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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、
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り、
ご尽力を賜りました関係各位に対しまして、深く感謝申し上げます。
このところの日本経済は、昨年度までの世界経済の緩やかな回復、企業部門の高い

出展者プレゼンテーション時間割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

収益力や技術革新を背景にした設備投資意欲の高まりなどから一転、米中貿易摩擦

会場配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

が激化の様相をみせ、
さらには、
イギリスのＥＵ離脱問題が長期化するなど、世界経済
の先行きは不透明感を増しております。今後もその動向や経済への影響を注視して行
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く必要があります。
そうした中、今回14回目のビジネスフェア開催の運びとなりましたが、1回目から毎回
ご出展いただいている取引先がある一方、約４割の出展者は今回初めてご出展いた
だいており、あらゆる分野の商品や技術、サービスなどが融合したフェアとなりました。
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フェア当日には、取引先支援の一環として、事業承継をテーマにした「しんきん特別セミ
ナー～若手アトツギのための新規事業チャレンジセミナー～」を開催するほか、人材紹
介・育成、再就職支援、売上拡大、経営改善、海外進出など、企業が抱えるさまざまな
課題を解決する相談会を開催します。
皆様におかれましては、
この機会に是非フェア会場に足を運んでいただき、新商品・
サービスに触れて、新しい出会いと情報発信の場としてご活用いただければ幸いに存
じます。
結びに、当フェアが新たなビジネスチャンスを生み出す場となることは勿論のこと、新
たな価値創造を育むことを通じて、地域活性化の一助となり、東海地区が地方創生の
牽引役となりますことを祈念申し上げます。

出展者・製品紹介［ゾーン別］
開催概要
名 称

しんきんビジネスマッチング 第14回「ビジネスフェア2019」

主 催

ビジネスフェア２０１9実行委員会
（一般社団法人東海地区信用金庫協会、株式会社東海信金ビジネス、東海地区しんきん経営者協議会）

協 力

信金中央金庫

後 援

東海財務局、中部経済産業局、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、公益財団法人静岡県産業振興財団、公益
財団法人あいち産業振興機構、公益財団法人三重県産業支援センター、公益財団法人名古屋産業振興公社、株式会社
中部しんきんカード、国立大学法人岐阜大学、国立大学法人静岡大学、国立大学法人浜松医科大学、国立大学法人名
古屋大学、国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人三重大学、日本貿易振興機
構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部、株式会社日本政策金融公庫、
東海地区信用保証協会（静岡県、愛知県、名古屋市、岐阜県、岐阜市、三重県）、名古屋中小企業投資育成株式会社、岐
阜県商工会議所連合会、静岡県商工会議所連合会、愛知県商工会議所連合会、三重県商工会議所連合会、岐阜県商工
会連合会、静岡県商工会連合会、愛知県商工会連合会、三重県商工会連合会、岐阜県中小企業家同友会、静岡県中小
企業家同友会、愛知中小企業家同友会、三重県中小企業家同友会、一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議
会、一般社団法人中部経済連合会、公益社団法人自動車技術会中部支部、日本公認会計士協会東海会、TKC中部会、
TKC静岡会、中部経済新聞社（順不同）

日 時

2019年10月16日（水）10：00～17：00

会 場

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）第3展示館

内 容

1

〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地
企業展示会：約390社（官公庁・大学含む）
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開催行 事 のご 案 内

出展者プレゼンテーション時間割
順番

発表時間

第 1ステージ

商談会

企業展示会
北陸地区、東北地区の信用金庫
の取引先企業、約390社が集結
ブースにおいて展示します。

フェア当日の昼食時に、出展者同士
の交流会を開催します。
新たな人脈形成の場として、異業種
交流の場として、ネットワークの拡大に
向けてご活用ください。飲み物、軽食
を用意しています。

参加費無料 事前申込制

外資系日本進出
企業との交流会
日本に進出している外資系企業と
の交流会（名刺交換会）を開催します。
海外企業との取引や情報交換をご
検討されている企業のご担当者は是
非ご参加ください。

会場内
中央ステージ

１０月16日
（水）
１1：0０～

「中小企業のシリコンバレー
（仮題）
進出について
」
浜松いわた信用金庫
法人営業部
新産業創造室

渡邉 迅人 氏

ご当地グルメ

●山県ハヤシライス●静岡餃子●ＩＲＡ
ＧＯブルーベリー●ジェラート●たまご
サンド、塩からあげ、まるっとたまごプリ
ン●みたらしだんご、四谷千枚田五平餅
●八丁味噌のからあげ●知多牛ステー
キ丼●犬山ドッグ●いなッピーアイスも
なか●知多牛ビーフカレー●諭吉のか
らあげ（大分・中津）●刈谷名物 皓介
の醬油たこ焼き●碧海カラアゲ●愛知
県産のお米を使った商品（おにぎり、お
好み焼き、クレープ、からあげ ）● 知多
半島のフルーツジュース●高浜とりめし
●いちのみや“ラム（羊）”ピザ●みそベー
グルサンド、抹茶大納言ローフ、抹茶の
でっかいメロンパン●伊賀忍者バーガー
●くわなめし、バンブー焼きそば・まぜ
そば●亀山みそ焼きうどん、津ぎょうざ

交流センター
会議室

１０月16日
（水）
１3：
３０～

「アトツギベンチャーが日本
を救う～若手アトツギのための新規事業
チャレンジセミナー～」
株式会社千年治商店 代表取締役
一般社団法人
ベンチャー型事業承継 代表理事

山野 千枝 氏

アイドル
グループ “dela”
来場！

⑨ 15：30 ～ 15：45 タケロボ 株式会社

⑩ 15：45 ～ 16：00 株式会社 DaLaFarm

“社長のお悩み”解決します！
企業は、創業期、成長期、成熟期、衰退
期といったライフサイクルにおいて、直
面する経営課題が日々変わってきます。
そこで、それぞれの成長段階におけ
る“社長のお悩み”解決を支援するため、
様々な相談会をご用意しました。
この機会に、是非、
ご利用ください。

名古屋で結成されたアイド
ルグループ“dela”がフェアに
来場します。愛 知県でのライ
ブ・イベントのほか、
ＣＭやテレ
ビ・ラジオ番組に多数出演し、
人 気 急 上昇中の“ dela”が会
場 の 特 設 ステージで 最 高の
パフォーマンスを演出します。
お見逃しなく
！
！
（12：15〜予定）

出展者
プレゼンテーション
フェア会場内の特設ステージにおい
て、出展者（70社程度）が企業の特色
や自慢の商品・技術などのＰＲを行い
ます。新たな情報により思い掛けない
ビジネスチャンスが巡ってくるかもし
れません。この機会をお見逃しなく！
（発表者・時間割は、
別掲載のとおり）

フェアに来場してアン

ケートにご協力いただい
た方に、東海地区の人気

の旅館・ホテルをペアで

利用できる無料宿泊券が

抽選で9名に当たります。

■ 機能・性能の高度化

⑧ 15：15 ～ 15：30 株式会社 Origami

相談会

来場者
プレゼント

リビングに調和した高級感ある畳ユニット 3 帖で掘ごたつにも。

⑦ 15：00 ～ 15：15 株式会社 SMB

日時：10月16日（水）11：30〜
場所：ポートメッセ 交流センター2階
相談無料
要予約
臨時レストラン
ホームページをご覧ください）
ホームページをご覧ください） （詳細は、
（詳細は、
ホームページをご覧ください） （詳細は、

ビジネス講演会 &しんきん特別セミナー
  

③ 14：00 ～ 14：15 株式会社 モア・リビング

⑥ 14：45 ～ 15：00 株式会社 DSA

http://shinkin-businessfair.jp

出展者交流会

■ 機能・性能の高度化

⑤ 14：30 ～ 14：45 株式会社 ツアー・ステーション

要予約 （詳細は、ホームページをご覧ください）
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「ハローキティ」
来場！
！

フォレストアドベンチャーは能力開発の研修ツールとして高く評価されています。
新スタイル！今、福利厚生にクルーズ人気上昇中―そのワケとは！

総務省・消防庁と災害協定締結団体で国土交通省の講習団体の学校
クラウドサービス 営業熱心「BizLib」を使った顧客管理と分析
キャッシュレス決済について、実演形式でご説明します。

訪日外国人増加に備えた、多言語でＡＩが接客する製品のご提案
中小企業の IT 導入を支援いたします。

■ 機能・性能の高度化
■ 観光・地域振興
■ 観光・地域振興
■ 観光・地域振興

■ IT・フィンテック
■ IT・フィンテック
■ IT・フィンテック
■ IT・フィンテック

独占市場の作り方（ホビー用超音波カッターを活用した事例）

■ 信頼性・安全性

③ 14：00 ～ 14：15 株式会社 ティエムエフ

Ｉｏｔを活用した次世代のものづくり「つながる工場・つながる製品」

■ 信頼性・安全性

② 13：45 ～ 14：00 中京ストレージ 株式会社
④ 14：15 ～ 14：30 株式会社 ナテック

⑤ 14：30 ～ 14：45 パイフォトニクス 株式会社
⑥ 14：45 ～ 15：00 株式会社 アイシーリンク
⑦ 15：00 ～ 15：15 株式会社 昭和企画

⑧ 15：15 ～ 15：30 HANA イノベーション 株式会社
⑨ 15：30 ～ 15：45 日之出 株式会社

⑩ 15：45 ～ 16：00 矢橋ホールディングス 株式会社
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設置も用途も多種多様！ 防犯機能にプラスαを叶える防犯カメラ
企業防災に於ける BCP の一貫としての商品・サービスをご案内
光パターン形成 LED 照明「ホロライト」について

激動のリフォーム市場。生き残るための 2 割のマーケットとは？
フルハーネス型安全帯レンタルのご案内

驚くほどの消臭効果と素敵な香りの演出で、職場の働き方改革実践
会社の記念日専用「ア二バーサリーマット」のご紹介

オーダー機械事業並びに住宅事業支援サービス「YPSL」のご紹介

■ 信頼性・安全性
■ 信頼性・安全性
■ 信頼性・安全性

■ 業務支援・デザイン性
■ 業務支援・デザイン性
■ 業務支援・デザイン性
■ 業務支援・デザイン性
■ 業務支援・デザイン性

① 10：30 ～ 10：45 ゴルフスクール・TK ネックラック事業部

首の疲れをラクにする、旅行用疲労軽減枕『ネックラック』

■ 地域ブランド

③ 11：00 ～ 11：15 株式会社 みなみちたフルーツ

南知多町産農薬不使用の枇杷・枇杷葉で地域活性化を目指す

■ 地域ブランド

② 10：45 ～ 11：00 トマト工業 株式会社
④ 11：15 ～ 11：30 株式会社 一粒万倍

⑤ 11：30 ～ 11：45 イヅモヤ（東員町商工会）

⑥ 11：45 ～ 12：00 有限会社 ウエストリバー（東員町商工会）
⑦ 13：00 ～ 13：15 株式会社 エスフーズ

⑧ 13：15 ～ 13：30 LOK ホールディングス 株式会社愛知共同企画
⑨ 13：30 ～ 13：45 有限会社 環境テクシス
⑩ 13：45 ～ 14：00 ＫＩＶＵＮＥ

⑪ 14：00 ～ 14：15 株式会社 クリスタル
⑫ 14：15 ～ 14：30 株式会社 サンルート
⑬ 14：30 ～ 14：45 株式会社 東亜フーズ
⑭ 14：45 ～ 15：00 株式会社 トップ堂
⑮ 15：00 ～ 15：15 有限会社 西尾商店

⑯ 15：15 ～ 15：30 ミヤビワークス 株式会社

第 4 ステージ

働き方改革に向けて、屋外トイレの開発

１年保存可能な瓶ジュース『繊維入り人参りんごレモンジュース』
環境と身体に優しい睡眠の質を向上させる綿布団のよさについて

地元特産物を利用し子供から大人まで食べやすい、無添加のおやつ
食材の無添加加工で、他社との差別化をしてみませんか

企業と福祉を繋ぐ防災セットとことん厳選、シェアできないセット
食品廃棄物の飼料化によるリサイクル

故障しない身体づくりを考えたゴルフトレーニング用具
22 年前に出会った本物のコーヒー

医療・農業・住宅分野の問題の根本的な解決方法を事業として提案

パンフレットの説明と商品の強力除菌とウイルス対策についての紹介
食品などに生えるカビでお困りの方、パッケージで対策できます。
第 57 回農林水産祭天皇杯受賞 蒲原特産いわし削り節

イザという時に確実に使える今までにない防災バッグをご提案します。

■ 地域ブランド
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販
■ 食・物販

① 10：30 ～ 10：45 株式会社 エコシステムズ

運転を見える化し、事故削減を ECO-SAM で解決します。

■ コスト削減・効率化

③ 11：00 ～ 11：15 株式会社 ＴＫアジャイル

使い慣れたエクセルで「見える化（ｅあんどん）」を実現する！

■ コスト削減・効率化

② 10：45 ～ 11：00 株式会社 タカゼン

④ 11：15 ～ 11：30 株式会社 DREAMER（ドリーマー）
⑤ 11：30 ～ 11：45 有限会社 信田鈑金
⑥ 11：45 ～ 12：00 株式会社 結

⑦ 13：00 ～ 13：15 株式会社 エコマスターズ
⑧ 13：15 ～ 13：30 株式会社 エムエムシー
⑨ 13：30 ～ 13：45 形六有限会社 K6GmbH
⑩ 13：45 ～ 14：00 株式会社 漆喰九一

⑫ 14：15 ～ 14：30 丸成林建設 株式会社
⑬ 14：30 ～ 14：45 TSK 株式会社

⑭ 14：45 ～ 15：00 有限会社 ハヤック
⑮ 15：00 ～ 15：15 株式会社 丸信畳店
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企業においての省エネへの取組み

世界初 なにもないところから水を作り出す装置のレンタル事業

無断熱新基準 断熱から遮熱へ外気温 38.5 度でもエアコン不要の工場あります。
昭和からずっと変わらない厄介な中蓋。必要だけど不便ですよね。
急げ！「水銀灯」は更新しないと損！

省エネは様々な観点で取り組みましょう！

AIR WATER OIL 環境装置の Best パートナー

漆喰商品の開発ストーリー、どのように差別化が出来るか

「燃やせる家庭ゴミがリサイクルできます」～トンネルコンポスト方式とは～
防災の備蓄品「瞬時に仮設道路をつくる」プラボーくんシリーズ

磁石を使った電磁誘導加熱装置 MAGHEAT は CO2 削減に貢献します。

雨漏り診断士が雨漏りの原因や解決方法を分かり易く説明します。
日本が好き！畳が好き！そんな畳店三代目の話を聞いてください！

■ コスト削減・効率化
■ コスト削減・効率化
■ コスト削減・効率化
■ コスト削減・効率化
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境
■ エネルギー・環境

① 10：30 ～ 10：45 日本技術士会中部本部

技術士は、高度な応用能力を有する専門家集団です。豊富な経験と工夫を凝らして、技術的な課題解決のお手伝いをいたします。

■ 相談会

③ 11：00 ～ 11：15 中部航空宇宙産業技術センター

航空宇宙産業界への参入（技術）・販路開拓を考えている、中核・中小企業へ参入に必要なアドバイスの実施（参入事例紹介）

■ 相談会

② 10：45 ～ 11：00 中部デザイン団体協議会
④ 11：15 ～ 11：30 ARMS 株式会社

⑤ 11：30 ～ 11：45 特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
⑥ 11：45 ～ 12：00 株式会社 安城電機

⑦ 13：00 ～ 13：15 KUROFUNE 株式会社

⑧ 13：15 ～ 13：30 独立行政法人 国際協力機構中部センター
⑨ 13：30 ～ 13：45 ( 公財）ふじのくに医療城下町推進機構
⑩ 13：45 ～ 14：00 日本弁理士会東海会

商品開発に関連した、デザイン、販促、ネット活用の相談

新入社員教育、資格取得講習等、各種教育を主な事業とする会社です。

すぐに退職しない外国人を雇用 / 育成するにはどうしたらいいの

■ 産官学連携・企業支援その他

最高水準の浄水性能を誇る浄水器。ぜひその「凄さ」を目と舌で実感して下さい。
JICA の企業向け海外展開支援制度について

静岡県の医療・福祉機器開発に活用できる助成・融資制度について
日本弁理士会東海会の中小企業向け知的財産支援活動のご紹介

押出成形にてΦ1 ～ 40 程の樹脂チューブを製造しております。

⑭ 14：45 ～ 15：00 グラストップ 株式会社

施設を”護る”コーティングが、利用者を“守る”につながる

⑮ 15：00 ～ 15：15 株式会社 フットマインド
⑰ 15：30 ～ 15：45 株式会社 名広商会

■ 産官学連携・企業支援その他

■ 産官学連携・企業支援その他

⑫ 14：15 ～ 14：30 株式会社 オクムラ

⑬ 14：30 ～ 14：45 カタリスト 株式会社

■ 相談会

DX( デジタル革命 ) 時代、企業の成長を左右する IT 人材の育成

⑪ 14：00 ～ 14：15 エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社、株式会社 堀江塗料 なかなか無くせない臭いによる「臭害」を消して笑顔をお届けします。

⑯ 15：15 ～ 15：30 株式会社 本田洋行

3

最新のレーザ技術の産業および生活への応用を紹介します。

① 13：30 ～ 13：45 エコーテック 株式会社

⑪ 14：00 ～ 14：15 新和産業 株式会社

フコク生命
イメージキャラクター

出展ゾーン

ティラン社のバネばらし整列機の機能と使用範囲について詳しく説明します。

④ 14：15 ～ 14：30 エバイス 株式会社

し、商品、技術、サービス等を各

発表内容

① 13：30 ～ 13：45 晃栄産業 株式会社

② 13：45 ～ 14：00 株式会社 最新レーザ技術研究センター

出展者同士、出展者と来場者と
の商談会を行います。
また、バイヤー企業との商談会
にも参加できます。

東海地区の信用金庫のほか、

発 表 者

障がい福祉事業の説明とあるく / カラフルの活動のご紹介

医療分野での実績とプロ野球技術を中心に愛用されるインソールのご紹介
指サック型歯磨きシート「フィンガーウェッティ」の紹介

パートナー募集。我社の蓄積した技術を応用して一緒に物づくりしてみませんか。

■ 産官学連携・企業支援その他
■ 産官学連携・企業支援その他
■ 産官学連携・企業支援その他
■ 産官学連携・企業支援その他
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
■ 医療健康・介護福祉
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会場配 置 図

相談会
社長のお悩み 解決します！
商談ブース
A

正面
玄関

商談ブース
B

商談ブース
C

商談ブース
D

企業は、創業期、成長期、成熟期、衰退期といったライフサイクルにおいて、直面する経営課題が日々変わってきます。
そこで、それぞれの成長段階における “社長のお悩み” 解決を支援するため、様々な相談会をご用意しました。
この機会に、是非、ご利用ください。

商談ブース
E

ブース番号
①

②

③

④

⑤

第５ステージ

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

A1

案内

入口

A2

A14

A3

A4

A5

A7

A6

A15 A17 A18 A19

A8

A9

A10 A11

Ａ搬出入口

相談ブース

交流センター
連絡通路

A12

A16 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26

産官学連携・企業支援その他
B35
B36
B37

B39

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11 B12 B13 B14 B15

B40

B16 B17 B18 B19 B20

B41

B21 B22 B23 B24 B25

B42

B26 B27 B28 B29 B30

A27 A28 A29 A30 A36

A13

第4ステージ

A31 A32 A33 A34 A35

D3

第3ステージ

D18

C4

D30

D6

D1

D2

D4

D7

D8

D9

D10

D17 D19 D20

D21

D5

A37

D22 D23 D24 D25 D26

B33 B34

C2

C1

C3

C5

D14
D15

D28 D29 D31

D27

D32 D33 D34 D35 D36

観光・地域振興
C10

C6

C11

C12 C13

C7

E1

E2

E9

E4

E5

出口

E15

E18 E19
G1

地域ブランド

G2

G3

G7

G5

G6

G8

G9

G12 G13

第2ステージ

中央ステージ

G10

F43

F48

G11

H17
H18
H19

F8

F9

F12 F13

F14 F15

F16 F17

F18 F19

F20 F21

F31 F32

F33 F34

F35 F36

F37 F38

F39 F40

F41 F42

F44 F45

F46 F47

I2

I5

I3

H7

G16 G17
H5

H6

H1
H8

F23

④

岐阜県よろず支援拠点

⑤

三重県よろず支援拠点
相談会

公益社団法人 日本技術士会中部本部
活用促進委員会 村橋光臣
052-571-7801
http://chubu-ipej.sakura.ne.jp/

商品開発・販売・広報に関連した、デザイン・販促提案・
ネット及び SNS 活用の相談。

中部デザイン団体協議会 協働委員会
担当副委員長 和田眞爾
090-2575-6075
http://www.ccdo.info/index.html

中小・小規模事業者の皆様のお悩みを解決する無料
相談窓口です。事業再編からチラシづくりのお悩み
まで、まずはご相談ください。

公益財団法人あいち産業振興機構
愛知県よろず支援拠点コーディネーター
052-715-3188
https://www.aibsc.jp/tabid/483/Default.aspx

専門知識を持ったコーディネーターが経営に関する
「よろず」相談を無料でお受けいたします。

公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター
岐阜県よろず支援拠点 企画事務員 杉山康徳
058-277-1088
https://www.gifu-yorozu.com/

⑥

よろず支援拠点
個別相談会（静岡県）

皆様の総合相談の窓口として、売上拡大、経営改善
など経営上のあらゆるお悩みの相談に対応いたしま
す。

公益財団法人三重県産業支援センター
三重県よろず支援拠点コーディネーター
059-228-3326
http://www.miesc.or.jp/web/counseling/

F24

中小企業・小規模事業者の皆さまの売上拡大、経営改
善など幅広い相談に対応しています。

静岡県よろず支援拠点
コーディネーター
054-253-5117
https://www.shizuoka-cci.or.jp/yorozu

⑦

弁理士による
知的財産相談会

新しい技術・アイデアの保護、自社の商品・サービ
スのブランド展開等、知的財産に関するお悩みを「弁
理士」が解決いたします。

日本弁理士会東海会
事務室 室長 西澤真人
052-211-3110
http://www.jpaa-tokai.jp/

⑧

雇用関係助成金制度
相談会

雇用の安定、職場環境の改善、従業員の能力向上、
仕事と家庭の両立支援などに活用できる雇用関係助
成金についてご相談します。

愛知労働局
あいち雇用助成室
052-219-5518
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/

⑨

再就職支援・
人材紹介相談会

失業無き労働移動を目指して人材の移動に関する
様々な情報提供・相談・アドバイスを行っています。
全ての支援は無料です。

公益財団法人 産業雇用安定センター 愛知事務所
奥村 貴
052-583-8876
http://www.sangyokoyo.or.jp

従業員人材育成のために、
「生産性向上支援訓練」、
「Ｉ
Ｔ活用力セミナー」、「能力開発セミナー」をご利用
ください。

ポリテクセンター中部（中部職業能力開発促進センター）
生産性向上支援訓練担当 遠藤達哉
052-221-8754
http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/biz/seisansei.html

海外ビジネス（海外進出、貿易取引、海外販路拡大、
海外での資金調達、インバウンド、外国人雇用等）に
関するご相談を幅広く承ります。

信金中央金庫 海外業務支援部
担当 佐藤顕一郎
03-5202-7674
http://www.shinkin-central-bank.jp/

航空宇宙産業界への参入（技術）・販路開拓を考えて
いる、中核・中小企業へ参入に必要なアドバイスの
実施（参入事例紹介）

C-ASTEC 一般社団法人
中部航空宇宙産業技術センター
産業支援部 大海（オオガイ）
https://www.c-astec.jp.net/
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H65 H66

J1

I4

J2

J7

J4
J8

J5

J6

J9

J10

I 10

K37

K4

K5

K28 K29
K32 K33

K7

J18
J19

K8

K30 K31
K34 K35

K22
K23
K24
K25

K43

出口
バイヤー商談ブース

Ｄ搬出入口

K36 K38 K39 K40 K41 K42

⑩

K26
K27

H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73

技術士は、高度な応用能力を有する専門家集団です。
豊富な経験と工夫を凝らして、技術的な課題解決の
お手伝いをいたします。

I 11 I 12 I 13 I 14 I 15

I1

H9

③

愛知県よろず支援拠点
出張相談会

F22

Ｃ搬出入口

H16

F7

業務支援・デザイン性

H15

F6

医療健康・介護福祉
食・物販

H14

F4

F10 F11

H12
H13

F3

信頼性・安全性
H4

H10

E20 E21

F2
F5

E16 E17

G4

G14 G15

G22

第1ステージ

E10 E11 E12 E13

E14

G20

E3

ＩＴ・フィンテック

E8

G21

F27

C18

C14 C15

F1

コスト削減・効率化

E6

G19

C9

C16 C17 C19 C20 C21

E7

G18

C8

デザイン相談会

D13

Ｂ搬出入口

B31 B32

②

従業員人材育成相談会

⑪

海外ビジネス相談会

⑫

異業種からの航空宇宙
産業界への参入（技術）
・
販路開拓関連

男子トイレ
女子トイレ
エスカレーター

商談ブース
F

商談ブース
G

商談ブース
H

商談ブース
I

相談会実施団体

D12

B43
B44

①

技術課題の解決の
扉を開く技術士集団

ご相談いただける内容

D11

エネルギー・環境

B38

機能・性能の高度化

主催者
事務室

B1

相談会の名称

⑫

⑪

商談ブース
J

※ ご相談は、フェア当日前でもお受けします。お気軽にご相談ください。
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出展ブース 一覧【ゾーン別】
産官学連携・企業支援その他

A-1～A-37
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
A-31
A-32
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
-

中小機構 中部本部
公益財団法人 あいち産業振興機構
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
公益財団法人 三重県産業支援センター
東海財務局
中部経済産業局 中小企業課
株式会社日本政策金融公庫 名古屋支店
東
 海地区信用保証協会（静岡県、愛知
県、名古屋市、岐阜県、岐阜市、三重県）
日本弁理士会東海会
ARMS 株式会社
特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会
株式会社 安城電機
伊勢市産業支援センター
INPIT 愛知県知財総合支援窓口
株式会社 NC ネットワーク名古屋
大台町商工会
ユーアイ精機 株式会社
有限会社 ハチスカテクノ
有限会社 カツミ製作所
蟹江町商工会
愛豊工業株式会社（蟹江町商工会）
国立大学法人岐阜大学
楠町商工会
株式会社 クレディセゾン
KUROFUNE 株式会社
独立行政法人 国際協力機構中部センター
菰野町商工会
株式会社 サイエンス・クリエイト
茶々っと
株式会社 中部しんきんカード
東海地区しんきん経営者協議会
飛島村商工会
国立大学法人 豊橋技術科学大学
公益財団法人名古屋産業振興公社
名古屋中小企業投資育成 株式会社
NeXT 朝日税理士法人
（公財）ふじのくに医療城下町推進機構
リップルネット 株式会社

機能・性能の高度化

B1～B44
株式会社 愛河調査設計
朝明精工 株式会社
株式会社 イケックス。
伊藤産業 株式会社
株式会社 伊藤鉄工所
株式会社 伊藤英男鉄工所
B-4 有限会社 岩倉溶接工業所
- エバ工業 株式会社
B-5 株式会社 MRT
B-6 株式会社 遠州クロム
- オーエフ電装 株式会社
- 大谷鉄工
- 株式会社 小栗
B-7 有限会社 尾関喜撚糸
B-8 オネストン 株式会社
B-9 株式会社 カナマル
- 金山化成 株式会社
B-10 株式会社 共栄電気炉製作所
B-11 有限会社 Quality

B-1
B-2
B-3
-
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B-12 株式会社 久田見製作所
- 有限会社 ケイ・ミックス
B-13 晃栄産業 株式会社
B-14 国際電業 株式会社
- 児玉鉄工 株式会社
B-15 株式会社 小寺電子製作所
B-16 株式会社 最新レーザ技術研究センター
- 株式会社 斎藤金型製作所
- 株式会社 相良製作所
B-17 株式会社 サムス
B-18 株式会社 サンリツコーポレーション
B-19 株式会社 シーアイプラント
- 株式会社 G.T.M
- 城田鋳工 株式会社
B-20 シンコーラミ工業 株式会社
- 瑞菱電機 株式会社
B-21 株式会社 スズヒロ
B-22 成和フエルト 株式会社
- 株式会社 関本管工
B-23 株式会社 セントラルファインツール
B-24 株式会社 第一林製作所
B-25 株式会社 ダイモール
B-26 株式会社 太陽塗装
B-27 宝合金鋳造 合資会社
- 有限会社 竹山鉄工所
B-28 株式会社 鶴田工業所
B-29 株式会社 テルミック
- 有限会社 東栄電機工業所
B-30 ナゼロ 株式会社
B-31 日研工業 株式会社
B-32 株式会社 日章
B-33 有限会社 八勝化成
B-34 浜口ウレタン 株式会社
- 光塗装工業 株式会社
B-35 view 株式会社
- 有限会社 平野鋳造所
B-36 株式会社 藤田総合事務所
B-37 丸北研磨 株式会社（桑名三川商工会）
- 丸成金属塗装 株式会社
B-38 株式会社 ミツワ製作所
B-39 宮越工芸 株式会社
B-40 株式会社 モア・リビング
- 有限会社 森工芸
- 有限会社 山下製作所
B-41 八幡鍍金工業 株式会社
B-42 有限会社 ユニオンシステム
B-43 ラッティーツイスター（木曽岬町商工会）
B-44 リンクウィズ 株式会社
観光・地域振興

C-1～C-21
-

株式会社 アトリエ TACHI
C-1 安藤食品サンプル製作所（桑名商工会議所）
C-2 伊勢とこわかや 株式会社
C-3 エバイス 株式会社
C-4 株式会社 オーアンドケー
C-5 有限会社 大野路
C-6 和倉温泉 加賀屋
C-7 キャピタルホテル 1000 株式会社
C-8 一般社団法人 下呂温泉観光協会
C-9 小岩井農牧株式会社 小岩井農場
C-10 株式会社 GF
C-11 株式会社 JTB 名古屋事業部
C-12 しずおか葵プレミアム AWARD

C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21

静岡おみやプロジェクト
静岡市産業振興課
株式会社 高山グリーンホテル
多気町商工会
玉城町商工会
株式会社 ツアー・ステーション
株式会社 DSA
中埜総合印刷 株式会社
花巻市
一
 般社団法人 飛騨・高山
観光コンベンション協会

エネルギー・環境

D-1～D-36
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36

アグリテック（いなべ市商工会）
株式会社 ESC
株式会社 イーズ中部
株式会社 E・T・I
株式会社 伊藤商会
株式会社 伊藤商事
株式会社 ウェイストボックス
株式会社 ウッドライン
株式会社 エコマスターズ
株式会社 エムエムシー
株式会社 オキシー
活水プラント 株式会社
加山興業 株式会社
クマクラ工業 株式会社
グ
 ローバル・エコロジー環境
事業部（㈲ハウスステージ）
形六有限会社 K6GmbH
近藤工業株式会社 環境機器事業部
有限会社 三共衛研
株式会社 SUN コーポレーション
株式会社 漆喰九一
新和産業 株式会社
親和木材工業 株式会社
株式会社 大光テクニカル
株式会社 大中環境
株式会社 TRC 高田
TSK 株式会社
トーエイ 株式会社
有限会社 トーユウ
株式会社 ナノウェイヴ
株式会社 日東コンクリート工業
浜島防災システム 株式会社
株式会社 林電機商会
有限会社 ハヤック
有限会社 尾藤梱包工業所
株式会社 ブレイズ
マルオカ工商 株式会社
株式会社 丸信畳店
丸成林建設 株式会社
名西建材 株式会社
株式会社 名濃
山崎産業株式会社 愛知営業所
ユコーインテリア 株式会社

IT・フィンテック

E-1～E-21
E-1
E-2
-

アシストプラン株式会社 名古屋支店
株式会社 Anotherworker
株式会社 アルファシステム
有限会社 Infini

E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21

インフォコネクト 株式会社
株式会社 SMB
株式会社 エスティーアオキ
株式会社 NTT データ東海
音羽電子システム 株式会社
株式会社 Origami
株式会社 サカエ電子
株式会社 三協厨機
システムアイ
株式会社 システムトラスト
スリーカウント 株式会社
タケロボ 株式会社
株式会社 DaLaFarm
TI ソリューション 株式会社
TKC 中部会
デュプロ販売 株式会社
株式会社 ネットコム
有限会社 フェイズアウト
株式会社 ミライコミュニケーションネットワーク
株式会社 名大 SKY
レクセント 株式会社
株式会社 レッツ・コーポレーション

F-31
F-32
F-33
F-34
F-35
F-36
F-37
F-38
F-39
F-40
F-41
F-42
F-43
F-44
F-45
F-46
F-47
F-48

コスト削減・効率化

地域ブランド

F-1～F-48
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30

有限会社 アイサン技研 （桑名商工会議所）
株式会社 常新産業（桑名商工会議所）
有限会社 アサイ商事
アステック 株式会社
安藤産業 株式会社
株式会社 伊藤ハガネ
有限会社 伊藤鈑金工作所
株式会社 INUI
株式会社 エコシステムズ
株式会社 エムテック
オオサカ電子 株式会社
株式会社 オクト工業
有限会社 オブドリーム
株式会社 共栄設機
株式会社 建和
江洋圧接 株式会社
宏和工業 株式会社
株式会社 五合
株式会社 シービーテック
株式会社 ジェーエスピー
松栄特殊印刷工業 株式会社
株式会社 しんきん情報サービス
株式会社 シンセン
株式会社 鈴木研磨
株式会社 鈴六
先生精機 株式会社
宗和工業 株式会社
株式会社 高瀬金型
株式会社 タカゼン
中部紙業 株式会社
司工業 株式会社
TM 技研
株式会社 TK アジャイル
東伸運輸 株式会社
東濃コアー 株式会社
東洋鋳鉄 株式会社
株式会社 富窪精機
株式会社 DREAMER（ドリーマー）
株式会社 名古屋ウエノ

株式会社 日洋工業
有限会社 信田鈑金
株式会社 ビー・サポート
株式会社 ビルズ
株式会社 フェアウィンド
株式会社 フェイス 21
フジホームサービス 株式会社
ポラリス 株式会社
株式会社 マルエス機工
水谷製函 株式会社
ミッション・ツール 株式会社
株式会社 宮川スプリング製作所
株式会社 メカメイト
株式会社 矢田工業所
株式会社 結
株式会社 ユーボン
株式会社 ライフファクトリー NEO
リクルートラボ 株式会社
ローレルバンクマシン 株式会社
株式会社 ロジックス
ワシノ商事 株式会社
ワン・イレブン 株式会社

G-1～G-22
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
G-12
G-13
G-14
G-15
G-16
G-17
G-18
G-19
G-20
G-21
G-22

上野商工会議所
OKKO 真珠 株式会社
株式会社 亀井製作所
熊野商工会議所 / 糸川屋製菓株式会社
こころペイント
ゴルフスクール・TK ネックラック事業部
佐藤醸造 株式会社
進弘産業 株式会社
艶金化学繊維 株式会社
トマト工業 株式会社
株式会社 トラスト
株式会社 中島工務店
株式会社 日光オート
浜松ハム 株式会社
藤垣窯業 株式会社
富士商工会議所
松井建具店
丸安ニット株式会社
株式会社 みなみちたフルーツ
美濃白川麦飯石 株式会社
株式会社 ヤマキ
ヤマコー 株式会社
株式会社 ヤマ吾陶器
レインボー 株式会社
度会町商工会（いらっ茶いわたらい）

食・物販

H-1～H-73
H-1
H-1
H-1
H-1
H-4
H-5
H-6
H-5・6

朝明商工会
有限会社 荒木國一商店（朝明商工会）
合資会社 早川酒造部（朝明商工会）
株式会社 レストランサポート（朝明商工会）
株
 式会社 UND-K（Café de
UN Daniels）
（桑名商工会議所）
マルキュウ製麺所 （桑名商工会議所）
株式会社 一粒万倍
イヅモヤ（東員町商工会）
有限会社 ウエストリバー（東員町商工会）
東員町商工会

H-7
H-8
H-9
H-10
H-10
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-30
H-31
H-32
H-33
H-33
H-34
H-35
H-36
H-37
H-38
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43
H-44
H-45
H-46
H-47
H-48
H-49
H-50
H-51
H-52
H-53
H-54
H-55
H-56
H-57
H-58
H-59
H-60

株式会社 イフ商会
Image Craft 株式会社
株式会社 岩月屋
Warm*Perch
（桑名三川商工会）
白隆 有限会社（桑名三川商工会）
株式会社 エスフーズ
LOK ホールディングス 株式会社愛知共同企画
株式会社 オオサカヤ
株式会社 大田酒造
小笠原鐡工房
奥長良川名水 株式会社
オフィス トランセット
尾鷲商工会議所
桂 記章 株式会社
株式会社 カネナカ
有限会社 環境テクシス
有限会社 木曽岬農業センター
KIVUNE 近藤好己
株式会社 くすむら
株式会社 クリスタル
有限会社 ケイエス青果
有限会社 光栄堂
COFFEE POLITE
こざかいとらや
株式会社 権現前営農組合（松阪北部商工会）
株式会社 パワーエイト（松阪北部商工会）
佐合食品工業 株式会社
株式会社 サンルート
芝川苑
白川村商工会
明和町商工会
有限会社スカイル 特産品企画部（明和町商工会）
株式会社 静環検査センター名古屋支店
セントラル製麺 株式会社
大紀町商工会
TARD（大紀町商工会）
株式会社 ダイトー
株式会社 タカスギ
有限会社 ダルヴィス
株式会社 中京医薬品
株式会社 デコレ
株式会社 東亜フーズ
株式会社 トップ堂
豊田鉄工 株式会社
株式会社 ドリームフィールド
有限会社 とり沢
ナカキ食品 株式会社
株式会社 ナチュール
名張商工会議所
有限会社 仁光園
有限会社 西尾商店
日東醸造 株式会社
ニューグレース 株式会社
株式会社 ノーベル
パイミート 株式会社
ハクサンインターナショナル 株式会社
株式会社 HANAI マーチャンダイジング
有限会社 花丘商事
株式会社 日比商店
平田製箔 株式会社
株式会社 平山商会
福井酒造 株式會社
有限会社 藤原ファーム
（いなべ市商工会）
株式会社 豊幸園

H-61
H-62
H-62
H-63
H-64
H-65
H-66
H-67
H-68
H-69
H-70
H-71
H-72
H-73
-

マービン貿易 株式会社
松阪香肌商工会
株式会社 松阪マルシェ（松阪香肌商工会）
有限会社 丸井食品三重工場
株式会社 丸八製菓
株式会社 マン・ネン
ミ
 エマン醤油 合資会社西村商店（玉城町商工会）
みの食製菓 株式会社
ミヤビワークス 株式会社
宮本養鶏場
明太化成 株式会社
明宝特産物加工 株式会社
株式会社 山九製陶所
有限会社 山田トラクター（いなべ市商工会）
株式会社 夢畑家（いなべ市商工会）
陽光ビオファーム 株式会社（いなべ市商工会）
有限会社 若木屋

信頼性・安全性

I-1～I-20
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-7
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15
I-16
I-17
I-18
I-19
I-20

朝日工業 有限会社
石黒体育施設 株式会社
イスヤ工芸 株式会社
犬山商工会議所
エコーテック 株式会社
株式会社 エス・アイ・シー（松阪北部商工会）
有限会社 エナ自動車ガラス
株式会社 オール・ウェイズ
株式会社 光陽産業（桑名三川商工会）
毛利鈑金（桑名三川商工会）
有限会社 シンアイ産業
鈴鹿防災 株式会社
有限会社 大栄製作所
中京ストレージ 株式会社
株式会社 ティエムエフ
株式会社 渚興業
株式会社 ナテック
株式会社 西山鉄筋
日本ワード 株式会社
株式会社 ハイパー
パイフォトニクス 株式会社
汎陽科学 株式会社
間木技研 株式会社
丸太石陶材 株式会社
株式会社 みずほ
株式会社 みずほ
株式会社 向田工業所

