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長野 ABC 産業株式会社
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町 1613
TEL︓026-568-9999 
Email︓info@nagano-abc.com
HP︓www.nagano-abc.com

メッセージ（質問など）

始めまして、、、御社が開発されております、
〇〇について少し質問させていただきます。

スマートネジ 自動ロックネジ 歪み防止ネジ

製品／サービスの紹介

その他の製品はこちら

補助事業採択事業者同志が、
お互いのプロフィールを見
ながら気軽に情報交換がで
きるような仕組み

補助事業採択事業者
同志の情報交換の場
として解放（簡易SNS)

交流促進（活動報告）～商談フォーム（マッチング機能）
各社の地域での取組紹介や担当者とアポイントが取れるフォームで情報公開／
情報交換の場を提供

補助事業採択者　
データベース
（検索機能）
事業所、サービスや技術、
設備などが検索できる
仕組み
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御社のイチ押し商品・サービスの紹介

私の会社紹介

『ものほじょ』でこんなことしました

プロフィール

こんな会社様、ぜひご連絡ください !
当社の製品に興味を持っていただいた企業様へ。。。
３年に渡る施策の検証もほぼ終了し、現在、量産に向けて取り組み中です。
もし、ご一緒に量産に向けて提携できそうな企業様、当社の製品を一緒に精算
してみませんか︖是非、ご連絡お待ちください。

県内企業の皆様へ  ＞＞ メッセージ
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介

当社の担当窓口

担当者名 : 山田花子

比較的アポを取りやすい曜日や時間
水曜日、木曜日、夕方 4 時以降

事前相談フォーム
御社の商品にとても興味を持ちました。
出来ればもう少しお話を聞きたいです。

こんな企業と一緒に仕事をしてます。
㈱〇〇商事　㈲□□産業
㈱△△△貿易

送　信

担当者に相談してみよう

企業
情報

長野 ABC 産業株式会社
長野県長野市大字鶴賀緑町 1613

▼

▼

3
機能

4
機能

▼
1
機能

▼

代表者の素顔

技術とサービス 設備、技術紹介ページ

当社の生い立ち
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介

代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、
会社のことなど色々と紹介
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、
会社のことなど色々と紹介

r
企業検索

fa
企業一覧 運営情報相談・商談
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長野 ABC 産業株式会社
長野市大字鶴賀緑町 1613 最も得意な技術︓NC、溶接、板金

TEL026-568-9999 Email 
info@nagano-abc.com
HP www.nagano-abc.com

長野ものづくりホームページ 企業検索 企業の意外性が凝縮︕

製造　医療系　機械（光学・カメラ）

株式会社 松本研磨研究
松本市南松本 258-522 最も得意な技術︓研磨、切削

TEL0263-85-3663 Email 
info@matsu-kenma.co.jp
HP www.matsu-kenma.co.jp

製造　車パーツ　車輪　ギア

諏訪精密工業 ( 有 )
諏訪市中洲 856-996 最も得意な技術︓ベンダー、厚物板曲げ

TEL0266-58-4747 Email 
info@suwa-seimitsu.jp
HP www.suwa-seimitsu.jp

組立　重機のエンジン BOX 組立

簡単検索

おもしろ検索

自社の同一市内
近隣企業

サービス業
製造系

エリア 業　種

工芸 宝飾 飲食
加工品 組立 材料

製品／商品／サービス

試作 製品 サービス
加工 量産 研究

もの補助属性

深志高校
長野高専

社長の出身校

釣り / 読書 / 野球
マラソン /DIY/ 犬

社長の趣味

外交的 / 内向的
短気 / 変わり者　

社長の性格

サービス / 販社 / メーカー
飲食 / 機械加工 / 研磨　

組みたいと思っている業種

企業名／住所／連絡先 ジャンル／製品／サービス お気に入り

検　索

✓

✓

ものほじょ担当者ファイル 気軽にアポ、情報交換 Navi

PHOTO

山田様

ファイリング No.35

私の会社紹介

『ものほじょ』でこんなことしました

プロフィール

こんな会社様、ぜひご連絡ください !
当社の製品に興味を持っていただいた企業様へ。。。
３年に渡る施策の検証もほぼ終了し、現在、量産に向けて取り組み中です。
もし、ご一緒に量産に向けて提携できそうな企業様、当社の製品を一緒に精算
してみませんか︖是非、ご連絡お待ちください。

県内企業の皆様へ  ＞＞ メッセージ
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介

当社の担当窓口

担当者名 : 山田花子

比較的アポを取りやすい曜日や時間
水曜日、木曜日、夕方 4 時以降

事前相談フォーム
御社の商品にとても興味を持ちました。
出来ればもう少しお話を聞きたいです。

こんな企業と一緒に仕事をしてます。
㈱〇〇商事　㈲□□産業
㈱△△△貿易

送　信

担当者に相談してみよう

企業
情報

長野 ABC 産業株式会社
長野県長野市大字鶴賀緑町 1613
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ものほじょ担当者ファイル 気軽にアポ、情報交換 Navi

PHOTO

山田様

ファイリング No.35

私の会社紹介

『ものほじょ』でこんなことしました

プロフィール

こんな会社様、ぜひご連絡ください !
当社の製品に興味を持っていただいた企業様へ。。。
３年に渡る施策の検証もほぼ終了し、現在、量産に向けて取り組み中です。
もし、ご一緒に量産に向けて提携できそうな企業様、当社の製品を一緒に精算
してみませんか︖是非、ご連絡お待ちください。

県内企業の皆様へ  ＞＞ メッセージ
代表者の紹介プロフィールやプライベートのこと、会社のことなど色々と紹介

当社の担当窓口

担当者名 : 山田花子

比較的アポを取りやすい曜日や時間
水曜日、木曜日、夕方 4 時以降

事前相談フォーム
御社の商品にとても興味を持ちました。
出来ればもう少しお話を聞きたいです。

こんな企業と一緒に仕事をしてます。
㈱〇〇商事　㈲□□産業
㈱△△△貿易

送　信

担当者に相談してみよう

企業
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長野 ABC 産業株式会社
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長野ものづくりホームページ 担当者ファイル 気軽にアポ、情報交換 Navi

企業担当者紹介・SNS 企業の自己紹介︕＆SNS はこちら

PHOTO

スタッフ紹介 Introducing staff

山田様

ファイリング No.35

Instaglam facebook

イチ
押し

Ichi Oshi PICUPPICUP

長野ものづくりホームページ構成図
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カンパニープロフィール No.011 企業はひとなり 長野を代表する企業紹介

長野県内の様々な企業同志が情報
を公開し情報を交換する新しい交
流の場となります。
県内外、国外に御社のサービスや
技術を発信するツールとして是非
ご活用ください。

①～③が企業やサービス、技術を紹介
していただく基本ページとなります。
今後、④などの様々なコンテンツが増え
発展して行く予定です。

　　業紹介～事業紹介を始め、様々な情報をホームページ上にご提供いただくことで、ものづくり補助

金採択者同士のコミュニケーションの場として、インターネット上の多くの企業との商談のきっかけと

してご活用いただけます。　御社の製品・サービスを是非、ご紹介ください。
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主な機能紹介

※デザインはイメージとなります。予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。

フェイスブック・インスタグラムなどの SNS も順次開設予定
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fa
企業一覧 運営情報相談・商談

br
企業検索

fa
企業一覧 運営情報相談・商談

br
企業検索

fa
企業一覧 運営情報相談・商談

br
企業検索


