雲市

各種装置、試作・量産部品加工

9
㈱竹杉 松江市

金属切削加工
10

アクアフレックス㈱ 出雲市

加湿器、次亜水卓上生成装置
11

樋野電機工業㈲ 松江市

制御盤の設計・製作
12

㈱環境企画 米子市

省エネ断熱

13
㈱キグチテクニクス 安来市

材料試験、大物切断や加工

飲料・食料品

1
アルファー食品㈱ 出雲市

長期保存食安心米
2

㈱出雲国大社食品

ちくわ、天ぷら

出雲市
3

(同)糸賀製餅店 出雲市

冷凍よもぎあん餅
4

㈱S-Nanotech
Co-Creation 松江市

エゴマ粉末、研究中の商品

16
フレンチトースト専門店
せるくる 松江市

冷凍フレンチトースト

5
㈱香り芽本舗 出雲市

焼きあごだし、海藻、鶏だしスープ
6

㈲けんちゃん漬 出雲市

漬物等
7

山陰クボタ水道用材㈱ 松江市

天然水ウォーターサーバー
8

寿隆蒲鉾㈱ 松江市

海鮮ナゲット

9
旬鮮いけよし 米子市

魚河岸パエリア
10

㈲宍道湖 出雲市

しじみ加工品「しじみの達人」
11

㈱高砂醤油本店 出雲市

有機丸大豆燻製しょうゆ・
えごましょうゆ　他

12
千代むすび酒造㈱ 境港市

アルコール飲料、
ノンアルコール甘酒

13
㈲長岡屋 松江市

かまぼこ
14

㈱なかたか 松江市

ラーメン、そば
15

平野缶詰㈲ 松江市

のどぐろしょうがごはん

17
㈲別所蒲鉾店 出雲市

おさかなチップス、揚げかまぼこ
18

Mother Earth 出雲市

粉末だし「ガーっと粉」、
「ガーっと粉ふりかけ」

19
㈲ヤマヲ水産 松江市

炊き込みごはんの素、
まぜごはんの素

20
米田酒造㈱ 松江市

出雲地伝酒

21
大根島醸造所 松江市

クラフトビール・
クラフトチューハイ等

22
日南トマト加工㈱ 日南町

ジュース、甘酒（トマト・にんじん）、
ジンジャーシロップ

23
㈱ビッグワン 大山町

ラーメンスープ（まぐろ、かに）、
にんじんドレッシング

24
㈱松田十郎商店 松江市

鯖の塩辛

25
㈱あやまち 松江市

やぎみるくジェラート
26

紅茶専門店Pungency 松江市

紅茶の試飲

その他

5
㈱伍信 松江市

運動器具「動眠®」
6

㈱島根富士通 出雲市

EMS、システム・設備・製造
ソリューションコンサル

7
(一財）境港市農業公社 境港市

「伯州綿」で作った綿製品
8

NX境港海陸㈱ 境港市

境港を利用した輸出入・
物流一貫サービス

16
HOPE NEXT 米子市

ECサイトの活用

19
境港貿易振興会 境港市

“国際貿易港 境港”の定期コンテ
ナ航路や助成制度

21
国立大学法人島根大学 松江市

次世代たたら協創センター NEXTA

1
㈲ウェルシー 出雲市

化粧品、米ぬか、米ぬか製造の機械
2

㈱カノン 米子市

バイオハザードBOX
3

㈱大社木工 出雲市

福こづち
4

ファミリーイナダ㈱
大山工場 大山町

マッサージチェア

9
㈱めぐみ 南部町

くろもじ製品「くろもじミスト」
「くろもじ茶」等

10
㈱エヌサイン 出雲市

ペイントフィルム、
遮熱フィルム体感

11
環境デジタル
ソリューション㈱ 松江市

キントーンシステム

13
㈲ミサシ企画 松江市

次亜塩素酸水超音波加湿器
15

HYBRAND 出雲市

WEBサイト等デザイン、撮影、
WEB広告等

14
ティーエスケイ
情報システム㈱ 松江市

システム導入・構築・保守までの
トータルサポート

17
㈱八雲ソフトウェア 松江市

DX支援（EXCEL操作支援、
コンサルティング）

20
エース・ケイカク㈱ 米子市

医療・福祉・経営・農業コンサル
タント

18
ブランディングネット
ワークしまね(協組) 松江市

クロモジミストテント

12
(一社)ハッピー
ジェネレーション 米子市

テクノロジーデバイスウォッチでの
健康管理・見守り

【事務局】　松江市  産業経済部  まつえ産業支援センター
　　　　　〒690-0816　島根県松江市北陵町1番地
　　　　　TEL：0852-60-7101　FAX：0852-25-0300