医療健康・介護福祉

J-1～J-19
株式会社 i&f ホールディングス
株式会社 出口化成（木曽岬町商工会）
有限会社 伊藤鉉鋳工所（桑名商工会議所）
J-4 エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社
J-4 株式会社 堀江塗料
J-5 株式会社 扇屋商店 環境事業部
J-6 株式会社 オクムラ
J-7 カタリスト 株式会社
- 合資会社 加藤製作所
J-8 グラストップ 株式会社
J-9 有限会社 ケアテック浜松
J-10 小林産業 株式会社
- 有限会社 酒井美装
J-11 サンネットワーク岐阜 株式会社

J-1
J-2
-

J-12
J-13
J-14
J-15
J-16
J-17
J-18
J-19

株式会社 SoL
大東亜窯業 株式会社
ヤマ忠木股製陶 合資会社
株式会社 TMT システム
株式会社 NUTRABIT
株式会社 ノームラトレーディング
株式会社 フットマインド
株式会社 本田洋行
株式会社 名広商会

業務支援・デザイン性

K-1～K-43
K-1
K-2
K-4
K-5
K-6
K-6
K-6
K-7
K-8
K-9
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-35
K-36
K-37
K-38
K-39
K-40
K-41
K-42
K-43

株式会社 アイシーリンク
株式会社 アイチ金属
株式会社 アイディック 3D
株式会社 アトリエ・ハル（桑名商工会議所）
有限会社 プロジェクト・ティ（桑名商工会議所）
アンベル 株式会社
弥富市商工会
い
 いなもっと株式会社 ココナッ
ツ・アクセサリー（弥富市商工会）
有限会社 指梅木工（弥富市商工会）
有限会社 イヨダ産業
株式会社 インターグロー
株式会社 馬印
株式会社 エーオーエム
株式会社 エーワンパッケージ
株式会社 エクタス
有限会社 エスケー
株式会社 オオニシ
株式会社 家具工房ゆうき
鹿島木材 株式会社
株式会社 共豊コーポレーション
クラフト 株式会社
サンテック 株式会社
株式会社 サン・プロテック
敷島産業 株式会社
有限会社 ジップ
株式会社 昭和企画
株式会社 スギノ印刷
株式会社 スバル
Smiley Bell
株式会社 千年社
株式会社 ソハード
有限会社 田口商店
株式会社 ちどり産業
クロート・クリエーション（都築佛壇店）
デルター 株式会社
有限会社 二明商店
HANA イノベーション 株式会社
日之出 株式会社
特
 許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所
株式会社 フクダサインボード
ブリッド 株式会社
株式会社 ペーパークラフトイトウ
堀江織物 株式会社
堀江織物 株式会社
株式会社 マエダモールド
合資会社 マルスギ
矢橋ホールディングス 株式会社

その他
桑名三川商工会
木曽岬町商工会
松阪北部商工会

8
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ア
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ブースNo. ページ

ARMS 株式会社
A-10
株式会社 i&f ホールディングス
J-1
株式会社 愛河調査設計
B-1
有限会社 アイサン技研 （桑名商工会議所） F-1
株式会社 アイシーリンク
K-1
株式会社 アイチ金属
K-2
公益財団法人 あいち産業振興機構
A-2
特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
A-11
株式会社 アイディック 3D		
愛豊工業株式会社（蟹江町商工会）
A-21
アグリテック（いなべ市商工会）
D-1
有限会社 アサイ商事		
朝明商工会
H-1
朝明精工 株式会社
B-2
朝日工業 有限会社
I-1
アシストプラン株式会社 名古屋支店
E-1
アステック 株式会社		
株式会社 アトリエ TACHI		
株式会社 アトリエ・ハル（桑名商工会議所）
		
株式会社 Anotherworker		
有限会社 荒木國一商店（朝明商工会）
H-1
株式会社 アルファシステム
E-2
株式会社 安城電機
A-12
安藤産業 株式会社
F-3
安藤食品サンプル製作所（桑名商工会議所） C-1
株式会社 UND-K（Café de UN Daniels）（桑名商工会議所）		
有限会社 Infini		
アンベル 株式会社
K-5
株式会社 ESC
D-2
株式会社 イーズ中部
D-3
株式会社 E・T・I
D-4
いいなもっと株式会社 ココナッツ・アクセサリー（弥富市商工会） K-6
株式会社 イケックス。
B-3
石黒体育施設 株式会社
I-2
イスヤ工芸 株式会社
I-3
伊勢市産業支援センター
A-13
伊勢とこわかや 株式会社
C-2
株式会社 一粒万倍
H-4
イヅモヤ（東員町商工会）
H-5
株式会社 出口化成（木曽岬町商工会）
J-2
有限会社 伊藤鉉鋳工所（桑名商工会議所）
		
伊藤産業 株式会社		
株式会社 伊藤商会		
株式会社 伊藤商事
D-5
株式会社 伊藤鉄工所		
株式会社 伊藤ハガネ
F-4
有限会社 伊藤鈑金工作所
F-5
株式会社 伊藤英男鉄工所		
株式会社 INUI
F-6
犬山商工会議所
I-4
株式会社 イフ商会
H-7
Image Craft 株式会社
H-8
有限会社 イヨダ産業		
有限会社 岩倉溶接工業所
B-4
株式会社 岩月屋
H-9
株式会社 インターグロー
K-7
INPIT 愛知県知財総合支援窓口
A-14
インフォコネクト 株式会社		
株式会社 ウェイストボックス
D-6
有限会社 ウエストリバー（東員町商工会） H-6
上野商工会議所
G-1

出店者名

14
81
19
47
85
85
13
14
85
16
35
47
19
76
42
47
31
85
42
61
42
15
47
31
62
43
86
35
35
35
86
19
76
76
15
31
62
62
81
81
20
35
36
20
48
48
20
48
77
63
63
86
20
63
86
15
43
36
63
57

カ

ブースNo. ページ

Warm*Perch（桑名三川商工会）
H-10
株式会社 ウッドライン		
株式会社 馬印
K-8
エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社
J-4
株式会社 エーオーエム
K-9
株式会社 エーワンパッケージ
K-10
株式会社 エクタス
K-11
エコーテック 株式会社
I-5
株式会社 エコシステムズ
F-7
株式会社 エコマスターズ
D-7
株式会社 エス・アイ・シー（松阪北部商工会）I-6
株式会社 SMB
E-3
有限会社 エスケー
K-12
株式会社 エスティーアオキ
E-4
株式会社 エスフーズ
H-12
有限会社 エナ自動車ガラス		
株式会社 NC ネットワーク名古屋
A-15
株式会社 NTT データ東海
E-5
エバイス 株式会社
C-3
エバ工業 株式会社		
株式会社 MRT
B-5
株式会社 エムエムシー
D-8
株式会社 エムテック		
LOK ホールディングス 株式会社愛知共同企画 H-13
株式会社 遠州クロム
B-6
株式会社 オーアンドケー
C-4
オーエフ電装 株式会社		
株式会社 扇屋商店 環境事業部
J-5
オオサカ電子 株式会社
F-8
株式会社 オオサカヤ
H-14
大台町商工会
A-16
株式会社 大田酒造		
大谷鉄工		
株式会社 オオニシ
K-13
有限会社 大野路
C-5
株式会社 オール・ウェイズ		
小笠原鐡工房		
株式会社 オキシー
D-9
株式会社 オクト工業		
奥長良川名水 株式会社
H-15
株式会社 オクムラ
J-6
株式会社 小栗		
有限会社 尾関喜撚糸
B-7
OKKO 真珠 株式会社
G-2
音羽電子システム 株式会社
E-6
オネストン 株式会社
B-8
オフィス トランセット		
有限会社 オブドリーム
F-9
株式会社 Origami
E-7
尾鷲商工会議所
H-16

63
36
86
81
87
87
87
77
48
36
77
43
87
43
64
77
15
43
31
20
20
36
48
64
21
31
21
82
48
64
15
64
21
87
32
77
64
36
49
64
82
21
21
57
43
21
65
49
44
65

和倉温泉 加賀屋
C-6
株式会社 家具工房ゆうき
K-14
鹿島木材 株式会社
K-15
カタリスト 株式会社
J-7
活水プラント 株式会社		
有限会社 カツミ製作所
A-19
桂 記章 株式会社
H-17
合資会社 加藤製作所		
株式会社 カナマル
B-9
金山化成 株式会社		

32
87
88
82
37
16
65
82
22
22

出店者名

サ

ブースNo. ページ

蟹江町商工会
A-20
株式会社 カネナカ
H-18
株式会社 亀井製作所
G-3
加山興業 株式会社
D-10
有限会社 環境テクシス
H-19
木曽岬町商工会
有限会社 木曽岬農業センター		
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
A-3
国立大学法人岐阜大学
A-22
KIVUNE 近藤好己
H-20
キャピタルホテル 1000 株式会社
C-7
株式会社 共栄設機
F-10
株式会社 共栄電気炉製作所
B-10
株式会社 共豊コーポレーション
K-16
有限会社 Quality
B-11
楠町商工会
A-23
株式会社 くすむら
H-21
株式会社 久田見製作所
B-12
クマクラ工業 株式会社
D-11
熊野商工会議所 / 糸川屋製菓株式会社
G-4
グラストップ 株式会社
J-8
クラフト 株式会社
K-17
株式会社 クリスタル
H-22
株式会社 クレディセゾン
A-24
クロート・クリエーション（都築佛壇店）
K-30
グローバル・エコロジー環境事業部（㈲ハウスステージ） D-12
KUROFUNE 株式会社
A-25
桑名三川商工会
有限会社 ケアテック浜松
J-9
有限会社 ケイエス青果
H-23
有限会社 ケイ・ミックス		
形六有限会社 K6GmbH
D-13
一般社団法人 下呂温泉観光協会
C-8
株式会社 建和
F-11
小岩井農牧株式会社 小岩井農場
C-9
晃栄産業 株式会社
B-13
有限会社 光栄堂
H-24
江洋圧接 株式会社
F-12
株式会社 光陽産業（桑名三川商工会）
I-7
宏和工業 株式会社		
COFFEE POLITE
H-25
独立行政法人 国際協力機構中部センター
A-26
国際電業 株式会社
B-14
株式会社 五合
F-13
こころペイント
G-5
こざかいとらや		
児玉鉄工 株式会社		
株式会社 小寺電子製作所
B-15
小林産業 株式会社
J-10
菰野町商工会
A-27
ゴルフスクール・TK ネックラック事業部
G-6
株式会社 権現前営農組合（松阪北部商工会） H-26
近藤工業株式会社 環境機器事業部		

82
66
22
37
32
49
32
23
66
49
77
49
66
17
23
50
58
67
23
23
83
17
58
67
37

株式会社 サイエンス・クリエイト
A-28
株式会社 最新レーザ技術研究センター
B-16
株式会社 斎藤金型製作所		
有限会社 酒井美装		
株式会社 サカエ電子		
株式会社 相良製作所		
佐合食品工業 株式会社		

17
23
23
83
44
24
67

出店者名

16
65
57
37
65
65
13
16
66
32
49
22
88
22
16
66
22
37
58
82
88
66
17
90
37
17

タ

ブースNo. ページ

有限会社 指梅木工（弥富市商工会）
K-6
佐藤醸造 株式会社
G-7
株式会社 サムス
B-17
有限会社 三共衛研
D-14
株式会社 三協厨機
E-8
株式会社 SUN コーポレーション		
サンテック 株式会社
K-18
サンネットワーク岐阜 株式会社
J-11
株式会社 サン・プロテック
K-19
株式会社 サンリツコーポレーション
B-18
株式会社 サンルート
H-28
株式会社 シーアイプラント
B-19
株式会社 GF
C-10
株式会社 G.T.M		
株式会社 シービーテック
F-14
株式会社 JTB 名古屋事業部
C-11
株式会社 ジェーエスピー
F-15
敷島産業 株式会社
K-20
しずおか葵プレミアム AWARD
C-12
静岡おみやプロジェクト
C-12
静岡市産業振興課
C-13
システムアイ		
株式会社 システムトラスト
E-9
株式会社 漆喰九一
D-15
有限会社 ジップ
K-21
芝川苑		
松栄特殊印刷工業 株式会社
F-16
株式会社 常新産業（桑名商工会議所）
F-2
株式会社 昭和企画
K-22
白川村商工会
H-29
城田鋳工 株式会社		
有限会社 シンアイ産業		
株式会社 しんきん情報サービス
F-17
進弘産業 株式会社
G-8
シンコーラミ工業 株式会社
B-20
株式会社 シンセン
F-18
新和産業 株式会社
D-17
親和木材工業 株式会社
D-18
瑞菱電機 株式会社		
有限会社スカイル 特産品企画部（明和町商工会） H-30
株式会社 スギノ印刷
K-23
鈴鹿防災 株式会社		
株式会社 鈴木研磨
F-19
株式会社 スズヒロ
B-21
株式会社 鈴六
F-20
株式会社 スバル
K-24
Smiley Bell
K-25
スリーカウント 株式会社
E-10
株式会社 静環検査センター名古屋支店
H-31
成和フエルト 株式会社
B-22
株式会社 関本管工		
先生精機 株式会社
F-21
セントラル製麺 株式会社
H-32
株式会社 セントラルファインツール
B-23
株式会社 千年社
K-26
宗和工業 株式会社
F-22
株式会社 ソハード
K-27
株式会社 SoL
J-12

86
58
24
38
44
38
88
83
88
24
67
24
32
24
50
33
50
88
33
33
33
44
44
38
89
67
50
47
89
68
24
78
50
58
25
50
38
38
25
68
89
78
51
25
51
89
89
44
68
25
25
51
68
25
89
51
90
83

TARD（大紀町商工会）
株式会社 第一林製作所

68
26

H-33
B-24

10
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出店者名

ブースNo. ページ

有限会社 大栄製作所		
大紀町商工会
H-33
株式会社 大光テクニカル
D-19
株式会社 大中環境
D-20
大東亜窯業 株式会社
J-13
株式会社 ダイトー
H-34
株式会社 ダイモール
B-25
株式会社 太陽塗装
B-26
株式会社 タカスギ
H-35
株式会社 高瀬金型
F-23
株式会社 タカゼン
F-24
株式会社 高山グリーンホテル
C-14
宝合金鋳造 合資会社
B-27
多気町商工会
C-15
有限会社 田口商店
K-28
有限会社 竹山鉄工所		
タケロボ 株式会社
E-11
玉城町商工会
C-16
株式会社 DaLaFarm
E-12
有限会社 ダルヴィス
H-36
株式会社 ちどり産業
K-29
茶々っと
A-29
株式会社 中京医薬品
H-37
中京ストレージ 株式会社
I-9
中小機構 中部本部
A-1
中部経済産業局 中小企業課
A-6
中部紙業 株式会社		
株式会社 中部しんきんカード
A-30
株式会社 ツアー・ステーション
C-17
司工業 株式会社
F-25
艶金化学繊維 株式会社
G-9
株式会社 鶴田工業所
B-28
株式会社 TRC 高田
D-21
TI ソリューション 株式会社
E-13
株式会社 DSA
C-18
TM 技研		
株式会社 TMT システム
J-15
株式会社 TK アジャイル
F-26
TSK 株式会社
D-22
株式会社 ティエムエフ
I-10
TKC 中部会
E-14
株式会社 デコレ
H-38
デュプロ販売 株式会社
E-15
デルター 株式会社
K-31
株式会社 テルミック
B-29
株式会社 東亜フーズ
H-39
東員町商工会
H-5･6
有限会社 東栄電機工業所		
東海財務局
A-5
東海地区しんきん経営者協議会
A-31
東海地区信用保証協会	 
（静岡県、愛知県、名古屋市、岐阜県、岐阜市、三重県） A-8
東伸運輸 株式会社		
東濃コアー 株式会社
F-27
東洋鋳鉄 株式会社		
トーエイ 株式会社
D-23
有限会社 トーユウ
D-24
株式会社 トップ堂
H-40
飛島村商工会
A-32
トマト工業 株式会社
G-10
株式会社 富窪精機
F-28

11

出店者名
豊田鉄工 株式会社
国立大学法人 豊橋技術科学大学
株式会社 トラスト
株式会社 DREAMER（ドリーマー）
株式会社 ドリームフィールド
有限会社 とり沢

78
38
39
83
68
26
26
69
51
51
33
26
33
90
26
45
34
45
69
90
69
78
13
14
52
17
34
52
58
26
39
45
34
52
84
52
39
78
45
69
45
90
27
69
27
13

14
52
52
53
39
39
69
18
59
53

ナ

ハ

ブースNo. ページ
H-41
A-33
G-11
F-29
H-42
H-43

70
18
59
53
70
70

ナカキ食品 株式会社
H-44
株式会社 中島工務店
G-12
中埜総合印刷 株式会社
C-19
株式会社 渚興業		
株式会社 名古屋ウエノ
F-30
公益財団法人名古屋産業振興公社
A-34
名古屋中小企業投資育成 株式会社
A-35
ナゼロ 株式会社
B-30
株式会社 ナチュール
H-45
株式会社 ナテック
I-11
株式会社 ナノウェイヴ
D-25
名張商工会議所
H-46
有限会社 仁光園
H-47
有限会社 西尾商店
H-48
株式会社 西山鉄筋		
株式会社 日洋工業
F-31
日研工業 株式会社
B-31
株式会社 日光オート		
株式会社 日章
B-32
株式会社 日東コンクリート工業
D-26
日東醸造 株式会社
H-49
株式会社日本政策金融公庫 名古屋支店
A-7
日本弁理士会東海会
A-9
日本ワード 株式会社
I-12
有限会社 二明商店
K-32
ニューグレース 株式会社
H-50
株式会社 NUTRABIT		
NeXT 朝日税理士法人
A-36
株式会社 ネットコム
E-16
株式会社 ノーベル
H-51
株式会社 ノームラトレーディング
J-16
有限会社 信田鈑金
F-32

70
59
34
79
53
18
18
27
70
79
39
70
71
71
79
53
27
59
27
40
71
14
14
79
90
71
84
18
45
71
84
53

株式会社 ハイパー
I-13
パイフォトニクス 株式会社
I-14
パイミート 株式会社
H-52
ハクサンインターナショナル 株式会社
H-53
白隆 有限会社（桑名三川商工会）
H-10
有限会社 ハチスカテクノ
A-18
有限会社 八勝化成
B-33
HANA イノベーション 株式会社
K-33
株式会社 HANAI マーチャンダイジング		
有限会社 花丘商事
H-54
花巻市
C-20
浜口ウレタン 株式会社
B-34
浜島防災システム 株式会社
D-27
浜松ハム 株式会社
G-13
合資会社 早川酒造部（朝明商工会）
H-1
株式会社 林電機商会		
有限会社 ハヤック
D-28
株式会社 パワーエイト（松阪北部商工会） H-27
汎陽科学 株式会社
I-15
株式会社 ビー・サポート
F-33
光塗装工業 株式会社		

79
79
71
72
63
16
27
91
72
72
34
28
40
59
62
40
40
67
80
54
28

出店者名

マ
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一般社団法人 飛騨・高山観光コンベンション協会
C-21
有限会社 尾藤梱包工業所		
日之出 株式会社
K-34
株式会社 日比商店
H-55
view 株式会社
B-35
平田製箔 株式会社
H-56
有限会社 平野鋳造所		
株式会社 平山商会
H-57
株式会社 ビルズ
F-34
特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所
K-35
株式会社 フェアウィンド
F-35
有限会社 フェイズアウト
E-17
株式会社 フェイス 21		
福井酒造 株式會社
H-58
株式会社 フクダサインボード
K-36
藤垣窯業 株式会社		
富士商工会議所
G-14
株式会社 藤田総合事務所
B-36
（公財）ふじのくに医療城下町推進機構
A-37
フジホームサービス 株式会社
F-36
有限会社 藤原ファーム（いなべ市商工会） H-59
株式会社 フットマインド
J-17
ブリッド 株式会社
K-37
株式会社 ブレイズ
D-29
有限会社 プロジェクト・ティ（桑名商工会議所）K-4
株式会社 ペーパークラフトイトウ
K-38
株式会社 豊幸園
H-60
ポラリス 株式会社
F-37
堀江織物 株式会社
K-39
堀江織物 株式会社
K-40
株式会社 堀江塗料
J-4
株式会社 本田洋行
J-18

34
40
91
72
28
72
28
72
54
91
54
46
54
73
91
59
60
28
18
54
73
84
91
40
85
91
73
54
92
92
81
84

マービン貿易 株式会社
H-61
株式会社 マエダモールド
K-41
間木技研 株式会社
I-16
松井建具店
G-15
松阪香肌商工会
H-62
松阪北部商工会
株式会社 松阪マルシェ（松阪香肌商工会） H-62
有限会社 丸井食品三重工場
H-63
株式会社 マルエス機工
F-38
マルオカ工商 株式会社
D-30
丸北研磨 株式会社（桑名三川商工会）
B-37
マルキュウ製麺所 （桑名商工会議所）		
株式会社 丸信畳店
D-31
合資会社 マルスギ
K-42
丸成金属塗装 株式会社		
丸成林建設 株式会社
D-32
丸太石陶材 株式会社
I-17
株式会社 丸八製菓
H-64
丸安ニット株式会社
G-16
株式会社 マン・ネン
H-65
公益財団法人 三重県産業支援センター
A-4
ミエマン醤油 合資会社西村商店（玉城町商工会） H-66
水谷製函 株式会社		
株式会社 みずほ
I-18
株式会社 みずほ
I-19
ミッション・ツール 株式会社
F-39
株式会社 ミツワ製作所
B-38
株式会社 みなみちたフルーツ
G-17

73
92
80
60

73
73
55
41
28
62
41
92
29
41
80
74
60
74
13
74
55
80
80
55
29
60

出店者名

ブースNo. ページ

みの食製菓 株式会社
H-67
美濃白川麦飯石 株式会社		
株式会社 宮川スプリング製作所
F-40
宮越工芸 株式会社
B-39
ミヤビワークス 株式会社
H-68
宮本養鶏場		
株式会社 ミライコミュニケーションネットワーク
E-18
株式会社 向田工業所
I-20
株式会社 名広商会
J-19
名西建材 株式会社
D-33
明太化成 株式会社
H-69
株式会社 名大 SKY
E-19
株式会社 名濃
D-34
明宝特産物加工 株式会社
H-70
明和町商工会
H-30
株式会社 メカメイト
F-41
株式会社 モア・リビング
B-40
毛利鈑金（桑名三川商工会）
I-7
有限会社 森工芸		

74
60
55
29
74
74
46
80
84
41
75
46
41
75

株式会社 矢田工業所		
弥富市商工会
K-6
矢橋ホールディングス 株式会社
K-43
株式会社 ヤマキ
G-18
株式会社 山九製陶所		
ヤマコー 株式会社
G-19
株式会社 ヤマ吾陶器
G-20
山崎産業株式会社 愛知営業所
D-35
有限会社 山下製作所		
有限会社 山田トラクター（いなべ市商工会） H-71
ヤマ忠木股製陶 合資会社
J-14
八幡鍍金工業 株式会社
B-41
株式会社 結
F-42
ユーアイ精機 株式会社
A-17
株式会社 ユーボン
F-43
ユコーインテリア 株式会社
D-36
有限会社 ユニオンシステム
B-42
株式会社 夢畑家（いなべ市商工会）
H-72
陽光ビオファーム 株式会社（いなべ市商工会） H-73

55
92
60
75
61
61
41
29
75
83
30
56
15
56
42
30
75
75

ラ

株式会社 ライフファクトリー NEO
F-44
ラッティーツイスター（木曽岬町商工会）
B-43
リクルートラボ 株式会社
F-45
リップルネット 株式会社		
リンクウィズ 株式会社
B-44
レインボー 株式会社
G-21
レクセント 株式会社
E-20
株式会社 レストランサポート（朝明商工会）H-1
株式会社 レッツ・コーポレーション
E-21
ローレルバンクマシン 株式会社
F-46
株式会社 ロジックス
F-47

56
30
56
19
30
61
46
62
46
56
56

ワ

有限会社 若木屋		
ワシノ商事 株式会社		
度会町商工会（いらっ茶いわたらい）
G-22
ワン・イレブン 株式会社
F-48

76
57
61
57

ヤ

55
29
78
29
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

中小機構 中部本部

Ａ－１

企 業・製 品 紹 介

産官学連携・
企業支援 その他

住 所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階

ﾌﾞｰｽＮｏ．

中部経済産業局 中小企業課

A-6

住 所 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

株式会社 日本政策金融公庫
名古屋支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-7
住 所

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２５番９号 堀内ビル８階

ＴＥＬ

052-201-3003

ＴＥＬ

052-951-2748

ＴＥＬ

052-551-5181

FAX

052-201-3010

FAX

052-951-9800

FAX

052-541-0330

ＵＲＬ

https://www.smrj.go.jp/regiona
l_hq/chubu/index.html

ＵＲＬ

https://www.chubu.meti.go.jp/

ＵＲＬ

https://www.jfc.go.jp/

写真貼付

担当者 中部本部企画調整課

Ｅ-ｍａｉｌ ootsubo-h@jfc.go.jp

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者 大坪 博章

担当者

信用金庫

信用金庫

本支店

信用金庫

本支店

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 日本公庫は、中小企業・小規模事業者や農林水産業者の皆さま、お子
Ｐ Ｒ 様の教育資金を必要とする皆さまを全力で応援します。
受注したい（売りたい）業務の内容

ブースNo.

A-1 ～ A-37

当機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、起業・創業期から
成長期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メ
ニューを提供しています。地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関
と連携しながら中小企業の成長をサポートしています。
中部本部では、愛知・岐阜・三重の中小企業・小規模事業者の皆様の成長、
発展のために、様々な支援メニューをご用意しております。お気軽にご相談下
さい。

中部経済産業局は中部地域（愛知、岐阜、三重、富山、石川県）を管轄エリア
とする、経済産業省の地方支分部局です。
中小企業が抱える経営課題の解決や新事業展開に役立つ各種補助金、金融支援
施策、無料の専門家派遣制度、よろず経営相談窓口についてご紹介します。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

A-2

公益財団法人 あいち産業振興機構

住 所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち14・15・18階

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-3
住 所

公益財団法人
岐阜県産業経済振興センター

〒500-8505 岐阜県岐阜市薮田南5-14-53 ＯＫＢふれあい会館 10階

A-8

東海地区信用保証協会（静岡県、愛知県、
名古屋市、岐阜県、岐阜市、三重県）

住 所 〒453-8558 愛知県名古屋市中村区椿町７番９号

ﾌﾞｰｽＮｏ．

日本弁理士会東海会

A-9

住 所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8階

ＴＥＬ

052-715-3071

ＴＥＬ

058-277-1092

ＴＥＬ

052-454-0520

ＴＥＬ

052-211-3110

FAX

052-563-1431

FAX

058-273-5961

FAX

052-454-0368

FAX

052-220-4005

ＵＲＬ

http://www.aibsc.jp/tabid/54/Default.aspx

ＵＲＬ

http://www.gpc-gifu.or.jp/

ＵＲＬ

https://www.cgc-aichi.or.jp/

ＵＲＬ

http://www.jpaa-tokai.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ info-manager@aibsc.jp

写真貼付

担当者 統括・担当マネージャー

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ torihiki@gpc-gifu.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ

信用金庫

信用金庫

信用金庫

本支店

本支店

本支店

当機構は愛知県100％出資の公益法人で、知事から指定された県内唯一の
中小企業センターとして、中小・小規模企業の皆様の経営上のあらゆる相談に
応じています。
経営改善、売上拡大、事業承継、設備投資、技術、IT活用、海外展開、助成
金活用、知的財産、創業・新事業など、どんな相談にも無料で何度でも19名
の愛知県よろず支援拠点コーディネーターや５名の統括・担当マネージャー等
それぞれの専門家がしっかりとサポートいたします。
親身になって解決するまでとことんサポートいたしますので、お気軽にご相
談ください。
また、三河地域の企業様にもお気軽にご利用いただけるよう豊橋駅前にも愛
知県よろず支援拠点豊橋サテライトを設置し、10名のコーディネーターによ
り相談に応じております。
ぜひご利用ください。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-4 公益財団法人三重県産業支援センター

住 所

〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891

受注したい（売りたい）業務の内容
売上拡大、販路開拓、新分野開拓、補助金活用など県内中小企業の皆
様が抱える経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。
発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

東海財務局

A-5
住 所

〒460-8521 愛知県名古屋市中区三の丸３－３－１

Ｅ-ｍａｉｌ info-tokai@jpaa.or.jp

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者のみなさまが、金融機関から事業
に必要な資金の融資を受けるとき、その保証人となり、借入れをスムーズにす
る公的機関です。
【協会を利用するメリット】
①金融機関からの借入れが、スムーズに進みます。
②原則として、担保・法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
③協会と連携した県・市融資制度のご利用ができます。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ＡＲＭＳ 株式会社

A-10

住 所 〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町上流5-3

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弁理士は、知的財産の専門家として、特許（実用新案）、意匠、商標、国際出
願、著作権、不正競争等に関する事項を幅広く取り扱っています。
日本弁理士会東海会では、中小企業の知的財産権制度および弁理士への理解を
深めていただくため、知的財産経営サロンをはじめとする中小企業向けの支援
活動を積極的に行っております。
当日は、日本弁理士会東海会の支援活動等をご紹介するパネル展示、パンフ
レットの配付等を行います。特に、今年で１０年目を迎えます知的財産経営サ
ロンについて、中小企業の皆様への浸透を図るべく、ＰＲさせていただきま
す。
このほか、相談ブースを設け、知的財産に関するあらゆるご相談に個別に対応
いたします。お気軽にご相談ください。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-11

ITC中部 ・ 岐阜ITCの会 ・ IT静岡

住 所 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7F

ＴＥＬ

059-253-4355

ＴＥＬ

ＴＥＬ

0566-70-7506

ＴＥＬ

03-3527-2177

FAX

059-228-3800

FAX

FAX

0566-70-7505

FAX

03-3527-2178

ＵＲＬ

http://www.miesc.or.jp/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

arms.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.itc.or.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ fund@miesc.or.jp

http://tokai.mof.go.jp

Ｅ-ｍａｉｌ n.takemoto@arms.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者 経営支援課 経営支援班 片山 祥一
信用金庫

信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

本支店

本支店

本支店 富士松支店

企 業 中小企業・小規模企業の皆さまのさまざまな課題についてご相談に応
Ｐ Ｒ じます。

企 業 財政、金融、経済、国有財産などの業務を通じて地域社会に貢献しま
Ｐ Ｒ す。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

「みえ地域コミュニティ応援ファンド」など、各種ファンド事業で助
成を受けた商品の販路拡大と、経営上のあらゆるお悩みのご相談に専
門の担当者が的確かつ具体的に対応致します。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

商 談
ニーズ

写真貼付

担当者 竹本 直人

担当者 財務広報相談室

発注したい（買いたい）業務の内容

Ｅ-ｍａｉｌ nw@itc.or.jp
担当者 山崎 健
信用金庫
本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

弊社は厚生労働省認定の職業訓練校として主に新入社員教育・中途採用者教
育・各種資格取得講習などを主な事業とする会社です。
より実践的なスタイルで「今だから、学べること」をご提案し、健全な企業活
動を長きにわたって支援するパートナーを目指してまいります。
また教育を受けさせたいけど費用が掛かるのはちょっと・・・という企業様に
とって強い味方となり面倒な助成金申請もサポートいたします。

業務提携したい内容

写真貼付

担当者 事務室 室長 西澤真人
信用金庫

企 業 岐阜県の中小企業支援の中核機関として、経営上の課題・問題をワン
Ｐ Ｒ ストップで解決します。

商 談
ニーズ

写真貼付

担当者 経営支援部 支援連携課 鬼頭

担当者 経営支援部 取引課 苅谷

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

13

ﾌﾞｰｽＮｏ．

産 官 学 連 携・企 業 支 援 そ の 他

A
ﾌﾞｰｽＮｏ．

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
ITコーディネータはＩＴを経営の力とするため、お客様に寄り添い、経営のお
手伝いをさせて頂く経済産業省推進の資格です。
今では、多くの経営者様が以下のようなお考えをお持ちかと思います。
・「今時、ＩＴを使って生産性を高めることは必須なんだろうね」
・「ＩＴを入れてみたけれど思った効果が得られなかった」
経営者様はＩＴを必要と思いながら、ＩＴに対する距離感は大きなものがある
と感じております。
ＩＴコーディネータは経営者様からのご相談を受け、真に経営に役立つＩＴ利
活用を実現するためのお手伝いをします。
キャッシュレス・販売促進・クラウドの利活用・タブレットなど、どのように
活用できるのか、課題解決の為に必要なＩＴ投資とはなにか、身の丈に合った
ＩＴ導入をするため、ブースにてご相談ください。
皆様の““地元””のＩＴコーディネータが対応させて頂きます。

14

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 安城電機

A-12

住 所 〒446-0062 愛知県安城市明治本町9-7

ﾌﾞｰｽＮｏ．

伊勢市産業支援センター

A-13
住 所

〒516-0021 三重県伊勢市朝熊町4383-469

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 ハチスカテクノ

A-18
住 所

〒497-0048 愛知県海部郡蟹江町舟入一丁目50番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 カツミ製作所

A-19
住 所

〒485-0071 愛知県小牧市弥生町170

ＴＥＬ

0566-75-5515

ＴＥＬ

0596-63-5677

ＴＥＬ

0567-95-3708

ＴＥＬ

0568-73-1550

FAX

0566-74-3578

FAX

0596-22-8851

FAX

0567-95-3764

FAX

0568-73-1583

ＵＲＬ

https://anjyo.co.jp/

ＵＲＬ

http://sangyo.city.ise.mie.jp/

ＵＲＬ

http://www.hachitec.jp

ＵＲＬ

http://ktsm.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ soumu@anjyo.co.jp
担当者 齋藤 光正

Ｅ-ｍａｉｌ sangyo-c@ise-cci.or.jp

写真貼付

担当者 向井 慎也

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 伊勢支店

（前回出展時のブース）

企 業
伊勢市内企業のオリジナル製品・商品・技術を展示
Ｐ Ｒ

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

信用金庫 東春信用金庫

本支店 蟹江支店

本支店 本店営業部

企 業 小回りのきくサービスと専門性を活かした高い品質を強みに、ワイヤ
Ｐ Ｒ 加工、全加工に対応します。

1966年創業の自動車用プレス金型設計製造メーカー。その他、塑性
企 業
加工技術の開発試作を支援する開発試作事業、樹脂シートを立体成形
Ｐ Ｒ
販売する立体パネル事業を展開。

受注したい（売りたい）業務の内容
創業60年余、まじめをモットーとした電気工事会社が、令和の時代に向けて
「誰の見たことのない電気工事会社」を目指して、そして真剣に「世の為」
「人の為」になるソリューションを考えました！
①ＢＣＰ対策の決定版！世界最高水準の浄水性能を誇る非常用浄水装置「クリ
スタル・ヴァレー」是非会場で見て、飲んでその凄さを実感して下さい。
②建設業×ＩＴ。建設業をＩＴで少しでも業務負担を減らして下さい。スマー
トフォンアプリ「フレマップワークス」。

担当者 加藤武志

信用金庫 桑名三重信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ take4@ktsm.co.jp

担当者 蜂須賀 稔

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 サルビア支店

Ｅ-ｍａｉｌ m-hachisuka@hachitec.jp

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

・ワイヤ加工でお困りの取引先を探しています。
・高精度なマシニング加工でお困りの取引先を探しています。
・全加工でのご要望にも、当社の加工ネットワークを御活用下さい。

塑性加工技術の開発試作支援。メーカー様の影の開発技術部門として
塑性加工CAEをエビデンスに開発試作をサポートします。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ・さまざまな加工について、当社の加工ネットワークに参加して頂け
る企業を探しています。

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ・地形の立体パネル、BumPanelの小売販売
・単発真空成形業務、デザイン業務、弊社設計のプレス金型製造

業務提携したい内容

業務提携したい内容
・BumPanelの企画～販売開発までのプロジェクトマネジメント業
務

金型部品を加工して頂ける企業を探しています。

A-14

ＩＮＰＩＴ愛知県知財総合支援窓口

住 所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-15
住 所

株式会社 ＮＣネットワーク名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-1 三晃丸の内ビル6F

蟹江町商工会

A-20

住 所 〒497-0040 愛知県海部郡蟹江町城一丁目２１４番地 産業文化会館２階

愛豊工業株式会社
（蟹江町商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-21
住 所

〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目７５番地

ＴＥＬ

052-462-1134

ＴＥＬ

052-253-5795

ＴＥＬ

0567-95-1809

ＴＥＬ

0567-94-6770

FAX

052-462-1154

FAX

052-253-5796

FAX

0567-95-1883

FAX

0567-96-9088

ＵＲＬ

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/

ＵＲＬ

https://www.nc-net.or.jp/

ＵＲＬ

http://kanie-sci.com

ＵＲＬ

http://www.aihoukougyou.com/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info-chizai@aibsc.jp
担当者 茶原 唯菜

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ e-suetomo@nc-net.or.jp
担当者 末友 英悟

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
ＩＮＰＩＴ愛知県知財総合支援窓口は独立行政法人工業所有権情報・研修館
（ＩＮＰＩＴ）から運営業務を請負い、愛知県知財総合支援協議会（公益財団
法人あいち産業振興機構・一般社団法人愛知県発明協会）が名駅と栄・伏見に
設置した窓口です。
愛知県内の中小企業等の特許・商標等の知的財産に関する悩みや課題などの
相談に応じるため、窓口担当者が様々な支援を行っています。
また、より専門的な相談や高度な相談については、弁理士や弁護士等の知財
専門家と協働して支援を行います。
毎週水曜日には三河地区にサテライト窓口を開設し、ご相談をお受けしていま
す。
窓口担当者や知財専門家への相談は秘密厳守で無料ですので、お気軽にご相
談ください。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

大台町商工会

A-16

住 所 〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原1001-4

Ｅ-ｍａｉｌ aiho@aihoukougyou.com

担当者 経営指導員 林 義人

担当者 内藤 文子

受注したい（売りたい）業務の内容
登録料無料～の受発注サイトしたい「エミダス」
挑戦する製造業に受注/発注・HP制作・動画・展示会・海外調達/進
出・IoT・海外人材・採用などを支援を行います。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 大手自動車メーカーの試作・開発案件の協力メーカーを募集していま
す。鋳造・機械加工・金型・表面処理など。
業務提携したい内容

本支店 蟹江支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 全国17000社以上の中小製造業のネットワーク
Ｐ Ｒ 製造業向け受発注サイトNO.1！

水郷・温泉の町、蟹江町。
名古屋から１０分程の距離にありながら、古き良き情緒あふれる風景が広がり
ます。
この町には、伝統を受け継ぐ郷土料理や、愛知県で唯一名湯１００選に登録さ
れる「尾張温泉」があります。水郷地域ならではの、平坦な道のりを歩く歴史
と文化を感じられる史跡巡りやサイクリングもお勧めです。のんびりと温泉に
入り、美味しいお食事を愉しみながら、ゆったりとした一日をお楽しみくださ
い。

クリーンルーム機器並びに環境関連機器の設計及び製造販売とレンタ
企 業
ルを中心に事業を展開しています。
Ｐ Ｒ
受注したい（売りたい）業務の内容
自社開発オイルミスト対策のクリーンユニット・エアブローベンチの
販売とレンタル

A-17
住 所

ユーアイ精機 株式会社

〒488-0838 愛知県尾張旭市庄中町二丁目13番地12

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

HP制作や各種チラシパンフレットのデザイン・動画制作など。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

