会員間の

会員間の

ビジネス

会員同士で

顧客共有

新規案件の共同受注

EMS-JP グループのミッション

EMS-JP 会員の価値観

今までにない新しい価値を持つモノづくりを創造し、

1.
2.
3.

日本全国の人々にモノづくりの楽しさを提供します
独自の活動を通して地域社会の発展と調和を目指します

行動規範

1.
2.
3.
4.

革新と挑戦
個の尊重、
チームと個人の成長
正しさへのこだわり

事務局の役割

多様性を活かし、
チームワークによって高い成果を上げます

EMS-JP のミッションを実現するために全力を尽くします

何事もスピーディーに実行します

今までにない企業連携による新しい価値を持つモノづくりを創造し、
業界を超えたあらゆる人々との出逢いの場を提供します

現場・現物・現実に基づき、
リアルなビジネス活動を行います

独自の活動を通してモノづくりの楽しさを伝えます

卓越性を追及し高い倫理観を持って行動します

地方と首都圏、地方と地方の懸け橋となり、
日本一のモノづくり最強チームを目指します

入会について

会員種別／会費について

出逢いがビジネスチャンスの第一歩

EMS-JPには、正会員、
サポーターズ倶楽部、jpポータル会員の3種類が
あります。

1.
2.
3.

I ♥EMS-JP

モノづくりを変え、常識を変え、楽しさを伝えていく

EMS-JPグループ理念

正会員

営業ミーティングや JP ポータル＆Facebook で受発注

サポーターズ倶楽部

企業単位でなく個人での入会可能

jp ポータル会員

登録無料・会費無料（受発注不可）

正会員

サポーターズ倶楽部 jp ポータル会員

営業ミーティング・懇親会・飲み会

○

○

NG※

Facebook 会員専用ページ閲覧

○

○

NG

投稿

○

○

NG

jp ポータル閲覧

○

○

○

投稿

○

○

NG

案件受発注

○

NG

NG

各種イベント

EMS-JP の活用について

○

○

NG

入会金

30,000 円

10,000 円

無料

月会費

12,000 円

５,000 円

無料

入会してもただ待っているだけでは全くメリットがありません。

※ 体験参加（6,000 円）は 2 回までＯＫ

新規案件、新規顧客は簡単に獲得できるものではありません。

会費のお支払い方法

EMS-JP を活用できる企業

銀行により自動引き落とし

１．自社の案件を発注できるパートナーを探す企業

おトクな 1 年一括払い

２．既存の顧客に幅広いジャンルの営業活動を行う企業
３．会員の得意分野を熟知している企業

さらにおトクな複数年パック！

12,000 円 ×12 ヶ月＝144,000 円（税抜き）
一括振込み 144,000 円 → 139,000 円（税抜き）
2 年パック 288,000 円 → 273,000 円（税抜き）
3 年パック 432,000 円 → 402,000 円（税抜き）

※営業ミーティングに参加、会員企業への訪問、jp ポータル＆Facebook の活用

入会をお勧めしない企業
１．受注のみを期待する待ちの企業
２．発注することを意図しない企業
３．新たなパートナーを探さない企業

所在地

〒168-0063

東京都杉並区和泉1-11-3 クレスト代田 1F

TEL：03-6379-4047

EMS-JP 概要

設立
資本金
主な事業

FAX：03-6379-4048

E-mail：info@ems-jp.net

2005年5月
（EMS-JPの前身であるEMS-Rは2001年11月設立）
1,205万円
（JP株式会社）
中小企業の受発注などを仲介。
電子機器を中心に独自のWebサイト
（jpポータル）
や営業ミーティングを運営し、
企画提案から試作及び量産まで
協業可能な信頼できるベストパートナーを紹介。