展示ブース出展企業



受注側エントリー企業
50音順　今年度新規エントリー

受注側エントリー企業
50音順　今年度新規エントリー

松  江  市

アーティストリー＆アイ（同）　　㈲海士物産　　㈾一文字家　　㈱S-Nanotech Co-Creation　　山陰クボタ水道用材㈱
寿隆蒲鉾㈱　　㈱スナハラ　　角蒲鉾㈱　　㈱千茶荘　　㈲長岡屋　　㈱なかたか　　平野缶詰㈲　　㈲風流堂　　㈱福田屋
フレンチトースト専門店せるくる　　八雲ことぶきフーズ㈱　　㈲ヤマヲ水産　　米田酒造㈱

食料品製造業

㈱アーク工業所　　㈱浅野歯車製作所　　Go-YEN.netしまね　　㈱コダマ　　山陰総業㈲　　㈱シンワ　　㈲妹尾鐵工所
曽田鉄工㈲　　㈱フクテコ　　㈱松江クラフトマン

金属製品製造業

㈱えすみ　　㈱グラス　　ディーアイエスサービス＆ソリューション㈱　　ティーエスケイ情報システム㈱　　㈱八雲ソフトウェア

情報通信・ソフトウェア業

明石屋㈱　　AZTiC　　㈱あやまち　　環境デジタルソリューション㈱　　紅茶専門店Pungency　　㈱伍信　　㈱サン・セロ
(公財)しまね産業振興財団　　㈲末広刃物店　　大根島醸造所　　大昌㈱　　㈱竹杉　　㈲中国包材　　㈲野口木材店
樋野電機工業㈲　　ブランディングネットワークしまね（協組）　　㈱松田十郎商店　　㈱松屋開盛堂　　丸高工業㈱
㈲ミサシ企画

その他の業種

出  雲  市

旭日酒造㈲　　アルファー食品㈱　　㈱出雲国大社食品　　(同)糸賀製餅店　　㈱香り芽本舗　　㈲けんちゃん漬　　㈲コクヨー
㈲宍道湖　　㈱高砂醤油本店　　㈲田中豆富店　　津山屋製菓㈱　　㈱桃翠園　　㈲別所蒲鉾店　　Mother Earth

食料品製造業

アクアフレックス㈱　　㈲植田精密工業　　㈲ウェルシー　　㈱エヌサイン　　㈱オービット　　㈱グローバル
さんいん食まる　　㈱島根富士通　　㈱ソノ　　㈱大社木工　　㈱茶三代一　　HYBRAND　　㈱ハマ電機　　浜村木材㈲
㈲原鉄工　　㈱ヒーロー　　ヒカワ精工㈱　　㈲丸須鐵工所　　菱南電装㈱ 出雲工場　　LEATHER STYLE FAVOR
㈱ロジ・サイエンス　　(同)Robse

その他の業種

米  子  市

おしどり調剤薬局㈲　　㈱越河　　㈱米吾　　旬鮮いけよし　　㈱静香園　　㈱大山こむぎプロジェクト　　㈲長田茶店
㈱はりまや

食料品製造業

㈱えこう　　㈱大上建築　　㈱木美デザイン建築社　　㈱大協組　　㈱大丸水機　　㈲西山工業　　㈱FRAMEWORK

建設業

安  来  市

燻煙ベース　　㈲杉本パン店　　㈲角久　　㈲瀬尻製パン店　　安来オーガ㈲　　yume sweetsAtelier　　㈲わたなべ牧場

食料品製造業

㈲足立製紙所　　かばはうすホールディングス㈱　　㈱キグチテクニクス　　㈲陶山商店　　玉木慶商店　　㈱ナカサ
㈲生和鉄工所　　秦精工㈱　　㈲はんのえ　　渡部プレス工業㈱

