
【ブース出展】…本フェア企業展示会にブース（小間）で出展する形態

【ウェブ出展】…本フェア公式サイト上のみで出展（企業情報等の掲載）する形態

※ブース出展には、ウェブ出展と同一内容の、本フェア公式サイト上での出展（企業情報等の掲載）が含まれます。

2日間合計 7,900 人 〔1日目　4,100人　　2日目　3,800人〕

1. 企業展示会

236企業・団体、 294小間（※1） （チャレンジゲート、創業スクール等は含まず）

（うち　県内　218先　県外　17先　国外　1先） （初出展 56 先）

● 2mタイプ　 （59,400円（税込）） 133 企業・団体 142 ブース

● 3mタイプ　 （75,600円（税込）） 90 企業・団体 100 ブース

● シマタイプ　 （108,000円（税込）） 13 企業・団体 52 ブース（※1）
出展

者数

出展

者数

S 14 F 19

A 56 G 9

B 21 H 3

C 37 I 10

D 28 J 20

E 19 236

●「チャレンジゲート」（新事業コンテスト）最終審査会進出企業等による合同展示コーナー

●「はままつスタートアップ創業スクール」卒業生による合同展示コーナー

●“ブース前プレゼン”　…自社ブース前デモ付プレゼン実施：17先

●ブース社名板に出展者の事業・理念等に最も合致する「SDGs」ロゴマークの掲載　　他

① 商談成立 31 件

② 試作依頼 14 件

③ 見積依頼 168 件

④ 後日訪問 448 件

⑤ その他　（商品説明・名刺交換等の商談行為） 8,128 件

8,789 件

テーマ 新時代！新たな挑戦　～ Follow wind for your business ～

第１３回ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu 2019　実績報告書

作成日 2019/7/29

名称 第１３回ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu 2019

目的 ビジネスマッチングによる地域の活力創造

http://www.hamamatsu-bmf.jp/　　★検索サイトからは…「bmf はままつ」で検索★

出展形態

公式サイト

開催主旨

静岡県西部地区最大級の「企業展示会」と個別商談会等の「個別事前予約制イベント」を中軸事業として、

地域経済を担う中小企業の魅力と共創力を高め、新たなビジネスチャンスへの挑戦を支援します。時代の大き

な転換期にふさわしく、未来に繋がる価値ある出会いの提供を通じて、地域経済の活力を創造します。

日時
2019年7月17日（水）　10：00～17：00　（オープニングセレモニー　9：30～）

2019年7月18日（木）　10：00～16：00

会場
アクトシティ浜松　展示イベントホール　(浜松市中区中央3-12-1)　…企業展示会　他

アクトシティ浜松　研修交流センター　　(浜松市中区中央3-9-1)　 …個別事前予約制イベント

主催 浜松いわた信用金庫

共催・後援

合　計

特設ブース

プレゼンイベント

公共・教育・支援機関

商社・卸売・小売・運輸物流関連

業種区分（出展ゾーン)

医療・健康・介護・福祉関連

マッチング

実績調査結果

　項目　※当日の出展者アンケートより集計 実績（2日間合計）

ものづくり3（木工・繊維・紙・印刷・その他） 農林水産・食品製造・飲食

建設・建築・不動産

業種区分

（出展ゾーン）

サービス・コンサルティング

ものづくり1（金属・機械） 情報通信・ＩＴ関連

【共催】東海地区しんきん経営者協議会　　【後援】経済産業省関東経済産業局、静岡県、浜松市、浜松商工会議所、磐田商工会議所、袋井商

工会議所、掛川商工会議所、磐田市商工会、湖西市商工会、浜北商工会、天竜商工会、新居町商工会、奥浜名湖商工会、浜名商工会、独立

行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部、国立研究開発法人産業技術総合研究所、公益財団法人静岡県産業振興財団、公益財団法人浜

松地域イノベーション推進機構、独立行政法人日本貿易振興機構浜松貿易情報センター、公益社団法人静岡県国際経済振興会、株式会社浜名

湖国際頭脳センター、三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）、株式会社三井住友銀行、静岡県信用保証協会、日本政策金融公庫浜松

支店、信金中央金庫、遠州信用金庫、島田掛川信用金庫、東海税理士会浜松西支部、東海税理士会浜松東支部、国立大学法人静岡大学、国

立大学法人浜松医科大学、国立大学法人豊橋技術科学大学、公立大学法人静岡文化芸術大学、静岡理工科大学、光産業創成大学院大学、

常葉大学、浜松学院大学、聖隷クリストファー大学、静岡産業大学、一般財団法人しんきん経済研究所、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本

社、日本経済新聞社浜松支局、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ（日本工業新聞社）、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、テレビ静岡、K-

mix、FM Haro! (合計51先)　（順不同）

会場 アクトシティ浜松　展示イベントホール

合計

来場者数    

※1…シマタイプは4ブースとして算出

出展規模

展示ブース仕様別

出展料・出展数

業種区分（出展ゾーン)