http://www.ems-jp.net/

http://www.ems-jp.net/

EMS-JPはグループじゃない。チームだ！
日本一のモノづくり最強チームを目指します！

営業ミーティングを

定例開催！
設立10周年
全国で出逢いの場を提供
営業ミーティング開催400回
東京
・札幌・仙台・中部・大阪・福岡

1.出逢う

素晴らしいパートナー企業と

苦手な案件を請けたときに相談
できるパートナーを見つける
まずは体験参加から

IoTプラットフォーム

営業ミーティングの活用方法

首都圏では毎週水曜日に開催（各支部では毎月定例開催）

会員間のビジネスは週一回の
コミュニケーションから始まります

2. 共有する

3. 提案する
既存の顧客に幅広く

会員の得意分野を

工程別の受注から一括丸ごと受注

お客様のニーズにすべて対応

開発会社もモノづくりまで担う

売り切りから保守・メンテまで提案

センサからクラウドまで つなげる・つながる・創りだす！

楽しい仲間と出逢える全国共通パスポート

会員企業一覧
EMS-JPは受託のデパート

001

丸ごとビジネス

003
004

会員間の顧客の共有
会員同士で新規案件の共同受注

005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

1. 製品仕様
企画・設計・開発

2. 量産設計 3. 保守・メンテ
ものづくり

特許・認証取得

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

会員の2/3にエンジニアが在籍

予算に合わせたイニシャルを提案

ワンストップサービスを提案

予算に合わせた仕様を提案

予算に合わせた部材を提案

取得後の運用状況を遠隔監視

027
028
029
030
031
032
033
034

何でもできます！営業に徹する
顧客のニーズにすべて対応可能！

035

独自の受注方法

ユニークな企業連携

036
037
038

会員 A企業

回路設計

会員B 企業

SW開発

会員C 企業

基板設計
製造

会員D企業

実装・組立

会員 E 企業

部品調達

会員 F 企業

筐体設計
製造

全国170社の会員がすべてをサポート

040
041
042
043

サポーターズ倶楽部

新規案件を一括受注
窓口は顧客に一任

得意分野に専念
不得意な分野はEMS-JPを活用

会員間で仕事を創ります！

039

044

効率的な経営に徹する

コアスタッフ株式会社
NTマイクロシステムズ
株式会社東和テック
日本インターフェイス株式会社
Mioテクノロジー株式会社
ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社
株式会社アットマークテクノ
株式会社サムシングプレシャス
北川工業 株式会社
アヴネット株式会社
株式会社日野エンジニアリング
株式会社プラーナー
株式会社クロスエリアシステム
ピー・アイ・スクエア 株式会社
株式会社デザインネットワーク
有限会社エースソフト
有限会社サンビットシステム
株式会社ペリテック
株式会社ティー・エム・ユニティー
株式会社iD
恵比寿システム株式会社
株式会社エスイーシー
オーノデンシ
有限会社エレシン研究所
株式会社弘進精密
株式会社アイキューブテクノロジ
株式会社 HOKUTO
株式会社リョウケ
株式会社トラウム
株式会社東北エヌイーエレクトロ
有限会社エンドー
有限会社データーランド
株式会社AUI
株式会社テクノシリウス
株式会社ダイナシステム
株式会社シグナス
SOSEI Tech株式会社
株式会社ディーディーエル
インターギア有限会社
GT international Ltd
株式会社アップロード
株式会社エムイーエス
三上特許事務所
株式会社フィット

002 株式会社

自分の専門分野を含めた一括提案

独自の

Package proposal

富士セイラ株式会社
協栄企画システム株式会社
047 イカワ電子工業株式会社
048 ピエゾン株式会社
049 有限会社勇和工業
050 繋屋
051 株式会社メタテクノ
052 株式会社アルテックス
053 株式会社コーヨー
045

089 株式会社アトム技研

046

090

088 株式会社コア九州カンパニー

エイジシステム株式会社
091 株式会社TWO MOON
092 株式会社デンケン
093 株式会社東洋レーベル
094 株式会社エムアールティ
095 ネクセル総合法律事務所
・ラボ
096 株式会社ストラク
097 岡本無線電機株式会社
098 株式会社テー・シー・アイ
099 株式会社カツマタテクニカルトランスポート
（団体会員）
100 特定非営利活動法人日本情報技術取引所
101 日本システム開発株式会社
102 株式会社MTMコミュニケーションズ
株式会社
103 大和エレテック．
104 株式会社MGIC
105 協和電子部品株式会社
106 NECパーソナルコンピュータ株式会社
107 コーダ電子株式会社
108 日本空圧システム株式会社
109 株式会社協和工業
110 株式会社ビート・クラフト
111 株式会社エンベックスエデュケーション
112 インテグラン株式会社
113 有限会社白井製作所
114 エコモット株式会社
115 城南電気精器株式会社
116 株式会社ヴァーモ
117 株式会社矢野製作所
118 共立電子産業株式会社
119 豊中計装株式会社
120 パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社
121 株式会社ゼロワン
122 真英法律事務所
123 株式会社エフェクト
124 伯東株式会社
125 合同会社OKS-TECH
126 株式会社近藤電子工業
127 株式会社ブライセン
128 MOSA株式会社
129 東邦システム株式会社
130 株式会社エコフィールド
131 エーヨンデザインワークス
132 株式会社スペーステクノロジー

