
２０１９年９月１３日 

各 位 

株式会社北陸銀行 

『北陸三県新技術・新工法展示会 inデンソー』 

デンソーグループニーズ説明会・展示会参加企業募集のご案内 

 北陸銀行（頭取 庵 栄伸）は、株式会社デンソー（取締役社長 有馬 浩二）にご協力をいただき、来年３

月に株式会社デンソー 本社（愛知県刈谷市）にて標記展示会を開催します。 

 この展示会開催に先立って、デンソーグループが必要とする技術的ニーズを開示・説明を行ないます。展

示会参加を希望される企業・団体は、まずは下記ニーズ説明会へご参加いただき、自社の持つ技術・サー

ビスがデンソーグループのニーズとマッチングするかをご確認下さい。 

 参加対象は、北陸三県に本社を置く企業、北陸三県の大学です。ニーズ説明会は２回開催しますので、

どちらか一方にご参加下さい。 

 北陸の技術・サービスをデンソーグループに提案できる絶好の機会です。幅広い参加をお願いいたします。 

記 

◆『デンソーグループニーズ説明会』概要 

会    場 金沢会場 富山会場 

開催日時 １０月３０日（水） 14:00～16:30 １０月３１日（木）  10:15～12:15 

開催場所 
石川県地場産業振興センター 新館５階

第１２研修室（金沢市鞍月 2-20） 

富山産業展示館（テクノホール）西館ホワ

イエ セミナー会場（富山市友杉 1682）

定  員 １００名（先着順） ８０名（先着順） 

参加料 無 料 

内  容 
㈱デンソーの調達部門担当者・技術部門担当者がデンソーグループのニーズについ

て説明を行います。 

申込方法 

① 別紙“ご案内ちらし”にてニーズの概要を確認いただきます。 

② 別紙“参加申込書”に必要事項をご記入いただき、FAX またはメールでお申し込

みください。両会場とも内容は同一ですので、どちらか一方にご参加下さい。 

◆『北陸三県新技術・新工法展示会 in デンソー』概要 

開催日時 ２０２０年３月１２日（木）～１３日（金）10:00～17:00   (２日目は 16:00 まで）

開催場所 株式会社デンソー本社 本社ホール（愛知県刈谷市昭和町 1-1） 

参加対象 北陸三県に本社を置く企業および北陸三県の大学 

参加料 ２０，０００円（税別） 

内  容 

２日にわたり、自社の技術・サービスを展示ブースにて PR し、フリー商談を行いま

す。会場にはデンソーグループの技術者・調達担当者およびデンソーのお取引先企業

の担当者が来場されます。 

以上 

本件に関する照会先：北陸銀行コンサルティング営業部  tel:076-423-7212 



in

・開 催 日 ：２０２０年３月１２日（木）１０：００～１７：００ 、 ３月１３日（金） １０：００～１６：００
・開催場所 ：株式会社デンソー本社 ホール （愛知県刈谷市昭和町1-1)
・対 象 ：北陸三県に本社を置く企業および北陸三県の大学
・出展費用 ：２０，０００円（税別）
・内 容 ：各社・団体さまにはブース展示を行っていただきます。デンソーグループの技術者、調達担

当者およびデンソー取引先企業担当者が来場し、フリー商談を行います。

in

①裏面でデンソーグループのニーズを確認。
※具体的な内容については説明会にてご案内いたします。

②説明会に参加
③説明会にてご案内する「エントリーシート」を作成し、北陸銀行まで電子メールにて送付。
（㈱デンソーへは当行から送付）
④㈱デンソーにて「エントリーシート」を確認、展示会への参加可否について決定・回答。
⑤展示会前日にデンソー本社にてブースの設営。

www.hokugin.co.jp 北陸銀行

北陸銀行では、株式会社デンソー様のご協力をいただき、「北陸三県新技術・新工法展示会in デンソー」を来年

３月１２、１３日の２日間にわたり開催いたします。

展示会に先立ち説明会を開催いたしますので、展示会への参加をご検討の場合は、まずは説明会にご参加いた

だきたくご案内申し上げます。

・参加対象者：「北陸三県新技術・新工法展示会inデンソー」出展を検討される北陸三県に本社を置く
企業および北陸三県の大学

・参 加 費 ：無料
・申込方法 : 事前にお申込みが必要です。別紙の参加申込書にてお申込み願います。

・開 催 日 ：２０１９年１０月３０日（水） １４：００～１６：３０
・開催場所 ：石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室 （石川県金沢市鞍月2丁目20番地）