販売代理店の募集

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-22
住 所

国立大学法人 岐阜大学

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸１番１

ﾌﾞｰｽＮｏ．

楠町商工会

A-23

住 所 〒510-0104 三重県四日市市楠町南五味塚60

ＴＥＬ

0598-82-1411

ＴＥＬ

0561-53-7159

ＴＥＬ

058-293-2025

ＴＥＬ

FAX

0598-82-2075

FAX

0561-53-7153

FAX

058-293-2022

FAX

059-397-6046

ＵＲＬ

http://odai.or.jp/

ＵＲＬ

http://www.yuai-seiki.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.sangaku.gifu-u.ac.jp/

ＵＲＬ

http://www.cty-net.ne.jp/~o-kusu/

Ｅ-ｍａｉｌ odaish@ma.mctv.ne.jp
担当者 事務局長

写真貼付

松井 柾佐美

写真貼付

豊かな自然、資源を活用しています

企 業 企業間連携の取り組みや産学連携を進めています。お互いの課題を解
Ｐ Ｒ 決出来るように頑張っています。

大学への技術相談や共同研究をしたいが窓口がわからない。大学の
企 業
研究シーズや知財に興味があるが敷居が高そう。そんな皆様に会場
Ｐ Ｒ
で産学連携コーディネーターがご相談対応します。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
お互いの課題が解決できる仕組みが作りたいと考えています。

Ｅ-ｍａｉｌ o-kusu@cty-net.ne.jp

写真貼付

担当者 萩野 善文

本支店 業務推進部 業務推進課

連携企業内で加工できるものがたくさんあります。
ぜひ、お話を下さい。

059-397-2046

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

本支店 守山支店

受注したい（売りたい）業務の内容
豊かな自然・観光資源・特産品を統合した大台町の地域ブランド「奥伊勢ブ
ランド」を推進しています。６次化を視野に特産品の販路拡大、観光を誘客し
地域経済の活路に取り組んでいます。
大台町の事業所が地域資源を活用し開発に取り組んだ新商品、技術の紹介を
いたします。

写真貼付

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 東春信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ sangaku@gifu-u.ac.jp
担当者 吉本

担当者 代表取締役 水野 一路

信用金庫 桑名三重信用金庫
本支店 三瀬谷支店

Ｅ-ｍａｉｌ kazu-m@yuai-seiki.co.jp

写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 蟹江支店

本支店 御園支店

本支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@kanie-sci.com

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

信用金庫

15

ﾌﾞｰｽＮｏ．

産 官 学 連 携・企 業 支 援 そ の 他

A
ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 塩浜支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
企業皆様の新商品開発/技術改善等の課題解決を目的とした共同研究
開発や大学が保有する技術/知識の提供、助言を行います。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 岐阜大学保有の技術、知的財産を事業に活用してみたい、アドバイ
スが欲しいとお考えの企業の皆様お待ちしています。

楠町は三重県北勢部、四日市市の中の、海沿いの南部に位置し、鈴鹿市と隣接
した港町です。当地域は紡績と漁業で栄えた町であり、蛤の畜養が盛んです。
コンビナートが建設されてからは、関連する建設業や製造業が多く立地し基幹
産業となっています。一方焼酎や清酒のメーカーもあり、地域を流れる鈴鹿川
の伏流水を活用した産業もあります。そんな楠町の魅力的な事業所や商品を紹
介します。

業務提携したい内容
｢ものづくり分野｣、｢環境科学分野｣、｢生命科学分野｣の３分野を中
心とした幅広い分野での技術相談や共同研究。

16

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 クレディセゾン

A-24
住 所

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-28 NMF名古屋柳橋ビル４F

ﾌﾞｰｽＮｏ．

KUROFUNE 株式会社

A-25

住 所 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3-7-15 光葉ビル2階

ＴＥＬ

052-582-0960

ＴＥＬ

FAX

052-582-0970

FAX

ＵＲＬ

https://www.saisoncard.co.jp/

ＵＲＬ

052-265-6549
http://kurofune-inc.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kurakata@kurofune-inc.jp

Ｅ-ｍａｉｌ gotou3210@cs.saisoncard.co.jp

担当者 倉片

担当者 後藤 有紀子

弊社クレディセゾンは、“サービス先端企業”としてカード事業にと
企 業
どまらず、様々ななリソースを活用し、御社に最適なソリューション
Ｐ Ｒ
をワンストップでご提供いたします。
受注したい（売りたい）業務の内容
経費精算の効率化をご検討されている事業者様や今話題のQRコード
決済、BtoB決済インバウンド決済を考えられている事業者様へ多様
な決済スキームをご提案いたします。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ コーポレートカードや加盟店事業に関連したサービス提供事業者様を
探しております。
業務提携したい内容
決済ソリューションに関連する事業者様を探しております。

住 所 〒490-1434 愛知県海部郡飛島村松之郷一丁目41番地の1

A-33

国立大学法人 豊橋技術科学大学

住 所 〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１

0567-52-1002

ＴＥＬ

0532-44-6983

FAX

0567-52-2550

FAX

0532-44-6984

ＵＲＬ

http://tobishima-sci.com/

ＵＲＬ

https://www.tut.ac.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sanren@rac.tut.ac.jp

Ｅ-ｍａｉｌ tobishima@aichiskr.or.jp

担当者 森川正治
信用金庫

本支店 弥富南支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

KUROFUNE株式会社は外国人の人材紹介事業を行っています。
【特徴１】
採用の支援だけでなく、研修の実施・ビザ取得のサポート・入社後のフォロー
など全て行っています。そのため初めて外国人を採用する企業様でも安心で
す。
【特徴２】
完全成果報酬型なので採用し無い限り1円もかかりません。
また3ヶ月以内に退職した場合は全額返金いたします。
【特徴３】
ベトナム人留学生向けでは日本最大のメディア（4月現在：4300人登録）
インドは協力会社5社と提携しながら優秀な人材を全土から探せます。
企業様にぴったりな人材をとことん探してまいります。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ＴＥＬ

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 犬山支店

本支店 本部

飛島村商工会

A-32

担当者 野村達也

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 尾西信用金庫

ﾌﾞｰｽＮｏ．

飛島村は愛知県の西南部に位置し、名古屋市に隣接した人口５千人にも満たな
い小さな村ですが、北部には農村部として緑豊かな田園風景が広がる一方、南
部の臨海部には国際貿易の拠点である名古屋港の主要コンテナターミナルや輸
送関連会社・倉庫会社・木材関連事業所・鉄鋼関連事業所・火力発電所などが
立地しており、名古屋港の物流の重要な地域となっている。そんな飛島村にあ
る魅力的な事業所及び製品、サービスを紹介します！

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
“技術科学”とは技術の背後にある科学を追及し、その上に立ってより高度な
技術を開拓する学問です。
本学はこの“技術科学”の研究を推進するために、多分野にわたる実践的研
究をもとに、工学と医学・医療、農学、環境科学などとの境界・融合領域への
挑戦を続けています。あわせて、地域の企業における技術の向上及び研究開発
を推進して、地域貢献を果たすために、企業現場で解決を迫られている難問や
疑問へのアドバイスを行っています。
今回は、研究推進アドミニストレーションセンター（RAC）を中心にした
産学連携活動を紹介するとともに、皆様からの技術相談に対応しますので、お
気軽にお立ち寄りください。

A-26
住 所

独立行政法人国際協力機構中部センター

〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7

ﾌﾞｰｽＮｏ．

菰野町商工会

A-27

住 所 〒510-1234 三重県三重郡菰野町福村871-1

公益財団法人 名古屋産業振興公社
名古屋市新事業支援センター

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-34
住 所

〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 名古屋市中小企業振興会館５階

A-35 名古屋中小企業投資育成 株式会社
住 所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号 東海ビル７階

052-533-1387

ＴＥＬ

059-393-1050

ＴＥＬ

052-735-0808

ＴＥＬ

052-581-9541

FAX

052-533-3751

FAX

059-393-4270

FAX

052-735-2065

FAX

052-583-8501

ＵＲＬ

http://www.jica.go.jp/

ＵＲＬ

http://www.komono.org/

ＵＲＬ

http://www.nipc.or.jp/new-biz/

ＵＲＬ

http://www.sbic-cj.co.jp/

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ s-mizutani@mie-shokokai.or.jp
担当者 水谷奨

担当者 須田・木村

本支店 菰野支店

本支店 本部

Ｅ-ｍａｉｌ shien@nipc.or.jp
担当者 新事業支援課長

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

信用金庫 蒲郡信用金庫

御在所ロープウエイ

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

独立行政法人国際協力機構（JICA）は開発途上国の抱える課題解決
企 業
につながる高い技術や製品を持つ日本企業の海外展開を支援していま
Ｐ Ｒ
す。個別相談随時対応（無料）。お気軽にご相談ください。
①世界約100ヶ国の国々との信頼関係と人的ネットワーク、②世界
100ヶ国にある現地事務所にいる専門的知見を持つ駐在員からの最
新情報、③進出検討に必要な現地調査費用の負担など。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 開発途上国・新興国への展開を検討中の企業様、海外駐在可能な人材
や外国人材の採用を検討中の企業様のご相談。

A-28

株式会社 サイエンス・クリエイト

住 所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9

担当者 日高 誉正

栗原 洋子

信用金庫

本支店

―

本支店

名古屋市内の中小企業・小規模事業者や、創業をお考えの皆様のた
めに、経営相談や専門家派遣など、様々な支援を行います。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-30

株式会社 中部しんきんカード

住 所 〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦１丁目４番６号

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

名古屋市内の中小企業・小規模事業者や創業をお考えの皆様のため
企 業
Ｐ Ｒ に、経営や創業のご相談に応じます。
受注したい（売りたい）業務の内容

菰野町は、三重県北勢部に位置し、鈴鹿国定公園の主峰御在所岳を西に望み、
その山ふところに美人の湯で有名な湯の山温泉を抱く、三滝川、朝明川の清流
と澄んだ空気と緑豊かな自然に恵まれた日本の原風景の残る町である。平野は
長閑な田園風景が続くが、三重県下最大人口の四日市市に隣接し、名古屋市か
らも近く「大都市圏の近くで温泉と大自然を味わえる場所」である。そんな三
重県菰野町にある魅力的な事業所及び商品、サービスを紹介します！

Ｅ-ｍａｉｌ y-hidaka223@sbic-cj.co.jp

―

業務提携したい内容
地域金融機関や商工会議所などの支援機関と中小企業の海外展開支援
の取り組みを一緒に実施したい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-36

NeXT朝日税理士法人

住 所 〒491-0873 愛知県一宮市せんい２丁目９-１６ ササキセルムビル２F

「中小企業の自己資本の充実と成長発展をお手伝いする公的機関」
こんなお困りごとはございませんか。
・次世代まで見据えた株主構成にしていきたい
・自社株の承継に苦慮しておりアドバイスが欲しい
・後継者への経営承継を円滑に進めたい
・大勢の株主に株式が分散しており、どうしたら良いかわからない
・割当先のない自己株式や運営が困難となった持株会があり、処理をしたい
・役職員から後継者を出すが、株式の承継に課題を感じている
・自己資本を厚くし、信用力を強化したい
上記のようなお悩みがございましたら国の政策実施機関である投資育成にお気
軽にご相談ください。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

A-37

（公財）ふじのくに城下町推進機構
ファルマバレーセンター

住 所 〒411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪1002-1

ＴＥＬ

0532-44-1111

ＴＥＬ

052-202-0675

ＴＥＬ

0586-75-5415

ＴＥＬ

055-980-6333

FAX

0532-44-1122

FAX

052-201-8293

FAX

0586-75-5405

FAX

055-980-6320

ＵＲＬ

htt://www.tsc.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.chubu-shinkincard.com

ＵＲＬ

http://next-asahi.jp/

ＵＲＬ

http://www.fuji-pvc.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ sangaku@tsc.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ t-suzuki@chubu-shinkin.co.jp
担当者 鈴木

担当者 伊村 智史
信用金庫 豊橋信用金庫

東三河地域の農商工産業の活性化を目的に、新技術・新事業の創出支援をいた
します。
近年は特に、以下の運営にも力をいれております。
・「Startup Garage」
起業の相談、支援対応も行うコワーキングスペース
・「MAKERS-LAB TOYOHASHI」
デジタル工作機械を常設し、ものづくりや試作サンプル作成も可能、
技術相談にも対応できるスペース
「Startup Garage」「MAKERS-LAB TOYOHASHI」により、異業種交
流をより促進し、またこれまでの産学官金との連携の実績を基に、お客様の
ニーズに合わせた支援活動を行っております。
お気軽にお越しください。

写真貼付

当社は、東海地区（静岡・愛知・岐阜・三重）の全信用金庫を母体として、
１９８４年６月に設立された銀行系クレジットカード会社です。
信用金庫の顧客ニーズに応えるため、世界を視野に利便性の高いVISAカード
及び、国内最大のJCBカードの普及に積極的な活動を続けています。
キャッシュレス社会の実現に向けて、クレジットカード加盟店推進を図ってい
ます。
クレジットカード加盟店についてご検討されている企業様・店舗様からのご連
絡をお待ちしております。

写真貼付

信用金庫 沼津信用金庫

本支店 起支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ jigyo@fuji-pvc.jp
担当者 事業推進部 赤堀

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 ―

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ y.usui@next-asahi.jp
担当者 笛吹（ｳｽｲ）芳典

信用金庫 ―

本支店 幸支店

17

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ jicacbic-psp@jica.go.jp

産 官 学 連 携・企 業 支 援 そ の 他

A
ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 長泉北支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

7名の税理士・公認会計士と17名のスタッフを擁し、各分野の専門性を生
かして、会社の経理・税務から四半期決算対応、事業承継・M＆A、役員個人
の所得税・相続税まで、中小企業の経営者をトータルサポート致します。
様々な業種の顧問先と幅広い人脈を持ち、取引先を紹介することにより販路
の拡大、事業の効率化に貢献します。

富士山を望む静岡県東部地域

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
［ファルマバレーセンターについて］
（公財）ふじのくに医療城下町推進機構が運営する「ファルマバレーセンター」は、
2003年の開設以来、静岡県が進めるファルマバレープロジェクト（地域の医療健康産業
クラスター形成）の中核的支援機関として、地域の産学官金のネットワークを通じて、地
域企業の医療健康産業への参入促進と製品化・事業化に向けた支援を実施しています。
また本年度より、新プロジェクトとして「健康長寿・自立支援プロジェクト」を開始
し、福祉・介護機器の開発も支援対象となりました。
［中小企業者支援について］
・クラスター産業分野支援貸付
静岡県では医療健康産業事業を行う（ファルマバレープロジェクトに参画する）中小企
業者を対象に、融資制度（利子補給）を実施しています。
・医療機器等開発助成事業および自立支援・介護機器等開発助成事業
医療機器の市場導入に向けた取り組みや介護・福祉機器の開発に対して補助を行ってい
ます（上限300万円・1/2補助）

18

ガイド
ブック
掲載者

ガイド
ブック
掲載者

リップルネット 株式会社

住 所 〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川207-6

伊藤産業 株式会社

株式会社 伊藤鉄工所

住 所 〒512-8061 三重県四日市市広永町1356-1

〒511-1147 三重県桑名市長島町平方636-1

住 所

ガイド
ブック
掲載者

ＴＥＬ

0573-67-9612

ＴＥＬ

0594-42-1006

ＴＥＬ

059-361-5030

FAX

0573-67-9613

FAX

0594-42-3460

FAX

059-366-0108

ＵＲＬ

http://www.rip-ple.com

ＵＲＬ

http://www.itosangyo.co.jp

ＵＲＬ

https://www.itotetu.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@rip-ple.com

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ hiroshi_haya@itosangyo.co.jp

担当者 宍戸昌弘

担当者 代表取締役 伊藤 恒毅 (ｲﾄｳ ﾂﾈｷ)

担当者 早川 宏

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 中津川支店

本支店 長島支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

弊社商品納入事例

本支店 羽津支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

世界チェーン展開されている都市型ホテル、多くの方々に利用される
企 業
会議ホール、教育現場やオフィスなど、私達の工場で作られた製品は
Ｐ Ｒ
様々な場所で活用され、高い評価をえています。

弊社は求人力が高まるホームページのリニューアルを得意としています。

受注したい（売りたい）業務の内容

求人でお悩みの企業様、就活生が必ず見るのが企業サイトです。
自社のホームページがあるのは当たり前と思いますが、サイトが古い、スマホ
に対応していない、うまく活用できてない。そんなことはありませんか？
これでは求人の応募は望めません。求人力をさらに高めるため、そして雇用の
ミスマッチを防ぐためにはその他にも抑えるべき大切なポイントは多数ありま
す。
製造業、建設業を中心に100社以上を制作・運用してきた経験と、就活中の
学生、両親、先生への調査結果を元に『求人力が高まるホームページ』の制
作、リニューアルをご提案させて頂きます。
まずは無料診断からお気軽にご相談ください。

ホテルの宴会用テーブル・宴会用イス、学びの場で使われる机やイ
ス、宿泊施設などに設置するベッドを製造、販売に関して協力してい
ただける取引会社様を探しております。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

金属加工、樹脂加工、梱包材等の新規取引先様を探しております。
業務提携したい内容

産 官 学 連 携・企 業 支 援 そ の 他

信用金庫 東濃信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ t-itou@itotetu.co.jp

三次元CAD／CAMとＮＣ旋盤、高速ＭＣ等を使って、様々なゴム金型・精密
部品の加工を行っております。
弊社は、高精度な加工に必要な、3次元CAD／CAMと、主軸回転数2万回転
以上の加工設備が備わっています。
弊社の一番の強みは、スピード感です。
高品質は当然のことながら、どんな短納期にも対応するスピード感により、多
くのお客様から信頼を得ております。
機転の利いた技術力、先回りした提案力で、ご要望にお応えいたします。
「知識」「設備」「技術」「臨機応変さ」これら全てが揃っている弊社だから
こそ、スピーディに高品質な製品がご提供可能だと自負しております。

特殊加工等の得意先様を探しております。

A
ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-1

機能・性能の
高度化
ブースNo.

B-1 ～ B-44

ﾌﾞｰｽＮｏ．

朝明精工 株式会社

B-2

住 所 〒512-8064 三重県四日市市伊坂町字高田1636-8 【伊坂事業所】

住 所

〒511-0912 三重県桑名市大字星川2350

B-4
住 所

有限会社 岩倉溶接工業所

ＴＥＬ

052-819-6508

ＴＥＬ

0594-31-5158

ＴＥＬ

0547-37-4585

FAX

052-819-6509

FAX

0594-31-2048

FAX

0547-37-5208

ＵＲＬ

http://www.aiga-cc.co.jp

ＵＲＬ

http://www.itohide.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.iwakura-weld.jp

Ｅ-ｍａｉｌ s.yamamoto@aiga-cc.co.jp

写真貼付

担当者 山本 成竜

担当者 伊藤 友一

信用金庫 蒲郡信用金庫

我社では、公共・土木測量において生産性向上と省人化を図るために、測量作
業に関わる機材の高度化を行っています。高度化の中心は主にハード・ソフト
両面であり、両者共に取り扱うデータを2次元から3次元へとシフトしていま
す。ハード面では地上の測量に、UAV（ドローン）や3次元レーザースキャ
ナーを用い、水中ではナローマルチビームソナーにて行います。従来の測量と
は異なり、扱うデータ（図面）が2次元から3次元へと変化したことから、現
場作業の時間短縮や現場を事務所内で把握出来るようになり、手戻りが多かっ
た作業が格段に減少しました。
現在、私達の業界は技術革新の真っ只中にあります。我社は、この変化に富ん
だ時代に柔軟に対応し、技術サービスの提供をより高いレベルにしたいと考え
ています。

B-3

信用金庫 島田掛川信用金庫

本支店 星川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

株式会社 イケックス。

住 所 〒496-0943 愛知県愛西市森川町一番割70

主力となる門型５面ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

企 業 平削から研磨まで、大物金属加工に特化した最新設備と職人技で、高
Ｐ Ｒ 品質な製品を短納期で製作いたします。

本支店 六合支店

企 業 ●職人技と先端レーザー加工
Ｐ Ｒ 企画・製造・販売

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

●板金・溶接加工 ●レーザーマーキング加工 ●「抗菌富士」シ
リーズの販売
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ガイド
ブック
掲載者

エバ工業 株式会社

住 所 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉339-1

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 MRT

B-5

住 所 〒454-0941 愛知県名古屋市中川区押元町二丁目90番地2

059-363-2263

ＴＥＬ

0567-24-1339

ＴＥＬ

0594-86-1500

ＴＥＬ

052-353-5825

FAX

059-363-2265

FAX

0567-24-1349

FAX

0594-86-1777

FAX

052-353-5704

ＵＲＬ

http://www.asake-seiko .co.jp

ＵＲＬ

ＵＲＬ

hｔｔｐ://www.eba.co.jp

ＵＲＬ

http://www.mrt70.com

写真貼付

担当者 浦田 明成

Ｅ-ｍａｉｌ masanori@ikeguchi-industry.com
担当者 池口 正記

信用金庫 桑名三重信用金庫

担当者 服部 巧

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 川越支店

当社は、国内外の大手自動車メーカーや部品製造用メーカー向けに、大中小の
FA専用機械、加工機の設計、製造、組立、納品、据え付けまで一貫製造が出
来る会社です。
お客様の「やりたい事」や「形にしたい事」などの要望を聞き、何も無いとこ
ろ＝ゼロから機械を製造しています。
当社の設計、製造するFA専用機械は、高い技術開発力（ロボット導入、自動
搬送、自動組付け、各種自動検査機など）により、お客様より高い評価を頂
き、国内のみならず、海外のお客様の工場に納品され活躍しています。
各社様の人材不足に伴う機械の自動化、省人化改造などをお手伝い致します。

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弊社は、「お客様第一主義」を掲げ、創業以来一貫して包装資材・農業資
材・工業部材の企画・製造・販売を行い「必要な製品を、必要な時に、必要
なだけ」をモットーにお客様のご要望にお答えしています。プラスチック真
空成型機をはじめ、各種プレス加工機やゴム真空プレス成型機など、多数の
設備を保有しており、他では困難な形状の難しい製品も対応可能です。「こ
んなものを作りたい」と思った時には、構想が浮かんだばかりでもお気軽に
お問い合わせくだされば相談に乗らせて頂きます。弊社は、品質・環境マネ
ジメントシステムでISO9001・14001の認証を取得しており、これに基づ
いた継続的改善活動を実施しております。また、安全への配慮として、年々
増加する使用禁止物質や使用管理物質に対応すべく、都度含有情報の把握と
それに付随する適切な対応を実施しております。

Ｅ-ｍａｉｌ info@mrt70.com
担当者 代表取締役 村田 直喜

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 佐屋支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ Takumi_Hattori@eba.co.jp

●生活雑貨「抗菌富士」シリーズの

受注したい（売りたい）業務の内容

大物加工における精度や納期に課題を感じておられるメーカー、商社
様。2500×4000×1300のサイズまで、高精度加工で製作いたし
ます。
商 談
ニーズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@iwakura@iwakura-weld.jp
担当者 岩倉義典

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 三谷支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ito-hide@smile.ocn.ne.jp

B

〒427-0011 静岡県島田市東町2093-1

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ a.urata@asake.com

19

住 所 〒457-0074 愛知県名古屋市南区本地通6丁目8番地1

株式会社 伊藤英男鉄工所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

機 能・性 能 の 高 度 化

企 業・製 品 紹 介

株式会社 愛河調査設計

ガイド
ブック
掲載者

本支店 中川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ
当社は、６０年を越え培ってきた技術やノウハウをもとに、お客様に安心して
使って頂ける工作機械の周辺装置を提供しています。
発注したい業務の内容
昨今の省人、自動化ニーズから長時間無人運転等のシステム志向が高まり、
当社に求められる製品も変化する中、生産能力やリードタイム等、磐石な
生産体制の構築を進めています。
主要製品である自動生産システムを構成する大物部品の製缶・板金、機械加工
（切削・旋削・研削）をして頂ける業者様。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

アルミのことならお任せください！
アルミの切削・加工でお困りでしたら、25年以上積み上げてきたアルミの知
識と加工実績により、他社では難しいようなコストや形状でも、独特でシンプ
ルな加工法を用いて安心で満足いくお取引をお約束します。
得意な数量は、数個～数百個です。
（ISO 9001認証取得。三次元測定機導入。）

20

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 遠州クロム

B-6

オーエフ電装 株式会社

053-461-2705

0586-76-8516

ＴＥＬ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 カナマル

B-9
ＴＥＬ

ガイド
ブック
掲載者

0569-27-6511

ＴＥＬ

0563-56-2311
0563-56-2904
http://www.kk-g.co.jp/

FAX

053-465-3044

FAX

0586-76-5817

FAX

0569-27-6500

FAX

ＵＲＬ

http://enkuro.net

ＵＲＬ

https://sites.google.com/site/ofdenso/

ＵＲＬ

http://www.k-kanamaru.co.jp

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ encro2134@poplar.ocn.ne.jp

Ｅ-ｍａｉｌ ofd-k-kimata@arrow.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 木全 一隆

担当者 代表取締役社長 杉本 直弥

本支店 原島支店

アルミ素地の硬質クロム製品

特にアルミ素地への硬質クロムメッキメーカーをお探しの企業様との商談を希
望致します。
自動車・モーターサイクル業界以外への販路拡大を目指し営業活動を行ってお
りますので、様々な業種の方々とコンタクトがとれることを期待しておりま
す。

担当者 産業資材営業部 古川 誠

溶接技術を生かした精密な山車の模型

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

弊社は自動車及びモーターサイクル用機能部品における鉄、アルミ素地製品に
対し硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキを行っております。
お客様のニーズにより、部分的なメッキの実施や異形製品へのメッキ等多種多
様な材質、製品への対応が可能です。
プリント基板実装会社です。基板実装からディップ、ユニット組立までの一
貫生産で試作から量産生産まで対応させていただきます。

Ｅ-ｍａｉｌ nis-sales-bra@kk-g.co.jp

信用金庫 西尾信用金庫

信用金庫 知多信用金庫

本支店 おりづ支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kazumi.adachi@k-kanamaru.co.jp
担当者 足立和美

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 浜松いわた信用金庫

金山化成 株式会社

住 所 〒445-0802 愛知県西尾米津町北浦16-2

住 所 〒475-0942 愛知県半田市松堀町88－1

住 所 〒491-0828 愛知県一宮市伝法寺五丁目14番地14

住 所 〒435-0047 静岡県浜松市東区原島町518-1
ＴＥＬ

ガイド
ブック
掲載者

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

溶接作業の社員は全てＪＷＥＳの資格を取得又、材料の調達、溶接、機械加
工、塗装、アッセンブリの組み立てまで行えます。図面さえいただければ、
一社で完了できます。特に鉄の溶接の品質は建設機械の重要保安部品の製作
をしており、当社の得意とするところです。

ロボトレー(EPS5倍品)

冶具トレー(金属+樹脂)

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

【発泡樹脂製品の設計・製造・販売および金型製造】
断熱用建材:ＳＫフォーム(床、壁、屋根および屋上断熱、外断熱等)
SKパイプカバー、SKパッキン緩衝材
産業用資材:自動車内装部品、エアコン構造部品、冷蔵庫構造部品、ヘルメット芯材
物流資材(輸出梱包):ロボトレー、冶具トレー(ライン自動化対応)、ラッシングベルト
農業資材:水耕栽培ベッド・土耕栽培ベッド・AGパネル(特許)・屋上緑化
多分野に渡るお客様のご要望に発泡樹脂にてお答えしています。
発泡樹脂製品の特性を活かしお客様のコストダウンや環境負荷低減を可能にします。
お客様満足度を高めるために、さらに取り扱いアイテムを広げたいと考えており、
ご提案の機会と共に、異業種の方とも情報交換をお願いしたいと思います。
真空成形、射出成形、樹脂加工、ダンプラ加工ができるメーカーを探しています。

https://sites.google.com/site/ofdenso/
ガイド
ブック
掲載者

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 小栗

住 所 〒462-0869 愛知県名古屋市北区龍ノ口町1-21

〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339-2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-10
住 所

株式会社 共栄電気炉製作所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 Ｑｕａｌｉｔｙ

B-11

住 所 〒470-0131 愛知県日進市岩崎町元井ゲ17番160

〒507-0074 岐阜県多治見市大原町11丁目5番地

ＴＥＬ

0594-72-6660

ＴＥＬ

052-981-3717

ＴＥＬ

0572-29-5172

ＴＥＬ

0561-72-5303

FAX

0594-72-6660

FAX

052-981-8534

FAX

0572-29-5173

FAX

0561-72-5374

ＵＲＬ

https://ohtanitekko.jimdo.com/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://kds-kiln.co.jp/

ＵＲＬ

www.quality-ism.com

Ｅ-ｍａｉｌ srb200detttkai@yahoo.co.jp

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kentaro@oguri-pd.co.jp
担当者 小栗健太郎

担当者 大谷 洋介

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 工業用の電気炉・マイクロ波炉などの設計・製作や個人向け陶芸窯の
Ｐ Ｒ 設計・製作

受注したい（売りたい）業務の内容
鉄、アルミ、ステンレス、銅などあらゆる金属の部品加工。
多品種少量品から量産品まで幅広くご対応いたします。

本支店 日進支店

本支店 東多治見支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

マシニングセンター4台、ワイヤーカット1台、3次元測定機1台等を
企 業
保有し、航空機産業、自動車産業、半導体産業などの部品製造によっ
Ｐ Ｒ
て培われた確かな技術・品質を提供させていただきます。

信用金庫 愛知信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 勝川支店

本支店 阿下喜支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ uchida@quality-ism.com
担当者 内田 和宏

担当者 牛田健造

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@kds-kiln.co.jp

B

機 能・性 能 の 高 度 化

住 所

大谷鉄工

受注したい（売りたい）業務の内容

衣類への多色プリントに対応し、国内に数台しか導入されていない
ハイブリッド型と呼ばれる印刷機でシルクプリントとインクジェットプリント
併用で対応して居ります。大きなイベントにも充分対応可能です。

熱を加えることにお困りの方、炉の販売を考えてみえる方
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

お掃除のプロが作るブラシのご紹介です。設計開発から製造までこだわり抜い
たこれまでにないブラシです。プロのために開発された専用ブラシの数々です
が、最近では一般家庭にも支持層が広がっています。特に極細ステンレスを植
毛しているのが大きな特長で、金属で汚れを取るというイメージを根底から覆
す全く新しい概念「線端洗浄による破砕理論」を提唱し、清掃業界では高級ブ
ランドとして確立されています。今回は業態を問わず弊社製品を必要とされる
方との出会いを求めて出展いたします！

業務提携したい内容
炉の販売を考えてみえる方

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-7

有限会社 尾関喜撚糸

住 所 〒491-0143 愛知県一宮市浅井町大野223

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-8
住 所

〒468-0055 愛知県名古屋市天白区池場3丁目501番地の2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-12
住 所

株式会社 久田見製作所

〒505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土191-2

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 ケイ・ミックス
〒487-0024 愛知県春日井市大留町1-17-7

ＴＥＬ

0586-51-5121

ＴＥＬ

052-803-5811

ＴＥＬ

0574-67-5599

ＴＥＬ

0568-53-1666

FAX

0586-78-5306

FAX

052-804-0192

FAX

0574-67-5513

FAX

0568-53-1655

ＵＲＬ

https://ozekinenshi.co.jp/os/

ＵＲＬ

http://www.honeston.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.kutami.co.jp

ＵＲＬ

http://www.k-mix.net

Ｅ-ｍａｉｌ info@ozekinenshi.co.jp

写真貼付

担当者 尾関 眞

Ｅ-ｍａｉｌ eigyou@honeston.co.jp

写真貼付

担当者 本社営業課 担当

信用金庫 岐阜信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

「世界に一つだけのネックウオーマー」はいかがですか。非常に軽くてとても
暖かい高品質な素材を使い、編み込みで社名・ロゴ・スローガン・経営理念な
ど入れプレゼントにしてみても喜ばれます。寒い中会社の為に頑張ってる社員
さん協力業者さんへ感謝を形に。この企画は今年で3年目になりますが、多く
の反響があります。また、自社の撚糸加工技術にて商品一つ一つの用途に合わ
せた糸づくりからニット製品まで一貫して自社生産し顧客様のニーズ対応しま
す。他にも美濃和紙靴下やシルクなどの素材を生かした数多くの商品を手掛け
ております。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ m-okada@kutami.co.jp
担当者 岡田 稔

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 浅井支店

Ｅ-ｍａｉｌ suzuki@k-mix.net

写真貼付

担当者 開発部 主任 鈴木英介

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 東春信用金庫

本支店 植田支店

本支店 下恵土

本支店 高蔵寺支店

企 業 プレス金型部品（特注加工部品）の製造及び、リバースエンジニアリ
Ｐ Ｒ ングによる部品再現技術

電子基板や電子機器の開発・設計から実装・電子機器の製造まで
企 業
社内にて行っております。こんなモノを作ってみたい、作ってもらい
Ｐ Ｒ
たいという方はお気軽にお問い合わせください。

企 業 「あったらいいな、できたらいいな」をカタチに・・・をモットー
Ｐ Ｒ に、新しいことに挑戦し続ける企業です。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

プレス金型に関連する部品（標準部品から特注部品まで）を幅広く取
り揃えています。「一個づくり」をモットーに小ロット部品（10個
以下）の製作には自信があります。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 高品質かつ短納期となる小ロットの部品加工ができる加工メーカーを
探しています。SKD材、SKH材、SC材など。
業務提携したい内容
特になし

21

オネストン 株式会社

電子基板/電子機器の開発・設計
電子基板の実装・電子機器の組立
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
電子機器・遊戯機器・ネットワーク機器・各種機器の回路設計・筐体
設計・試作から量産、企画、提案
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 組み込み系のソフトウェア開発、ＰＣ・タブレット等のアプリケー
ション開発

業務提携したい内容

業務提携したい内容
ＯＥＭ製品の開発、量産

22

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-13

晃栄産業 株式会社

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町円畑77番地

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

国際電業 株式会社

B-14

〒466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町27-14

住 所

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 相良製作所
〒436-0083 静岡県掛川市薗ケ谷844-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 サムス

B-17

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町１－１９９

住 所

ＴＥＬ

0562-32-6623

ＴＥＬ

052-871-6621

ＴＥＬ

0537-22-7281

ＴＥＬ

0568-85-5017

FAX

0562-32-6624

FAX

052-889-1153

FAX

0537-24-7289

FAX

0568-85-5018

ＵＲＬ

http://www.koeisangyo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.kdengyo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.sagara-ss.jp

ＵＲＬ

https://www.wsams.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@koeisangyo.co.jp
担当者 佐藤一彦

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kumazaki@kdengyo.co.jp
担当者 熊崎 忠幸

Ｅ-ｍａｉｌ t_sagara@sagara-ss.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ws_eigyou@wsams.co.jp

担当者 代表取締役 相良貴史

担当者 平田修

信用金庫 中日信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 島田掛川信用金庫

本支店 名古屋支店

本支店 名古屋支店

本支店 本店営業部

本支店 春日井市役所前支店

企 業 当社は粉体機器の中で、粉のふるい分けを専門とする会社です。今
Ｐ Ｒ 回はバネの整列機を紹介いたします。

企 業 フットスイッチ・ＡＣ／ＤＣソレノイド・プラズマ自動切断システム
Ｐ Ｒ の製造販売を行っているメーカーです。

企 業 金属製品のプレス・溶接、試作から量産までお客様の要求にお応えす
Ｐ Ｒ る品質でお届けします。

企 業 サムスは、電子制御基板を回路設計からＰＣＢ設計、ソフト作成、筐
Ｐ Ｒ 体設計、試作・量産まで自社内で、こなすことの出来る会社です。

受注したい（売りたい）業務の内容
バネのばらしや選別、整列などでお困りの方へ
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

なし

信用金庫 岐阜信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

フットスイッチ・ＡＣ／ＤＣソレノイド・プラズマ自動切断システ
ム・電子応用品等の業界に特化し、用途にあった豊富なバリエーショ
ンを取り揃えております。

プレス・溶接全般。～ｔ1.6までの薄版製品、150ｔ以下クラスの多
工程製品が得意です。
ＮＣＴ、プレスブレーキによる試作～量産も対応いたします。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ フットスイッチの組立、ソレノイドコイル巻き線、モールドの製造
等、低価格、安定供給の出来る供給先を探しております。

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 鋼板材料、表面処理（メッキ、熱処理、塗装）工程の新規取引先を探
しています。

業務提携したい内容

受注したい（売りたい）業務の内容
ＴＰＭ優秀商品賞 開発賞を受賞した『高圧ケーブル遮蔽層断線検出
器』（トヨタ自動車（株）と共同開発）を展示デモしています。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容
受託開発も請け負っております。
制御装置開発でお困りの業者様、お手伝い致します！

なし

ガイド
ブック
掲載者

児玉鉄工 株式会社

B-15

株式会社 小寺電子製作所

〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良808番地8

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-18
住 所

株式会社 サンリツコーポレーション

〒458-0814 愛知県名古屋市緑区鶴が沢1丁目327番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-19

株式会社 シーアイプラント

〒441-8122 愛知県豊橋市天伯町字梅田58

住 所

ＴＥＬ

059-332-3211

ＴＥＬ

058-272-8333

ＴＥＬ

052-876-9011

ＴＥＬ

0532-39-6605

FAX

059-331-8594

FAX

058-275-0002

FAX

052-877-2633

FAX

0532-39-6606

ＵＲＬ

http://www.kodera.co.jp

ＵＲＬ

http://sanritsu-co.com

ＵＲＬ

http://www.ciplant.jp

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kodama55@aurora.ocn.ne.jp
担当者 児玉則子

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sales@kodera.co.jp
担当者 営業部長 勝野 洋治

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 羽津支店

多種多様な加工に対応しております

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

主に電気機械器具（モーター）、減速機等の主力部品の機械加工を行なってお
ります。
その加工技術においては、資格や技能検定取得者が多数おり、受注対応力にお
いては、1～2個の少ロットから多ロット量産にも対応可能、加えて鉄・鋳
物・アルミ他多種類の金属切削加工対応できます。
品質においては、三次元測定機を導入、検査員2名を配置し、品質管理体制を
確立しております。
特急品、特殊品は経営者自ら対応しており、確かな技術、コストメリットで、
お客様のニーズにお応えするべく、企業努力を行なってきました。
販路拡大に向け、協力いただけるお取引様を探しております。

Ｅ-ｍａｉｌ nakagaito@sanritsu-co.com

Ｅ-ｍａｉｌ ciptukasa@tiara.ocn.ne.jp

担当者 中垣内 敦大

担当者 西郷 僚

写真貼付

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 六条支店

本支店 神の倉支店

本支店 佐藤町支店

企 業 全自動電線切断皮剥装置のメーカーです。世界中で利用されるロング
Ｐ Ｒ セラー機です。

当社は、制御盤設計/製作から始まり、今では制御盤のみならず、産
企 業
業業界で必要とされる製品を多数取り扱いをしております。又、海外
Ｐ Ｒ
製品の総販売元としても活動しているグローバル企業です。

パイプの材料・外径・肉厚・長さ・品質に応じて機械を選定し、切
企 業
断・面取り加工を行います。フレア端末・スプール端末などパイプ端
Ｐ Ｒ
末加工にも対応可能であり、ご要望に応じた製品を提供します。

受注したい（売りたい）業務の内容
電線加工でお困りのお客様の相談にのります。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

機械加工の下請けメーカー様、トランスメーカー様

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

ロボット配線/配管製品・ケーブルチェーン（ケーブル/ホース支持製
品）樹脂BOX・緩み止め製品等

一般的に難しいとされるステンレスのパイプ切断をはじめ、鉄やアル
ミなどの材質や、シームレス管や異形管などの様々な材料も切断・加
工可能です。「パイプ」の事なら当社にご用命ください。