川原 賢治 (昭和横丁)
西川 秀則 (Bar GRAND PRIX)
小島 秀登 (株式会社ニッコム）
栄 雅人 （有限会社栄 石鍋亭）

芦原 秀一（九州組込みソフトウェアコンソーシアム）
山嵜 洋樹（ソニー生命保険株式会社）
廣田 孝昭（T s research）
馬場 伸一（九州IT＆ITS利活用推進協議会）

054 フレクストロニクス・インターナショナル株式会社

マイト
マイティ・テクノロジー株式会社
富士通フロンテック株式会社
ソフトウェア株式会社
058 テン・
059 コンピューターシステム株式会社
060 アドバリーシステム株式会社
061 東電子工業株式会社
062 アイフォーコム株式会社
063 株式会社ヌマタ
064 株式会社ティーネットジャパン
065 株式会社アルファメディア
066 日立ターミナルメカトロニクス株式会社
067 株式会社ネクステック
068 香港東英電子工業有限公司
069 大洲電気株式会社
070 有限会社プレ・テック
071 シリコンアーティストテクノロジー株式会社
072 協和界面科学株式会社
・プランニング
073 株式会社ボード
074 三井電子株式会社
・エヌ
075 株式会社エー・アイ
076 株式会社NTT PCコミュニケーションズ
077 ヒコラボラトリ
078 ASKエンジニアリング株式会社
055 株式会社
056
057

079 城北工業株式会社

080 株式会社金沢エンジニアリングシステムズ
081 光山電気工業株式会社
082 株式会社コスモ設計

083 株式会社エクスプローラ
084 株式会社ステップワン

085 株式会社リアルデザイン
086 神峯電子株式会社

087 ジンテック株式会社

・テクノ
133 株式会社データ
134 株式会社タツミ

135 株式会社オーイーエム
136 株式会社アレクソン

・ドゥ
137 株式会社トリニティ
138 株式会社信越リード

139 有限会社横浜マイクロコンピュータ

富士電子株式会社
藤カマンダーソフト株式会社
142 三雅産業株式会社
143 日野電子株式会社
144 株式会社ウイン・コンサル
145 東亜エレクトロニクス株式会社
146 ソシアテック株式会社
R．Y
147 株式会社T．
148 Mamuro
149 東北パイオニア株式会社
150 株式会社ダイヘン
151 株式会社ワイズ・ラブ
152 株式会社小寺製作所
153 株式会社エスエスユー
154 凸版印刷株式会社
155 株式会社プロントジャパン
156 ユーザーサイド株式会社
157 株式会社高池
158 有限会社セールスレップ・プロデュース
159 株式会社ポテスタ
160 株式会社発明ラボックス
161 株式会社アイデン
162 和歌山アイコム株式会社
163 コスモテック株式会社
164 画廊みどりの森の美術館
165 株式会社クレアンスメアード
166 株式会社ネクスティエレクトロニクス
167 株式会社久田見製作所
168 株式会社フォー・クオリア
169 ティガーマーケティング
170 株式会社HSET
171 株式会社テカナリエ
172 アイガ電子工業株式会社
173 オリオン電機株式会社
174 株式会社エムエスイ
175 スキマファクトリー

140

141

若林 潤一(株式会社山梨県環境科学検査センター）
佐久間 弘史(フィリップモリスジャパン合同会社）
岡 裕久（亮京電子）

（順不同・敬称略）
その他登録企業1,500社以上

ハードウェア

ソフトウェア

プリント基板

実装・組立

部品・部材

ケース
2018.06

