
J-GoodTechの活用案内

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

ビジネスマッチングサイト



１-1. ジェグテック（J-GoodTech）とは

新たな取引や事業提携等を支援するビジネスマッチングサイト

2

中小機構、また全国の都道府県など支援機関等が、技術や製品、サービスの強み、販路拡大に

向けた社内体制を確認し、選定した「信頼できる中小企業」、また海外の政府機関等が、日本

企業との提携、連携に関心のある海外企業を選定した「信頼できる海外企業」、及びジェグ

テックの趣旨に賛同する大手企業を会員とし、会員間での情報交換を進めマッチングを支援

するサイト。

掲載国内中小企業数 掲載海外企業数 H30FYマッチング件数

約13,500社 約6,700件 約3,600件

※2018年4月〜2019年1月

中小企業は自社の技術や製品、サービスがお客様にどのように役立つか情報発信。

インターネット上で、材料、設備、加工方法、また技術の専門用語（日本語検索、英語検

索）で自社が検索される。自社サイトに加え、ジェグテックをWebマーケティングのツール

として活用できる。

※2014年10月〜2019年1月※2014年10月〜2019年1月



１-2. Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈの全体像

ビジネスマッチングサイト
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１-3. Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈパートナー企業
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「ジェグテックパートナー企業」 とは、本サイトの趣旨に賛同し、

活用していただいている大手企業の皆様です。

上記は約400社のパートナー企業の一部



２. 中小企業の皆様がジェグテックを活用するメリット

ジェグテックサイト内に自社専用のページを持ち、自社が得意とする製品・技術・

サービス情報を日本語、英語によりアピールすることができます。サイト利用者から

“ジェグテックに登録されている中小企業”という一定の信頼性評価を得ることが期待

できます。登録後、一度無料の翻訳サービスを受けられます。

③自社を国内、海外にアピールすることができる。

技術の組み合わせによる高付加価値化や自社周辺技術との連携によるサービス拡大、

広域での販売提携などを目的に、会員企業の中から取引先や事業提携先候補を探し、

情報交換を進めることができます。一定の信頼性が確保された会員企業間での提携、

連携を図る仕組みです。

②会員中小企業との新規の取引や事業提携につなげることができる。

大手企業から届くニーズ情報や公募情報に対し提案することにより、大手企業との

商談につなげることができます。

また会員海外企業からは、CEO商談会に際して、“商談したい企業”として直接の依頼

が入ることがあります。

①国内大手企業や海外企業から届くニーズや公募情報へ提案できる。
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２-１.大手企業や海外企業が発信するニーズや公募情報に提案できる！
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「ニーズ」機能

国内大手企業、海外企業、掲載中小企業のニーズを閲覧、

提案できる掲示板。

1 すべての掲載中小企業が提案できるニーズ掲示板

2 大手企業や海外企業のニーズはコーディネータ
が中小企業にとってわかりやすく（翻訳）する

掲載中小企業全社へ配信

中小機構専門家

ニーズ公開

提案

提案サポート公開

サポート

ニーズを
抱える企業



２-１.大手企業が発信するニーズや公募情報に提案できる
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大手企業は匿名・非匿名
を選択して発信。

中小機構ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀが大手
企業ニーズを中小企業に
伝わるよう記載し発信。



２-１.海外企業が発信するニーズに提案できる

海外企業のニーズは中小
機構コーディネータが海
外企業と連絡調整し、翻
訳したうえで発信。



2-1. リアルのマッチングイベントとの連動
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中小機構コーディネーター

掲載企業
優秀な

国内・海外企業

仲介！

掲載企業とのリアルマッチングをサポート

ＷＥＢとリアルマッチングを一体的に運用。

WEBで知って、リアルで信頼関係を確認する。



２-２.会員中小企業との新規の取引や事業提携
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2-3.自社を国内、海外にアピールすることができる
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自社の会社情報や技術・製品・サービス情報を発信。

国内大手企業や海外企業等へ効果的にアピール（日・英2ヶ国語）

無料英訳サービス！



2-3.掲載企業ページ（参考）

自社専用ページでは、企業概要

に加え、製品・技術情報の詳細

やカタログ、パンフレットを

掲載し、自社を幅広くアピール

することができる。
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2-3.掲載企業ページ（ジェグテックでの企業検索）

J-Goodtechのサイトに訪問して企業検索をした時、
検索条件にあう企業が一覧表示されます。

各企業の説明文として（製品・技術のリード文）の
文頭約100文字が表示されます。

この表示された文章や写真を見て、どこの企業を
クリックするかが決まります。
リード文だけで、コンタクトをとってみたいと
思わせる文章にしましょう。

企業名

リード文（100文字）

タグ情報、企業概要、自由記載の内容、
検索ワードを含むリード文

画像

都道府県
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XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX



３.ジェグテック活用事例（大手企業×中小企業）

14

J-GoodTecｈ

① 富士電機㈱の担当者が関プレス㈱を訪問。関プレスでは生産工程、技術情報の詳細情報を開示。
② 関連会社（富士電機機器制御㈱）の工場に招かれ、工場長等に自社技術のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを実施。
③ 富士電機㈱と取引関係成立。

