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ビジネスマッチングサイト

https://jgoodtech.jp/

大手パートナー企業様 活用のご案内

【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

ジェグテック運営事務局

電話 ： 03-5470-1538

E-Mail： jgoodtech_cs2@smrj.go.jp

ジェグテックサイトＵＲＬ： https://jgoodtech.jp/



J-GoodTech（ジェグテック）について
ジェグテックの3つの会員サービス

ジェグテックは、中小企業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。

開発、試作、生産技術、調達に関する協力企業を効率的に探すことができます。
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企業検索 /製品検索

フリーワードで、

ジェグテック登録企業を検索。

トピックス

会員企業間で最新情報の告知
やアイデアの交換ができます。

ニーズ機能

共同開発、販売連携などの受
発注を支援し、新たな取引先
開拓につなげます。



＊1.海外支援機関（政府機関）によって推薦された製造業、流通業、サービス業。

＊2. 中小機構、自治体等により推薦された製造業、流通業、サービス業。

※企業数は2019年9月現在。

J-GoodTech（ジェグテック）の概要図

ジェグテックに登録されているのは、中小機構や自治体等により推薦された日本企業、

各国の支援機関（政府機関等）によって推薦された海外企業、

ジェグテックの趣旨にご賛同いただいた大手パートナー企業のみなさまです。
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海外企業

約7,100社＊1

国内中小企業

約15,500社＊2

大手パートナー企業

約470社

企業情報の発信

企業情報の検索

直接の商談・情報交換

コーディネーターによるマッチングサポート



ジェグテックでは中小企業の皆様だけでなく、ジェグテックの趣旨にご賛同いただき、

本サイトの活用を表明している大手企業様に、ジェグテックの「大手パートナー企業」としてご登録いただいています。
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J-GoodTech（ジェグテック）の大手パートナー企業



J-GoodTech（ジェグテック）をおすすめする理由

利用料無料

ジェグテックのサービスは全て無料ですので、気軽に利用できます。

中小機構のコーディネーターによるサポート

中小機構のコーディネーターが専門知識を活かし、登録企業との商談・情報交換に向けたサポートを行います。

さまざまなビジネスに関する情報を得られる

登録企業のマッチング成功事例、国内・海外市場動向など、記事や動画を見ることができる

「ジェグテックジャーナル」や優れた技術やユニークな特長を持つ注目企業など、

さまざまなビジネス情報を得ることができます。
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ジェグテックにはさまざまな特長やご利用にあたってのメリットがあります。

豊富な登録企業と幅広い業種

ジェグテックには約15,500社もの国内中小企業が登録されています。

登録されているのは、中小機構や自治体等により推薦された企業ばかり。
業種は製造業、サービス業、卸売業と幅広く、多種多彩な企業の中から最適なビジネスパートナーを見つけることがで
きます。 ※企業数は2019年9月現在のもの。
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※一部機能はログインが必要になります。サービス 1.企業検索 /製品検索

■企業検索 /製品検索（例）

検索項目入力

検索条件設定
検索結果

業種、分野、地域など検索範囲を絞り、登録企業を検索できます。

ログイン後には、検索先の企業ページで 詳細な製品・技術情報や登録企業向けのアピール情報をご覧いただけます。

さらに、気になる企業の担当者に問い合わせ機能を使い、直接コンタクトをとることもできます。
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トップ画像・

見出し文

アピール

ポイント

《企業情報》

会社概要

検索用

キーワード

《企業情報》 《製品・技術情報（詳細）》

■製品情報（例）

※登録企業限定の製品・技術情報

・詳細な情報

・活用事例

・用途提案

・カタログのダウンロード

製品・技術情報
※クリックすると

詳細ページへ。

（登録企業限定）

業種、分野、地域など検索範囲を絞り、登録企業を検索できます。

ログイン後には、検索先の企業ページで 詳細な製品・技術情報や登録企業向けのアピール情報をご覧いただけます。

さらに、気になる企業の担当者に問い合わせ機能を使い、直接コンタクトをとることもできます。

※一部機能はログインが必要になります。サービス 1.企業検索 /製品検索



自社のニーズ情報を書き込み、提案を受けて商談を行ったり、ビジネスパートナーの募集ができます。

絞り込み 機能

各ニーズ情報

■ニーズ（例）

※すべての登録中小企業がニーズの公開、閲覧、提案をできます。

※ニーズを公開する際には中小機構のコーディネーターによるサポートもご
ざいます。

※ログインが必要です。サービス２.ニーズ
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■ニーズ（全公開）イメージ

ニーズ

公開
提
案

登録中小企業

全社へ配信

ニーズ機能

ニーズを

抱える企業

（大手/中堅/中小）

中小企業D

中小企業C

中小企業A

提
案

提
案

ニーズ機能

中小企業B

■ニーズ（配信先限定）イメージ

※ニーズを公開する企業を選ぶことができます。選定した企業のみにニーズが届きます。

※ニーズ情報を受け取った登録中小企業は、ニーズに対する提案をすることができます。※

※ニーズをご登録いただく際、中小企業との商談を行う際には必要に応じて中小機構の

コーディネーターがサポートします。

ニーズを

抱える企業

（大手/中堅/中小）



サービス３.トピックス
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※登録企業がオープンに語り合うことができる掲示板です。

