支援施策／ B2B Web マスター養成講座
※あいち産業振興機構の紹介は P14-15 に。支援施策についてはＰ 38 に。
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〜自社ホームページのリニューアルによる
新規顧客開拓と受注内容の質の改善〜
◇株式会社丹羽シートメタル（小牧市）

タレットパンチ（抜き打ち）加工機。
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は大きな役割を果たし始めた。

少しでも当社を知っていただいて売り
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このセミナーには、いろいろな業種の方が参

ただ、それが新規顧客開拓に結びつく

長い物の加工ができることをアピールし

ムページからの受注ができるのでは」

加されていますので、受講者同士のディスカッ
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当たり前のことですが、成功する条件は継続
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ホームページの更新を続けることが、成功に
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。

株式会社丹羽シートメタル
住所：〒 485-0016
愛知県小牧市大字間々原新田
字上芳池 186-1
TEL：0568-73-7411
設立年：1960 年（昭和 35 年）
代表取締役 丹羽 英晶

一緒にモノづくりのできる
取引先と仕事がしたい

資本金：1,000 万円
従業員数：4 人
事業内容：精密板金加工、
『犬用ステンレス製トイレ・トレイ』の製造販売

「受講中は本当に楽しかったですね。
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溶接主体の事業所として創業した丹

いました」
（丹羽社長）
。
講座はホームページ作成の技術だ

工程加工への対応 ” など、同社の特徴

先行きの見えない中、小さ
な町工場が探した打開策

株式会社丹羽シートメタル

ず、お客さんと約束できることしか載せない、

長尺曲げ加工（プレスブレーキ加工）のできる大型機。

インターネットからの受注が、
売り上げの半数を超えた！

その企業に当たり前の
ことでも顧客には違う

エアサポート付きシャーリング（せん断）加工機。

http://www.niwas.co.jp/
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