大幅なコストダウンを実現するプレス加工技術を提案し、取引成立

【従来工法】
２枚の鉄板をプレス加工→溶
接

企業名：株式会社関プレス
所在地：日立市、従業員数：８５名
事業概要：金型製作、プレス加工（順送、トランスファー）

自動車関連（エンジン部品、電装部品）、
建設機械部品、ＯＡ機器、医療機器などが
主要品目

＜概要＞

株式会社関プレス

＜ニーズ情報の発信＞

自社製品のコストダウンを図る
ため、ジェグテックで「２つの
金属の溶接をなくし、一体成形
できる技術ニーズ」を発信

富士電機株式会社

Ｗｅｂ上で企業・製品情報を発

信

＜富士電機への提案＞

富士電機の「ニーズ情報」に
対し、当社技術の活用を提案
ジェグテック上で製品、技術
情報を詳細に掲載

【当社の開発工法】
１枚の鉄板をプレス金型内で
割って裂く一体成形。

↓

＜企業情報の確認＞
関プレスからの技術提案を受け、ジェ
グテックの掲載情報を確認

ジェグテックで技術探索

ジェグテックで自社アピール



３.ジェグテック活用事例（海外企業×中小企業）

J-GoodTecｈ

① J-GoodTech上で、企業・製品情報を発信
②掲載情報を見たマレーシア企業から商談のオファーがあり、継続商談中
③ＣＥＯ商談会でベトナム企業との商談を行った結果、ベトナム商社との販売提携に向けたＮＤＡを締結

Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈとＣＥＯ商談会を活用して海外パートナーを獲得

遺伝子検査キット

企業名：株式会社ＴＢＡ
所在地：宮城県仙台市、従業員数：6名
企業の概要：遺伝子検査紙を含む検査ツールの開発、製造、販売

東北大学発のベンチャー企業で、中小機構が運営す
るインキュベーション施設T-Biz（東北大学連携ビ
ジネスインキュベータ）に入居。

＜概要＞

＜製品の特徴＞

誰でもどこでも簡単にできる
簡易遺伝子検査紙

株式会社ＴＢＡ

＜対象＞

感染症予防医療機器に関心のある
医療機器関連企業、商社など

海外企業

ＣＥＯ商談会

Ｗｅｂ上で企業・製品情報を発信

対面での商談

＜海外展開の狙い＞

高額医療が受けられない層を
対象に、インフルエンザ、デ
ング熱などの感染症等の検査
を安価に提供する医療サービ
スのマーケット創出



３.ジェグテック活用事例（中小企業×中小企業）

①ニーズ企業が技術提携ニーズを発信。㈱ナダヨシが提案を実施。
②ニーズ企業が㈱ナダヨシを訪問し、技術レベルの確認と技術提携の可能性について協議。
③試作品の製作を通じて㈱ナダヨシに加工依頼することを決定。

＜概要＞

株式会社ナダヨシ

＜当社のニーズ＞
・超音波洗浄機の高性能化を実現す
るために、新たに業無用流し台
（シンク）を作成する必要がある

・ステンレスを使い、シンクを製造
するにあたって、R加工等の難易
度の高い工程を要するため、さら
なる高精度板金加工技術と高精度
溶接技術が必要

非公開

企業名：株式会社ナダヨシ

所在地：福岡県古賀市

企業概要：金属加工品の製造、販売を行う企業。ステンレス、
アルミ、スチール、チタンの精密板金加工に強みを持つ。図
面展開、切り曲げ、溶接、研磨仕上げまで自社で一環して製
造ができる。主力商品は厨房設備、医療機器、自動車部品、
装飾金物。

J-GoodTecｈ上で情報交換を実施、商談後、取引成立

＜当社の強みについて＞
・図面展開、切り曲げ、溶接、研磨
仕上げと自社で一環して製造がで
きる

・資格を有する職人、製造設備とも
に充実しており、短納期で精密な
加工品を提供することができる

・もともとは厨房設備の会社として
スタートしていることもあり、本
件に関する実績、経験が豊富

J-GoodTecｈ

技術提携ニーズを発信

ニーズへの対応を提案

企業名：非公開

所在地：長野県

企業概要：超音波を用いた洗浄装置の設計・製造・販売を
行っている。自社独自の発振技術を用いて均一な洗浄ができ
ることが製品の特徴。家庭向け〜医療用まで、約９０種の製
品ラインアップを持ち、顧客のニーズに合わせた製品の製造
も行うことができる。

＜㈱ナダヨシ＞
・月に数台程度の定期的な取引が実現、重要な取引先となる
・ニーズに応えることを通じ、従業員の技術レベルが向上した

＜ニーズ企業＞
・超音波洗浄機の高性能化に成功



４.登録対象企業について
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販路開拓に意欲的な中小企業。また海外事業展開、海外マーケット開
拓、事業連携等による事業拡大に意欲がある中小企業。

•流通業…卸売業（生産財・消費財を扱う）、専門商社
•サービス業…対事業所向けサービスを営む企業で、主に「モノ」を
対象とするサービス業（貨物輸送、倉庫・保管、据付・修理・保全
等）及び「情報」を対象とするサービス業
（情報処理、人材確保・活用、販売促進・広告等）なお、製造業に
ついても従来どおり募集をしております。
•製造業…製造業もしくは情報サービス業としての固有の技術を持っ
ている企業。（製造企画関連、ソフトウェア関連を含む）
※一般消費者向け取引（B to C取引）、金融、保険、賃貸、人材派遣、
コンサルティング等については対象外です。

登録には、自薦、推薦がございます。

自薦の場合は https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/ より申請いただけます。

推薦の場合は 所定の様式にてお送りください。

https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/


【本件に関するお問合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中国本部 経営支援課（川治、藪内、重岡、福留、今井）

電話 ： 082-502-6555

メールアドレス： keiei-chugoku@smrj.go.jp
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ジェグテック 検索