発注したい（買いたい）業務の内容
ケーブル・電線メーカ/ロボットメーカ

業務提携したい内容

B

機 能・性 能 の 高 度 化

住 所 〒510-0007 三重県四日市市別名6-1-4

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

ケーブル・電線メーカ/ロボットメーカ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-16 株式会社最新レーザ技術研究センター
住 所

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 斎藤金型製作所

住 所 〒511-0118 三重県桑名市多度町御衣野字天ノ子4417-3

〒446-0026 愛知県安城市安城町広美40-7

ガイド
ブック
掲載者
住 所

〒454-0926 愛知県名古屋市中川区打出二丁目216番地

ガイド
ブック
掲載者

城田鋳工 株式会社

住 所 〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎1513番地

ＴＥＬ

0566-91-2281

ＴＥＬ

0594-49-2822

ＴＥＬ

052-355-8536

ＴＥＬ

0594-31-3221

FAX

0566-91-2282

FAX

0594-49-3636

FAX

052-355-8538

FAX

0594-31-3220

ＵＲＬ

http://altrec.la.coocan..jp

ＵＲＬ

http://www.saitokanagata.co.jp

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://www.shirota-chuko.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ altrec-kutsuna@nifty.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ k-saito@saitokanagata.co.jp

写真貼付

担当者 斎藤清司

担当者 沓名 宗春

本支店 本店営業部

本支店 本店営業部

最新のレーザ技術を用いて、付加価値の高い製品を生み出す。
企 業
開発例として、「世界初のレーザ溶接をしたアーク溶接用給電チップ
Ｐ Ｒ
ユニット」や「香りのするレーザ装飾品」があります。

Ｅ-ｍａｉｌ gtm.company3@gmail.com

ブロックシリンダー、鋳造用シェル中子

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

本支店 星川支店

本支店 名古屋支店

企 業 お客様の多種多様となるニーズにお応えする為、国内外問わずアジア
Ｐ Ｒ 全般より、製品調達等を行っております。

現行の自動車関連金型、機械部品、機械装置等
商 談
ニーズ

写真貼付

担当者 代表取締役 城田 大資

受注したい（売りたい）業務の内容
創業65年の実績をもとに、３Ｄ設計、高速加工、非接触３次元測定を駆使し
てさまざまなニーズにお答えしております。
主に自動車用の鋳造金型、ダイカスト金型、重鋳・低鋳型の設計、製作を得意
としてフルアッシーはもとより、部品製作、修理なども行なっております。
写真は、弊社が得意とする鋳造製ブロックシリンダーの主型、中子型です。
その他では、デフケース、キャリパー、タービンハウジング、クラッチなど数
多くの金型を製造しております。

Ｅ-ｍａｉｌ info@shirota-chuko.co.jp

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容
アーク溶接用給電チップ（従来品の１０倍～１５倍の寿命）
香りのするレーザ装飾品

写真貼付

担当者 田宮

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

23

株式会社 G.T.M

発注したい（買いたい）業務の内容
自動車関連金型／機械部品の新規製作及び修正業務
業務提携したい内容

産業用モーター 消音タイプ 約800㎏

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

日本国内で鋳物素材を製造しています。試作品・開発品・高難度品の独自ノウ
ハウによる立ち上げ対応、新規品の超短納期対応には、お客様から高い評価を
いただいております。量産品も納期を守り鋳物素材をお届けいたします。
下記のような課題を抱えたメーカー様に、弊社は独自のノウハウとパートナー
協力によって貢献することができます。
課題① 試作・開発、新規短納期立上にお困りである。
課題② 現在調達している鋳造品で納期対応にお困りである。
弊社は、鋳造に関わる専門業者様とパートナー関係を結び、お客様のニーズに
お応えしています。以下の業者様パートナーとの出会いを求めています。
求めるパートナー様･･･加工メーカー、鋳仕上げメーカー、中子メーカー

24

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-20

シンコーラミ工業 株式会社

〒418-0112 静岡県富士宮市北山4839－16

住 所

ガイド
ブック
掲載者
住 所

瑞菱電機 株式会社
〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田四丁目25番5号

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-24
住 所

株式会社 第一林製作所

〒441-8011 愛知県豊橋市菰口町1-28

B-25
住 所

株式会社 ダイモール

〒923-0835 石川県小松市吉竹町3丁目205番地

ＴＥＬ

0544-58-5022

ＴＥＬ

052-723-6315

ＴＥＬ

0532-31-6378

ＴＥＬ

0761-24-0802

FAX

0644-58-4514

FAX

052-723-6305

FAX

0532-31-9400

FAX

0761-22-0804

ＵＲＬ

http://www.shinko-lami.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.denshikiban-labo.jp/

ＵＲＬ

http://www.daiichihayashi.jp/

ＵＲＬ

http://www.dymol.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ s-koizumi@shinko-lami.co.jp

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@zuiryo.co.jp
担当者 執行役員工場長 渡邉将生

担当者 営業 小泉 翔太

本支店 大曽根支店

企 業
特殊樹脂を使用した押し出しラミネート加工
Ｐ Ｒ

企 業 ものづくり愛知発 電子基板問題解決ラボ
Ｐ Ｒ 三菱電機との取引30年以上の信頼と実績！

共同にて開発を行うことが出来る会社、加工のパートナー

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ BGA部品のはんだ付け状態の検査（X線検査）をお願いできるところ
を探しています。

共同にて開発を行うことが出来る会社、加工のパートナー

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 スズヒロ

B-21

企 業 製缶・機械部品、設計、組立なら自社内一貫生産で大物から中小物ま
Ｐ Ｒ で短納期、低コスト、高品質対応します

モデリング→試作→量産金型までを自社で一貫製作できる設備を有し
企 業
ています。Ｈ２６，２７年2年連続して「ものづくり補助金」に採択
Ｐ Ｒ
されております。

受注したい（売りたい）業務の内容

成和フエルト 株式会社

B-22
住 所

〒463-0044 愛知県名古屋市守山区太田井10-7

受注したい（売りたい）業務の内容
難形状・難素材の加工についてご相談いただきたいです。お客様の立
場に立ち、満足して頂ける金型をつくります。

金属部品加工、設備組立、要相談で設計据付けまで対応します。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 溶接、機械加工の協力工場を探しています。（溶接はホイスト設備、
フォークリフト常備。機械加工は中型～大型マシニング設備。）

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

弊社の技術が生かせる案件（異業種希望）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 太陽塗装

B-26
住 所

ものづくりをされている会社様(特に機械、金属加工）

〒444-0303 愛知県西尾市中畑町小井戸44-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-27
住 所

宝合金鋳造 合資会社

〒490-1105 愛知県あま市新居屋八島108

ＴＥＬ

0565-32-6860

ＴＥＬ

052-795-1011

ＴＥＬ

0563-59-3358

ＴＥＬ

052-442-0165

FAX

0565-32-6869

FAX

052-791-1810

FAX

0563-59-0480

FAX

052-442-8315

ＵＲＬ

http://www.鼓動.jp/

ＵＲＬ

成和フエルトにて検索

ＵＲＬ

http://www.taiyo-toso.net/

ＵＲＬ

http://takaragoukin.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ suzuki@suzuhiro.co.jp
担当者 鈴木常夫

Ｅ-ｍａｉｌ info@seiwafelt.co.jp

写真貼付

担当者 吉田昌以

信用金庫 豊田信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ info@taiyo-toso.net

写真貼付

担当者 古久根 賢博

信用金庫 瀬戸信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@takaragoukin.com
担当者 村瀬秀樹

信用金庫 蒲郡信用金庫

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 若宮支店

本支店 車道支店

本支店 しもまち支店

本支店 甚目寺支店

企 業 ものづくりの街豊田市にて創業７０年。世のため人のため、社会に役
Ｐ Ｒ 立つ製品で貢献します！

弊社はフエルト材を中心とした機能素材を取り扱ってまいりました。
企 業
防音、耐熱、衝撃吸収、濾過と言った特殊な用途に使われている商品
Ｐ Ｒ
をお探しの場合はご用命いただければ幸いです。

西尾市にて多品種少量品を中心に工業製品の部品塗装業を営んでおり
企 業
ます。医療機器・産業用ロボット等の多品種小ロット品を中心に、幅
Ｐ Ｒ
広い業種の企業様からの受注を頂いております。

企 業 会社様だけでなく一般のお客様のご相談もお受けいたしています。
Ｐ Ｒ ユーザー様の希望に沿った提案をさせていただきます。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

防音、耐熱、衝撃吸収、濾過と言った用途で資材をお困りの際はご一
報ください。

試作・少ロット品の塗装・各種表面処理のお困り事、是非ご相談くだ
さい。

アルミ鋳物の少量多種の製品や試作開発品の製作でお困りの企業様を
求めています。木型の製作から鋳造、加工までお引き受けいたしま
す。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 多機能な資材をお持ちの企業様、また、その加工方法で特異な方法を
お持ちの企業様、ご紹介ください。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 協力企業様募集！焼付塗装・樹脂塗装・メッキ・アルマイト等各種表
面処理業者様是非お問合せください。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 鋳造用木型の製作メーカー様や、アルミ鋳物の加工メーカー様を探し
ています。

業務提携したい内容
塗装による付加価値の創造にマッチした企業様、是非お声がけくださ
い。

業務提携したい内容
木型メーカー様（データ有り無し共）、アルミ鋳物の加工（出来れば
測定まで出来る）メーカー様を探しています。

自動車・トラックに装着することで乗れば乗るほど健康になっていく
商品です。健康経営を目指す企業様に採用して頂きたい。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

販売代理店を募集しています。

ガイド
ブック
掲載者

上記と同じく

株式会社 関本管工

住 所 〒421-0107 静岡県島田市船木3910-1
ＴＥＬ

http://www.skan.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ info@skan.jp

B-23
住 所

0547-39-7700

FAX
ＵＲＬ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

担当者 総務部 鈴木加奈子
信用金庫 島田掛川信用金庫

株式会社 セントラルファインツール

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町字観音寺2695-438

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4231

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-28
住 所

株式会社 鶴田工業所

〒457-0841 愛知県名古屋市南区豊田五丁目13番39号

0573-26-5285

ＴＥＬ

053-448-2006

ＴＥＬ

052-692-5014

FAX

0573-26-5286

FAX

053-449-4526

FAX

052-691-3457

ＵＲＬ

http://www.cft.jp

ＵＲＬ

https://www.takeyama-tekko.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.tsuruta-mfg.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ inoue@cft.jp

写真貼付

担当者 井上 幸彦

Ｅ-ｍａｉｌ takeyama_tekko-jo@iaa.itkeeper.ne.jp

写真貼付

担当者 竹山慎太郎

Ｅ-ｍａｉｌ boss@tsuruta-mfg.co.jp

写真貼付

担当者 鶴田 修一

信用金庫 浜松いわた信用金庫

信用金庫 知多信用金庫

本支店 恵那支店

本支店 志都呂支店

本支店 名古屋南支店

企 業 自動車部品・家電用部品・光学部品・医療用部品等々のプラスチック
Ｐ Ｒ 成型用金型の設計から製造まで行います。

企 業 お客様の要望に応えられるよう、短納期、低コスト、高品質をモッ
Ｐ Ｒ トーにしています。

企 業
鈑金加工を得意とする会社です。正社員の平均年齢は２９歳。
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容
静岡県島田市に2018年、本社工場を建設、移転した配管工事会社です。サニ
タリー配管・ステンレス配管を得意とし、最先端の医薬工場・バイオ工場での
施工実績も多数あります。日本全土にて現地での施工も可能です。2020年の
向けて弊社第2工場を建設中でありまして、完成すればプレハブ配管製作量が
増加します。フレアー加工は絶賛施工中で、現在バーリング加工部門を立上げ
中ですので、プレハブ配管のみでも協力させて下さい。新規のお客様を沢山探
しています。宜しくお願いします。

有限会社 竹山鉄工所

ＴＥＬ

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 初倉支店

ガイド
ブック
掲載者
住 所

受注したい（売りたい）業務の内容

エンジニアプラスチック用金型（主に150ｔ以下）
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
金型パーツ加工
業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
末永くお付き合い頂ける企業を探しています。

鈑金技術を生かしたロケットストーブ「わんこ」

受注したい（売りたい）業務の内容

金属加工全般。(鉄、鋳物、アルミ、ステンレスなんでも)
商 談
ニーズ

B

機 能・性 能 の 高 度 化

〒471-0036 愛知県豊田市広久手町7-12

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

担当者 杖村 達郎
信用金庫 金沢信用金庫
本支店 小松中央支店

業務提携したい内容
古い機器の修理の際、新しいソリューションを提案できる企業を探し
ています。

業務提携したい内容

Ｅ-ｍａｉｌ kenta.ohsugi@dymol.co.jp

本支店 中央支店

FA機器、電子基板のお困り事を解決いたします。
基板手ハンダ実装・電子部品交換・部分改造、古い機器の修理・オー
バーホール、開発品評価試験等お気軽にご相談下さい。

共同にて開発を行うことが出来る会社、加工のパートナー
発注したい（買いたい）業務の内容

BGA部品の取外し/取付

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

信用金庫 豊橋信用金庫

本支店 万野支店

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ hayashi@daiichihayashi.jp
担当者 専務取締役 林 修平

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 富士宮信用金庫

25

ﾌﾞｰｽＮｏ．

鈑金加工技術の紹介、ロケットストーブ等の販売
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
表面処理（メッキ、塗装）
業務提携したい内容
当社オリジナル商品の販売協力

26

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 テルミック

B-29

住 所 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町永田47

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 東栄電機工業所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

浜口ウレタン 株式会社

B-34

住 所 〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1961

〒510-8125 三重県三重郡川越町北福崎５番地

ガイド
ブック
掲載者

光塗装工業 株式会社
〒490-1143 愛知県海部郡大治町砂子東腰掛畑1950

住 所

ＴＥＬ

0566-28-7766

ＴＥＬ

059-365-2525

ＴＥＬ

053-485-1331

ＴＥＬ

052-431-6116

FAX

0566-28-7767

FAX

059-365-1817

FAX

053-485-4606

FAX

052-431-7525

ＵＲＬ

http://www.tel-mic.co.jp/

ＵＲＬ

http://toei-mie.com/company

ＵＲＬ

http://hamaure.co.jp

ＵＲＬ

http://www.hikari-toso.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@tel-mic.co.jp
担当者 野田真琴

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ mie-kawagoe@toei-mie.com

担当者 古山智也

担当者 代表取締役 稲垣明将

信用金庫 岡崎信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容
冶具･工具等･加工部品の全加工の要望に応えることができる技術集団です！
大手企業が集約する愛知県において創業当時から一貫して
自動車部品、建設工具やオーダーメイド品などを単品･小ロットメインに
あらゆるニーズに応えてまいりました。
現在、自動車業界をはじめ、医療分野まで広範囲に及んでおり
全国から世界各地に活躍の場を広げております。

巻き線、高圧コイルの制作
バーコイル絶縁
ナマコ:400～1700㎜ 亀甲:350～1400㎜ ピッチ:50～430㎜
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 高圧ステーターコイル抜き取り作業。
真空処理、乾燥。
業務提携したい内容

本支店 熱田支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 大型、中型高圧ステーターコイルの制作、コイル入れ及び接続工程ま
Ｐ Ｒ で、試作、量産対応可能です。

弊社は静岡県浜松市にてウレタン成形一筋３５年になります。
弊社の基本姿勢は、独自の成形技術と独自の感性を発揮し、国内での生産を貫
く事です。
・高精度で小ロット・多品種な製品
・成形が複雑で時間のかかる製品
・技術的に難易度の高い特殊な製品
新しい発想から生まれた、まだ市場に無い新開発製品など、国内でしか生産出
来ない製品造りで業界のオンリーワンに挑戦しています。
人が触れる部分全般を多品種なウレタン素材での提案が可能です。

企 業 弊社は塗装のデパートです。金属、ゴム、プラスチックなどへの塗装
Ｐ Ｒ は、何でもお任せ下さい。
受注したい（売りたい）業務の内容
各種設備や塗装技術により、少量の試作品から量産品まで対応させて
いただきます。また新しい塗装仕様にも、弊社の技術力、開発力を生
かし、積極的にチャレンジしています。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

塗装効率のよい塗装設備がありましたら、検討させていただきます。
業務提携したい内容
塗装品を取り扱われている板金加工や樹脂成型を行う企業様を探して
います。

モーター分解・組立。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ナゼロ 株式会社

B-30

日研工業 株式会社

B-31

住 所 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町205-2番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

view 株式会社

B-35

住 所 〒452-0962 愛知県清須市春日川中７９－２

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 平野鋳造所
〒436-0226 静岡県掛川市遊家336-15

ＴＥＬ

0566-36-1321

ＴＥＬ

052-982-8300

ＴＥＬ

052-508-4835

ＴＥＬ

0537-26-5258

FAX

0566-36-1329

FAX

052-982-8301

FAX

052-508-4836

FAX

0537-26-3535

ＵＲＬ

www.nazero.co.jp

ＵＲＬ

http://nikkenkougyo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.view35.co.jp

ＵＲＬ

http://www.hirano-chuzo.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sakakibara@nazero.co.jp
担当者 榊原資浩

Ｅ-ｍａｉｌ info@nikkenkougyo.co.jp

写真貼付

担当者 出原亜気子

信用金庫 碧海信用金庫
簡単操作でベッドになるイス、ソファのパイオニア、ナゼロ。

担当者 代表取締役社長 平野 健志

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 名北支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ office@hirano-chuzo.co.jp

担当者 畑中 宏道

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 知立支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@view35.co.jp

B

機 能・性 能 の 高 度 化

住 所 〒448-8540 愛知県刈谷市今川町花池53番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 西山支店

本支店 朝明支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ eigyoubu@hikari-toso.co.jp
担当者 営業課長 大橋 健

信用金庫 浜松いわた信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 半城土支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@hamaure.co.jp

信用金庫 島田掛川信用金庫

本支店 平田支店

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

成形基材にフィルムを貼り付けるTOM工法。フィルムを交換することで小
ロットにも対応可能です。金属調や、木目、カーボン柄などより付加価値の高
い意匠が製作できます。自動車内装の実績もあり、様々な形状にも対応可能で
す。端面処理は6軸ロボットとCO2レーザー加工機の組み合わせた機械で3次
元形状の端末加工を機械化することで、熟練したスキルを必要とした工程を機
械化できます。空気、水を汚さない環境に優しい加飾方法です。2011年より
取り組んでおりノウハウもあります。また金型、治工具等も自社で行うことが
出来るので、スピード感はどこにも負けません。

＜こんな方にオススメです＞
※滑りでお困りの方※床の塗替えをご検討の方※タイヤ跡等汚れが気になる方
※工場の新設・増設をご予定の方※工事の時間を取れない方
有機溶剤を含まない無溶剤UVコーティングで安全性：耐久性：施工性を確
立、工場等のエポキシ塗料床面や化学床、石、タイル等幅広い基材に密着致し
ます。さまざまなシーンで床面を長期的に保護し抜群の耐久力でメンテナンス
のトータルコスト削減に貢献致します。
＜無溶剤UVコーティング剤 ラインナップ＞
【エポキシ塗料施工用】【長尺・CFシート施工用】【石材タイル施工用】
※ツヤ有り、ツヤ消し、クリア仕上、骨材/防滑仕上 各種施工対応可。
※耐防汚性、耐薬品性、耐傷性 各種耐性施工可。

企 業
無欠陥鋳物により、お客様の技術革新を実現します。
Ｐ Ｒ

私たちは“健康デザイン”をテーマに、年齢や性別に関わりなく、
“誰にでも、何処にでも使える家具”を目指しています。
簡単操作でベッドになる「スリーパーソファ」「スリーパーチェア」、
ベッドに変身する2脚の椅子「ラウンジチェア2脚セット」を展示致します。
社内の休憩スペースなどで場所を有効活用できる、ベッドになる
イス・ソファをぜひご覧ください。

受注したい（売りたい）業務の内容
鋳物の特徴である自由な製品形状を形作りながら、内部欠陥を抑えた
素材により、鍛造品と同等の強度と靱性を実現します。
重要部品、試作開発品の受注をお待ちしています。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
鋳造用模型（木型、発砲型）の製作企業様を探しています。
業務提携したい内容
鋳造品の機械加工、表面処理を行って頂ける企業様を探しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-32
住 所

株式会社 日章

〒480-0126 愛知県丹羽郡大口町伝右2丁目100番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 八勝化成

B-33

住 所 〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目382番地

B-36

株式会社 藤田総合事務所

住 所 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水二丁目1番3号 ウィスマ清水201

丸北研磨 株式会社
（桑名三川商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-37

住 所 〒511-0123 三重県桑名市多度町北猪飼678番地

ＴＥＬ

0587-95-6600

ＴＥＬ

052-501-9623

ＴＥＬ

052-325-2590

ＴＥＬ

FAX

0587-95-4838

FAX

052-501-0214

FAX

052-325-2591

FAX

0594-48-5395

ＵＲＬ

nissho-mold.com

ＵＲＬ

httpｓ://www.hassyou.jp

ＵＲＬ

http://www.office-fujita.biz

ＵＲＬ

https://www.marukita-kenma.com/company.html

Ｅ-ｍａｉｌ nissho.hirato@chic.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 平戸 裕一郎

Ｅ-ｍａｉｌ nobutaka@hassyou.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@office-fujita.biz

担当者 主任 佐治 暢隆

担当者 藤田 昌宏

信用金庫 愛知信用金庫

信用金庫 いちい信用金庫

窯業用プレス型・乗用車用プレス型・鋳造型の設計製作を行い、軽切
企 業
削材から高硬度難削材の加工ノウハウを有し、五軸加工機、三次元ス
Ｐ Ｒ
キャナー等を駆使する事で幅広いニーズにお応えいたします。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

プラスチック製品の中の熱硬化性及び熱可塑性の樹脂を生産している会社で
す。
特に熱硬化性製品については、圧縮・横射出・立射出での生産方法で物作りが
できます。

0594-48-3230

Ｅ-ｍａｉｌ marukita@ccnetmie.ne.jp
担当者 水谷 敏史
信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 名北支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
各種金型及び，金型部品関係

写真貼付

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 山田支店

本支店 愛北営業部

27

ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 多度支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
私たち株式会社 藤田総合事務所は2013年に「土地家屋調査士・行政書士」
の事務所として開業以来、土地･建物の表示に関する登記申請業務や境界確定
測量、土地境界トラブルの解決に向けてのご相談、市街化調整区域における農
地転用・建築許可申請のご相談等、不動産に関する専門家として名古屋市を中
心に迅速丁寧に業務を行ってまいりました。
近年は経済状況の変化に伴いニーズの多様化、トラブルが複雑化しておりま
す。私たちはお客様にご満足いただける質の高いサービスを提供するには、最
新の専門的な知識と高度な技術、周辺知識の習得が不可欠であると考え、最新
機器を使った3D測量やドローン空撮事業に力を入れています。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は、ものづくりの現場で活躍する、産業機械用向け刃物の販売・再研磨
(目立て）を行っている事業所です。
メイドインジャパンの品質向上と顧客の技術の底上げをお手伝いし、コスト
ダウンをご提案いたします。
近年特に当社で力を入れている事業として、最新設備導入したヘリカルダイ
ヤモンド刃物（木工機械向け）の再研磨とコールドソー（鋼材切断向けスロ
アウェイ刃物）の再研磨です。両商品も一貫して再研磨できる再研磨事業所
はほとんどありません。
是非お問い合わせください。

私たちは情熱をもって日々研鑽を積み、軽快なフットワークでお客様を全力
でサポートさせていただきます。

28

ガイド
ブック
掲載者

丸成金属塗装 株式会社
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町3762-8

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ミツワ製作所

B-38
住 所

〒441-0104 愛知県豊川市平井町堀ノ内27番地の2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Ｂ-41
住 所

八幡鍍金工業 株式会社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-42

有限会社 ユニオンシステム

住 所 〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1589-1

〒454-0036 愛知県名古屋市中川区二女子町5-52

ＴＥＬ

053-449-1133

ＴＥＬ

0533-78-3868

ＴＥＬ

052-351-7241

ＴＥＬ

0572-53-2655

FAX

053-449-1888

FAX

0533-78-3868

FAX

052-351-7244

FAX

0572-53-2675

ＵＲＬ

http://www.marusei-tosou.com/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://ｗｗｗ.ｙａｗａｔａ-ｍｋ.ｃｏ.ｊｐ

ＵＲＬ

http://www.gifu-union.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ malusei@tea.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 平山 多久磨

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ mitsuwa@gmail.plala.or.jp

写真貼付

本支店 土岐市駅前支店

本支店 篠原支店

本支店 小坂井支店

本支店 金山支店

企 業
試作・小ロットから量産まで幅広く対応いたします。
Ｐ Ｒ

キャンピングカーシートの骨組みの製造をはじめ 釣り具に至るま
企 業
で、常にお客様のニーズに応え、お客様の”欲しい”を形にする企業
Ｐ Ｒ
でありたいと思っています

企 業
積極的精神で前向きなチャレンジをする会社です。
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

金属・非鉄金属の表面処理のご相談をお待ちしております。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業種は問いません。自社は様々な分野のお客様を探しています。

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

宮越工芸 株式会社

B-39

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 量産から小ロットの精度に対応し、研磨精度を出せる会社を探してい
ます。
業務提携したい内容

業務提携したい内容
各社の得意分野・アイディアを融合させ、新しい“モノ”を製作して
いきたい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-40
住 所

株式会社 モア・リビング

業種は問いません。自社は様々な分野のお客様を探しています。

ラッティーツイスター
（木曽岬町商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

B-43

住 所 〒498-0815 三重県桑名郡木曽岬町白鷺598-241

〒437-0056 静岡県袋井市小山1051-1

電気通信設備、エネルギー設備でお客様の暮らしを快適に、最適なシステムを
ご提案します。グループ会社では不動産事業も始め、双方地域密着でお客様に
良い情報や工事を提供出来るよう、心がけております。
☆防弾ガラスの技術を応用した、純度100％無機質ガラスコーティング☆
幅広い製品に施工が可能であり、どのような地域・環境でも使用可能。一部抗
菌施工が可能。
『紫外線に強い・汚れにくい・キズがつきにくい・剥がれにくい・持続性が
高い素材！』
「ガラスコーティング」を通じて、環境改善（保護、美化、再生、+抗菌）及
び防災（飛散防止、防滑）をご提案します！
◎今回も、スマートフォン、タブレット、眼鏡にコーティングが可能（有料）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

リンクウィズ 株式会社

B-44

住 所 〒435-0042 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1044-2

ＴＥＬ

0766-20-3860

ＴＥＬ

0538-41-3070

ＴＥＬ

0567-69-0678

ＴＥＬ

053-401-3450

FAX

0766-20-3861

FAX

0538-44-0783

FAX

0567-69-0678

FAX

053-401-3451

ＵＲＬ

http://www.miyakoshikogei.co.jp

ＵＲＬ

https://www.more-living.jp/

ＵＲＬ

https://www.rattytwister.com

ＵＲＬ

http://linkwiz.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ billken@miyakoshikogei.co.jp

写真貼付

担当者 高瀬 篤

Ｅ-ｍａｉｌ fukurou@more-living.jp

写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 浜松いわた信用金庫
本支店 久能支店

企 業 建材製品や非建材製品などに焼付塗装を行う塗装会社です。また、弊
Ｐ Ｒ 社独自の特殊塗装技法を生かしたクラフト品も販売しております。

自社製品の家具の開発・製造・販売をしています。リビングに調和し
企 業
た高級感ある畳ユニット。畳の下は大容量の収納。組立簡単。大人2
Ｐ Ｒ
人 60分で本格的な和の空間が作れます。

自社製品の家具を販売していただける取引先や店舗

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
家具販売店 リフォーム業 ネットショップ店

業務提携したい内容

業務提携したい内容

写真貼付

担当者 藤木将人

本支店 高林支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容

工場焼付塗装全般

Ｅ-ｍａｉｌ contact@linkwiz.co.jp

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 弥富南支店

本支店 本店営業部

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

担当者 代表 高井主馬（タカイカズマ）

担当者 大石佳保里

信用金庫 高岡信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ info@rattytwister.com

B

機 能・性 能 の 高 度 化

〒933-0951 富山県高岡市長慶寺995

住 所

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 愛知信用金庫

信用金庫 蒲郡信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ union@gifu-union.co.jp
担当者 廣畑 淳子

担当者 代表取締役 中島 啓輔

担当者 三輪 哲也

信用金庫 浜松いわた信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ ｍｅｋｋｉ＠ｙａｗａｔａ-ｍｋ.ｃｏ.ｊｐ

2001年2月創業。つり具メーカー。
商品は疑似餌（ルアー）、つり竿、釣糸等、リールに付属するパーツ（金属
パーツ、ガスケットなど）類の、リール本体以外の釣り商材すべて。
取扱店は沖縄を除く北海道から四国・九州エリア。取扱い店舗数は90店舗以
上。海外（中国、韓国。商社を通じては台湾、マレーシア、シンガポール等）
にも輸出あり。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

3D溶接ビード検査ロボットシステム「L-QUALIFY」
溶接工程での治具検査・目視検査のロボット化を実現！
産業用ロボットに3Dスキャナと「L-QUALIFY」を組み込むことで
溶接ビードの3D形状をロボットが検査。
不良品を流出させない全数検査を実現します。

畳製造業（畳の購入）・設置業者（地域に依る）

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 森工芸

住 所 〒510-0001 三重県四日市市八田1丁目12-29

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 山下製作所
〒510-8111 三重県三重郡川越町当新田432-1

ＴＥＬ

059-332-8997

ＴＥＬ

FAX

059-332-9119

FAX

059-364-0879

ＵＲＬ

https://www.yamashita-seisakusyo.co.jp

ＵＲＬ
Ｅ-ｍａｉｌ mori-kougei@rose.plala.or.jp

写真貼付

担当者 森 民郎

059-364-2025

Ｅ-ｍａｉｌ makoto@yamashita-seisakusyo.co.jp

写真貼付

担当者 代表取締役 山下誠

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 羽津支店

本支店 朝明支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社はNC旋盤M/C加工設備を43台所有し、SUS・鉄・アルミ等の
企 業
精密部品加工を行っています。小ロット品から量産品と幅広く対応し
Ｐ Ｒ
新しい技術に挑戦し続けています。
受注したい（売りたい）業務の内容

有限会社森工芸は、プラスチック加工、エンプラ部品、機械カバー等の制作を
得意とし、加工品を高品質かつ短納期でご対応しております。
小ロット、多品種での生産を得意とし、マシニングセンター、NC旋盤、NC
ルーターを活用しさまざまな樹脂加工に対応しております。
弊社では長年積み重ねてきた技術、知識、経験を活かし、お客様にご満足いた
だけるサービスがご提供できるよう、日々努力しております。

材料サイズΦ20～Φ100までのステンレス・鉄・アルミ等の金属部
品加工製品。ロット100～500ヶ。材料六角材・四角材、発注ロッ
ト数量相談に応じます。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 材質ステンレス・鉄・アルミで寸法精度公差±0.05の部品加工。
ロット数量、材料サイズ相談に応じます。
業務提携したい内容

29

30

ガイド
ブック
掲載者

企 業・製 品 紹 介

観光・地域振興

住 所

株式会社 アトリエTACHI

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 大野路

C-5

住 所 〒410-1231 静岡県裾野市須山２９３４－３

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町15-19

ＴＥＬ

(055)998-1567

ＴＥＬ

0767-62-1111

FAX

059-328-4401

FAX

(055)998-1310

FAX

0767-62-1121

ＵＲＬ

https://www.atelier-tachi.com/

ＵＲＬ

http://www.oonoji.co.jp

ＵＲＬ

Ｅ-ｍａｉｌ atelier-tachi@sky.plala.or.jp

写真貼付

C-1
住 所

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

「定型様式」
C-2

伊勢とこわかや 株式会社

住 所 〒519-0607 三重県伊勢市二見町西1004-54

〒511-0009 三重県桑名市大字桑名476-90

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

富士の麓、裾野市で天然芝の広々としたオートキャンプ場や、ホロホロ鳥やダ
チョウのお肉の食べ比べができる、いろいろ焼が人気の和風食事処、富士山を
見ながら入浴できる展望風呂を備えた旅館を営んでおります。敷地内には他に
露天風呂やパターゴルフ場、親子で遊べるアスレチック・親子チャレンジ広
場、マスの釣り堀を併設し、存分にアウトドアライフをお楽しみいただけま
す。周辺には富士サファリパークや富士山こどもの国、御殿場アウトレット
モールなど遊び所も盛りだくさん！伊豆や箱根、富士五湖にも足を伸ばしやす
い立地にあり、観光の拠点としても大変便利です。2020年東京オリンピック
の男子自転車ロードレースが目の前を通るコースに決まり、これからますます
の観光客の増加が見込まれます。

和倉温泉に4つの趣の違う宿がございます。加賀屋・あえの風・松乃碧・虹と
海、また金沢駅前に料理旅館金沢茶屋がございます。皆様のご予算・旅行目的
に合わせてお選びいただけます。会社の周年イベントや社員旅行、永年勤続等
福利厚生又は家族のお祝いに如何でしょうか。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

FAX

0594-84-7356

ＵＲＬ

http://aff987.com/

ＴＥＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ando@aff987.com

FAX

0596-43-1000

ＵＲＬ

https://tokowakaya.com/

Ｅ-ｍａｉｌ jun@tokowakaya.com

写真貼付

担当者 中村純

担当者 安藤 恭子

0192-55-3111

ＴＥＬ

0576-24-1000

FAX

0192-55-3500

FAX

0576-23-0071

ＵＲＬ

https://www.capitalhotel1000.jp

ＵＲＬ

http://www.gero-spa.com

Ｅ-ｍａｉｌ matsuda@capitalhotel1000.jp

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

住 所 〒468-0012 愛知県名古屋市名東区本郷2-1

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

②防災等視察研修プラン（企業、団体）
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
ホテル運営に係る備品、装飾品等

下呂のお湯は泉温、84度という高い温度で湧いている正真正銘の天然温泉で
す。 泉質はアルカリ性単純泉、無色透明、ほのかな香りととてもまろやかな
お湯。お肌に優しくからんで、絹のようにスベスベにしてくれます。また、温
泉の集中管理をしておりすべての加盟旅館で同じ泉質の源泉にご入浴いただけ
ます。是非、団体旅行・個人旅行にお越しください。

業務提携したい内容
東北方面へ社員研修等を実施する企業、団体へ研修カリキュラム作成
のお手伝い（防災等視察研修など）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-4

株式会社 オーアンドケー

住 所 〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南1-117

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-9
住 所

小岩井農牧株式会社 小岩井農場

〒020-0507 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 GF

C-10
住 所

〒454-0828 愛知県名古屋市中川区小本2丁目4-30

ＴＥＬ

052-800-1920

ＴＥＬ

052-877-2887

ＴＥＬ

019-692-4321

ＴＥＬ

052-880-8887

FAX

052-800-1930

FAX

052-877-2899

FAX

019-692-0303

FAX

052-880-8881

ＵＲＬ

www.evis-inc.com

ＵＲＬ

https://www.oandk.ne.jp/

ＵＲＬ

www.koiwai.co.jp

ＵＲＬ

http://www.globalfindjp.net/

Ｅ-ｍａｉｌ info@evis-inc.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ koyake@oandk.ne.jp

写真貼付

担当者 小宅 知行（コヤケ トモユキ）

担当者 杉浦正明
信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 西山支店

31

信用金庫 高山信用金庫

➀東北方面への各種宿泊･宴会旅行プラン（企業、団体）
伝統的な技法を用いて製造されたハンカチ・手ぬぐい・袋物・御集印帖などの
卸売り。小ロットからオリジナルハンカチ・手ぬぐい・袋物・御集印帖などの
受注生産を承ります。

業務提携したい内容

エバイス 株式会社
【フォレストアドベンチャー・新城】

担当者 松村 優也

企 業 東日本大震災津波後の`13年再建。皆様のご支援に感謝しながら陸前
Ｐ Ｒ 高田の復興のシンボルとして地域経済をけん引して参ります。

ノベルティグッズ導入をお考えの企業様をご紹介いただきたいです。

C-3

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ matsumura@gero-spa.com

受注したい（売りたい）業務の内容

パッケージング、グッズ専用台紙のデザイン・印刷など

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C

本支店 下呂支店

受注したい（売りたい）業務の内容
食品サンプル技術を使用したノベルティグッズの製作依頼

写真貼付

本支店 高田支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

業務用食品サンプル製作、ショッピングセンターでの食品サンプル製
企 業
作体験教室のほか、企業・お店や地域で自慢の商品をグッズ化、小
Ｐ Ｒ
ロットから受注生産しております。

住 所 〒509-2202 岐阜県下呂市森922-6

〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字長砂60-1

信用金庫 気仙沼信用金庫

本支店 御園支店

本支店 馬道支店

一般社団法人 下呂温泉観光協会

ＴＥＬ

担当者 松田 修一

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

C-8

観 光・地 域 振 興

0594-84-7355

キャピタルホテル1000 株式会社

C-7
住 所

0596-43-0100
定型かフリーのいずれかを提出

ＴＥＬ

信用金庫 のと共栄信用金庫

本支店

・イベントにおけるバルーン装飾
・販促、PRのためのオリジナルバルーン制作

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ h.mori@kagaya.co.jp
担当者 森 浩子

信用金庫 沼津信用金庫

本支店 羽津支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ oonoji@nifty.com
担当者 渡辺

担当者 舘 恭子
信用金庫 桑名三重信用金庫

ブースNo.