ロボット産業ゾーン

ものづくり2（電気・電子・化学・窯業）
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2-1. 個別事前予約制イベント　「個別商談会」 （招待企業：15社　参加企業：45社　面談数：60面談）

大手製造業、流通業企業等との個別商談会を事前予約制で実施。

2-2. 個別事前予約制イベント　「ロボット産業個別商談会」 （招待企業：4社　参加企業：11社　面談数：21面談）

大手ロボットメーカー等との個別商談会を事前予約制で実施。

2-3. 個別事前予約制イベント　「ソリューション相談会」 （被相談企業：2社　参加企業：8社　面談数：8面談）

1．外国にルーツを持つ青少年のための仕事発見セミナー （参加：99名　訪問ブース数：9先）

主催・主管 【主催】浜松市（国際課）　　【主管】公益財団法人浜松国際交流協会　

日時 2019年7月17日（水）　14：00～16：00

会場

内容

2．外国人留学生のための日本企業就職セミナー （参加：45名　訪問ブース数：10先）

【主催】浜松市（国際課）、静岡大学　　【主管】公益財団法人浜松国際交流協会　

2019年7月18日（木）　13：30～15：30

3．知的財産マッチング in 浜松 ～静岡県　産学官技術交流促進事業～ （参加：9社　面談数：10面談）

4．工業高校生セミナー （参加：59名）

浜松いわた信用金庫

アクトシティ浜松　コングレスセンター4階　41会議室、展示イベントホール

※ブース出展者は自動エントリー

・本フェア公式サイト上での出展（企業情報等の掲載）。

・出展者は、主催者が提供するマッチングサービスを年間に渡り常時利用可能。

・公式サイト上での商談エントリーシステムサービス　・個別商談会等の優先情報提供サービス

・信用金庫職員等による商談サポートサービス　　　　等

384企業・団体（ブース出展者を含まず）

　　※ブース出展者を含んだウェブ出展総出展規模：620企業・団体

出展料 5,400円（税込）　※ブース出展の場合、ウェブ出展料は不要。

出展期間 2019年6月下旬～2020年6月下旬（予定）

1．企業成長のための外国人活用シンポジウム （参加：81名）

日時 2019年4月24日（水）　13：30～17：00

会場

内容

2．第3回浜松ロボットフォーラム　～中小企業×ロボット産業　ニーズマッチング～ （知的財産研究会　記念講演）（参加：150名）

2019年6月5日（水）　14：00～17：15

グランドホテル浜松　鶴の間

基調講演、ロボット産業ニーズ紹介、知的財産研究会特別講演

定時制高等学校に在籍する生徒を対象に、ロールモデルの紹介や企業展示会ブース見学ツアーを実施。

会場 アクトシティ浜松　研修交流センター 2階　音楽工房ホール

内容

会場 アクトシティ浜松　研修交流センター 5階　51研修交流室

内容

同時開催

アクトシティ浜松　コングレスセンター　2階　22、23会議室、展示イベントホール

会場 アクトシティ浜松　研修交流センター 2階　音楽工房ホール

内容
①「生産性向上・IoT関連」　②「人材不足解消・外国人材活用」

に精通した事業者・機関による相談会。

日時 2019年7月18日（木）　13：30～16：30

会場 アクトシティ浜松　コングレスセンター5階　53、54会議室

主催・主管

日時

会場 アクトシティ浜松　コングレスセンター　2階　21会議室、展示イベントホール

内容 外国人留学生を対象に、日本企業への就職に参考となるセミナーや企業展示会ブース見学ツアーを実施。

主催 静岡県・公益財団法人静岡県産業振興財団

内容 大手企業や研究機関が保有する特許等を紹介。技術課題の解決や製品開発等の新事業展開に活用。

主催

日時 2019年7月17日（水）　13：00～16：00

会場

内容 地元工業高校生に向けて、進路決定の参考となるセミナー・企業展示会ブース見学ツアーを実施。

ウェブ出展

グランドホテル浜松　鳳東の間

外国人労働者の受け入れについての基礎的知識の習得から注意点、経営力向上に繋がる活用方法等を事

例を交えて考察。　【内容】基調講演、パネルディスカッション

日時

会場

内容

プレイベント

概要・内容

マッチングサービス

出展規模
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当日の様子（写真）

文章・画像の無断転載・複製を禁止します。　Copyright © 2019 HAMAMATSU IWATA SHINKIN BANK All rights reserved.

＜お問い合わせ先＞

浜松いわた信用金庫 法人営業部 地域活性課 ビジネスマッチングフェア事務局（担当 小松、内藤）

〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町115-1 住友生命浜松元城町ビル6階

TEL：053-450-3315（平日9：00～17：00） FAX：053-453-4900

Mail：hisb2604@hamamatsu-iwata.jp

ブース前プレゼン

オープニングセレモニー

企業展示会・出展ブース
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