その他の業種

大 山 圏 域
サングレス㈱　　日南トマト加工㈱　　㈱ビッグワン　　ファミリーイナダ㈱ 大山工場　　mago　　㈱めぐみ

その他の市町村
㈱あかまる牛肉店　　㈲一福　　㈱シーライフ　　㈱誠和商会　　㈲田畑商店　　日中東北物産㈲　　㈱ハードリーフクリエイト
はさま屋　　㈱マリンナノファイバー　　㈲森田醤油店

学術機関
国立大学法人島根大学　　米子工業高等専門学校

発注側エントリー企業
㈲アイ．ビー．エス　　㈲アシストプラン　　㈱アジャスト　　㈱アテックス　　イー・アシスト㈱　　㈱石原パッキング工業
㈱内富海苔店　　㈱内海機械　　えびす本郷㈱　　(一社)MJ　　奥羽産業㈲　　㈲オーケイ機工　　大羽精研㈱
岡山ルートサービス㈱　　㈱桶谷製作所　　カブトプラテク㈱　　㈱きしろ　　㈱キャステム　　協和ファインテック㈱
㈱KUTO　　クボタ環境エンジニアリング㈱　　㈱クリケット　　㈲恵ネットワーク　　㈱ゲートジャパン　　虹技㈱
鋼鈑工業㈱　　㈱ごっつお便　　㈱五味商店　　㈱サツマ超硬精密　　㈱佐野鉄工所　　㈱山陽百貨店　　サンワテクノス㈱
シーコム㈱　　㈱Ｇ7ジャパンフードサービス　　㈱ジャポニックス　　㈱シンコー精機　　新和工業㈱ 田布施工場
㈱スーパーキタムラ　　スチールプランテック㈱　　㈱ストラジメント　　㈱セイノー商事　　㈲セレンディブ
(一社)全国スーパーマーケット協会　　太洋マシナリー㈱　　タマダ㈱　　タムラ　　㈱地域商社とっとり　　㈱中外
㈱天満屋　　㈱東急ハンズ　　中村角㈱　　㈱中村鋼材　　㈱中村製作所　　㈱ナレッジリンクス　　日東燃料工業㈱
日本航空㈱　　橋永金属㈱　　㈱ビーイング　　㈱ひこばえ　　㈱フォーフーム　　深江特殊鋼㈱　　㈱フクエ精機
福水商事㈱　　フジキコーポレーション㈱　　㈱ブッサンショクヒン　　㈱プラスコーポレーション　　㈱マルイ
マルキン㈲　　㈱まるごと食品　　㈱ミスミ　　㈱ミタカ精機　　㈱三越伊勢丹　　水戸工業㈱　　㈲みんなの食品
モノグローブイデア(同)　　ヤフー㈱　　㈲頼鉄工所　　㈱47CLUB　　㈱RYU Trading Company

境  港  市

㈱元気亭ぐるーぷ　　㈱大昇食品　　田手商店　　千代むすび酒造㈱　　（一社）はまゆう

食料品製造業

NX境港海陸㈱　　㈱カワバタ印刷　　共和産業㈱　　cake shop MAROMARO　　㈲紺本鉄工所　　境港貿易振興会
(一財)境港市農業公社　　山陰化成工業㈱　　㈱ひまわり工房　　米子空港サービス㈱

その他の業種

米  子  市

㈱稲田本店　　トゥルシーの風　　㈲福井製茶　　㈱カノン　　東京印刷㈱　　東京シーリング㈱　　㈲ルウ研究所
㈱菊水フォージング　　㈲エス・ケイ・ワイ　　㈱松村合金ダイス研究所　　太昭農工機㈱　　米子機工㈱　　㈲エイブル精機
V・TEC㈱　　後藤工業㈱　　㈱さかい大黒屋　　plus one　　㈱目久美　　㈲家具商舗やす井　　TOMONARI㈱
K2プロダクション 共香　　HOPE NEXT　　米子ガイナックス㈱　　㈱あっぷるぷらす　　㈱アマル　　エース・ケイカク㈱
㈱環境企画　　鳥取県障害者就労事業振興センター

その他の業種

旭ビル管理㈱　　岩田中小企業診断士事務所　　㈲ダイナ･アート　　(一社)ハッピージェネレーション　　ライズファクトリー豊田

サービス業