安藤食品サンプル製作所
（桑名商工会議所）

住 所 〒926-0192 石川県七尾市和倉町ヨ部80番地

059-328-4400

受注したい（売りたい）業務の内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

和倉温泉 加賀屋

C-6

ＴＥＬ

企 業 オリジナルデザインのバルーンを使った販促、バルーン装飾でお客様
Ｐ Ｒ の期待を超える空間を演出致します！

C-1 ～ C-21

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Ｅ-ｍａｉｌ t_takayama@koiwai.co.jp

写真貼付

担当者 高山勉

本支店 鳴海東支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

自然の森の中で様々な課題を解決しながら進める研修プログラムです。問題に
直面した時、それに対して自己の意志と行動力でどう対応するのか、また自分
一人で解決できない時は目的を達成する為に他人と協力することが必要となり
ます。課題や目標に対し【チーム】として役割を分担し、一定のルールのもと
に課題解決に集中しなければなりません。その過程でリーダーシップやチーム
ワークを認識し【チーム】の重要性を学ぶとともに、個人の行動変容が促され
ます。人の都合を考慮してくれない自然を相手にすることで、自分が変わるこ
とで状況を変えられることを学びます。自分や【チーム】の中にある可能性を
見つけ、チャレンジする勇気を身につけ、成功体験を積むこと。そして自信を
つけ未来に向かって思考することができるようになることがゴールです。困難
を伴う野外活動で、課題を通し自然と相互理解・コミュニケーションを図り、
個人と【チーム】が成長していくことに着目して生まれた研修プログラムで
す。

日本初の軽トラックキャンピングカー『トラベルハウス』のご紹介です。
従来のキャンピングカーは「価格が高い」「不要な設備が多い」「維持費が高
い」など、購入をためらってしまう要素がたくさんありました。
そこで誕生したのが『旅する家トラベルハウス』です。軽トラックの荷台に
シェルを載せるタイプなので維持費も安く、安心の低価格、さらにシェルの中
はユーザー様がご自身でカスタマイズできるようになっています。世界に1台
だけのキャンピングカーで夢のキャンパーライフを実現させましょう。
今回の展示イベントでは一般ユーザー様へのご紹介はもちろん、エリア内の二
次販売店の募集も同時に行っています。
まずはお気軽にブースにお立ち寄りいただき、トラベルハウスを体験してみて
ください！たくさんのご来場をお待ち申し上げております。

写真貼付

担当者 部長 浅井 紀旭

信用金庫 盛岡信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ asai.nori.gf@gmail.com

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 本店

本支店 金山支店

明治２４年創業、総面積３０００haの民間総合農場。創業３氏の頭
企 業
文字から「小岩井」と命名。不毛の原野に開墾のクワが入って１２８
Ｐ Ｒ
年。数知れず訪れた宮沢賢治も「聖なる地」と作品で記した。

女性目線で選んだカラダによい化粧品を中心に卸販売をしておりま
企 業
す。国内販売だけでなく、自社ＰＲにて中国、ベトナムなど東南アジ
Ｐ Ｒ
アへ商品の提供をしております。

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

小岩井農場を基盤とした産業観光、エコツーリズムを開催していま
す。農場の美しい風景や歴史、２１棟の国指定重要文化財、現在も挑
戦し続ける生産現場の様子等、ご視察や研修旅行等に好適です。

化粧品を販売できる店舗様を探しております。また、化粧品（一部日
用品）をお歳暮やお中元としてもご準備しておりますので、ノベル
ティ企業様や一般企業様もご検討頂ければと思います。

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 効果、実感のあるカラダやお肌に良い化粧品を探しております。スキ
ンケア、基礎化粧品などカテゴリーは問いません。
業務提携したい内容
化粧品メーカー様との販売代理店（海外含む）契約。
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-11

株式会社 ＪＴＢ 名古屋事業部

住 所 〒453-6106 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12

グローバルゲート6Ｆ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-12

しずおか葵プレミアムAWARD

住 所 〒424-8701 静岡県静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎5階

ﾌﾞｰｽＮｏ．

玉城町商工会

C-16

住 所 〒519-0415 三重県度会郡玉城町田丸104

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ツアー・ステーション

C-17
住 所

〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字西前282番地1

ＴＥＬ

052-551-2413

ＴＥＬ

054-354-2407

ＴＥＬ

0596-58-3211

ＴＥＬ

057-93-1128

FAX

052-446-5079

FAX

054-354-2132

FAX

0596-58-6624

FAX

0587-93-3491

ＵＲＬ

http://www.jtb.co.jp/shop/houjinnagoya/

ＵＲＬ

http://www.city.shizuoka.jp

ＵＲＬ

ＵＲＬ

https://www.ts-cruise.jp

Ｅ-ｍａｉｌ h_matsunami705@jtb.com
担当者 松並 宏直

担当者 北山勝彦

担当者 静岡市経済局商工部 阿部・朝比奈

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 上口支店

本支店 経営相談部

本支店

本支店 柏森支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

JTBグループは日本全国各地域に正対し、様々な人流、物流、商流を生み出
し、
交流を創造することによって社会課題解決と地方創生に貢献する地域交流事
業に取り組んでいます。
JTBグループのソリューションメニューとして「調査・分析に基づいた戦略
策定」「旅行商品開発・販売」「特産品を核とする集客交流」「旅行商品イ
ベント等による創客」「プロモーション」「人財育成・ソーシャルソリュー
ション」「地域マネジメント」「観光ICT、AIの活用」「ヘルスケア」等様々
なメニューをご用意しております。

静岡市産の５つ星！「しずおか葵プレミアム」
静岡市では、文化や技術、自然など多彩な地域資源を活かした付加価値の高
い商品・製品を静岡市ブランド「しずおか葵プレミアム」として認証してい
ます。
また、平成29年度より、市民投票で選ばれた100年先まで大切に残していき
たい商品を「しずおか葵プレミアムAWARD」として認証し、PRや販促活動
等のサポートを行っています。
ぜひ、「静岡市産」の５つ星をお楽しみください！

三重県南部、伊勢志摩エリアに位置する玉城町は、古来より伊勢神宮の宿場
町として、また熊野古道伊勢路と伊勢本街道（初瀬街道）が交わる交通の要衝
として栄えた。お伊勢参りを済ませた巡礼者が熊野三山を目指す出発点となっ
たのが田丸である。今年、熊野古道も世界文化遺産登録15周年を迎える。ま
た、町のシンボル田丸城跡は、1336年の築城で、現在も天守台、石垣、外
堀、内堀などの遺構が残されており、一昨年続日本100名城に選定された。
歴史・伝統文化の漂う町の観光資源、特産品を活用した新商品のＰＲと販路
開拓を支援する。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

静岡おみやプロジェクト

C-12

住 所 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート6階

静岡市産業振興課

C-13
住 所

株式会社 DSA

C-18

住 所 〒486-0967 愛知県春日井市味美西本町2263-5

〒422-8007 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目1-10

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@tourstation.jp
担当者 代表取締役 加藤 広明

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 静清信用金庫

信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ tamaki@samba.ocn.ne.jp

Ｅ-ｍａｉｌ sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp

地中海、バルト海など世界の海域を自ら企画し、外航クルーズ船添乗
企 業
日数900日は国内トップ。クルーズ有識者として観光庁、中部運輸
Ｐ Ｒ
局と共に「クルーズ振興を通じた地方創生」に取り組む。
受注したい（売りたい）業務の内容
クルーズが安い！イタリアから日本にやってきたお洒落なクルーズ。
今や1泊1万円台の時代。有給休暇義務化に伴い能動的に取得した
り、自由が多く参加率が高いクルーズは社員旅行にも最適。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
法人福利厚生として、有給休暇取得、社員旅行に対し社員、組合にク
ルーズ情報を提供してして下さる企業との業務提携を求めます。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

中埜総合印刷 株式会社

C-19
住 所

〒475-0876 愛知県半田市東天王町1-8

054-275-1655

ＴＥＬ

054-281-2100

ＴＥＬ

0568-34-0106

ＴＥＬ

0569-21-2426

FAX

054-354-2656

FAX

054-284-3987

FAX

050-3488-2101

FAX

0569-23-0772

ＵＲＬ

https://www.b-nest.jp

ＵＲＬ

www.city.shizuoka.jp

ＵＲＬ

http://www.drone.aichi.jp

ＵＲＬ

http://www.nakanoprint.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@b-nest.jp

Ｅ-ｍａｉｌ zushi_bk@city.shizuoka.lg.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@drone.aichi.jp

担当者 静岡市産学交流センター事務局 高見

担当者 頭師雅之

担当者 梅原丈嗣

信用金庫 静清信用金庫

本支店 業務サポート部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企
Ｐ

業 ・「ミツカン」の関連会社として創業１３５年の印刷・プロモー
Ｒ ション企画会社です。
受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
静岡市の伝統工芸事業所の持つ技術や商品
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 知多信用金庫

本支店 味美支店

企 業 伝統ある静岡市の木製挽物・漆器・蒔絵・竹千筋細工などの伝統工芸
Ｐ Ｒ 品を中心とした地場産品をPRします。

静岡の地域資源を活用した商品開発
これぞ本命!! 静岡の「味力（みりょく）」ある商品ご紹介します!!
「静岡おみやプロジェクト」は、静岡の豊富な地域資源を活かし、個店の力
を高める商品開発を目指すプロジェクトです。約10ヶ月をかけ、アドバイ
ザーを交えて商品開発から販売拡大まで一貫して学び、実践します。
静岡自慢の技術を結集して作られた逸品をぜひお楽しみください！

静岡挽物

Ｅ-ｍａｉｌ hiroshi.kutsuna@nakanoprint.co.jp
担当者 久綱 啓資

信用金庫 東春信用金庫

信用金庫 しずおか焼津信用金庫

本支店 経営相談部

写真貼付

観 光・地 域 振 興

C

ＴＥＬ

弊社は、東海３県で初めてDPA（ドローン操縦士協会）の認定を受けた、
国土交通省の講習団体のドローンスクールです。
我々は、災害時にもこの無人航空機を利用して救助者の発見などに大いに貢
献できると思います。
また、平成２９年には全国で初めて総務省・消防庁と災害協定を締結した団
体であり、最近では３月２６日に名古屋市とも災害協定を締結したドローンス
クールでございます。

・食品メーカー、外食チェーン店、製造メーカー、官庁関係等のお
客様へ販売促進、店頭プロモーション、メニュー制作等を企画提案
から印刷製造まで一括受注。観光情報誌・スポーツ情報誌の発行。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ・企画、編集、制作、Ｗｅｂ編集等を協力して頂ける取引先を希望
しています。
業務提携したい内容

業務提携したい内容
静岡市の伝統工芸品等を取り扱いいただける事業所を探しています

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-14

株式会社 高山グリーンホテル

住 所 〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町２丁目180

ﾌﾞｰｽＮｏ．

多気町商工会

C-15
住 所

〒519-2181 三重県多気郡多気町相可1687-8

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

C-21

一般社団法人
飛騨・高山観光コンベンション協会

住 所 〒506-0011 岐阜県高山市本町１丁目２番地

〒025-8601 岩手県花巻市花城町9-30

ＴＥＬ

0577-33-5500

ＴＥＬ

0598-38-2117

ＴＥＬ

0198-24-2111

ＴＥＬ

0577-36-1011

FAX

0577-34-4434

FAX

0598-38-2296

FAX

0198-24-0259

FAX

0577-36-0091

ＵＲＬ

https://www.takayama-gh.com/

ＵＲＬ

http://taki-shokokai.jp/

ＵＲＬ

https://www.city.hanamaki.iwate.jp

ＵＲＬ

http://www.hidatakayama.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ casa@takayama-gh.com

写真貼付

担当者 笠木 哲

Ｅ-ｍａｉｌ n-suzuki@mie-shokokai.or.jp

写真貼付

担当者 鈴木 伸昭

信用金庫 高山信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ kanko@city.hanamaki.iwate.jp

本支店 本店

企 業
三重県多気町の地域産品の数々を様々ご紹介しております。
Ｐ Ｒ

企 業 高速交通が整備され、東北最大級の温泉郷を有し、宮沢賢治等の先人
Ｐ Ｒ を輩出した「いわて花巻」をPRします。

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

担当者 駒屋 義明

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
○花巻市の観光・イベントの情報
○花巻市の移住・定住の情報
○花巻市の起業化支援の情報

三重県多気町で生産された様々な地域産品
商 談
ニーズ

写真貼付

本支店 営業統括部

本支店 相可支店

受注したい（売りたい）業務の内容

Ｅ-ｍａｉｌ kankou@hidanet.ne.jp

信用金庫 高山信用金庫

信用金庫 花巻信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

飛騨高山の中心にあり、和風情緒とホテルの機能性を備えたホテル。自家源泉
の温泉も人気。お食事は飛騨牛中心の和食やバイキングなど飛騨の食文化を召
し上がっていただきます。是非、団体旅行・個人旅行にお越しください。

写真貼付

担当者 観光課観光物産係主任 太田 岳

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 駅西支店

33

花巻市

C-20

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

飛騨高山は、江戸時代から続く古い町並みが残り、万葉集にも登場する「飛騨
の匠」の伝統技術が今でも生活の中で息づく町です。
飛騨山脈（北アルプス）、白山連峰等の山々に囲まれた自然豊かな町でもあ
り、平成１７年に周辺の町村と合併し、日本一広い市となり「奥飛騨温泉郷」
「国宝安国寺」「乗鞍岳」等豊かな観光資源に恵まれている飛騨高山へ是非お
越しください。

業務提携したい内容

34

アグリテック
(いなべ市商工会)

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-1

企 業・製 品 紹 介

ＴＥＬ

0594-78-2373

ＴＥＬ

0561-82-9611

FAX

0594-78-1852

FAX

0561-82-8381

ＵＲＬ

http://www.itoshoji.co.jp

ＵＲＬ

D-6

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ itoshoji@itoshoji.co.jp

東
京
ド
ム
に
て

担当者 伊藤孝巳

担当者 松田忠広

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 山口支店

本支店 阿下喜支店

D-1 ～ D-36

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ＥＳＣ

D-2
住 所

〒494-0003 愛知県一宮市三条エグロ82 三条センター2F

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

D-3

株式会社 イーズ中部

住 所 〒440-0876 愛知県豊橋市西松山町123番地3

052-265-5903

ＵＲＬ

http://www.wastebox.net

担当者 山森
信用金庫 岡崎信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は、30年にわたり園芸分野で数々のオリジナル商品を開発商品化して
きました。日本のハンギングバスケット器材のほとんどが当社のシステムで
す。大変ニッチ、でもトップなのです。そんな当社が、このたび世界に先がけ
開発したのが【グリーンシャンデリア】。新しい花飾り手法として注目の的に
なっています。最近の土を使わない新培地で育成された植物と、この【グリー
ンシャンデリア】でマンション等でも花緑いっぱいが楽しめるようになりま
す。私共は「令和元年を屋内緑化元年に・・・」します！

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 ウッドライン
〒498-0807 三重県桑名郡木曽岬町西対海地132-2

省エネ設備の導入や再生エネルギーの導入などによるCO2削減量は、「Ｊ－クレジット制
度」を活用することで、Ｊ－クレジットとして権利化することができます。
Ｊークレジット創出により、クレジットの売却益の他に、ランニングコストの低減、地球
温暖化対策への取組に対するPR効果、クレジット売買による新たなネットワークの構築な
どのメリットがあります。
下記のような活動を行うとＪ－クレジット創出の可能性があります。
・施設や工場における照明設備の更新(LED化)
・工場におけるボイラーや工業炉などの設備の更新
・バイオマスボイラーなど木質系の燃料を使用する設備への更新
ご検討中の企業、またＪ－クレジット制度にご関心のある企業を探しています！

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-7

株式会社 エコマスターズ

住 所 〒444-0524 愛知県西尾市吉良町荻原川中59

ＴＥＬ

0586－64－5307

ＴＥＬ

0532-39-8631

ＴＥＬ

0567-69-2770

ＴＥＬ

0563-32-1132

FAX

0586－64－5308

FAX

0532-39-8632

FAX

0567-69-2771

FAX

0563-32-2988

ＵＲＬ

http://esc-japan.jp

ＵＲＬ

http://es-chubu.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.woodline-jpn.com

ＵＲＬ

http://ecomasters.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ es-chubu@es-chubu.co.jp
担当者 佐藤 全弘

担当者 三宅 規晴

本支店 弥富南支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業
お客様の安全はもちろん従業員様が安心して働ける環境づくり
Ｐ Ｒ

D

信用金庫 西尾信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 曙支店

本支店 今伊勢支店

写真貼付

担当者 マネージャー 竹内貴仁

担当者 浅井章太郎

信用金庫 蒲郡信用金庫

信用金庫 いちい信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ takeuchi@ecomasters.com

Ｅ-ｍａｉｌ a-family@m3.cty-net.ne.jp

エ ネ ル ギ ー・環 境

Ｅ-ｍａｉｌ miyake@esc-japan.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@wastebox.net

CO2削減量は売却することが可能です！

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

052-265-5902

FAX

本支店 代官町支店

受注したい（売りたい）業務の内容

ブースNo.

ＴＥＬ

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

園芸用肥料の製造販売をしております。お客様のニーズに対応したオ
企 業
リジナル肥料・培養土の製造も対応しております。公園施設や庭園、
Ｐ Ｒ
農家の皆様や家庭用にご愛用頂いております。

公園施設や庭園施設向け、農家向け、家庭園芸用のたい肥・培養土の
製造販売

株式会社 ウェイストボックス

住 所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークデザインセンタービル7階

ー

エネルギー・環境

Ｅ-ｍａｉｌ nonotamada831@outlook.jp

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 伊藤商事

D-5

住 所 〒489-0972 愛知県瀬戸市西原町2-1-1

〒511-0275 三重県いなべ市大安町鍋坂2262-3

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 安定した品質の木質燃料や製紙原料をバイオマス発電所や製紙会社へ
Ｐ Ｒ 供給しています。

工場施設の「延命」と「環境改善」を得意とする会社です。

受注したい（売りたい）業務の内容
エアコン節電システム・防滑処理
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容
施設園芸用ヒートポンプを作業場・工場・倉庫・体育館・テーマパーク
イベント会場などの暑さ対策に、ご提案させて頂いています。
機器の特徴は、まる洗い出来消費電力のわりに風量の大きい機器です。
日本全国デモ機を持って現場で体感して頂けるよう提案をしている会社です。
※全国無料デモに伺います。レンタル機もあるのでお気軽に
お問い合わせください。

・水銀灯を取り替えるなら、LEDよりも断然「LVD」！

製紙用チップ、木質燃料などの仕入れや販売。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
製紙用チップ、木質燃料などの仕入れや販売。

業務提携したい内容

業務提携したい内容

エアコンの節電・防滑施工

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

小さな修繕・お掃除から、土木・建築工事まで、エコマスターズにお任せくだ
さい。

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 伊藤商会

住 所 〒507-0033 岐阜県多治見市本町2-6 伊藤商会ビルディング5F

〒430-0911 静岡県浜松市中区新津町216-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-8
住 所

株式会社 エムエムシー

〒487-0023 愛知県春日井市不二ガ丘1－20

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-9
住 所

株式会社 オキシー

〒920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目710

ＴＥＬ

053-424-9494

ＴＥＬ

0572-22-4335

ＴＥＬ

0568-37-2010

ＴＥＬ

076-286-1211

FAX

020-4664-7501

FAX

0572-22-4390

FAX

0568-37-2011

FAX

076-286-1150

ＵＲＬ

http://eti-sol.com/

ＵＲＬ

http://www.itoshokai-g.co.jp/

ＵＲＬ

http://m-m-c.jp

ＵＲＬ

http://www.oxy-i.com

Ｅ-ｍａｉｌ t-sugiyama@eti-sol.com

写真貼付

受注したい（売りたい）業務の内容
作業服に付着した油汚れ臭いに対して洗浄性が高く、コスト削減に繋
がる「作業服専用洗剤」の販売先、利用先を探しております。
発注したい（買いたい）業務の内容
効率良く洗剤が充填できる機械を探しております。
業務提携したい内容

写真貼付

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
<１．企業PR>
人と社会のエネルギーを供給します。
産業用ガス、燃料油から家庭用プロパンまでのエネルギーをご提案。
<２．商談ニーズ>
①発注したい（売りたい）業務の内容
・産業用燃料油、潤滑油
・工業用ガス
・業務用、家庭用LPガス
・業務用炭全般
②業務提携したい内容
・建築設計事務所
・工務店 等

Ｅ-ｍａｉｌ t-nagasaki@oxy-i.com

写真貼付

担当者 長﨑 倫之

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 本店営業部

家庭用の衣類用洗剤（主に泥汚れ専用洗剤）を展開して14年目にな
企 業
ります。培ったノウハウをベースに、様々な汚れに合った洗剤で経済
Ｐ Ｒ
コスト削減、環境に対するお手伝いをご提案いたします。

Ｅ-ｍａｉｌ mmc@m-m-c.jp
担当者 宮内忠久

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 富塚支店

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ info＠itoshokai-g.co.jp
担当者 伊藤 謙一

担当者 杉山卓麻
信用金庫 浜松いわた信用金庫

35

・のび～る塗膜で屋根・壁をしっかり保護し、建物の寿命を延ばす「防水遮熱
塗装」

仕入れ、販売ネットワークの拡充

株式会社 E・T・I

D-4

・水も洗剤も使わず、頑固な汚れをサッパリ落とす「ドライアイスブラスト」

信用金庫 金沢信用金庫

本支店 八田支店

本支店 粟崎支店

企 業 LEDランプ・器具の製造メーカです。設計からご提案、施工に至る
Ｐ Ｒ までトータルにサービスをご提供しています。

企 業
無駄を減らして利益を上げる方法をご提案します。
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

自社ブランドのLEDランプや機器と無電極ランプ、遮熱塗料
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
弊社のＬＥＤランプや機器・無電極ランプ・遮熱塗料を販売して頂け
る事業者

節水器具エコバルブ

工場・商業施設での動力エネルギーの削減提案・節水の提案
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
新規事業・新規部署を考えている方大歓迎
業務提携したい内容

36

ガイド
ブック
掲載者

活水プラント 株式会社

住 所 〒512-1204 三重県四日市市赤水町４番地７

ﾌﾞｰｽＮｏ．

加山興業 株式会社

D-10

住 所 〒442-0008 愛知県豊川市南千両2-1

有限会社 三共衛研

D-14
住 所

〒462-0035 愛知県名古屋市北区大野町3-9-1

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 SUNコーポレーション
〒442-0854 愛知県豊川市国府町中道12-1

ＴＥＬ

059-327-0600

ＴＥＬ

0533-89-0357

ＴＥＬ

052-846-7439

ＴＥＬ

0533-56-8872

FAX

059-327-0602

FAX

0533-84-3739

FAX

052-846-7441

FAX

0533-56-8873

ＵＲＬ

https://www.kassuiplant.jp/

ＵＲＬ

http://www.kayama-k.co.jp/

ＵＲＬ

www.sankyoeiken.co.jp

ＵＲＬ

http://www.sun-water.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ kassuipl@d5.dion.ne.jp

写真貼付

担当者 飯田祐史

◇企業PR
当社は、排水処理、廃棄物処理等、多数の機器システムの開発及び、水処理装
置、真空乾燥機、減圧炭化装置、各種プラント工事の設計施工、ろ床などに利
用する樹脂製品製造販売等を手掛けています。水・環境・資源を活かし、エコ
ロジーな社会に貢献しています。
◇商談ニーズ
排水処理装置、廃棄物処理設備、バイオマス利用設備等、さまざまな商品を開
発販売しております。バイオメッシュを主力とする排水処理は、高機能で経済
的です。また、真空乾燥機、油化炭化装置等は、廃棄物の減量化、肥料化に貢
献します。生ごみ粉砕機、丸太ボイラー、竹チップボイラー、農業温室暖房機
等、バイオマス関係の設備を多数用意しています。
◇業務提携したい内容
装置を理解し、ともに販売網を構築していただける企業を探しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

クマクラ工業 株式会社

D-11

〒505-0123 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字東洞31

環境ソリューション企業

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弊社は、環境ソリューション企業として、廃棄物のリサイクル業務を中核に、
環境事業も展開しております。
〇水100％再利用「バイオトイレ」の販促
〇100％自然エネルギー電力「GREENa」の販促
〇環境に負荷をかけない除菌タオル「プールス」の販促
〇チップ・RPF固形燃料の販売
〇解体事業
〇遺品整理

グローバル・エコロジー環境事業部
（㈲ハウスステージ）

D-12

〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目47番地

住 所

信用金庫 蒲郡信用金庫

本支店 城北支店

本支店 国府支店

木材の欠点を取り除ける「液体ガラス」を利用して、
企 業
今までにない新しい木材の価値ある材料を提供します。
Ｐ Ｒ
また、今まで諦めていた木材劣化を耐久性を伸ばす施工をします。

企 業 特殊な水の浄化装置販売による水の浄化事業の展開や野菜・魚が
Ｐ Ｒ 元気になる水、ほんもろこの佃煮の販売も行っております。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

無機質「液体ガラス」で木材劣化の早い神社仏閣、公園、保育園、ホ
テル、飲食店、造園、ログハウス、外壁、住宅の外構など屋内外の木
造構造物に耐久性を伸ばしたいお考えの取引先を探しています
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

水の浄化装置
ほんもろこの佃煮
野菜・魚が元気になる水
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

CSRの取り組みの１つでもある「ミツバチプロジェクト」より「国産ピュア
蜂蜜」の販売もしております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Ｅ-ｍａｉｌ info@sun-water.jp
担当者 小野 修

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 三蔵子支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sankyo@sankyoeiken.co.jp
担当者 宮田 勉

信用金庫 豊川信用金庫

本支店 生桑支店

住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ oodo@kayama-k.co.jp
担当者 大戸 貴寛

信用金庫 桑名三重信用金庫

業務提携したい内容

ビジネスパートナーを探しています

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 漆喰九一

D-15
住 所

〒462-0859 愛知県名古屋市北区神明町30

ﾌﾞｰｽＮｏ．

新和産業 株式会社

D-17
住 所

〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手1-38

ＴＥＬ

0574-67-0909

ＴＥＬ

052-737-2800

ＴＥＬ

052-981-3129

ＴＥＬ

058-213-4450

FAX

0574-67-1455

FAX

052-737-2801

FAX

052-982-8809

FAX

058-277-3418

ＵＲＬ

http://www.kumakura.co.jp/

ＵＲＬ

http://global-eco.nagoya/

ＵＲＬ

http://www.kuichi.net

ＵＲＬ

http://1.33.178.103/0001.html

写真貼付

担当者 井上

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sales@global-eco.nagoya
担当者 山本 宗志

信用金庫 東濃信用金庫

担当者 加藤 里江

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 御嵩支店

本支店 香流橋支店

企 業 『常に工夫を凝らし、優れた技術で社会に貢献する』という社是のも
Ｐ Ｒ と、幅広い業界で当社の空気輸送設備がお役に立っています。

企 業 環境対応型の防カビ・防菌剤、洗浄剤、コーティング剤、消臭剤、環
Ｐ Ｒ 境対応型洗浄工法などの企画、販売、施工を行っております。

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 製缶品の製造をお手伝い頂ける会社様や設置工事等を請け負って頂け
る会社様を探しています。

弊社商材を使用した環境対応型洗浄工法を施工していただける企業。

形六 有限会社 K6GmbH

D-13

住 所 〒476-0015 愛知県東海市東海町 1-8-1 Ｋ６ＧｍｂＨ

本支店 上飯田支店

本支店 本店営業部

企 業 安心で安全、健康的な住環境を目指し、天然素材のみを原料に漆喰を
Ｐ Ｒ 開発し製造・販売・施工をしています。

企 業 家庭から排出されるすべての「燃やせるゴミ」のリサイクルが可能で
Ｐ Ｒ す。トンネルコンポスト設備の国内取扱店です。

受注したい（売りたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
・職人さんの募集、リクルート業務の発注

業務提携したい内容
商材の販売代理店。または商材を貴社商材等と組合せ販売を行って頂
ける企業。商材を使用して施工を行って頂ける企業。

ガイド
ブック
掲載者

近藤工業株式会社 環境機器事業部

住 所 〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山5番地

受注したい（売りたい）業務の内容
ゴミ焼却施設業者の中で、今後複数施設を保有したい方、老朽化した
施設を見直したい方、弊社のコンポスト施設にチャレンジしません
か。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 弊社が提携先のアツワンガ社（イタリア）から、制御装置とともに技
術を輸入し、販売することになります。

業務提携したい内容

業務提携したい内容
特殊プラントの購入と、アフターフォローを請けて頂きます。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-18
住 所

親和木材工業 株式会社

〒509-0108 岐阜県各務原市須衛町7丁目178番地1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-19
住 所

株式会社 大光テクニカル

〒503-1384 岐阜県養老郡養老町下笠422-6

ＴＥＬ

052-825-3571

ＴＥＬ

0566-36-3811

ＴＥＬ

058-384-8784

ＴＥＬ

0584-35-1135

FAX

052-825-3578

FAX

0566-36-3812

FAX

058-370-2859

FAX

0584-35-1136

ＵＲＬ

www.kei6.co.jp

ＵＲＬ

http:/www.kogyo.kondo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.shinwa-m.com

ＵＲＬ

http://www.daiko-tec.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ t.kotani@kei6.co.jp

写真貼付

担当者 Kotani

写真貼付

本支店 知立支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ 水分除去率99.9999%不純物除去率1μ/99％
それは、新しい原理の発熱体
高効率自然触媒 消臭＊抗菌＊酸化防止/還元＊体質改善
有機物（油・ニオイ）を除去/分解 高い浸透力 洗浄剤
帯電防止用ゴムシート/導電性ゴムシート 帯電/爆発防止

写真貼付

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当事業部のスタートは1973年。環境への意識がまだそれほど高くない時代
に、いち早く「大空にきれいな空気を返すことが願い！」というキャッチフ
レーズを打ち出し、環境機器の専門メーカーとしての歩みを始めました。
現在では、生産設備から出る排ガスを処理する工業用排ガス処理装置のほか、
排ガス処理装置等の開発で培ってきた独自技術を活かした食品プラントや印刷
機器の開発・製造など、環境にやさしい独自技術を生かした多様な業務を展開
しています。
また総合建設業である近藤組を中心とする近藤グループの強みを生かし、工場
建設から生産プラントの立ち上げ・稼働まで一貫して取り扱えるのも、当社の
大きな特徴です。

Ｅ-ｍａｉｌ ino@daiko-tec.co.jp

写真貼付

担当者 古市 弘光

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 上野支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@shinwa-m.com
担当者 高野 千恵子

担当者 三島 博文

信用金庫 半田信用金庫

＊ＫＩＮＧ ＡＩＲ
＊ブラックヒーター
＊ＰＩＰ チタン
＊マルチクリーナー
＊エレリーク

Ｅ-ｍａｉｌ hmishima@kogyo.kondo.co.jp

D

担当者 佐々木／吉次

・漆喰施工の受注
・九一漆喰、刷毛塗り漆喰、こだま漆喰の販売
・仕上材の開発

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 岐阜信用金庫

環境対応型商材の販売先及び施工先。

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

環境でサスティナブル社会に貢献します

Ｅ-ｍａｉｌ administration.dept@okbnet.ne.jp

信用金庫 中日信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

当社製品（粉粒体の空気輸送設備、集塵機、タンク、サイロ等）の販
売や搬送機械設備のエンジニアリングなどを御検討頂ける会社様を探
しています。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sikkui@kuichi.net

エ ネ ル ギ ー・環 境

Ｅ-ｍａｉｌ sales1@kumakura.co.jp
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

信用金庫 大垣西濃信用金庫

本支店 蘇原支店

本支店 笠郷支店

企 業 国産材杉間伐材に付加価値の高い利用方法でキットハウス・ウッド
Ｐ Ｒ デッキ・フェンス・家具等開発し、営業展開をしていく。

弊社は環境対策に特化したコーティング剤の製造・販売・施工を行っ
企 業
ています。窓用遮熱塗料「エコガラスコート」、防汚・抗菌コート
Ｐ Ｒ
「smaco」をはじめ機能性コーティング剤を展開します。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
窓用遮熱塗料、防汚・抗菌コート剤、防カビコート剤、無機系コート
剤などの取り扱い

国産間伐材杉利用のミニキットハウス。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
異業種の製品と当社の製品で、新商品開発等の取り組みができる企業
との業務提携を希望。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
機能性コーティング剤原料、新素材原料
業務提携したい内容
塗料卸販売、塗装業、リフォーム会社、清掃業など
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 大中環境

D-20
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所 〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町2468

〒494-0012 愛知県一宮市明地字山中25番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-26

株式会社 日東コンクリート工業

住 所 〒470-0354 愛知県豊田市田籾町広久手614

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-27
住 所

浜島防災システム 株式会社

〒442-0826 愛知県豊川市牛久保町常盤18-3

ＴＥＬ

0586-69-1988

ＴＥＬ

053-485-1423

ＴＥＬ

0565-48-1280

ＴＥＬ

FAX

0586-69-1987

FAX

053-485-2536

FAX

0565-48-1011

FAX

0533-85-4334

ＵＲＬ

https://www.dc-env.com/

ＵＲＬ

http://www.trc-takada.jp/

ＵＲＬ

http://www.nitto-concrete.co.jp

ＵＲＬ

http://www.hamajimabousai.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ daichu-kankyo@daichu-env.com

受注したい（売りたい）業務の内容
・コスト削減と効率化にこだわった解体工事
・解体、地盤調査・改良、先行外構工事までの一貫工事
・空家の解体、更地活用
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ・重機や解体で使用する道具の開発
・解体工事など弊社と一緒に業界を盛り上げて頂ける協力業者様
業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

TSK 株式会社

D-22
0538-44-3663

FAX

0538-44-3999

ＵＲＬ

http://www.tskcorp.com

Co2の削減にMAGHEAT！

写真貼付

トーエイ 株式会社

D-23

発注したい（買いたい）業務の内容
MAGHEAT用ステンレス盤
業務提携したい内容
アルミニウムを加熱して加工している企業のCo2削減に貢献した
い。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 トーユウ

D-24

住 所 〒463-0043 愛知県名古屋市守山区喜多山南12-30

住 所

株式会社 林電機商会
〒507-0825 岐阜県多治見市京町1-134

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-28
住 所

有限会社 ハヤック

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字森下９番地１

0572-22-0552

ＴＥＬ

0564-66-0660

FAX

0562-83-8911

FAX

0572-25-6636

FAX

0564-25-5856

ＵＲＬ

https://www.toei-eco.co.jp

ＵＲＬ

https://hayashidenki.co.jp

ＵＲＬ

ｓｈｏｕｅｎｅ－ｈａｙａｃｋ．Ｃｏｍ

Ｅ-ｍａｉｌ info@toei-eco.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ k-hayashi@hayashidenki.co.jp

写真貼付

担当者 林 浩司

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

本支店 美合支店

「電気代削減、ＢＣＰ対策、節税対策」につながる自家消費型,太陽
企 業
光発電設備のご提案や、家庭用蓄電池のご提案は、実績豊富な当社に
Ｐ Ｒ
是非ご相談下さい。

35年間培った技術と最新の機材で、どこに頼んでも止まらなかった
企 業
雨漏り修理や遮熱・断熱塗装、防カビ塗装等、職場環境改善と光熱費
Ｐ Ｒ
削減に貢献します。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

自家消費型太陽光発電、業務用蓄電池、家庭用蓄電池、
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

雨漏り修理、遮熱・断熱塗装、防カビ塗装
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

株式会社 ナノウェイヴ

D-25

住 所 〒489-0912 愛知県瀬戸市西松山町2丁目145番地

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 尾藤梱包工業所

住 所 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町3983-11

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-29

株式会社 ブレイズ

住 所 〒454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町千音寺狭間4603番地

ＴＥＬ

052-796-1525

ＴＥＬ

0561-82-9471

ＴＥＬ

0572-44-2151

ＴＥＬ

052-439-0277

FAX

052-728-0161

FAX

0561-82-9579

FAX

0572-43-6331

FAX

052-439-0278

ＵＲＬ

http://ercm-chubu.com/

ＵＲＬ

http//nanowave.org/

ＵＲＬ

bito-konpo.com

ＵＲＬ

https://www.blaze-inc.co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ info@e-toyu.com

写真貼付

担当者 酒井 伸

Ｅ-ｍａｉｌ info@nanowave.org

写真貼付

担当者 柘植 仁秀

信用金庫 中日信用金庫
本支店 守山支店

無公害で低コストのリサイクル技術、次世代型有機物減容装置ＥＲＣＭは可燃
性廃棄物を熱分解して、セラミック状の灰に転換し、1/100～1/500まで減
容します。 この技術では、補助燃料を使用せず可燃性廃棄物を無機化し、劇
的に減容します。 また排熱や有機排気ガス、騒音、振動を出さずに処理でき
ます。このＥＲＣＭは一般的な可燃物から、特殊な有機廃棄物まで、分別なし
で一度に処理が可能な画期的な廃棄物処理装置です。

弊社は光触媒原料となる酸化チタンにアパタイト被覆を施す技術、また金属
ドープする特許を保有しており、光触媒メーカーの中でも数少ない原料から製
造するメーカーです。従来の光触媒製品では基材自体の分解保護のためにプラ
イマー処理が必要になるのに対し、アパタイト被覆を施した製品はその必要が
なく、コストダウンや使用用途の拡充が図れることから基材コーティングによ
る製品の開発・販売以外に、他社へのＯＥＭ対応また先方様の製品と組み合わ
せるなど共同試作開発にも対応しております。自社製品としては公共機関の車
両・病院・ホテル等商業施設などに活用されており、製造販売だけでなく、施
工業務の受注においても対応しております。

写真貼付

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 笠原支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ tatsuya.hirano@blaze-inc.co.jp
担当者 平野 達也

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ t-koubou@crocus.ocn.ne.jp
担当者 尾藤綾花

信用金庫 瀬戸信用金庫

D

信用金庫 岡崎信用金庫

ぜひ一度、お気軽にお立ち寄りくださいませ。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

本支店 広小路支店

トーエイでは、環境リサイクルを総合的に展開しております。
収集運搬から処分まで一貫したご提案が可能ですので、廃棄物処理やリサイク
ルのニーズはぜひお気軽にご相談ください。
今回の展示会では買い換えて使っていないけどなかなか処分ができずにオフィ
スに溜まっているパソコンの簡単・お得な片付けのご提案や、リサイクルから
生まれた多機能ガラス砂のご提案を予定しております。

Ｅ-ｍａｉｌ ｉｎｆｏ＠ｈａｙａｃｋ．Ｃｏ．Ｊｐ
担当者 石川 真吾

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 東浦支店

火を使わない ＝ CO2ゼロ ＝ 電磁誘導加熱装置MAGHEAT®

ガイド
ブック
掲載者

受注したい（売りたい）業務の内容
最先端の防犯システム（防犯カメラ・遠隔画像確認システム）
ＬＥＤ照明
ＰＣＢ対策（非常食等）

ＴＥＬ

Co2を削減に貢献できる電磁誘導加熱装置MAGHEATを開発！永久
企 業
磁石付きの円盤を高速回転させ、アルミニウムを近づけたら500℃
Ｐ Ｒ
まで高速で加熱できる。
受注したい（売りたい）業務の内容

豊田で生まれた新触感軽量モルタル「AISE(ｱｲｾ)」を紹介します。
ＡＩＳＥは、建築廃ガラスを粉砕後ボール状に焼成加工した発泡超軽量骨材を
主骨材として、セメント・シリカフューム・その他天然素材を配合し練り混ぜ
後、型枠成形する軽量モルタルです。また、樹脂溶剤を含有しないことでリサ
イクル性を高めています。配合条件により水１(㎏/ℓ)換算で0.8～1.3(㎏/ℓ)
となります。高性能な粉末体を使用するため型枠成型において凄くなめらかな
仕上がりとなります。
ＡＩＳＥは、いろいろな可能性を秘めた軽量モルタルです、このＡＩＳＥに共
感を持っていただけるデザイナー様を探しいます。

0562-83-3880

信用金庫 知多信用金庫

本支店 袋井中央支店

企 業
低価格で設置可能へ！最先端の防犯システムや省エネＬＥD
Ｐ Ｒ

ＴＥＬ

担当者 企画課 石川

担当者 窪野 茂
信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 南大通支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

エ ネ ル ギ ー・環 境

Ｅ-ｍａｉｌ sales@tskcorp.com

担当者 河上・長尾

本支店 浄水支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

信用金庫 豊橋信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弊社では60年前より輸送用機械部品の製造を行ってきました。今年度より、
長年培われてきた技術と人脈をフル活用し、社員全員で新しい分野であるバッ
テリーの製造販売へ挑戦しております。使用用途としては、自動車（2輪車、
4輪車）、家庭用蓄電池、鉄道、防災、ドローンなど幅広く対応しておりま
す。
現在は、弊社で取り扱う自動車用バッテリーと家庭用蓄電池の販売先確保と、
共同で製品開発を行って頂ける企業様を探しております。
＜弊社で取り扱うバッテリーセルの特徴＞
・水系プロセスを使用している為、発熱、爆発はなく、水没後も安全に使用で
きます
・劣化することがない為、長いライフサイクルを実現できます。
・自己放電率が低く、年間で２％～3％程になります。
・使用環境は－20℃～60℃と幅広く使用でき、富士山よりも高い山での使用
実績もあります。

0533-85-4332

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者 松井隆哉

住 所 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江ヤンチャ28-1

〒437-0032 静岡県袋井市豊沢1701番地

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ info＠nitto-concrete.co.jp

信用金庫 豊田信用金庫

本支店 西山支店

解体工事から地盤改良、造成工事まで一貫して行うことのできる、環
企 業
境総合サービス業です。現在、解体で出る廃棄物の100％資源化を
Ｐ Ｒ
目指し、多方面と協力し研究を進めております。

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 起支店

住 所

Ｅ-ｍａｉｌ junya@trc-takada.jp
担当者 髙田順也

担当者 足立 星奈
信用金庫 いちい信用金庫

39

株式会社 ＴＲＣ高田

D-21

本支店 中川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
当社は半世紀にわたって、古紙から紙製梱包材を開発・設計・製造・販売をし
ております。耐圧性に優れ、エンジン、トランスミッション、ホイール、など
自動車部品をはじめ、工業用砥石、モーター、工業用ミシン、浄水管などあら
ゆる分野で使用されています。使用後はリサイクル資源として、安易に再利用
されています。梱包材として、一体型成形の為、内在部品が少なく、輸送コス
トの削減や、荷造り作業の効率化を図る事が出来、大変お客様にご好評を得て
おります。また、梱包資材を兼用化することでも、金型費の抑制や管理の簡易
化に貢献しております。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

株式会社ブレイズでは、新車、新古車、中古車の販売及びに軽自動車のキャン
ピングカー（ネクストキャンパー）、本気で遊ぶ！大人の四輪ミニカー（ネク
ストクルーザー）、手軽に乗れる！電動折りたたみバイク（BLAZE SMART
EV）をメーカーとして手掛ける企業です。ネクストキャンパー、ネクストク
ルーザー、ブレイズスマートEVは全国で販売代理店を募集しております。全
ての事業で業界NO.1を目指して活動しております。共に事業を進めていく事
の出来る企業様をお探ししております。

40

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-30
住 所

マルオカ工商 株式会社

〒452-0807 愛知県名古屋市西区歌里町298番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 丸信畳店

D-31
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ユコーインテリア 株式会社

D-36

住 所 〒491-0916 愛知県一宮市観音寺1-9-11

〒466-0841 愛知県名古屋市昭和区南分町1－17

ＴＥＬ

052-502-9416

ＴＥＬ

052-841-2474

ＴＥＬ

0586-43-1235

FAX

052-502-9441

FAX

052-841-5535

FAX

0586-46-1144

ＵＲＬ

http://www.maruokakoushou.jp//

ＵＲＬ

https://ｗｗｗ.marushin-tatamite

ＵＲＬ

http://yucoh-i.com

Ｅ-ｍａｉｌ maruoka-k@mist.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 鎌田 肇

Ｅ-ｍａｉｌ marushintatami@kni.biglobe.ne.jp

写真貼付

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 大野木支店

本支店 大久手支店

企 業 ソーラー照明・ハウスは、太陽光を電気エネルギーに変換して利用す
Ｐ Ｒ る、汎用性のあるエコ発電システムです。

㈱丸信畳店はより良い商品をお届けする為、藺草の産地熊本県へ年二
企 業
回地研修に行き良質な畳表の選び方や藺草の知識を身に着けていま
Ｐ Ｒ
す。お客様にご納得のいくご説明をして商品を提供しています。

本支店 大和支店

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容
個人消費者様・アパートオーナー様
商 談
ニーズ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

丸成林建設 株式会社

D-32
住 所

発注したい（買いたい）業務の内容
和室関係のお仕事をされている方・襖施工業者様・防虫関係
業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

名西建材 株式会社

D-33

E-1

住 所 〒453-0855 愛知県名古屋市中村区烏森町8-206

〒500-8227 岐阜県岐阜市北一色10丁目36-14

058-245-0966

ＴＥＬ

052-414-4155

FAX

058-245-9090

FAX

052-414-4158

ＵＲＬ

http://www.marusei-h.com

ＵＲＬ

http://www.meisei-kenzai.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ hayashi@meisei-kenzai.co.jp

企 業・製 品 紹 介
写真貼付

信用金庫 瀬戸信用金庫
本支店 岩塚支店

本支店 北一色支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 工事、防災でも安心と安全を常に追求していく会社として日々邁進し
Ｐ Ｒ ていますので宜しくお願いいたします。

住 所

アシストプラン株式会社 名古屋支店

〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高4-1010

ＴＥＬ

052-626-3386

FAX

052-626-3387

ＵＲＬ

http://www.assistplan.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ken@assistplan.jp
担当者 白石賢一

E

信用金庫 半田信用金庫
本支店 名和支店

企 業 自動車整備業向けシステムを開発しているメーカーです。新規事業と
Ｐ Ｒ して、ドローン関連システムの開発も手掛けています。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

防災の備蓄品として各自治体、大規模総合店舗等の防災担当者にご一
考をいただきたい。

ドローンにはない特徴を持った空中撮影システムです。（1.強風下で
の空中撮影が可能。2.長時間撮影が可能。3.無人航空機ガイドライン
の適用がない。）

発注したい（買いたい）業務の内容

D
I T・フ ィ ン テ ッ ク

IT・フィンテック

担当者 林 輝彦

担当者 加納まり子
信用金庫 岐阜信用金庫

商 談
ニーズ

『人に優しく安全な商品を。』をコンセプトに商品を取り揃えています。
・『するピカ』ナノレベルでシリコーンコーティングをし皮脂付着防止、静
電気防止、抗菌効果を発揮します。
・『フィトンの力』国産の木の葉から抽出した超微香性除菌消臭剤です。除
菌効果、消臭効果のほかに森林浴効果が有りリラックスできます。
・『Ｙ－１００』強アルカリ性還元水。（肌に触れると弱酸性に変化 強ア
ルカリによる除菌効果、消臭効果、洗浄効果が有りますが、他の基材には殆
ど影響を与えません。

今のところは特に御座いません。

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ marusei.kanou@ae.auone-net.jp

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

エ ネ ル ギ ー・環 境

業務提携したい内容
ソーラーシステムの新商品を、開発していただける企業を探していま
す。

写真貼付

担当者 岩田 哲典

担当者 代表取締役社長 伊藤 貴之

信用金庫 瀬戸信用金庫

弊社のソーラーパネル照明器具、ソーラーシステムハウスを利用・販
売していただける取引先・代理店を探しています。

Ｅ-ｍａｉｌ mail@yucoh-i.com

ブースNo.