・開 催 日 ：２０１９年１０月３１日（木） １０：１５～１２：１５
・開催場所 ：富山産業展示館（テクノホール）西館ホワイエ セミナー会場 （富山県富山市友杉1682番地）

「富山県ものづくり総合見本市」のセミナーの一コマとして開催します

定員１００名 （先着順）

定員８０名 （先着順）

金沢会場

富山会場



・北陸銀行

(2019年8月21日現在）

１．除去加工 11.難削材切削 32. 気密部品 55. 熱間 高精度

12.難形状切削 33. 放熱部品 56. 熱間 難形状部品

13. 研削研磨 34. 薄肉部品 57. 熱間 特殊材料

14. 放電加工 35. 大物構造部品 58. 熱間 その他

15. その他除去加工 36. その他ダイカスト ６．ゴム※ 61. 一般ゴム部品

16. ネジ加工 ４．プレス 41. 高精度孔 ※材料を明記ください。 62. 精密ゴム部品

２．樹脂成型 21. 小物高精度部品 42. 高精度幅 63. ホース

22. インサート成型 43. 鈑金鍛造 64. その他ゴム

23. 回転体部品 44. 極小孔 ７．焼結金属 71. 強度保証部品

24. 薄肉部品 45. 極薄板 72. 気密部品

25. 嵌合ケース・筐体部品 46. 積層コア 73. 高精度部品

26. 強度保証部品 47. その他プレス 74. 複雑形状

27. 加飾部品 ５．鍛造 51. 冷間 高精度部品 75. その他焼結金属

28. 光学制御用部品 52. 冷間 難形状部品 ８．表面処理 81. メッキ

29. その他樹脂成型 53. 冷間 特殊材料 82. 化成処理

３．ダイカスト 31. 強度保証部品 54. 冷間 その他 83. その他表面処理

パイプ加工・接合 パイプ：SUS材量産実績のあるメーカー 公差は真円度0.03mm程度
接合 ：レーザー溶接の量産実績のあるメーカー

燃料噴射システム、他

センサー 圧力センサー 圧力：燃料噴射システム 電流：インバータ

鏡（凹面、凸面）  ヘッドアップディスプレイ

梱包材 段ボール、防錆梱包材 デンソー製品輸送、納品

コイル 銅線径φ0.5以下 各種電磁弁

ワイヤーハーネス 工程の自動化や内製化している生産技術/開発技術力を有したメーカー カーエアコン用ハーネス、コンプレッサー用ハーネス、他

基板実装（ODM) 提示する必要機能に基づいた基板設計/開発を任せられるメーカー 空調機器関連の制御基板

磁石（ボンド磁石） ボンド磁石であれば材質問わず Nd(ネオジ）、SmCo(サマコバ）、
Fe(フェライト）各ユーザーの採用実績をアピールください

各種センサ用磁石 (ex.クランク角センサ、吸気モ
ジュールセンサ、シフトバイワイヤー）

半導体  エンジンECU、ボデー・エアバッグ等ECU

電気部品 コンデンサ、抵抗、インダクタ、水晶振動子 等 エンジンECU、ボデー・エアバッグ等ECU

プリント基板  エンジンECU、ボデー・エアバッグ等ECU

組付専用機 幅広い提案を希望 生産工程

検査専用機 幅広い提案を希望 生産工程

搬送設備

汎用ソフトウェア /設計

ソフトウェア

その他