※トピック（テーマ）ごとに、複数の企業で情報交換ができます。

※興味深いコメントがあれば、直接コンタクトをとることも可能です。

■トピックス（例）

■トピックスイメージ

登録企業同士で最新情報の告知やアイデアの交換ができます。

※ログインが必要です。

企業 A
トピックス

企業 B

企業 C

トピック

カテゴリー

（テーマ）の

絞り込み

トピック（テーマ）一覧

新着トピッ

ク の紹介



マッチング成功事例、国内・海外市場動向、地域× 中小企業など、ビジネスのヒントになる多彩な記事や動画をご覧いただけ、

幅広い情報を得ることができます。

ジェグテックジャーナル
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マッチング成功事例

ビジネスマッチングを成功させた

企業の具体的事例をご紹介します。

登録企業ドキュメンタリー

優れた技術やユニークな経営手法をとる

ジェグテックの登録企業をご紹介します。

国内・海外市場動向

世の中の注目を集めている技術やサービス、

海外進出に向けた情報などをお届けします。

ジェグテックニュース

ジェグテックからの最新のお知らせを

お伝えします。

地域 ×中小企業

地域の特長的な産業や地域で活躍する

企業をご紹介します。

イベント情報 &レポート

商談会や展示会など、さまざまな

マッチングイベントの様子をお伝えします。

■ジェグテックジャーナルの 6つのカテゴリー



P_11

リアルなマッチング機会の提供

ジェグテックでは、WEBサイト上のマッチングだけでなく、登録企業のリアルなマッチング機会もご提供しています。

マッチングには中小機構のコーディネーターが仲介を行います。

海外企業展示 &商談会 in 新価値創造展（コーディネーターを中心に商談中）

ニーズのある
登録企業

コーディネーターによる
マッチングサポート

マッチングを求める
登録企業

■ジェグテックのさまざまなマッチングイベント
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ジェグテックマッチング事例1
中小企業と中小企業のジェグテックを通じたマッチング成功事例をご紹介します。

中小企業 大手企業

二九精密機械工業株式会社
所在地：京都府
従業員数：204名

金属の切削加工に特化した老舗企業。特に、チタンやハステロイな
どの難削材の微細加工、精密機械部品切削加工を得意としている。
独自技術によりβチタン合金の“小径パイプ化”に世界で初めて成功。

マッチング成功までの道のり

二九精密機械工業㈱
ニーズ機能

医療機器にも活用できる
微細加工に関する高い技
術力が持ち味。

本ニーズへの提案を行う。

大手企業がジェグテッ
クに短パルスレーザー
孔明け技術を探してい
る旨のニーズを掲載

大手企業

将来的な技術開発の
ため、短パルスレー
ザー孔明け技術を探
索していた。

①二九精密機械工業㈱からの提案を受け、商談を実施。
②大手企業からの試作依頼に対応し、大手企業の求める加工能力があるこ
とを証明。本案件の受注も確定した。
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ジェグテックマッチング事例２

中小企業と中小企業のジェグテックを通じたマッチング成功事例をご紹介します。

中小企業 中小企業

株式会社ナダヨシ
所在地：福岡県
従業員数：20名

精密板金化工業主要取扱
製品は、厨房設備、医療
機器、自動車部品など。

マッチング成功までの道のり

㈱ナダヨシ ニーズ機能
・図面展開、切り曲げ、溶接、

研磨仕上げと自社で一環して

製造可能

・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。

㈱Aがステンレス加工
の受託先を検索するた
め、ニーズ機能を活
用。
㈱ナダヨシが当該ニー

ズに提案

㈱A

洗浄槽の制作のため、
ステンレスのR加工
等、高精度板金加工
技術と高精度溶接技
術が必要。

①ジェグテックでの提案内容を受け、㈱Aが㈱ナダヨシを訪問。
技術レベルの確認と技術提携の可能性について協議。

②㈱ナダヨシが試作品を製造し提供。その結果、㈱ナダヨシに加工依頼す
ることを決定。

③いまでは㈱ナダヨシの売り上げの多くの割合を占めるようになる。

株式会社A

所在地：関東地域
従業員数：～50名

超音波を用いた洗浄装置の設計・製造・販売。
自社独自の発振技術を用いて均一な洗浄ができる。



研究開発ニーズ

付加価値向上

ニーズ

生産技術ニーズ

調達改革ニーズ

ジェグテックのご活用拡大のお願い

J-GoodTechは、時間、人的コストをかけずに外部技術や連携先を探せるマッチングサイトです。

社内登録ユーザーの増員をご検討ください。

▲
▲

▲

研究・開発部門

製品設計部門

生産技術部門

製造部門

調達部門

物流部門
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経済産業省所管の（独）中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサイト。

海外企業、全国の登録中小企業と、連携や取引の機会を探せる。

（受発注、試作開発、生産委託、共同開発、販売提携等）

ジェグテックの 3つのサービスを利用でき、リアルなマッチング機会も得られる。

困ったときに、中小機構のコーディネーターによるさまざまなサポートを受けられる。

完全無料。
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まとめ

J-GoodTech（ジェグテック）とは

【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

ジェグテック運営事務局

電話 ： 03-5470-1538

E-Mail： jgoodtech_cs2@smrj.go.jp

ジェグテックサイトＵＲＬ： https://jgoodtech.jp/