業務用の生ごみ処理機は、運ばず、燃やさず、その場で処理
バイオの力で生ごみを処理
電解水による衛生管理をご存知ですか？
環境衛生に取り組む
名西建材株式会社 環境事業部

E-1 ～ E-21

ありません
業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ありません

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 名濃

D-34
住 所

〒457-0863 愛知県名古屋市南区豊３丁目２９番５号

ﾌﾞｰｽＮｏ．

D-35
住 所

山崎産業株式会社 愛知営業所

ガイド
ブック
掲載者

住 所 〒510-0084 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F

〒441-1337 愛知県新城市八名井字赤松1-14

ＴＥＬ

052-821-8808

ＴＥＬ

0536-24-8080

ＴＥＬ

FAX

052-821-8800

FAX

0536-26-2626

FAX

ＵＲＬ

http://www.meino.co.jp

ＵＲＬ

http://www.yamazakisangyo.co.j

ＵＲＬ

Ｅ-ｍａｉｌ asano@meino.co.jp

写真貼付

担当者 浅野 龍洋

Ｅ-ｍａｉｌ aichi@yamazakisangyo.co.jp

写真貼付

信用金庫 豊川信用金庫

本支店 名古屋南支店

本支店 新城中央支店

企 業 発泡スチロール・各種プラスチックリサイクルシステム、各種破砕・
Ｐ Ｒ 粉砕機、食品リサイクル機器メーカー

http://www.anotherworker.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@anotherworker.co.jp

本支店 本店営業部

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-2

株式会社 アルファシステム

住 所 〒444-1153 愛知県安城市東町荒井２５番地
ＴＥＬ

0566-73-7015

FAX

0566-99-6708

ＵＲＬ

http://www.alpha-sys.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@alpha-sys.co.jp
担当者 竹内 俊智

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫
最適化ソフトウェア「fxLooper」

本支店 桜井支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受託開発サービスとして、Windows・Linux用のアプリケーションソフト
ウェアの開発を行っています。特に製造業における設計・開発・生産技術にお
いてコンピュータを利用した業務を効率化・自動化するソフトウェアの開発を
得意としています。AIや最適化の技術を導入した、より高度なソフトウェアを
開発することも可能です。
また自社製品として、汎用最適化ソフトウェア「fxLooper」を開発・販売し
ています。CADやシミュレーションなどの外部ソフトウェアと連携し、設計
や条件決定の自動化や最適化を実現します。具体的には、金型形状の自動設計
や各種製造条件の最適化を可能とします。

金融機関向けシステムの開発を主として事業展開しております。とりわけ、東
海４県下の金融機関様には様々なシステムを導入させていただいており感謝申
し上げます。また、関東エリア・関西エリアの金融機関様への展開も進んでお
ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

企 業
コンプレッサーは企業の心臓、クレーンは企業の手足
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

緩衝材・包装材・樹脂切削くず等、かさばる廃棄物を簡単に減容処理
できる熱軟化性樹脂減容機と、穀類、漢方薬、工場薬品等あらゆる原
料粉砕に適した粉砕機を展示します。

貴社の工場のトータルメンテナンスのパートナーに。省エネ・改善を
取り組んでいる方々へ、企業ドクターとしてより良いご提案をさせて
頂きます。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ボルト、ナット～モーター、ベアリング類等の仕入れコスト削減およ
び外注先（加工・電気・組立）の募集

050-3772-2465

担当者 代表取締役 金澤賢一

担当者 所長 木下智生

信用金庫 半田信用金庫

株式会社 Anotherworker

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
同上

業務提携したい内容

業務提携したい内容
同上

41

42

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 Infini

住 所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目7-6 丸の内テラス905号

ガイド
ブック
掲載者

インフォコネクト 株式会社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 Ｏｒｉｇａｍｉ

E-7

住 所 〒450-6490 名古屋市中村区名駅3−28−12 大名古屋ビルヂング25F

住 所 〒515-0085 三重県松阪市湊町190-1

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 サカエ電子
〒486-0928 愛知県春日井市妙慶町2丁目3番地

住 所

ＴＥＬ

052-203-1827

ＴＥＬ

0598-20-8161

ＴＥＬ

052−589−8290

ＴＥＬ

0568-31-0182

FAX

052-618-7206

FAX

0598-20-8162

FAX

-

FAX

0568-32-2814

ＵＲＬ

http://infini-ici.sakura.ne.jp/

ＵＲＬ

https://info-con.co.jp/

ＵＲＬ

https://origami.com

ＵＲＬ

http://www.sakaedenshi.co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ kajino@infini-icico.jp

写真貼付

担当者 梶野 裕治

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ t.shibata@info-con.co.jp

本支店 名古屋支店

新規の請負先を探している、IT関連の会社様を探しております。
また中小企業様などで、日々のちょっとした作業だけど、
毎日必ず行うようなルーティーン業務に対して、
効率化や作業軽減が出来ないかなどを検討されている、企業様などを
探しております。
弊社から、日々の業務に対する、改善提案と必要な場合にシステム化提案を
させていただきます。

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 -

本支店 松阪営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

ITと人をつなぐコミュニケーションツールとしての役割
その役割を果たすためをモットーに、日々努力させていただいております。

担当者 小川芳丈

信用金庫 -

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 勝川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 プリント基板のパターン設計を中心に開発品の設計・製造を支援して
Ｐ Ｒ います。

インフォコネクトは三重県松阪市を中心に、経営支援・ITサービス活用支援・
ホームページ制作をワンストップでご提供しております。
ホームページ制作では、ブログ機能を持たせたサイトをご提供することで、お
客様ご自身で更新作業を行うことができ、情報鮮度の高いサイト運営が可能と
なり大変喜ばれております。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@sakaedenshi.co.jp

担当者 中部営業チーム 宮本 守啓

担当者 柴田智広

信用金庫 瀬戸信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ morihiro.miyamoto@origami.com

受注したい（売りたい）業務の内容
Origami Payはお客様とのつながりのスタートです。
クーポンの配信などお客様に継続したアプローチをすることで来店促進につな
げることができます。
当日は導入から活用に関するご提案をいたします。

また、月々200円から利用可能なクラウド勤怠管理システムのご提案・導入
支援も行っており、タイムカードと比べてコストや業務時間を大幅に削減する
ことで働き方改革にも貢献させていただいております。

製造機器・省力機器・測定機器などの新規開発や装置の改良を考えて
いる方。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
開発時の回路設計やソフトの組み込みのできる企業様

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ＳＭＢ

E-3

住 所 〒470-2104 愛知県知多郡東浦町生路池下28−2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 エスティーアオキ

E-4
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 三協厨機

E-8

住 所 〒503-0106 岐阜県大垣市墨俣町さい川139

〒470-1161 愛知県豊明市栄町坂畑10-1

システムアイ

住 所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-2-3 上田ビル3階A

ＴＥＬ

0120-57-3986

ＴＥＬ

0562-97-4776

ＴＥＬ

058-260-6128

ＴＥＬ

052-204-2585

FAX

0562-57-3946

FAX

0562-97-4765

FAX

058-260-6052

FAX

052-204-2585

ＵＲＬ

http://www.bizlib.net

ＵＲＬ

httpｓ://staoki.co.jp

ＵＲＬ

http://www.minnade-haccp.com

ＵＲＬ

なし

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ contact@smb-inc.co.jp
担当者 上野 健一

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ aoki@staoki.co.jp

受注したい（売りたい）業務の内容
サーバー・セキュリティー対策商品
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

「BizLib」サービスの導入だけでなく、販売協力して頂ける企業様も募集し
ております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-5
住 所

株式会社 ＮＴＴデータ東海

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号

本支店 名古屋支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-6
住 所

音羽電子システム 株式会社

〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ラノ割27-3

この度当社は、システム開発会社のアワーズ㈱とタイアップし、HACCPに
沿った衛生管理を容易に実現できるシステム「みんなでHACCP」を開発し、
商品化致しました。開発した背景には、2018年6月に「食品衛生法の一部を
改正する法律」が公布され、国内すべての食品関連企業、事業者に対し2020
年までに「HACCPに沿った衛生管理の実施」が求められこととなりました。
（公布から2年以内に施行、施工後1年間の猶予期間があります。）HACCP
とは、食品を安全に製造、提供するための工程を継続的に管理し、データとし
て記録に残しておく管理方法です。原材料の入荷から、製造、出荷までのいく
つもの工程において、衛生管理をチェックしていくため、とても複雑で大きな
負担となりますが、ワンボタンで継続的に記録を続けることができ、リアルタ
イムで記録を確認、過去のデータを簡単に見直すことができる管理パッケージ
となっております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-9
住 所

株式会社 システムトラスト

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目5-11

設計・製造した検査・冶具基板

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
組込システムの受託開発で開業15年の個人事業主です。
FPGAと連携するシステム開発が得意です。
マイコンのファームウェア・FPGAロジックの他、これらと通信して連動する
PCアプリの開発も可能です。
主な業務はソフト開発ですが、検査治具・デモ機のような少量品の基板設計・
製造も行います。
遊技機の開発経験がありますので、LED電飾・ステッピングモーター関連の
治具の開発も可能です。
短納期・曖昧な要件にも可能な限り柔軟にご対応します。
外注委託先をお探しの企業様はご連絡下さい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-10
住 所

スリーカウント 株式会社

〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町501 2F

ＴＥＬ

050-5556-2960

ＴＥＬ

0532-32-4523

ＴＥＬ

052-212-2951

ＴＥＬ

053-581-8781

FAX

052-204-4623

FAX

0532-32-6292

FAX

052-212-2953

FAX

053-581-8783

ＵＲＬ

http://www.nttdata-tokai.jp/

ＵＲＬ

https://otowadenshi-sys.co.jp

ＵＲＬ

http://www.systemtrust.co.jp

ＵＲＬ

https://www.three-count.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ yamamotom@nttdata-tokai.co.jp

写真貼付

担当者 山本 宗芳

Ｅ-ｍａｉｌ mail@otowadenshi-sys.co.jp
担当者 統括部長 川口 恭兵

企 業 お客様の立場で「プラスワンサービス＆プラスワンバリュー」を追求
Ｐ Ｒ し、挑戦し続けるＩＴサービス企業です。

企 業 無線機や防犯監視システム等の購入のご相談、取付工事、メンテナン
Ｐ Ｒ スまで全て自社で責任を持って行います。

受注したい（売りたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

信用金庫 遠州信用金庫
本支店 和田支店

企 業 今年で30周年を迎えますが、創業以来IBMi上でのアプリケーション
Ｐ Ｒ 開発を得意としています。

【求人でお悩みの企業様】導入実績２００社以上！無料で求人サイト
企 業
が作成できる！
Ｐ Ｒ
Indeed対応の転換率の高い求人サイトパッケージ【フエルーボ】

受注したい（売りたい）業務の内容

災害時等の連絡手段を検討中の企業・自治体。GPS動態管理システ
ムや車両事故防止、コスト削減など車両管理を検討中の企業。駐車
場・店内社内の防犯を検討中の企業。
商 談
ニーズ

写真貼付

本支店 名古屋支店

受注したい（売りたい）業務の内容

「WinActor」はPC上で動くソフトウエアを自動操作するソフトウエ
ア型ロボットです。人工知能を活用しホワイトカラー業務の効率化を
実現します。

Ｅ-ｍａｉｌ info@three-count.jp
担当者 代表取締役 鈴木悠資

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 花田支店

本支店

写真貼付

担当者 朝倉 啓考

信用金庫 岡崎信用金庫

信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ asakura@systemtrust.co.jp

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
受注したい（売りたい）業務の内容と同じ

専門スタッフが丁寧に説明します

受注したい（売りたい）業務の内容
Indeed/Google/Yahoo!を活用して自社求人採用をしませんか？無
料で求人サイトを作成できる「フエルーボ」をご案内、静岡トップク
ラスのWEBマーケティング専門社です！

不審者事前検知ソフト『DEFENDER-X』及び精神状態が直ぐにわ
かる『メンタルチェッカー』を提案いたします。
商 談
ニーズ

I T・フ ィ ン テ ッ ク

そんな経験から、弊社オリジナルのクラウドサービス「BizLib（ビズリブ）
営業熱心」は、お客様の悩みを解決するために生まれたサービスです。
働き方改革や人材不足で業務の効率化は待ったなし！
AIやビッグデータなどで情報解析し、フル活用するのは当たり前の時代に突
入！
結果の出せるビジネスへ誘います！

企 業
ＯＡ機器・ネットワーク関連機器の販売・セキュリティー対策
Ｐ Ｒ

E

信用金庫 瀬戸信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ito@sys-i.net
担当者 代表 伊藤慎治

本支店 鶴見支店

本支店 桶狭間支店

SMBでは、基幹システム、クラウドサービス、スマホアプリの開発を手がけ
て12年、お客様の業務に寄り添ったご提案を心がけて開発して参りました。

写真貼付

信用金庫 大垣西濃信用金庫

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 亀崎支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@minnade-haccp.com
担当者 栗田 忠芳

担当者 青木 晃

信用金庫 西尾信用金庫

43

ガイド
ブック
掲載者

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
共同開発ができるシステム会社様
業務提携したい内容
販売パートナー様を探しております
（広告代理店様・税理士様・社会保険労務士様など）
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

タケロボ 株式会社

E-11
住 所

〒141-0022 東京都品川区東五反田五丁目27番10号野村ビル9F

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-12
住 所

株式会社 DaLaFarm

〒456‐0014 愛知県名古屋市熱田区中田町7番28号

有限会社 フェイズアウト

E-17
住 所

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-29-22 ファインアート川口1F

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-18
住 所

株式会社 ミライコミュニケーションネットワーク

〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野4-1-12

ＴＥＬ

03-6447-7672

ＴＥＬ

052-799-7771

ＴＥＬ

052-269-1521

ＴＥＬ

0584-78-7810

FAX

03-6447-7682

FAX

052-799-7772

FAX

052-269-1522

FAX

0584-82-3250

ＵＲＬ

http://www.takerobo.co.jp/

ＵＲＬ

http://webdeg.jp/

ＵＲＬ

http://www.phase.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.mirai.ad.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ tomoyuki.mizuno@takerobo.co.jp
担当者 水野 智之

Ｅ-ｍａｉｌ info@dalafarm.net

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@phase.co.jp

担当者 鈴木宏一

信用金庫 東京東信用金庫

担当者 見廣篤

信用金庫 瀬戸信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ support@mirai.ad.jp
担当者 佐藤 修三

信用金庫 中日信用金庫

信用金庫 大垣西濃信用金庫

本支店 大島支店

本支店 熱田支店

本支店 名古屋支店

本支店 歩行町支店

ＡＩとロボットの開発と提供を通じ、豊かな社会と明るい未来づくり
企 業
に貢献します。
Ｐ Ｒ

企 業
中小企業のIT導入を支援いたします
Ｐ Ｒ

企 業 Blu-rayやDVD-VIDEOの製作がメイン事業です。
Ｐ Ｒ 発想力が一味違うデジタルメディアプロダクション。

企 業 現金資産は銀行へ、情報資産はデータセンターへ、ITでお困りごとが
Ｐ Ｒ あれば一緒に解決させていただきます！

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

英語や中国語など多言語でＡＩが接客する製品（ロボット型、スタン
ド型、ソフトウェア）を購入したいお客様を探しています。簡単な操
作で高い効果を発揮します。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 弊社製品であるロボット等の開発製造に要する、ソフトウェア開発、
機械製造などを請け負って頂ける企業様を探しています。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
営業代行

E-13

ＴＩソリューション 株式会社

住 所 〒466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目９－３３

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ビデオBOOKのコンテンツ制作にご協力頂ける制作プロダクション
（デザイン・ビデオ）

業務提携したい内容

弊社製品を販売代理頂ける企業様を探しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

受注したい（売りたい）業務の内容

住 所

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ビデオBOOKの販売にご協力頂ける企業

ＴＫＣ中部会

E-14

BCP対策ソリューション（※停電・災害対策）40TB大容量レンタ
ルサーバ、シンクライアントサービス、Windowsサーバ管理

業務提携したい内容

デザイン業務、システム開発、営業支援

ﾌﾞｰｽＮｏ．

受注したい（売りたい）業務の内容

最新のプレゼンテーションツール”ビデオBOOK"
パンフレットの中にモニター画面をはめ込み、開くとビデオが見られ
るPR力抜群の最新プレゼンテーションツール。

Webサイト制作、PR業務、システム開発、業務効率化支援

業務提携したい内容

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13 大同生命ビル５階

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 名大SKY

E-19
住 所

〒488-0839 愛知県尾張旭市渋川町2丁目8-10

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-20
住 所

レクセント 株式会社

〒507-0065 岐阜県多治見市根本町1-66

ＴＥＬ

052-884-2386

ＴＥＬ

052-583-7488

ＴＥＬ

0561-54-4449

ＴＥＬ

FAX

052-884-2387

FAX

052-583-7491

FAX

0561-52-0348

FAX

0572-20-1806

ＵＲＬ

www.ti-solution.co.jp

ＵＲＬ

http:www.tkc.jp/chuubu/

ＵＲＬ

http://www.meidaisky,jp/

ＵＲＬ

http://www.rexcent.com/index.html

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ t_sato@ti-solution.co.jp
担当者 佐藤 隆浩
信用金庫 瀬戸信用金庫

ＰＣにダウンロードするだけで使えます！

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
仕入販売から在庫、物流まで一元管理する業務システムの開発に20年以上
携わってきた経験に最新のクラウド技術を加えて、導入が簡単でシンプルに
使って頂ける「クラウド対応販売管理システム」（製品名：ＴＩＣＳ）を開発
しました。クラウドの利点を生かした柔軟性と拡張性を併せもち、安価に導入
ができるシステムです。是非使ってみてください。導入からデータ移行まで丁
寧に対応いたします。またオプションとして「スマフォアプリへのプッシュ通
知を可能にするシステム」も開発しました。スマフォアプリにメッセージを通
知し、通知相手がメッセージを既読したかどうかも判別可能です。通販のＣＲ
Ｍと連動させることで、お客様に一斉配信するシステムが構築できます。緊急
メッセージの通知や社内連絡、本部から店舗への業務連絡の通知などにも応用
が可能です。弊社の開発したシステムを導入して頂ける企業様、または一緒に
販売して頂ける企業様を探しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-15
住 所

デュプロ販売 株式会社

〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町4－19

Ｅ-ｍａｉｌ chuubukai@tkcnf.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@meidaisky.jp

担当者 吉野 仁裕

担当者 有馬守

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 尾張旭支店

本支店 若松町支店

企 業 私たちは、地域金融機関の皆様とともに、中小企業の健全な発展を
Ｐ Ｒ ご支援します。会計で会社を強くする！

企 業 24時間使用可能な小中学生向け映像教材eduplus
Ｐ Ｒ 海外駐在員の福利厚生としていかがでしょうか？

企 業 勤怠管理システムを中心とした中小零細企業向け支援システム、
Ｐ Ｒ GAIA（ガイア）の販売、取扱店の募集。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

TKC会員事務所のビジネス・モデルのご紹介、ＴＫＣフィンテック
サービス､ＴＫＣモニタリング情報サービス、財務情報を事業性評価
に活用
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-16

株式会社 ネットコム

ﾌﾞｰｽＮｏ．

E-21

業務提携したい内容

住 所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社ビル2号館

〒441-8086 愛知県豊橋市問屋町２６番１

ＴＥＬ

052-201-6230

052-321-0100

FAX

0532-34-0102

FAX

052-201-5050

ＵＲＬ

http://www.duplo.ne.jp

ＵＲＬ

www.netcom-inc.co.jp

ＵＲＬ

http://www.lets-co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ k.ogasawara@netcom-inc.co.jp

写真貼付

写真貼付

信用金庫 瀬戸信用金庫
本支店 押切支店

本支店 本店営業部

本支店 花田支店

企 業 お客様ごとに分析してＩＴ機器をご提案致します。業務改善やコスト
Ｐ Ｒ ダウンは是非ご相談下さい。

企 業 東海地区のお客様を中心にシステム開発・サポートを通してビジネス
Ｐ Ｒ に役立つソリューションを提供致します。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

近年人気上昇中の郵便料金計器や封入封かん機をはじめ、高速インク
ジェットプリンタ、加工機など業務改善やコストダウンに貢献する
ＩＴマシンを展示。

ホームページ開設から、ＩＴ活用によるお客様のビジョンを実現させ
る為のコンサルティング、システム設計・開発から導入・運用等、
トータルにサービスを提供します。
商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ kajiwara@lets-co.co.jp
担当者 梶原淳一

担当者 小笠原 耕治
信用金庫 蒲郡信用金庫

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
システムの販売、導入支援、顧客フォローなどを代行できる事業者様

株式会社 レッツ・コーポレーション

FAX

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

・システム開発 ・eラーニングコンテンツ

0532-34-0100

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

導入企業、販売代理店を募集しています。

ＴＥＬ

担当者 西川 真理

E

信用金庫 中日信用金庫

本支店

住 所

信用金庫 愛知信用金庫

写真貼付

信用金庫

052-321-2020

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ masaki.s@rexcent.com
担当者 宇藤 伺一

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ mn-0885@duplo.ne.jp

写真貼付

0572-20-1805

I T・フ ィ ン テ ッ ク

本支店 熱田支店

45

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
弊社商材を取り扱って頂く、もしくは弊社商材を組み込んで販売して
頂ける企業

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弊社は情報・通信・映像のニッチ市場において、お客様が満足のいく商品を開
発・製造・販売することをモットーとしています。
お顔と名刺が一致する顔認識付きの無人受付システム「AI受付嬢」の展示をい
たします。
お客様の顔画像と名刺がセットで記録されるので顧客管理に活用できます。
バージョンアップ版として４９インチのデジタルサイネージ、セキュリティ
ゲートを付属した「AI受付嬢ゲート」もあります。
施設の改装、受付の負担軽減やセキュリティ対策、広告（サイネージ）として
の使用、展示会での顧客管理などをお考えの方や販売していただける取引先様
を探しています。

46

有限会社 アイサン技研
（桑名商工会議所）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-1

企 業・製 品 紹 介

コスト削減・
効率化

〒511-0864 三重県桑名市大字西方1653番地1

住 所
ＴＥＬ

0594-23-2644

FAX

0594-23-2502

ＵＲＬ

http://aisan-giken.co.jp

F-4
住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ogihara@aisan-giken.co.jp

ﾌﾞｰｽＮｏ．

「定型様式」

担当者 設計 荻原

ＴＥＬ

059-331-3731

052-355-1152

FAX

059-333-7730

ＵＲＬ

www.ito-hagane.net

ＵＲＬ

https://inno-sup.com

株式会社 常新産業
（桑名商工会議所）

F-2

住 所 〒511-0062 三重県いなべ市員弁町岡丁田796番地2

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 アサイ商事

「フリー形式」
住 所

〒498-0807 三重県桑名郡木曽岬町西対海地132-2

0567-68-2818
定型かフリーのいずれかを提出

0594-84-1155

FAX

0594-84-1161

FAX

ＵＲＬ

http://joshin-s.co.jp/

ＵＲＬ

担当者 林 佳成

業務提携したい内容

ファインジャケット

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-6
住 所

052-588-5677

FAX

052-588-5678

http://www.asaisyouji.com

ＵＲＬ

http://inui-coating.com

ＵＲＬ

https://www.transport-ecosyste

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ jimu1@asaisyouji.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@inui-coating.com

Ｅ-ｍａｉｌ uchino @ecosystems.co.jp

信用金庫 知多信用金庫

信用金庫 中日信用金庫

本支店 武豊支店

本支店 栄生支店

企 業
安心、安全、丁寧な仕事を心掛けています。
Ｐ Ｒ

企 業 アルミ鋳造におけるラドルの離型性向上を実現する新規コーティン
Ｐ Ｒ グ材

企 業 物流業界や、企業の車輌管理業務の効率化及び、安全なエコ環境の改
Ｐ Ｒ 善等を推進し地域社会に貢献しています。

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ドライバーの業務や安全をサポートする安全運転支援装置など。（ド
ライブレコーダーや大型車向けのアラウンドビュー）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-3

安藤産業 株式会社

受注したい（売りたい）業務の内容
運送業務・海コン輸送業務・倉庫管理やデジタコ支援システムの提
供。企業の配送・営業車の事故削減運転教育システムの提供。安全安
心な蓄光製品や高性能アドブルーの提供。

アルミ鋳造用、コーティング材（耐久性向上、離形性向上）

製紙用チップ、木質燃料、RPF、堆肥、鶏糞などの運送業務依頼。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 弊社は女性活躍のために、工場の改善に取り組んでいます。省力
化、作業環境改善の提案を広く求めています。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 多様化する物流管理業務や、配送車輛の安全運転・効率運行・経費削
減等に関する商材による業務改善に役立つ情報。

業務提携したい内容

業務提携したい内容

特にありません。

ガイド
ブック
掲載者
住 所

運送業務・海コン輸送業務管理・倉庫管理システム等の販売提携

株式会社 エムテック
〒509-0206 岐阜県可児市土田4615番地1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-8

オオサカ電子 株式会社

住 所 〒462-0861 愛知県名古屋市北区辻本通2-34

0537-29-8200

ＴＥＬ

052-702-3111

ＴＥＬ

0574-28-1765

ＴＥＬ

052-919-7606

FAX

0537-29-8503

FAX

052-702-3515

FAX

0574-28-1768

FAX

052-919-7615

ＵＲＬ

http://www.ando-sangyo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.m-ba-mtech.co.jp

ＵＲＬ

http://www.osakadenshi.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ horiuchi@astech-kk.co.jp

写真貼付

写真貼付

担当者 営業部 加藤大貴

担当者 堀内

ものづくり専門商社として加工部品の調達を支援し、およそ３０年に及ぶ実績と
業 経験がございます。
Ｒ 多品種少量～量産品まで高品質・短納期・低コストにて対応させて頂きます。

企 業 工作機械用刃物の再研磨およびリサイクル材再利用の製造によりコス
Ｐ Ｒ トの削減を提案し地球資源の有効活用をモットーにしています。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

住宅内装部材の販売をしている安藤産業㈱です。

受注したい（売りたい）業務の内容
産業機器・医療機器・自動省力化機器・光学機器・洗浄機器等の精密
加工部品(旋盤加工品・ＭＣ切削加工品・板金／溶接・歯車・鍛造
品・焼入研磨品等)表面処理まで一括して対応させて頂きます。

担当者 大島 直樹

本支店 城北支店

本支店 蘇南支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

信用金庫 岡崎信用金庫

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 一社支店

本支店 袋井支店

Ｅ-ｍａｉｌ ohshima@osakadenshi.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@m-ba-mtech.co.jp
担当者 専務取締役 工場長 吉田健二

信用金庫 岡崎信用金庫

信用金庫 島田掛川信用金庫

企
Ｐ

Ｅ-ｍａｉｌ info@ando-sangyo.co.jp

F

コ ス ト 削 減・効 率 化

本支店 弥富南支店

ＴＥＬ

ＵＲＬ

写真貼付

担当者 内野豪紀

担当者 大野大輔

住 所 〒465-0082 愛知県名古屋市名東区神里1-105

〒436-0037 静岡県掛川市岡津244-3

〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-4-3 ウエスタンビル7F

0569-35-0559

業務提携したい内容

住 所

株式会社 エコシステムズ

FAX

弊社運送業務（トレーラーによる製紙用チップの運送）の委託。

アステック 株式会社

F-7
住 所

〒479-0837 愛知県常滑市新開町6丁目1-35

受注したい（売りたい）業務の内容

ガイド
ブック
掲載者

ﾌﾞｰｽＮｏ．

0567-68-2815

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

各工場・店舗の消耗品・設備及び安全衛生用品等のトータルサポート！
最新の情報を収集・分析し、お客様に、より良い商品をお届けします。
軍手、各種手袋、遮熱シート、梱包資材、マスク、安全靴、作業着、布テープ
など、工場・店舗で使用する消耗品・設備・安全衛生用品を幅広く取り揃えて
おります。

株式会社 ＩＮＵＩ

ＴＥＬ

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 員弁支店

共同受注、海外販路開拓できる販売先

物流業界の労働力不足を解決します！
ハイエースやキャラバンといったバンタイプの小型商用車に荷物を積み込む
際、より楽に積み込めるように開発された、革新的なパレット/貨物ローダー
の『イノリフト』をご紹介します。「ハンドリフト」と「リアゲート」の機能
を合わせたもつ世界で唯一、車に積み込む事が出来るリフトです。
また、物流業界に限らず、事務所で荷物を受け取る際の荷受にもぜひ使用し
ていただきたい。『イノリフト』はフォークリフト免許が不要で、サイズも非
常にコンパクトな上、操作方法が簡単なため、高齢者、女性、腰痛が不安な方
でも重い荷物を簡単に運ぶことが可能です。弊社では、ストーブの販売を行っ
ており、軽バンにストーブとイノリフトを積み込んで、納品先への運搬、荷お
ろし、積荷に使用しております。
ブースにて、実際に『イノリフト』が車に積み込まれる様子をご覧くださ
い！

0569-35-2955

担当者 浅井章太郎

信用金庫 桑名三重信用金庫

高精度加工に対応可能な協力工場を探しています。

様々な商用バンに積み込み可能なリフト

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

ＴＥＬ

ＴＥＬ

写真貼付

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ joshin-12@outlook.com

本支店 川原町支店

受注したい（売りたい）業務の内容

部品加工を継続的にして頂ける企業を探しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

担当者 住田 良平

特殊鋼販売から加工対応まで、物流機能を持った購売代行が得意で
す。
商 談
ニーズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info-ito@inno-sup.com

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

企 業 試作、開発など超特急対応が要求されるものづくりのパートナーを目
Ｐ Ｒ 指しています。

受注したい（売りたい）業務の内容

F-1 ～ F-48

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ikeda@ito-hagane.net

当社オリジナルの汎用機(ポンチ打刻機)を必要とする企業を探してま
す。また、組付機なども得意としていますので、専用機をお求めの企
業をお待ちしております。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 大型機械の受注も多く、設計完了から組付まで迅速に対応するため、
製缶・部品加工業及びシーケンサー制御業者を探しています。

有限会社 伊藤鈑金工作所

FAX

本支店 金山支店

企 業 専用機の設計から納品調整まで対応し、組付機・挿入機・電気制御が
Ｐ Ｒ 得意です。汎用機械も製作しています。

F-5

住 所 〒510-0033 三重県四日市市川原町33-1

〒454-0059 愛知県名古屋市中川区福川町3－1

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 大山田支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ＴＥＬ 052-355-1101
定型かフリーのいずれかを提出

担当者 営業部長 池田 健太郎

信用金庫 桑名三重信用金庫

ブースNo.

株式会社 伊藤ハガネ

受注したい（売りたい）業務の内容
「昇降デスク」を展示致します。
オフィスでの座りすぎによる健康被害の対策として、立っても仕事が可能な
昇降デスクの需要が増えております。業務内容によっては立位にすることで、
業務の効率化にも繋がります。また、オフィスだけでなく工場などでも作業内
容や作業者の身長に合わせ、都度デスクの高さを変えることが可能です。
弊社では、使用用途に合わせ電動タイプ・手動タイプそれぞれラインナップ
しております。
実機の展示も致しますので、ぜひ弊社ブースへお越しください。

・工作機械用刃具の製造及び再研磨（ハイス・超硬）
・スクエアEM・ボールEM・ラジアスEM・ドリル・その他特殊形状
の 刃具もお受け致します。是非一度ご相談下さい。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

工場・事業所に生産性向上、省エネに役立つ製品、サービスを提供しておりま
す。今回、展示する製品は、電子部品などの小さな物を瞬時にカウントする画
像計数器を出展します。逆光を利用し物体の投影面積を計測するため形状を登
録する必要はありません。

業務提携したい内容

ものづくりに熱意を持った部品加工業様を募集しております。

47

48

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 オクト工業
〒510-1325 三重県三重郡菰野町大字榊辻ノ内155-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-9
住 所

有限会社 オブドリーム

〒500-8453 岐阜県岐阜市加納鉄砲町1丁目12番地2

株式会社 五合

F-13
住 所

〒486-0807 愛知県春日井市大手町4-8-10

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 シービーテック

F-14
住 所

〒442-0872 愛知県豊川市金塚町１丁目58

ＴＥＬ

059-396-3338

ＴＥＬ

058-214-3591

ＴＥＬ

0568-35-2001

ＴＥＬ

0533-89-6544

FAX

059-396-3337

FAX

058-214-3592

FAX

0568-35-2018

FAX

0533-89-6530

ＵＲＬ

http://www.gogoh.jp

ＵＲＬ

http://cbtech.co.jp

ＵＲＬ
Ｅ-ｍａｉｌ okuto.industry@space.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 代表取締役：吉田 裕一

ＵＲＬ

担当者 早瀨将賜

主に金属容器、台車等を製作しております。お客様のニーズにあった
企 業
特殊製品や試作一台、製造一台から量産品まで一貫生産対応させて頂
Ｐ Ｒ
きます。

企
Ｐ

担当者 小川 宏二

当社のブースでは遮熱塗装をＰＲしております。
業 太陽熱を反射し、夏場の冷房費用を大幅カットする仕組みについて専門スタッフ
Ｒ による説明を行います。是非とも足をお運びくださいませ。

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 製品の溶接において、ロボット溶接を保有している取引先が不足して
います。ロボット溶接を保有している企業を探しております。
業務提携したい内容
運搬用具を利用されている企業様に、コスト低減や効率化のご提案を
させて頂きます。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 共栄設機

F-10

静岡県富士市五貫島142-1

担当者 清水 康伸

本支店 春日井支店

本支店 豊支店

水だけで汚れが落とせる親水性無機塗料「ゼロクリア」、工場内の安
企 業
全性を向上させる天井クレーン安全システム「zen」の開発・製造・
Ｐ Ｒ
販売を行っています。

企 業
洗浄により、コスト削減、作業環境の環境改善。
Ｐ Ｒ

発注したい（買いたい）業務の内容
屋根材 外壁材 空調関連

集塵機フィルター洗浄リュースシステム

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

金属などの表面の汚れ、傷対策に「ゼロクリア」、工場内の天井ク
レーンの安全効率化に「zen」を提案します。ぜひ一度ご相談くださ
い。

住宅・ビル・工場・店舗などの屋根・外壁など
商 談
ニーズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ yshimizu@cbtech.co.jp

信用金庫 豊川信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

商品運搬時におけるコスト削減や効率化を提案させて頂きます。製造
業様で運搬用容器を利用されている（利用する予定の）企業様を探し
ています。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ infogogoh@gogoh.jp

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 加納支店

本支店 生桑支店

住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ hayase@of-dream.net

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

各メーカー様の集塵機フィルター洗浄
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

建設・建築会社 リフォーム会社 太陽光事業会社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 建和

F-11
住 所

〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字八反田149-2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ジェーエスピー

F-15
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-16

松栄特殊印刷工業 株式会社

住 所 〒509-7703 岐阜県恵那市明智町108-29

〒452-0962 愛知県清須市春日砂賀東123

ＴＥＬ

0545-65-0800

ＴＥＬ

0568-71-5950

ＴＥＬ

052-737-7949

ＴＥＬ

0573-54-2178

FAX

0545-65-0801

FAX

0568-71-5928

FAX

052-737-7959

FAX

0573-54-3141

ＵＲＬ

http://www.kyoeisekki.com/

ＵＲＬ

http://www.bf-kenwa.co.jo

ＵＲＬ

http://jsp-kajiya.com

ＵＲＬ

https://www.shoei-print.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ somu@kyoeisekki.com

写真貼付

担当者 芳添 顕志朗

Ｅ-ｍａｉｌ floor@bf-kenwa.co.jp

写真貼付

担当者 事業部長 竹林武弘

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ y-omiya@jsp-kajiya.com

本支店 清洲支店

企 業
3次元レーザー加工機による金属切断加工
Ｐ Ｒ

企 業 弊社は、塗床・塗装の仕上業者です。工場や駐車場、テーマパーク
Ｐ Ｒ 等、皆さまが目にする床を綺麗に仕上げます。

企 業 私達は社員の幸せを通じ新しい鍛冶屋・機械屋のイメージを創造し、
Ｐ Ｒ 最高レベルのお客様の幸せを追求します

発注したい（買いたい）業務の内容
溶接・組付作業

信用金庫 中日信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

「熱交換塗料タフコード」は、屋根や壁に塗ることにより室温が低減
され、省エネ・節電効果があります。
アスファルトの温度上昇の抑制にも対応できる商品です。

一つの工程のみではなく金属加工全般を一括して請け負います。旋盤
加工、フライス加工は社内にて対応。もちろん、小ロット、多品種、
量産、試作にも対応致します。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

江洋圧接 株式会社

F-12

住 所 〒497-0040 愛知県一宮市浅井町東浅井字大島1564番1

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 材料、旋盤、フライス、製缶、研磨、ワイヤー、放電、各種表面処理
等金属加工に関して協力していただける企業を探しています

業務提携したい内容

自動化工具のロボット化

ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 明智支店

住 所

宏和工業 株式会社
〒510-0955 三重県四日市市北小松町字西山1710

当社は岐阜県恵那市明智町という山あいにある社員30人弱の小さな会社で
ありますが、主要取引先は日本を代表する大手弱電メーカーと自動車部品メー
カーであり、高い品質を維持し信頼を勝ち得ていると考え小規模ながらキラリ
と光る企業を目指しています
今後、新たな需要やリスク管理を考え、特にシール印刷とシルクスクリーン
印刷における業務提携可能な先柄があればと考え本ビジネスフェアに出展する
ものであります。
当日のご来場を楽しみにしています。

金属加工に関する内容全般

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-17

株式会社 しんきん情報サービス

住 所 本社：〒108-0075 東京都港区港南１－８－２７ 日新ビル１２階

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 シンセン

F-18
住 所

〒503-2207 岐阜県大垣市枝郷1-2-1

ＴＥＬ

0586-78-7600

ＴＥＬ

059-328-1321

ＴＥＬ

03-5462-3376

ＴＥＬ

0584-71-0224

FAX

0586-78-7602

FAX

059-328-1325

FAX

03-5462-3379

FAX

0584-71-4314

ＵＲＬ

http://www.koyo-fw.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.kouwakougyo.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.shinkin-sis.co.jp

ＵＲＬ

www.shinsen-t.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ koyo@jazz.odn.ne.jp
担当者 脇田 忠司

Ｅ-ｍａｉｌ m-tanaka@kouwakougyou.co.jp

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

本支店 西江南支店

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

企 業 お客様のニーズに応えられるよう常にベストを尽くし、より高い技
Ｐ Ｒ 術・技能・品質にチャレンジしていきます。

工作機械や産業機械に使用する 加工精度を良くする為の液温調整機
（オイルチューナー）を販売していただける取引先を探しています。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 弊社製品に使用する部品のほとんどが購入品ですので、機能提案を含
め、安価にご提供頂ける協力工場様を求めています。
業務提携したい内容
専用機製作を得意としていますので、提案・要望仕様等、打合せ可能
な企業を求めています。

Ｅ-ｍａｉｌ shinsen_t@shinsen-t.co.jp

写真貼付

担当者 萩原 博（ハギワラ ヒロシ）
信用金庫 大垣西濃信用金庫

信用金庫

本支店 赤坂支店

本支店

受注したい（売りたい）業務の内容
摩擦圧接は、回転による摩擦熱と圧力にて金属を接合する加工です。異材接合
や高強度接合が特徴であり、シャフト等のコスト削減に有効です。電子ビーム
溶接は、真空状態で高収束された熱源で溶接する加工です。高品質溶接が特徴
であり、精度の高い製品同士の接合に有効です。金属接合でお困りであった
り、コスト削減をご検討であれば、是非お立ち寄りください。

Ｅ-ｍａｉｌ it@shinkin-sis.co.jp
担当者 決済ビジネス推進部 梅田

担当者 管理部長 田中 勝

信用金庫 いちい信用金庫

F

業務提携したい内容

「熱交換塗料タフコート」の販路拡大にご協力いただける会社

ガイド
ブック
掲載者

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

コ ス ト 削 減・効 率 化

本支店 小牧西支店

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 東春信用金庫

本支店 八幡町支店

3次元レーザー加工技術

Ｅ-ｍａｉｌ katoh@ip.mirai.ne.jp
担当者 加藤洋一

担当者 山羽 正浩

信用金庫 富士信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
「しんきんコンビニ収納サービス」
お客様のライフスタイルに合わせて、いつでも・どこでも・簡単に、全国の
コンビニが２４時間３６５日、貴社に代わって集金します。
●身近なコンビニエンスストアが集金窓口です。
ー全国で約66,000店舗ー
●コンビニ本部と直接契約する必要はありません。
●バーコード付き払込票の作成も専用ソフトで簡単に行えます。
●スピーディーにお客様のお支払が確認できます。
●入金消込が簡単に行えます。
●請求件数が少量でもご利用可能です。
●お客様の支払方法の選択肢が増えることによりサービス向上します。
●スマートフォンを利用した「モバイルレジ」でのお支払いも可能です。

企 業 メンテナンスを通じてお客様に満足と感動を提供させて頂く事をモッ
Ｐ Ｒ トーとしています。
受注したい（売りたい）業務の内容
常に綺麗な状態を維持する事が出来る毎月のグリストラップメンテナ
ンス（ECOMAX）
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
グリストラップメンテナンスにお困りの飲食店、食品工場、スーパー
等
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 鈴木研磨

F-19

住 所 〒444-0316 愛知県西尾市羽塚町坊山63-2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 鈴六

F-20

住 所 〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字堤下７３番地１

ガイド
ブック
掲載者

中部紙業 株式会社

住 所 〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味字南原2645

ﾌﾞｰｽＮｏ．

司工業 株式会社

F-25
住 所

〒421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉5418-37

ＴＥＬ

0563-59-0751

ＴＥＬ

0564-21-5305

ＴＥＬ

052-736-2811

ＴＥＬ

0548-32-2221

FAX

0563-59-9441

FAX

0564-21-5474

FAX

052-736-3459

FAX

0548-32-3711

ＵＲＬ

http://suzukikenma.com/

ＵＲＬ

https://suzuroku.jimdo.com

ＵＲＬ

http://www.chubusigyou.co.jp/

ＵＲＬ

http://tsukasak.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ eigyou@suzukikenma.com
担当者 鈴木 慎也

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ suzuroku@abelia.ocn.ne.jp
担当者 鈴木みちる

信用金庫 岡崎信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ hattori@chubusigyou.co.jp

担当者 内田和也

信用金庫 東春信用金庫

本支店 本町支店

古着から作られたウエスは吸水性・吸油性◎

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ tsukasa@tsukasak.jp

担当者 服部康樹

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 平坂支店

梱包に関するコトは、
私たちにお任せください！

信用金庫 島田掛川信用金庫

本支店 志段味支店

本支店 吉田北支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は精密部品のメーカーです。主に自動車部品をメインに製作されるお客様
からの依頼が多いです。金属から樹脂まで、お客様から頂いた図面を元に全加
工、一部加工を問わず社内保有設備や協力会社にて製作致します。小ロット多
品種の治工具、ゲージ等の製作を短納期にて対応しております。納期、品質は
もちろんの事、コスト面も重視し、国外協力会社での加工にも力を入れており
ます。

愛知県岡崎市で古着を原料としたリサイクル布ウエスの製造・販売を行ってい
ます。原料となる古着の回収から選別、加工、梱包までを国内の自社工場で
行っているため、安定した品質・納期でのお届けが可能です。
また、濃色ウエスを始め、白メリヤスウエス、シーツウエス、タオルウエスな
ど多種多様なウエスの中からお客様のご予算や目的に合ったウエスをご提案さ
せていただきます。
吸水性と吸油性に優れたリサイクル布ウエスをぜひ一度お試しください。
その他、中古毛布、軍手なども取り扱っております。

弊社では、個人のお客様から法人のお客様まで、あらゆるお客様のニーズに
合わせて、ご提案させていただきます。オリジナル段ボールの製作も、小ロッ
ト・低単価・短納期にて承っております。
また、経費削減のための梱包費削減コンサルタントを実施しております。現
在お使いの輸送、販売のための梱包ケースや、緩衝材料、美粧ケース、パッ
ケージなどの状況をお聞かせ下さい。弊社担当が、問題点、解決策など、様々
なご提案をさせていただきます。

企 業 各種機械の設計・製作から現場工事まで、「お客様の想いが伝わる」
Ｐ Ｒ 機械装置・部品の製造を行っています。
受注したい（売りたい）業務の内容
各種自動機械の設計・製作から現場工事まで、機械装置・部品の製
造、メンテナンス、改造工事。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 機械設計、各種機械加工（旋盤加工等）、溶接加工、板金、現場作
業。
業務提携したい内容
機械装置等の電気設計

ﾌﾞｰｽＮｏ．

先生精機 株式会社

F-21

住 所 〒424-0301 静岡県静岡市清水区宍原622-7

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-22
住 所

宗和工業 株式会社

〒489-0932 愛知県瀬戸市美濃池町90

ガイド
ブック
掲載者
住 所

TM技研
〒485-0829 愛知県小牧市小牧原３丁目118番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-26
住 所

〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-5 YAMATO BLDG 2F

ＴＥＬ

054-394-0777

ＴＥＬ

0561-83-8581

ＴＥＬ

0568-72-3008

ＴＥＬ

090-8327-4745

FAX

054-360-2007

FAX

0561-83-9671

FAX

0568-72-3008

FAX

020-4664-3252

ＵＲＬ

https://www.senjo-seiki.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.sohwa-co.com

ＵＲＬ

-

ＵＲＬ

https://www.tk-agile.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@senjo-seiki.co.jp

写真貼付

担当者 総務部 先生幸泰
信用金庫 静清信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ s.tanaka@sohwa-co.com

Ｅ-ｍａｉｌ tmg-komaki@yahoo.co.jp

担当者 田中 聡

担当者 松山将之

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 渋川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

担当者 高柳 直紀

信用金庫 東春信用金庫

信用金庫 豊田信用金庫

本支店 味岡支店

本支店 山之手支店

企 業 弊社は包装容器の特注メーカーです。お客様の製品に合わせたパッ
Ｐ Ｒ ケージングをご提案致します。

企 業 弊社は、ピーターマン型自動旋盤を７台有しており、他社では敬遠さ
Ｐ Ｒ れがちな、少数品（１個から）を受けさせていただいております。

平成30年度豊田市新製品・新技術等開発補助事業にも採択された
企 業
「ExceLive IoT」は、使い慣れたエクセルで稼働状況の「見える
Ｐ Ｒ
化」を自社内で簡単に実現できるＩｏＴ新製品です。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

食品容器、部品梱包容器を使いトータルコストダウンをご提案致しま
す。

ピーターマン型自動旋盤なので、細くて長い品物が得意です。もちろ
ん、１個から受けさせていただきます。

中小製造業向けＩｏＴソリューション、ＩＴコンサルティングサービ
ス

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ アルミ・真鍮・銅などの材料を扱っている会社さんへ条件など相談し
たい。

業務提携したい内容

業務提携したい内容

F-23
住 所

株式会社 高瀬金型

〒492-8328 愛知県稲沢市西島一丁目138番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-24
住 所

株式会社 タカゼン

〒465-0005 愛知県名古屋市名東区香流2-1409

ガイド
ブック
掲載者

東伸運輸 株式会社

住 所 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町堤下１１番地１

業務提携したい内容
お客様既存製品（加工機等）に当社ＩｏＴ技術を組合せることで、高
付加価値化を実現できます

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-27
住 所

東濃コアー 株式会社

〒509-7122 岐阜県恵那市武並町竹折1695-1

ＴＥＬ

0587-36-0551

ＴＥＬ

052-739-7890

ＴＥＬ

0566-97-5111

ＴＥＬ

0573-28-2618

FAX

0587-36-5251

FAX

052-739-7880

FAX

0566-97-5222

FAX

0573-28-2114

ＵＲＬ

http://www.takasekanagata.co.jp

ＵＲＬ

http://wwwtakazen-e.jp

ＵＲＬ

http://www.toosin.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.tonocore.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@takazen.org

Ｅ-ｍａｉｌ info@takasekanagata.co.jp

担当者 高木正人

担当者 角館 宏幸
信用金庫 いちい信用金庫
本支店 萩原支店

企 業
金型からプラスティック部品まで一貫した生産の製造メーカー
Ｐ Ｒ

本支店 長久手支店

本支店 サルビア支店

企 業 電気工事業者目線からの省エネを通じてランニングコストの削減を
Ｐ Ｒ 行い、省エネ投資回収 3年を目指します！！
受注したい（売りたい）業務の内容
事業所内のモーター、コンプレッサー、すべての動力源や、照明な
どランニングコストの削減。空調管理、熱対策を通じての省エネ、
保安管理、新電力導入も行っております。

業務提携したい内容

商 談
ニーズ

写真貼付

担当者 兵藤
信用金庫 碧海信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

Ｅ-ｍａｉｌ t_hyodo@toshinunyu.jp

信用金庫 瀬戸信用金庫

金型成型から製造とプラスチック部品の製造まで一貫したものづくり
のメーカーであるため、医療部品や住宅設備部品、スーパーエンプラ
樹脂を主に生産まで行います。
商 談
ニーズ

写真貼付

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
ビル管理業者様へのランニングコストの削減及び電気保守管理業務
の見直し。

F

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

外部化工委託 穴あけ等

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@tk-agile.co.jp

コ ス ト 削 減・効 率 化

当社の面取り機は、各種歯車や異形のワークの面取り加工・バリ取り加工を
自動で行います。ワークそのものを倣いながら加工するので、プログラムや
ティーチングが不要で、一定寸法のきれいな面取りができます。
自動車部品をはじめ、建設機械、産業機械などの様々な部品に実績があり、
材質も金属をはじめ、樹脂、ガラス、セラミックなど多岐にわたり、特にお客
様の製品に合わせた自動化対応専用機の設計・製作実績は豊富にございます。
是非、一度ご相談ください。

写真貼付

本支店 共栄支店

自動面取り機・バリ取り機の総合メーカー
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株式会社 ＴＫアジャイル

Ｅ-ｍａｉｌ takeuchi@tonocore.co.jp

写真貼付

担当者 竹内 桂志
信用金庫 岐阜信用金庫
本支店 恵那支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
昭和40年、貨物運送からスタートした当社も現在では、本社、豊田営業所、
東栄倉庫、第3センター、本社配送センター、安城南営業所、西尾営業所、広
島営業所、高梁営業所（岡山県）の10拠点のほか、関連会社の安城倉庫運輸
(株)と安城物流センター(株)、東伸愛西物流(株)を運営する企業へと成長いた
しました。
今後も、物流事業の要となる運送業と倉庫業を事業基盤とするとともに、バ
ス事業における商品開発研究にも意欲的に取り組むなど、お取引企業の皆様に
ご満足いただけるよう企業努力を積み重ねてまいります。
当社の企業スローガン「JUST IN TOSHIN」は、「お客様の大切な荷物
を確実にお届けする」との意志を表明したものです。これからも、社員一人一
人が「正直な商売」をこころがけ、お客様からのご信頼をいただくことを目指
してまいります。

企 業
ハニカム・積層段ボール等の紙加工品 製造販売
Ｐ Ｒ
受注したい（売りたい）業務の内容
紙製パレットや、紙の強さ軽さの可能性を引き出し、使用後はリサイ
クルされる【ペーパーハニカム・積層段ボール】で一緒に製品開発や
部材、代替品をご検討中の企業を求めております。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
ペーパーハニカムを利用し開発・検討をお考えの企業

52

ガイド
ブック
掲載者
住 所

東洋鋳鉄 株式会社
〒510-0832 三重県四日市市伊倉三丁目5-40

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 富窪精機

F-28
住 所

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町1238

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ビー・サポート

F-33

〒468-0046 愛知県名古屋市天白区古川町５４番地

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

〒491-0932 愛知県一宮市大和町毛受一本松5-3

ＴＥＬ

059-351-6119

ＴＥＬ

0568-31-2520

ＴＥＬ

0120-527-718

ＴＥＬ

0586-80-1884

FAX

059-353-1521

FAX

0568-31-2521

FAX

052-747-8998

FAX

0586-47-2846

ＵＲＬ

http://www.toyochutetsu.co.jp

ＵＲＬ

https://tomikuboseiki.co.jp

ＵＲＬ

http://www.be-support.co.jp

ＵＲＬ

builds-on.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ officetoyo-somu@fuga.ocn.ne.jp
担当者 代表取締役 飯田 清一

Ｅ-ｍａｉｌ info@tomikuboseiki.co.jp
担当者 富窪 俊一

信用金庫 北伊勢上野信用金庫
本支店 本店営業部

短納期対応に努めております

企 業 3DCADを駆使して発泡模型を作り、溶解した鉄を流し込んで鋳物素
Ｐ Ｒ 材を製造しております。

担当者 梅原 晃徳

担当者 内容により各担当にお繋ぎします

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 春日井支店

本支店 神の倉支店

本支店 駅西支店

企 業 【精密ゴム金型設計製作】【小ロット精密部品加工】
Ｐ Ｒ のことなら富窪精機へ

企 業 事務用コンピュータの販売・ソフト開発・アフターフォローを自社
Ｐ Ｒ で一貫して行っています。

企 業 新築からリノベーションまで高いデザイン力とアイデアで、お客様の
Ｐ Ｒ 期待以上にお応えします。

受注したい（売りたい）業務の内容

自動車や工作機械などの鋳物素材部品

鋳物素材部品の機械加工

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@builds-on.com

信用金庫 瀬戸信用金庫

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
どんな業種・業態にも対応できる貴社オリジナルソフトをオーダー
で作成します。簡単操作と充実したサポート体制でお客様の事務処
理を強力にサポートします。

５軸マシニング、微細精密加工機、複合加工機等による金型部品、小
ロット精密部品加工

発注したい（買いたい）業務の内容

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ co.ltd@be-support.co.jp

信用金庫 岐阜信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

商 談
ニーズ

写真貼付

株式会社 ビルズ

F-34

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

工事現場の効率化を図るためのソフト・コンサルタント
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
工事現場管理を効率よく正確に進行したい業者様
業務提携したい内容

業務提携したい内容

現場管理ソフト「とレポ」の販売代理店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-29

株式会社 DREAMER（ドリーマー）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 名古屋ウエノ

F-30

株式会社 フェアウィンド

F-35

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 フェイス21

住 所

〒480-1115 愛知県長久手市菖浦池1001-4

ＴＥＬ

090-7853-3967

ＴＥＬ

052-902-5555

ＴＥＬ

052-219-7510

ＴＥＬ

053-462-8883

FAX

0561-63-6339

FAX

052-902-3093

FAX

052-221-5630

FAX

053-461-6211

https://dreamer-dreamer.com/

ＵＲＬ

http://www.n-ueno.co.jp

ＵＲＬ

http://www.fair-wind.co.jp

ＵＲＬ

http://www.faith21.net/

ＵＲＬ

担当者

住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌwatermaker@dreamer-dreamer.com
澤田 明宏

本支店

長久手南支店

何もない所から水を創り出す装置のレンタル事業

Ｅ-ｍａｉｌ oka@n-ueno.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@fair-wind.co.jp

担当者 岡

担当者 堀江 公仁子

受注したい（売りたい）業務の内容
自動車関連の通い箱の設計から製作(特に台車の樹脂加工品)、精密機
器の緩衝設計製作、物流に関する御相談(コンパネ、パレット、パ
レットスペンサー、梱包機器)、災害関連に関する用品

ウォーターメーカーをレンタルしていただけるお客様を求めています。
発注したい（買いたい）業務の内容
安定したストック型収入をお求めの法人様と事業契約を結びたいです。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
塩ビ関係(軟質、硬質)、発泡樹脂関係、小ロット多品種
業務提携したい内容

業務提携したい内容
新規開拓営業、設置と簡単なメンテナンス業務を行なっていただける企業を
求めています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 日洋工業

F-31
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-32

有限会社 信田鈑金

住 所 〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手7丁目96番地１

〒444-1202 愛知県安城市城ヶ入町団戸173-5

食品の安心・安全は『豪商』にお任せ！

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
☆☆消費税アップ目前！軽減税率への対応はお済みですか？☆☆
さまざまな販売、製造形態が混在する食品業界の「課題」は骨太の豪商が解
決！「豪商」は食品業界特有の機能を標準搭載した食品業向けのパッケージソ
フトです。
コアとなる標準機能をベースに、様々なオプションを組み合わせることで、お
客様独自の業務に合わせたシステムを導入できます。コストパフォーマンスに
優れ、短時間での導入が可能です。
＜製造現場では･･･＞製造コストの見える化、生産管理・実績管理によ り製
造業務の改善。
＜トレーサビリティ機能では･･･＞ロット毎にトレースバック、フォワードト
レースが可能。得意先からの問い合せに迅速な回答が可能。
～豪商は食品の『安心・安全』管理を支援します～

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-36
住 所

Ｅ-ｍａｉｌ akabayashi.faith21@kanekichi.jp

フジホームサービス 株式会社

〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町9558

本支店 天竜川支店

弊社は塗料の販売をしておりますが、高機能・長寿命の塗料しか取り
企 業
扱っておりません。防さび塗料であれば海上で35年サビない実績の
Ｐ Ｒ
ある塗料など他社にはない商品のみ取り扱っております。

サビでお困り、カビでお困りの方への塗装施工。住宅のぬりかべ外壁
のクラックでお困りの方への補修塗装施工。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ この機能は弊社だけ！というとがった性能を持った塗料メーカー様と
の商談。
業務提携したい内容
今後フランチャイズ展開も考えており、新しい業種へ興味がある皆様
全般。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ポラリス 株式会社

F-37
住 所

〒428-0007 静岡県島田市島117-2

0566-92-2273

ＴＥＬ

058-214-6943

ＴＥＬ

053-445-5250

ＴＥＬ

0547-46-5136

FAX

0566-92-2656

FAX

058-214-6878

FAX

053-445-5255

FAX

0547-46-5137

ＵＲＬ

https://nichiyou.jp/

ＵＲＬ

https://nplusgifu.com

ＵＲＬ

http://www.fujibussan.co.jp/fuji-homeservice/

ＵＲＬ

http://www.polaris.cc

写真貼付

担当者 総務部 岡田隆男

Ｅ-ｍａｉｌ n-plus-gifu@ocn.ne.jp

写真貼付

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 南安城支店

本支店 本店営業部

企 業 創業以来、多品種少量生産の自動化を追求してきました。板金加工で
Ｐ Ｒ 御困りの時には必ず御役に立ちます。
受注したい（売りたい）業務の内容
板厚0.3～6mmまでの様々な材料での板金加工でロット1～5000の
金型投資に見合わない製品。部品加工に付随する組み付け作業。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 組み付けに関する購入品で切削ピン等を製造するメーカー。パイプ加
工品・溶接加工をサポートしてくれるメーカー。
業務提携したい内容
試作板金案件を持つプレスメーカ、提案力のある塗装メーカー

写真貼付

担当者 鳥居 映次

担当者 信田

信用金庫 岡崎信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ torii@fujibussan.co.jp

日本では未だ馴染みのない遮熱材リフレクティックスを岐阜県にて特約代理店
をしている有限会社信田鈑金です。近年の夏の猛暑は伝えなくてもわかる通
り、人間の生命まで脅かす位になってきました。一概に熱中症,熱射病だけで
なく、動食物へのヒートストレスによる収穫，品質不足、異常気象による生物
界への影響など数年前には考えもつかなかったことが現実に起き始めていま
す。各種業界が人口減少による縮小コスト高に対応していく今こそ、イニシャ
ルコストを掛けてでも、捨て続くランニングコストを最小限にして企業価値を
高めないですか。遮熱材リフレクティックスは使い方次第で無限の可能性があ
ります、弊社も太陽に一番近い商売、板金屋ですが遮熱のプロとして出会えた
企業様のお役に立てればと思います。お気軽にご相談ください。採用実績とし
て、トップオブトップの企業様は採用施工しています。

Ｅ-ｍａｉｌ polaris-tt@mail.wbs.ne.jp

写真貼付

担当者 寺田融

信用金庫 浜松いわた信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

F

受注したい（売りたい）業務の内容

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ okada@nichiyou.com

写真貼付

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 名古屋支店

企 業 梱包、包装、設計、通い箱製作、パッケージに関する製作、販売会社
Ｐ Ｒ です。相談大歓迎です。

〒435-0037 静岡県浜松市南区青屋町564

担当者 赤林静夫

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 楠町支店

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

住 所

コ ス ト 削 減・効 率 化

企 業 もし、水が手に入らなくなったらどうやって生きていきますか？
Ｐ Ｒ 何もないところから水を創り出す！それがウォーターメーカーです。

商 談
ニーズ

住 所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１－１２ ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見３F

〒462-0016 愛知県名古屋市北区西味鋺1-704

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

53

ﾌﾞｰｽＮｏ．

信用金庫 島田掛川信用金庫

本支店 本店営業部

本支店 五和支店

遮熱材『サーモバリア』、ＬＰガス、宅配水『アクアクララ』、リ
企 業
フォーム、電気小売り、インターネット光回線等、暮らしに関わる事
Ｐ Ｒ
全般のお手伝いを致します。

各種生産設備の「プチ・エンジニアリングメーカー」です。生産設備
企 業
の『よろず相談』承ります。今回は、少量多品種処理に最適な混合機
Ｐ Ｒ
を提供致します。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

アルミ純度99%の遮熱シートを屋根に貼りつける全く新しい施工
法、『サーモバリアスカイ工法』で、真夏の工場・倉庫・店舗を涼し
く快適にします。ＣＯ２削減、冷房費削減、熱中症対策に。

市販のステンレス容器を用いた粉体混合機『ポット・ブレンダー』は
少量多品種の生産に最適です。『ポットブレンダー・ミニ』は、粉体
混合の試験に適しています。クリーンブース内取扱可。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 『サーモバリアスカイ工法』を施工してくださる企業様・職人さんを
募集しております（屋根の上での作業がメインです）。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 医薬・健康食品・食品加工等の生産設備の改良改善や保守点検・バリ
デーション作成にお悩みの方、ご相談くださいませ。

業務提携したい内容
『サーモバリアスカイ工法』の販売代理店となっていただける企業様
を募集しております。

業務提携したい内容
医薬・健康食品・食品等の業界へ協力して販路開拓していただける企
業様、是非ご一緒に。

54

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-38
住 所

株式会社 マルエス機工

〒485-0825 愛知県小牧市大字下末字野本347-17

ガイド
ブック
掲載者
住 所

水谷製函 株式会社

株式会社 結

F-42

住 所 〒417-0061 静岡県富士市伝法3098-9 フジフォワードビル4階

〒510-0007 三重県四日市市別名5-4-37

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ユーボン

F-43

住 所 〒441-8086 愛知県豊橋市問屋町9-2

ＴＥＬ

0568-73-3724

ＴＥＬ

059-331-6550

ＴＥＬ

0545-67-8999

ＴＥＬ

0532-34-5700

FAX

0568-73-3440

FAX

059-333-2406

FAX

0545-32-7776

FAX

0532-34-5705

ＵＲＬ

http://www.maruesu-kikou.co.jp

ＵＲＬ

http://www.ｍｉｚｕｔａｎｉｓｅｉｋａｎ.com/

ＵＲＬ

http://themispat.com/incap.html

ＵＲＬ

http://www.youbon.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ m.mizuno@maruesu-kikou.co.jp
担当者 水野雅尚

Ｅ-ｍａｉｌ info@mizutaniseikan.com

写真貼付

本支店 羽津支店

企 業 長年の経験で培ったノウハウと豊富な設備で機械加工を中心とした、
Ｐ Ｒ ものづくりのサポートを致します。

温もりあふれる木箱に、想いを込めて。あなたの大切な作品、大切な
企 業
方への贈りものを、木箱に入れてみませんか？１個から多ロッドま
Ｐ Ｒ
で、あらゆる要望にお応えいたします。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
木箱 木工製品など客先のニーズに合わせた物を企画 製造 販売
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
新たな木工製品 原材料

業務提携したい内容

業務提携したい内容

設計等

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-39
住 所

担当者 佐藤 玲子

本支店 問屋町支店

マルチカッター MTC05-2513

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

昭和からずっと変わらない中蓋。揮発性の高いもの、衛生的に保ちたいもの、
湿気に弱いもの等々、御社の取り扱っている商品にも使われていませんか？必
要だけど不便ですよね。
これをとてもスマートに解決しています。発明品の蓋に興味はあるけど「もっ
と大きいサイズの物も作れるの？」「何個から注文できるの？」など、ご覧頂
いて沸いてきた疑問にもお答え致します。
誰もが納得する新技術をぜひご覧ください。そして、この技術の凄さが分かっ
た貴方はプロフェッショナルです。

株式会社ユーボンは、ラミネーター、ルーター、レーザーカッター、マルチ
カッター、レーザー溶接機、チャンネル文字機など多くの機材、看板資材を全
国に販売しております。
また、それら機材や資材を活かした加工サービスを提供しております。
当社の技術スタッフが実績と経験に基づき柔軟に対応いたします。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

商品を木箱に入れて新たな分野で拡販していきたい。

ミッション・ツール 株式会社

〒488-0022 愛知県尾張旭市狩宿新町二丁目74番地1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-40
住 所

株式会社 宮川スプリング製作所

〒519-2405 三重県多気郡大台町弥起井218-1

F-44
住 所

株式会社 ライフファクトリーNEO

〒452-0014 愛知県清須市西枇杷島町押花19-2

F-45
住 所

リクルートラボ 株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目15-33 栄ガスビル13F

ＴＥＬ

0561-57-9424

ＴＥＬ

0598-82-1778

ＴＥＬ

052-880-8161

ＴＥＬ

052-855-3459

FAX

0561-78-1399

FAX

0598-82-1943

FAX

052-880-8163

FAX

052-855-3471

ＵＲＬ

http://mission-tool.co.jp

ＵＲＬ

http://www.miyagawa-spring.ecnet.jp

ＵＲＬ

http://neo-dannetsu.com/

ＵＲＬ

https://recruitlab.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sumoto@misson-tool.co.jp
担当者 洲本 国彦

Ｅ-ｍａｉｌ msp-ma@crocus.ocn.ne.jp

作業時間と労力の大幅削減

精密小物ﾊﾞﾈを主体とした金属製品の製造をしています。
企 業
製品開発にも力を入れ取組み、自社内で設計開発から治具、金型設計
Ｐ Ｒ
製作まで行い新製品をｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰに提供出来ます。

発注したい（買いたい）業務の内容
特殊鋼の焼入れ、焼戻し加工、ﾊﾞﾚﾙ、ﾒｯｷ加工等

業務提携したい内容

株式会社 メカメイト

F-41

〒445-0075 愛知県西尾市戸ヶ崎3-1-21 2階

企 業 熱のお悩み119番！真夏の暑さに耐えられない！真冬の寒さに耐え
Ｐ Ｒ られない！結露で困っている！そんな方はお気軽にご相談ください！

「世の中に誰もが働きたい職場を日本中に作ること」をミッション
企 業
とし、「求人媒体に依存しない」新時代に相応しい「採用サイトや
Ｐ Ｒ
SNS」を活用した新しい採用サービスを提供しています。

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

工場、倉庫、住宅、マンション、車、コンテナなどの熱い寒いの対策
に関する設計施工業務。

indeed運用/採用サイト/ホームページ/リクルートブック/会社案内/
説明会用パワーポイント/有料求人広告/人事採用部門構築サービス/
インスタ・企業ブランディングサービス

発注したい（買いたい）業務の内容
板金屋根材、軽量下地鋼材など。

業務提携したい内容

当社の商品を販売して頂ける会社を探しております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 金山支店

小物精密ﾊﾞﾈ(線径φ0.3～φ2.3)及び特殊形状ﾊﾞﾈ(三角、四角、楕
円、十字、ｸﾘｯﾌﾟ等)を使用、販売して頂ける取引先を探しています。
商 談
ニーズ

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 名古屋支店

受注したい（売りたい）業務の内容

ミッションテープ MT-1-SET,MT-1の販売、PR
発注したい（買いたい）業務の内容

特殊形状バネ

住 所

商 談
ニーズ

〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田4-14-8

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

カビ・害虫駆除、防除屋さん

株式会社 矢田工業所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-46
住 所

集客ツール/労働環境整備ツール

ローレルバンクマシン 株式会社

〒453-0013 名古屋市中村区亀島２－１４－１０フジビル２F

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-47
住 所

株式会社 ロジックス

〒444-0232 愛知県岡崎市合歓木町字渡嶋90番地3

ＴＥＬ

0563-65-3030

ＴＥＬ

052-721-6561

ＴＥＬ

052-451-1821

ＴＥＬ

0564-43-1115

FAX

0563-65-3031

FAX

052-723-3552

FAX

052-459-1189

FAX

0564-43-5831

ＵＲＬ

http://www.mecha-mate.co.jp

ＵＲＬ

http://www.yadakogyo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.lbm.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.lgcs.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@mecha-mate.co.jp

写真貼付

担当者 三矢

Ｅ-ｍａｉｌ yada1367@yadakogyo.co.jp

写真貼付

写真貼付

担当者 高須大介

担当者 近藤 満佐廣

信用金庫 西尾信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ d-takasu3565@lbm.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ hashiguchi@lgcs.co.jp

写真貼付

担当者 橋口 義高

信用金庫 中日信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 桜町支店

本支店 大曽根支店

本支店 本店

本支店 中島支店

人手不足を背景に需要が高まっているFA設備（工場の自動化設備）
企 業
の設計及び製作を行います。
Ｐ Ｒ
設計技術が多数在籍しているため短納期にも対応可能です。

企 業
お客様のニーズに合わせた板金・塗装・組立が出来る会社です。
Ｐ Ｒ

企 業
1946年創業の、通貨処理機メーカーです。
Ｐ Ｒ

企 業 倉庫・工場の貸したい・借りたいを、ベストマッチングするロジ庫で
Ｐ Ｒ す。

受注したい（売りたい）業務の内容
FA設備の機械設計
FA設備の設計製作
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ FA設備の電気設計
FA設備製作のための加工部品
業務提携したい内容
FA設備施工可能な業者様
海外でのFA設備設計製作にご協力いただける業者様

受注したい（売りたい）業務の内容
お客様の要求する商品を板金から意匠塗装、防錆塗装を短納期で高
品質で製作いたします。塗装に関するあらゆるニーズにお応えして
まいります。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 当社の製品づくりに関連する外注先（板金・塗装）を探していま
す。
業務提携したい内容

商 談
ニーズ

F

クリエイティブ制作、業務の効率化/見える化に関するツール

業務提携したい内容

ﾊﾞﾈを使用したOEM商品開発、販売等

ガイド
ブック
掲載者

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ r.hayashi@recruitlab.jp
担当者 代表取締役 林 竜也

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 三瀬谷支店

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

コ ス ト 削 減・効 率 化

企 業 作業効率・生産性を上げ仕事の完成度を高める商品の開発、製造、販
Ｐ Ｒ 売を行っております。

Ｅ-ｍａｉｌ neo2018factory@gmail.com
担当者 山口信治

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 共栄支店

住 所

写真貼付

担当者 西村 明浩

信用金庫 瀬戸信用金庫

商 談
ニーズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ youbon@youbon.co.jp

信用金庫 豊橋信用金庫

本支店 吉原支店

本支店 本店営業部

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 機械加工（フライス、旋盤）、表面処理（メッキ、黒染め当）、熱処
理

写真貼付

信用金庫 しずおか焼津信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

マシニング加工、旋盤加工、溶接、組立

Ｅ-ｍａｉｌ f.yuki@themispat.com
担当者 MIS/古野 有己

担当者 水谷 一郎

信用金庫 東春信用金庫

55

ﾌﾞｰｽＮｏ．

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

金融機関をはじめ、官公庁、流通業界、病院、鉄道会社、娯楽レ
ジャー施設など、たくさんの業界のお客様にご利用いただいておりま
す。

倉庫・工場賃貸マッチングサービス『ロジ庫』の紹介です。倉庫、工
場の賃貸物件を探されている企業様は、是非ご相談ください、物流の
プロが物流目線でご希望に合った物件をご提案致します。

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 空倉庫、遊休工場をお持ちの方を大募集しています。弊社マッチング
サービス『ロジ庫』で多数の荷主様へ紹介させて頂きます。
業務提携したい内容

56

ガイド
ブック
掲載者

ワシノ商事 株式会社

住 所 〒441-8008 愛知県豊橋市三ツ相町245番地の1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

F-48
住 所

ワン・イレブン 株式会社

〒505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町3丁目26-1

熊野商工会議所/糸川屋製菓㈱

G-4
住 所

〒519-4325 三重県熊野市有馬町5410

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

〒475-0916 愛知県半田市柊町3-2-8

0532-39-6113

ＴＥＬ

0574-24-7735

ＴＥＬ

0597-89-2014

ＴＥＬ

0569-25-1266

FAX

0532-39-6115

FAX

0574-24-7736

FAX

0597-89-0488

FAX

0569-25-1267

ＵＲＬ

http://www.washinoshouji.com/

ＵＲＬ

http://www.one11.kpot.co.jp

ＵＲＬ

http://www.itogawaya.com

ＵＲＬ

kokoropaint.jp

写真貼付

担当者 井澤 洋人

担当者 大岩伸行

信用金庫 蒲郡信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
当社は昭和62年に誕生して以来、地域の皆様のおかげさまで成長、発展を
遂げて参りました。創業当初はリユースを通じて、文具・事務用品や事務機器
などのオフィス用品を格安で皆様に提供する総合商社でした。しかしながら、
昨今のITの発達により事務の世界は一変されました。そしてその変化の中で、
「時代に合ったオフィス環境を新しく作り出せないか」というお客様からのお
声を頂くようになりました。そのようなご要望にお応えするために当社は、
「OA FLOOR」の販売を中心とする建材事業部を平成23年に立上げまし
た。自社商品である「エコフロア」「エコユニットフロア」「WS３０００」
は環境に優しくかつ軽量・高強度な商品であります。今後オフィスのリニュー
アルなどお考えのお客様は、コストの削減・仕事の効率化にもつながると考え
ますので、是非お声掛け下さい。今後もオフィス環境の総合的なサポートとメ
ンテナンスを通じて、当社は今まで以上にお客様に喜びとなお一層の貢献した
く、邁進し挑戦して参ります。

本支店 熊野支店

企 業 「だったら、つくりましょう。」をスローガンに、アルミ・プラス
Ｐ Ｒ チック・テントハウスでお客様の欲しいをカタチにする会社です。

熊野古道を地元の方々はもとより、遠方の方にも広まってほしいとい
企 業
う思いを込めて、せんべいや饅頭などに熊野古道をイメージした焼き
Ｐ Ｒ
菓子を作りました。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
熊野古道の商標登録を取得しておりますので、熊野古道シリーズを中
心に売り込みをさせていただきます。登録商標第4242098号

発注したい（買いたい）業務の内容
全国への輸送業務、チャーター便
業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-2

OKKO真珠 株式会社

受注したい（売りたい）業務の内容
室内の景観工法、エイジング塗装、外壁塗装
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

テントハウスの施工業務

業務提携したい内容

熊野古道商品の拡販とコラボ商品の開発

上野商工会議所

住 所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内500

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-6
住 所

ゴルフスクール・TKネックラック事業部

ﾌﾞｰｽＮｏ．

佐藤醸造 株式会社

G-7

住 所 〒497-0011 愛知県あま市七宝町安松縣2743

〒432－8058 静岡県浜松市南区新橋町601

ＴＥＬ

0595-21-0527

ＴＥＬ

053-596-9896

ＴＥＬ

052-444-2561

FAX

0595-24-3857

FAX

053-596-9890

FAX

052-442-1344

ＵＲＬ

http://iga-ueno.or.jp/

ＵＲＬ

http://neckluck.com/

ＵＲＬ

http://www.shippomiso.com

Ｅ-ｍａｉｌ info@iga-ueno.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ kanaisan.13@pc5.so-net.ne.jp

Ｅ-ｍａｉｌ ito@shippomiso.com

担当者 釜井宣尚

担当者 金井 隆尚

担当者 伊藤健介

信用金庫 北伊勢上野信用金庫
伊賀ブランド「IGAMONO（いがもの）」

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
三重県伊賀市には、伊賀米・伊賀牛、お酒、伊賀組紐といった優れた食品や工
芸品など多数ありますが、これらの優れた品物は地域で消費されるものが多い
為、海外も含めあまり地域外に知られていません。そこで、伊賀の誇る優れた
商品を多くの方に知ってもらうため、行政が中心となり伊賀地域の認定ブラン
ド「IGAMONO(いがもの)」を立ち上げ、それらの特徴に見合う産品を認定品
として積極的に情報発信することで、地域外の認知度向上、販路拡大を推進し
ています。
上野商工会議所エリアには、伊賀の風土と暮らしがひそかに育んだ魅力ある伊
賀流産品、伊賀の匠の知恵と技が結集した優良な商品「IGAMONO(いがも
の)」が揃っています。是非お立ち寄りください。

本支店 七宝支店

本支店 可美支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

ゴルフスクールと鍼灸院を経営し私自身、首に持病があることから、
企 業
今までに無い首の疲れをラクにする「乗り物用疲労軽減枕ネックラッ
Ｐ Ｒ
ク」を開発（特許取得）東急ハンズで人気急上昇中！

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 今後ロットが増えた時の協力して頂ける縫製会社様を探しておりま
す。（国内）

創業明治七年（１８７４年） 味一筋をモットーにひたすらこの愛知 尾張の
地にて味噌醤油造りに励んで参りました。地元産の原料も積極的に取り入れ高
品質な製品、味を守り育てています。品質管理におきましては、ＩＳＯ９００
１を認証取得。全社員が一丸となって５Ｓ活動にも取り組んでいます。
また、味噌、醤油、たれのPB商品開発、OEMでも企画から生産まで安心して
お任せください。ロットや日持ちなどの気になる問題も、アイデアと工夫でよ
りよいご提案をいたします。また、味などのご要望ご相談ください。

業務提携したい内容
トラベル用品（特にネックピロー）の充実した売り場を持つ大手小売
店様、百貨店様。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-3

株式会社 亀井製作所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-8
住 所

進弘産業 株式会社

〒491-0376 愛知県一宮市萩原町串作字郷27番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-9
住 所

艶金化学繊維 株式会社

〒503-0995 岐阜県大垣市十六町字高畑1050

0596-27-5998

ＴＥＬ

0574-25-0211

ＴＥＬ

0586-69-1121

ＴＥＬ

0584-92-1821

FAX

0596-23-7307

FAX

0574-25-0289

FAX

0586-69-1384

FAX

0584-92-1825

ＵＲＬ

http://www.okko.co.jp

ＵＲＬ

http://www.repeat-k.co.jp/

ＵＲＬ

http://sinkosewing-cojp.check-xserver.jp/

ＵＲＬ

http://www.tsuyakin.co.jp/

写真貼付

写真貼付

写真貼付

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ o-matsumoto.2@tsuyakin.co.jp

写真貼付

担当者 松本 修
信用金庫 大垣西濃信用金庫

信用金庫 尾西信用金庫

本支店 扶桑支店

企 業 日本国内で加工から製品製作までを一貫して行っている真珠加工メー
Ｐ Ｒ カーです。

Ｅ-ｍａｉｌ y-matsuda@sinkosewing.co.jp
担当者 松田

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 伊勢支店

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ tsumagari@repeat-k.co.jp
担当者 津曲 悠衣

担当者 吉村 渉
信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 神山支店

本支店 静里支店

弊社はオーダーカーテンの縫製加工を行っております。更なる開発と
企 業
して、レーザーカットや熱圧着技術を使い様々な商品開発を行ってお
Ｐ Ｒ
ります。

衣料品向け布染色加工を主事業とし、生地、縫製品を自社工場にて日
企 業
本品質にこだわり、製造販売している。脱炭素経営に積極的に取り組
Ｐ Ｒ
み、環境配慮型工場運営、製品開発を手掛ける。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

日本製としての高品質な物作りを志しており、宝飾品からノベルティ
商品まであらゆるニーズにお応え致します。小ロットでのオリジナル
商品作成も承ります。

レーザーカットの技術を活用したインテリア雑貨・ファッション雑貨
も販売しております。また、お客様のオリジナル商品を1品から型な
しで作成できるので、ノベルティなども作成可能です。

①ワークショップ開催団体、宿泊業者、イベント企画会社等
②地域公共団体、地域活性化企画会社等
ミツロウ エコラップ作り、ハンカチ染め等の体験学習を請負います。

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
宝飾品催事の企画等も行っております。

F
G

受注したい（売りたい）業務の内容
旅行用品を取り揃えるお店との繋がりを求めています。飛行機・新幹
線・バスに最適で自動車も。旅行や出張での疲労を訴える方、従来型
のネックピローに満足されていない方に喜ばれます。

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ okko@arrow.ocn.ne.jp

写真貼付

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 上野営業部

住 所 〒505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩752-1

〒516-0014 三重県伊勢市楠部町1801

企 業 モルタル造形、特殊塗装、デザイン塗装で建物や空間を彩っておりま
Ｐ Ｒ す。

地域ブランド

G-1 ～ G-22

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

本支店 乙川支店

コ ス ト 削 減・効 率 化

ブースNo.

熊野古道黒ごまクリームサンド

アルミ・プラスチック商品の開発・設計・金型製造・製品製造・物流
テントハウスの新築・張替え・間仕切りは全国施工可能です。

G-1

地域ブランド

信用金庫 半田信用金庫

本支店 金山支店

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ info@kokoropaint.jp
担当者 イヌカイ

信用金庫 紀北信用金庫

ﾌﾞｰｽＮｏ．

企 業・製 品 紹 介

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@itogawaya.com
担当者 南 文弘

信用金庫 関信用金庫

本支店 前田南支店

住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ n-oiwa@kpot.co.jp

こころペイント

G-5

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ hiw@wing.ocn.ne.jp
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岐阜県加茂郡に本社を置く、ミニキッチンのリーディング総合メーカー亀井製
作所です。ワンルームマンションなどの賃貸住宅やオフィス・施設向けに、デ
ザイン性の高いミニキッチンの製造・販売をしております。特注対応やお客様
別に新たな商品の製作もお任せください。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
市場に出回っていない機能性のある生地や資材など。
業務提携したい内容
レーザーカットと熱圧着の技術を活用できるOEM商品の加工など。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
①②に関わる素材等
業務提携したい内容
①身近に染色経験が出来るワークショップを行える環境整備
②衣食住の地域性を大切にするチーム作り
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トマト工業 株式会社

G-10
住 所

〒501-3501 岐阜県関市富之保3861-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 トラスト

G-11
住 所

〒485-0058 愛知県小牧市小木5-417

ﾌﾞｰｽＮｏ．

富士商工会議所

G-14
住 所

〒417-0057 静岡県富士市瓜島町82番地

ﾌﾞｰｽＮｏ．

松井建具店

G-15
住 所

〒440-0095 愛知県豊橋市清須町宮西87番地

ＴＥＬ

0575-49-3648

ＴＥＬ

0568-71-4560

ＴＥＬ

0545-52-0995

ＴＥＬ

0532-31-1545

FAX

0575-49-3718

FAX

0568-71-4717

FAX

0545-52-9796

FAX

0532-31-1710

ＵＲＬ

http://www.tomatokogyo.com/

ＵＲＬ

http://www.web-trust.net

ＵＲＬ

https://www.fuji-cci.or.jp/

ＵＲＬ

https://www.matsuitategu.jp

Ｅ-ｍａｉｌ mabo@frpsozai.com

写真貼付

担当者 馬渕敦史

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ mtakeda@web-trust.net
担当者 竹田 将成

信用金庫 岐阜信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ key@fuji-cci.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@matsuitategu.jp

担当者 神尾英尚

信用金庫 中日信用金庫

写真貼付

担当者 松井美喜夫

信用金庫 富士信用金庫

信用金庫 豊川信用金庫

本支店 東関支店

本支店 藤島支店

本支店 本店

本支店 菰口支店

トマト工業は全国的にも珍しい超小ロット対応のボード加工をしてお
企 業
ります。またパネル加工技術を活かした屋外シャワー・トイレユニッ
Ｐ Ｒ
トの製造販売を行っております。

サンリオ社との事業提携契約に基づき、サンリオキャラクターを使用
企 業
しての商品化や広告宣伝、販促物納入、イベント企画などの業務を
Ｐ Ｒ
行っております。

富士ブランド認定品は、富士地域の素材・名勝・歴史を活かした産
企 業
品・製品等で、認定基準により選定された優良商品です。お土産・ギ
Ｐ Ｒ
フトなどにご利用ください。

企 業 本業は建具屋ですが既成概念にとらわれず常に挑戦！「生活に笑顔あ
Ｐ Ｒ ふれる」ものづくりを心掛けています。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

屋外トイレ、シャワーユニットの導入で、働き方改革を推進される会
社さんが増えています。スキットの導入で、顧客、従業員満足度を高
めませんか？

「商品とのコラボ」「企業のイメージアップ」「観光大使等の地域活
性」「休憩室やホテル等の空間装飾」など、サンリオキャラクターの
活用方法をご提案。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 新しいサービス、コスト低減サービス、改善サービスなどを行う会社
さんを随時募集しております。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

「生活に笑顔あふれる」ものづくり

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

販路拡大のため、生活雑貨店や百貨店、ネット通販などと商談希望
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

桜形鉛筆（結）・Google Home Mini和柄ｶﾊﾞｰ・和柄ぶろっく
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

パネル加工を一緒になって行う協力業者様は随時募集しております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-12
住 所

株式会社 中島工務店

〒508-0421 岐阜県中津川市加子母1005

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 日光オート

G-16
住 所

〒498-0045 愛知県弥富市稲元13-5

丸安ニット 株式会社

〒451-0024 愛知県名古屋市西区秩父通り1‐58

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-17
住 所

株式会社 みなみちたフルーツ

470-3321 愛知県知多郡南知多町内海南浜田50-1-105

0569-77-0611

ＴＥＬ

0573-79-3131

ＴＥＬ

0567-66-3662

ＴＥＬ

052-522-2171

ＴＥＬ

FAX

0573-79-3214

FAX

0567-66-3717

FAX

052-521-5695

FAX

0569-77-0611

ＵＲＬ

http://www.npsg.co.jp/

ＵＲＬ

http://nikkoauto.jp

ＵＲＬ

http://www.siffon.net

ＵＲＬ

https://www.minamichita-fruit.com/

Ｅ-ｍａｉｌ daichi@nakashima-net.com

写真貼付

担当者 住宅部 中島大地

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@nikkoauto.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ yasunori@maffon.com

信用金庫 知多信用金庫

信用金庫 中日信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ francoisebiwa.minamichita@gmail.com
担当者 林浩子

担当者 伊藤 安則

担当者 岩本 芳朋

信用金庫 岐阜信用金庫
本支店 付知支店

本支店 中川支店

本支店 浄心支店

本支店 内海支店

企 業 岐阜県中津川市加子母に本社を置き、土木・公共建築・住宅建築・社
Ｐ Ｒ 寺建築を全国に向け手がける工務店です。

企 業 中間マージンのカットはもとより、一番評価の高い市場（国内の顧
Ｐ Ｒ 客への直接販売、海外顧客への直接輸出）への出荷実現化の努力

企 業 日本製にこだわったニット工場です！！
Ｐ Ｒ 「 I am JAPAN ＝ 愛 編む 日本 」

企
Ｐ

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 在来軸組構法による一品生産の住宅づくりをお手伝い頂ける、岐阜
県・愛知県を営業範囲とする協力業者様。
業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

G-13
住 所

浜松ハム 株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町178-2

住 所

藤垣窯業 株式会社

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

美濃白川麦飯石 株式会社

住 所 〒509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川5608番地

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-18

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

枇杷を使った商品開発

新たな販路先や共同開発先を探しておりますのでぜひ！！

ガイド
ブック
掲載者

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ヤマキ

G-18

住 所 〒444-0324 愛知県西尾市寺津町四ノ割横道西10-1

ＴＥＬ

053-438-1186

ＴＥＬ

0572-29-2000

ＴＥＬ

0574-77-1176

ＴＥＬ

0563-59-7135

FAX

053-438-2765

FAX

0572-27-5617

FAX

0574-77-1986

FAX

0563-59-6644

ＵＲＬ

http://www.hamaham.co.jp

ＵＲＬ

https://diy-tile.com

ＵＲＬ

http://www.bakuhan-seki.jp/

ＵＲＬ

http://www.yamaki-c.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ t.yamamoto@hamaham.co.jp

写真貼付

担当者 山本 貴士

写真貼付

受注したい（売りたい）業務の内容
タイルをアクセントに少しだけ貼りたい、しかし少しでは職人さんも
手配ができない。そんなアパートなどのオーナー様やリフォーム業者
様。その他、D.I.Y.商材を取り扱われている業者様。

発注したい（買いたい）業務の内容
食肉原料
業務提携したい内容
食肉の製造、加工を通年を行っていただけるお取引様、または定期的
に製造、加工が可能なお取引様

本支店 寺津支店

企 業
お客様に喜んで頂けるサービスと商品開発を第一に考える。
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 一般ユーザー向けに販売ができる、安価で安全なタイルカッターを探
しています。
業務提携したい内容
展示会に出展する際に、D.I.Y. TILEを使って貼って頂き、商品のPR
させて頂ける企業様を探しています。

写真貼付

担当者 鈴木 英昭

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

食肉原料（牛、豚）食肉加工品（ハム、ベーコン、ウィンナー等）冷
凍食品（パン粉付、ハンバーグ、コロッケ等）一次加工品（スライ
ス、ミンチ、たれ漬け等）

Ｅ-ｍａｉｌ info@yamaki-c.co.jp

信用金庫 西尾信用金庫

本支店 白川支店

本支店 旭ヶ丘

企 業 美味しさを追求し、開発提案販売促進までお取引様と一緒に商品を開
Ｐ Ｒ 発し育てることを行っております。

写真貼付

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 本店営業部

Ｅ-ｍａｉｌ bakuhan@mc.ccnw.ne.jp
担当者 三戸茂治

担当者 林孝直

信用金庫 遠州信用金庫

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ hayashi@tile.co.jp

G

①商品：びわの葉茶。みなみちたフルーツソープの販売。②びわの
葉エキスを作るワークショップ。③講演会講師（学生、企業、自治
体等）

美濃和紙の遺伝子を受け継ぐ和紙で出来た糸。この丈夫な糸を素材に
編み上げたニット製品を提案します。和紙糸自体の吸水性・速乾性・
消臭効果を最大限に利用した新しく、心地よい商品です。

業務提携したい内容
円滑なトラックライフサイクル実現への適応案件であれば、常に前
向きな検討を辞しません。

ガイド
ブック
掲載者

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
トラックの事なら、小型から大型までどんな形状の車種も取り扱っ
ております。また在庫にない車も独自のネットワークを生かして、
販売する事が可能です。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ フォークリフト・重機をはじめ、どんなトラック（ローン途上車、
不可動車、車検切れ、過走行、低年式）でも買取可能です。

南知多町産農薬不使用の枇杷・枇杷葉で地域活性化を目指す。農家
業
支援、耕作放棄地の再生に取り組んでいる。平成29年輝く女性ソー
Ｒ
シャルビジネスプランコンテスト「愛知県知事賞」受賞。

地域ブランド

受注したい（売りたい）業務の内容
岐阜県産木材と日本の伝統技術を駆使した、設計・施工の地域工務店
と住まい手が一丸となってつくり上げるこだわりの住まい。新築・リ
フォーム等なんでもご相談ください。
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

国内で唯一の麦飯石の生産地です。麦飯石の採掘から麦飯石の加工販売を行っ
ています。麦飯石は吸着力.ミネラルの溶出.水質調整.酸素を供給.分解作用があ
ります。この特性を利用し水の浄化.入浴剤.養魚.化粧品.農業用土壌活性剤など
幅広く利用いただけます。＜創業1982年 ／ 資本金1750万円 ＞
◆麦飯石及び麦飯石関連の商品を販売したい。
(麦飯石.麦飯石パウダー.ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ.麦飯石石鹸.農業用土壌活性剤麦飯活土）
◆麦飯石利用農法で作った極上のトマトジュースを販売する専門店を求めてい
ます。
◆麦飯石の製造過程で産出する麦飯石パウダーの有効利用を提案していただき
たい。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
●鋳物素材（FC材、FCD材）の提供、ならびに機械加工付での製品提供が
可能です。
●得意分野としては中量以下の量産で２０kg～１５０kgまでのケース部品
です。
●複雑形状でもチャレンジしていきます。
●試作～量産まで自社での対応が可能で、コンカレント活動による製品開発
にも対応できます。
●鋳物部品でお困りの案件がありましたら、声をかけてください。
●弊社所在地区内で、同業者（西尾市鋳物工業協同組合会員）の紹介も
可能です。
●弊社は機械加工の協力先及び鋳造用金型製作関連先を求めています。
●鋳造、加工とも自動化、合理化機器でのアイデアを求めていますので、
提案いただける企業様をお待ちしています。

60
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ヤマコー 株式会社

G-19
住 所

〒509-9298 岐阜県中津川市坂下275-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ヤマ吾陶器

G-20
住 所

〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田1377

H-1

〒510-8121 三重県三重郡川越町高松829

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-1
住 所

株式会社 レストランサポート
（朝明商工会）

〒510-8111 三重県三重郡川越町当新田434-1

ＴＥＬ

0573-75-3470

ＴＥＬ

0572-59-2186

ＴＥＬ

059-365-0038

ＴＥＬ

FAX

0573-75-4650

FAX

0572-59-4869

FAX

059-363-6900

FAX

059-361-4701

ＵＲＬ

https://yamaco.jp

ＵＲＬ

https://t.yamago.co.jp

ＵＲＬ

http://www.ten-iti.com/

ＵＲＬ

http://伊勢の黒にんにく.com/about.html

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ youbi@yamaco.jp
担当者 経営総合企画部 渡辺

木製調理道具『臺處(だいどころ)シリーズ』

業務用木製調理道具・器・演出小物・ディスプレイ用品、店舗用木製
企 業
什器・サイン用品、一般雑貨（キッチン、生活、和 等）の企画製造
Ｐ Ｒ
卸を行っております。

本支店 朝明支店

企 業 大切なお客様に最高のおもてなしを演出する陶磁器、ガラス器を製
Ｐ Ｒ 造、販売。オリジナル製品にも対応可能。

人々の健康維持に役立ち 安全 且つ身体が実感する 「黒にんにく」
企 業
「JAS有機黒ﾆﾝﾆｸ」 「黒ﾆﾝﾆｸ入りカレー」等を販売。又､黒にんに
Ｐ Ｒ
く受託製造も行なっています。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
当社扱い品の部類の商品提案型の企業様とお会いできることを希望し
ます。

〒491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字上河原45-1

信用金庫 桑名三重信用金庫

明治6年創業の老舗酒蔵で、清流朝明川の伏流水と地元三重県産の酒
企 業
米を使った酒造りを行っています。昨年から副産物の米麹を使った化
Ｐ Ｒ
粧品の開発、商品化に取り組んでおります。

受注したい（売りたい）業務の内容

G-21

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
「黒にんにく」 「有機黒にんにく」 「黒にんにくペースト」
「黒にんにくﾊﾟｳﾀﾞｰ」 「黒にんにく入りカレー」

酒造りの工程で作られる米麹から作られた化粧品（スキンケア）
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

商 談
ニーズ

G-22
住 所

度会町商工会（いらっ茶いわたらい）

業務提携したい内容
「黒にんにく」関連食品の開発と製造。

ガイド
ブック
掲載者

株式会社UND-K （Café de UN Daniels）
（桑名商工会議所）

住 所 〒511-0065 三重県桑名市大央町49-6

〒516-2103 三重県度会郡度会町大野木1260

「黒にんにく」関連商品の製造

業務提携したい内容

自社製品の販路開拓にご協力して頂ける会社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

マルキュウ製麺所
（桑名商工会議所）

ガイド
ブック
掲載者
住 所

〒511-0911 三重県桑名市額田515

0586-72-0716

ＴＥＬ

090-4797-9494

ＴＥＬ

0594-23-7030

ＴＥＬ

0594-31-6146

FAX

0586-72-7655

FAX

0596-62-1787

FAX

0594-23-7030

FAX

0594-31-6146

ＵＲＬ

https://iracchai-watarai.com/

ＵＲＬ

https://www.cafedeun-daniels.com/

ＵＲＬ

http://marukyuu.com

Ｅ-ｍａｉｌ t.ito@rbw.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ iratyai@amigo.ne.jp

担当者 伊藤 匠

担当者 西川博次

信用金庫 いちい信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容
度会町の特産品(わたらい茶、お米、ブルーベリー加工品、木工品、
ステンレス知育玩具ネジー等)

染色加工 糸の企画提案

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-1

企 業・製 品 紹 介

食・物販

住 所

有限会社 荒木國一商店
（朝明町商工会）

本支店 星川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
【企業ＰＲ】
バリスタチャンピオンがオーナーの自家焙煎珈琲店。オーナー自らが焙煎、
ブレンドを手掛けております。ご希望に合わせたオリジナルブレンドの製
作、コーヒー関連商品の開発にもご協力させていただきます。
【商談ニーズ】
桑名市観光協会認定、2018みえセレクション選定品の「九華コーヒー」を
新しいコーヒーの形≪ディップスタイル≫にて製作いたしました。こちらの
商品を販売して頂ける企業様を探しております。またパッケージ、中身の変
更もできますので企業様のオリジナルでの商品製作も承ります。
【業務提携】
バリスタチャンピオンの経歴と知識、技術を活かしコーヒー関連商品の開
発、コラボレーション企画、技術指導、店舗監修などご協力できる企業様を
探しております。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 一粒万倍

H-4

住 所 〒419-0123 静岡県田方郡函南町間宮897-1

〒510-8124 三重県三重郡川越町南福崎1291-1

企 業 昔ながらの手延べ製法を守り36時間かけて独特のコシのある乾麺を
Ｐ Ｒ 製造しています。
受注したい（売りたい）業務の内容

G

そうめん、ひやむぎ、うどん、きしめんの販売先
食品卸業者様（スーパーバイヤー様）、ノベルティとして扱って頂け
る業者様、お土産品として扱って頂ける業者様

H

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
・イベント等試食販売させて頂ける業者様

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-5
住 所

059-361-1111

ＴＥＬ

055-977-7830

ＴＥＬ

0594-76-3073

FAX

059-361-1110

FAX

055-977-7833

FAX

0594-76-7457

ＵＲＬ

kuni-ichi.com

ＵＲＬ

http://www.ichiryumanbai.co.jp

ＵＲＬ

なし

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ araki921@agate.plala.or.jp
担当者 荒木 進

Ｅ-ｍａｉｌ dream@pika831.com

写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 三島信用金庫

本支店 川越支店

本支店 員弁支店

本支店 函南支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
３０代～６０代の女性をターゲットにギフトとして販売したいと思っ
ています。

ブースNo.

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

Ｅ-ｍａｉｌ nao-229@i.softbank.jp
担当者 伊藤直美

担当者 蓮見 貴則

信用金庫 桑名三重信用金庫

イヅモヤ（東員町商工会）

〒511-0242 三重県員弁郡東員町六把野新田46-1

ＴＥＬ

企 業
創業八十余年老舗佃煮屋が提案します。
Ｐ Ｒ

H-1 ～ H-73

信用金庫 桑名三重信用金庫

食・物 販

発注したい（買いたい）業務の内容
工場の省エネ化

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ mikihi.ida@gmail.com
担当者 井田 幹人

本支店 本店営業部

企 業 度会町の特産品であるお茶、お米、ブルーベリーの加工品、木工品、
Ｐ Ｒ ステンレス知育玩具ネジー等を扱うアンテナショップです。

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 上口支店

一筋の糸を多色に染める「かすり染め」という技術を持った会社で
企 業
す。
Ｐ Ｒ
また、手芸糸をはじめとする糸の企画提案も行っております。

Ｅ-ｍａｉｌ info@cafedeun-daniels.com
担当者 吉良 剛 （キラ ツヨシ）

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 一宮東支店

商 談
ニーズ

写真貼付

地域ブランド

ＴＥＬ

ＵＲＬ

写真貼付

本支店 川越支店

暮らしの器、業務用食器承ります。オリジナルデザインも相談にのり
ます。

レインボー 株式会社

Ｅ-ｍａｉｌ info＠rest-mie.com

本支店 肥田支店

受注したい（売りたい）業務の内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

059-361-4700

担当者 齋木 宜浩

信用金庫 桑名三重信用金庫

業務用木製調理道具・器・演出小物・ディスプレイ用品、店舗用木製
什器・サイン用品、一般雑貨（キッチン、生活、和 等）
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 調理道具・器・演出小物・店舗用木製什器・サイン用品、雑貨（キッ
チン、生活）等、天然素材を活かした外注加工、商品ご提案。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ tenniti@gmail.com
担当者 早川 圭介

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 坂下支店

住 所

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ t-yamago@ob2.aitai.ne.jp
担当者 安藤 浩市

信用金庫 岐阜信用金庫

61

合資会社 早川酒造部
（朝明商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

インターネットなどを通して一般消費者へ安全性に配慮した食品の販売を行
なっております。また、健康に特化したキッチン家電製品・低速ジューサーの
販売や無添加で安全性に配慮した冷凍ジュース、常温ジュースの企画、製造も
行なっております。
今回のフェアでご案内させて頂く商品は、常温で1年間保存可能な『にんじん
りんごレモンジュース』です。2017年に地元静岡県にて開催された「食彩ト
レイドフェア」において、60社の出展する食品の中で「おいしいIZU準グラ
ンプリ」を受賞致しました。農薬・化学肥料不使用で栽培した人参をベース
に、特別栽培農産物のりんご・国産のレモンを使用するなど、素材原価にコス
トを掛けて高付加価値商品として作り上げました。【無添加】【無着色】【無
加水】【砂糖不使用】で作られた非常に健康志向の高い商品です。
また、弊社はスロージューサーの老舗HUROM（ヒューロム）社の唯一の代
理店です。今回は発売されたばかりの最新機種『Ｈ２Ｙ』をご紹介致します。

労働大臣賞を受賞した寝具技能士仕立ての和布団は大量生産・使い捨
企 業
て布団と違い、綿100％の天然素材の生地で健やかな眠りを大切に
Ｐ Ｒ
します。世代を超えて大切に使っていただける逸品です。
受注したい（売りたい）業務の内容
上記経営方針に賛同いただけるバイヤー様（ベビー布団取扱いが可
能）
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
なし
業務提携したい内容
病院（産婦人科）、介護施設、保育園等

62

有限会社 ウエストリバー
（東員町商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-6
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 イフ商会

H-7

〒511-0241 三重県員弁郡東員町鳥取158

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-12

住 所 〒491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻北出20

〒487-0034 愛知県春日井市白山町5-9-25

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-13

ＬＯＫホールディングス
株式会社 愛知共同企画

住 所 〒454-0818 愛知県名古屋中川区松葉町5-53

ＴＥＬ

0594-76-1888

ＴＥＬ

0568-51-9428

ＴＥＬ

0586-82-8071

ＴＥＬ

052-369-2237

FAX

0594-76-1884

FAX

0568-51-8225

FAX

0586-82-8075

FAX

052-369-2238

ＵＲＬ

http://www.ifu-wine.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.sfoods.jp/

ＵＲＬ

www.ak-kikaku@net

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ west.river761888＠gmail.com
担当者 安達 真実

Ｅ-ｍａｉｌ mail@ifu-wine.co.jp

担当者 磯村 覚

受注したい（売りたい）業務の内容
厳格に伝統を守りマイスター制度により生み出されている高品質ワイ
ン。オーガニックワイン、減農薬農法ワイン、厳選品ワイン（ドイ
ツ・フランス）をご紹介致します。

菓子類、無添加しぐれ、佃煮、雑貨品の販売
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
ホテル・旅館・飲食店等とギフト（記念品・贈答品）として検討して
いただける企業を探しています。

地域特産物を用いての食品製作、コラボ商品製作など

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Image Craft 株式会社

H-8

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

株式会社 岩月屋

H-9

住 所 〒490-1203 愛知県あま市木折戸井田23番地

〒505-0051 岐阜県美濃加茂市鷹之巣1500-2

担当者 冨安 英樹

本支店 浄心支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

無添加にこだわった食品加工製造しております。持込原材料20kgより対応致
します。営業許可は、菓子製造・ソース製造・そうざい製造・飲料製造を有し
ております。主に軟式容器の充填しており、50gの小さなスタンドパック、
180～200g、250g、2kgの口つきスパウトパック、18kgの業務用バロン
ボックスも対応致します。ご要望によって瓶での対応も致します。また、弊社
は小麦を使用しないグルテンフリーの工場となっております。小麦粉製品は対
応出来かねますが、米粉を使用して生洋菓子も製造しております。他社で断ら
れた加工や希望通り仕上がらなかった加工品のご相談の実績も多数ございま
す。生産者・市場・原材料メーカーとのパイプも持ち合わせているので、原材
料調達のご相談も承ります。お土産・企業PR用のノベルティーとしても使用
できます。

２０１８年、今後３０年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率は８割に引
きあげられました。内閣府の被害想定によると、東日本大震災での死者の１３
～１７倍の３２万人といわれています。都会では特に備蓄が必要です。最大ク
ラスの地震が起きた時、備えておくことで被害を最小限におさえることが可能
です。レトルト食品は加熱することなくそのまま食べることができます。「そ
の日、その時」の為にレトルト非常食を中心とした非常食セットの備蓄をお勧
めします。震災に対する備えは今や企業では常識となっています。帰宅困難に
陥った際にも一時避難が可能な職場の為にお勧めします。
私どもの会社は防災レトルト非常食を通して地元の企業と福祉施設との懸け橋
となる事業の提案を行っております。防災非常食のシール貼り、パッケージ化
作業を福祉施設で行い、売上は障害を持つ方々の自立のため工賃にあてられて
います。

企 業 優良葡萄栽培の畑からマイスターが伝統製法で造り上げた高品質ワイ
Ｐ Ｒ ンを輸入販売しております。

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ 3547033002@kyuun.co.jp

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 千秋支店

本支店 高蔵寺支店

企 業
大豆を使った創作菓子類の製造販売
Ｐ Ｒ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@sfoods.jp

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 員弁支店

住 所

写真貼付

担当者 山田一生

信用金庫 桑名三重信用金庫

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-14
住 所

株式会社 オオサカヤ

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 大田酒造

住 所 〒518-0121 三重県伊賀市上之庄1365-1

〒475-0836 愛知県半田市青山2-19-5

ＴＥＬ

0574-42-6016

ＴＥＬ

052-442-4649

ＴＥＬ

0569-26-0120

ＴＥＬ

0595-21-4709

FAX

0574-66-7787

FAX

052-441-5321

FAX

0569-26-0190

FAX

0595-21-9686

ＵＲＬ

http://www.imagecraftjapan.com

ＵＲＬ

http://www.iwatsukiya.co.jp

ＵＲＬ

http://www.ikuji-kobo.jp

ＵＲＬ

http://www.hanzo-sake.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@imagecraftjapan.com

Ｅ-ｍａｉｌ toshi@iwatsukiya.co.jp

写真貼付

担当者 岩月 敏光

担当者 今瀬 満

企 業 面倒なコト 楽しいコトにしてみませんか？新発想の日用品の開発・
Ｐ Ｒ 販売をしています。

得意とするベビー肌着や地域特産のガーゼを使用した製品の販売先や
独自企画品をご提案します
商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-10
住 所
ＴＥＬ

クリーニング業界

アパレル業界

〒511-0104 三重県桑名市多度町肱江304-1

FAX
ＵＲＬ

http://instagram.com/warm.perch/

Ｅ-ｍａｉｌ warm.perch@gmail.com

写真貼付

H-10

住 所

企 業 お肌が敏感な方にも、体に優しく、安心してご使用いただける商品の
Ｐ Ｒ 提供を目指しています。

小笠原鐡工房
〒444-1333 愛知県高浜市沢渡町5-32-1305

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-15
住 所

奥長良川名水 株式会社

〒501-2801 岐阜県関市洞戸栗原291

0594-45-1511

ＴＥＬ

090-3956-0709

ＴＥＬ

0581-58-9011

FAX

0594-45-8051

FAX

0566-52-3778

FAX

0581-58-9010

ＵＲＬ

http://www.t-azure.com/about/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

https://www.okunagaragawa.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ abc@t-azure.com

写真貼付

本支店 長島支店

Ｅ-ｍａｉｌ ogasawara.sp@icloud.com

写真貼付

担当者 小笠原

信用金庫 桑名三重信用金庫
ドイツ製ビーズの耳が痛くなりにくいイヤリング

ガイド
ブック
掲載者

ＴＥＬ

担当者 伊藤 隆広

担当者 代表 多賀 寿子
信用金庫 桑名三重信用金庫
本支店 多度支店

白隆 有限会社
（桑名三川商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所 〒511-1136 三重県桑名市長島町白鶏345

050-3710-0024

担当者 栗山

信用金庫 西尾信用金庫
桑名海苔プレミアム

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ meisui@dream.ocn.ne.jp

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 高浜支店

本支店 美山支店

鉄鋳造品鉄器を開発、製造、販売しております。オクタシリーズは八
企 業
角形の鉄鍋で炊飯器具として、お茶碗一杯分の少量のご飯が鉄の羽釜
Ｐ Ｒ
ご飯の味を再現しております。

天然水や清涼飲料水、身体に良いとされる機能を付け加えた機能水の
企 業
製造販売会社です。２つの大学と提携し他にはない商品の開発を行
Ｐ Ｒ
い、持続的に水素が発生する「水素タブレット」の開発に成功。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

ハンドメイド商品を委託販売させていただける取引先を探していま
す。企業様のイベントにイベント出店させていただける取引先をさが
しています。

オクタシリーズには、お茶碗一杯分のご飯を固形燃料で炊けるので、
お客様の目の前で炊きたてご飯を提供していただけるお店。

研究開発期間10年。飲む水素水が食べる水素に進化！逃げない水素
水36がタブレットになって新登場です。持続的に水素が発生するた
め、いつでも手軽に水素を補給できます。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ アレルギー対応金具をオリジナルデザインでオーダー、受注できると
ころを探しています。パーツを卸売りしていただける業者様など
業務提携したい内容
オリジナルデザインのパーツを制作、販売、卸売りしている企業様を
探しています。

H

業務提携したい内容
ベビー服を新たな販路で販売される会社とのご相談をさせていただき
たいです

ＥＣサイト

Warm*Perch（桑名三川商工会）

発注したい（買いたい）業務の内容
加工依頼先については随時お話をお聞きしています

三重県産・伊賀産の酒米、三重県酵母を使用し、伊賀の風土に合わせた旨味あ
る地酒「半蔵」を醸しています。
2016年伊勢志摩サミットにおいて、ワーキングディナー乾杯酒に選ばれ、純
米大吟醸が話題になる一方、純米酒のラインナップに定評があり、ホテル・飲
食店を中心にワイングラスや燗酒など幅広い飲み方を提案してまいります。

食・物 販

発注したい（買いたい）業務の内容

主力のラスクについては、７０年の歴史があります。最近では、シリアル
バー、プロテインバー、グラノーラなど、健康志向の商品も始めました。お客
様のニーズに合わせたOEM生産も承っています。

金属加工（溶接）ベンディング加工

ホテル業界

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容

Maed in Gifuにこだわった、どこにも無い新発想の商品を販売して
頂ける取引先を探しています。また、ノベルティ商材としてお取り扱
いの業者様を探しています。
商 談
ニーズ

本支店 上野営業部

百貨店での販売実績のある高品質な国内生産のベビー服と育児雑貨の
企 業
ブランドです。大手メーカーでは使用できない地域の伝統素材を生か
Ｐ Ｒ
した製品づくりが特長です

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

本支店 本店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ ota@hanzo-sake.com
担当者 専務取締役 大田 智洋

信用金庫 半田信用金庫

本支店 七宝支店

本支店 美濃加茂支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ daihyo@osakaya.gr.jp
担当者 瀧本 真

信用金庫 いちい信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫
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株式会社 エスフーズ

平成元年に白隆㈲を設立し、桑名海苔のブランディングに努めております。よ
ろしくお願い申し上げます。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ガラスの蓋を使用しているので、鍋蓋のメーカーさまもしくは、鍋蓋
のつまみを木製で作って頂けるメーカーさま。
業務提携したい内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

食品の成分分析、効能の調査等のができる機関。

64

ガイド
ブック
掲載者

オフィス トランセット

住 所 〒485-0041 愛知県小牧市小牧2374-603

ﾌﾞｰｽＮｏ．

尾鷲商工会議所

H-16

KIVUNE 近藤 好己

H-20

住 所 〒470-0118 愛知県日進市米野木台5－705 B-201

住 所 〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町14-45

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-21

株式会社 くすむら

住 所 〒461-0014 愛知県名古屋市東区橦木町３丁目７９番地

ＴＥＬ

090-4083-6923

ＴＥＬ

0597-22-2611

ＴＥＬ

0561-41-9340 / 080-7799-0128

ＴＥＬ

052-931-1456

FAX

0568-76-9410

FAX

0597-22-2682

FAX

ありません

FAX

052-937-0382

ＵＲＬ

http://trente-sept.nagoya/

ＵＲＬ

http://owasecci.com

ＵＲＬ

https://www.kivune2018.com

ＵＲＬ

https://www.kusumura.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ nao-fc802@gray.plala.or.jp
担当者 上村尚美

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ owasecci@za.ztv.ne.jp

フードコーディネーターが企画・販売をしている「薬膳」をテーマにした
【ヤクゼンスタイル】は生薬を原料とし、中医薬膳特任教授の寺島先生の監修
です。「なんとなく調子が悪い」「健康・美容に興味がある」「安心安全なも
のがほしい」女性の方にぴったり。
『和漢茶』はノンカフェイン、『和漢グリア』はワインを楽しむために、
『なつめチップ』はノンシュガー、ノンオイルの東洋のスーパーフードドライ
フルーツです。
鍼灸、温活、健康、ダイエット系サロンや、自然派カフェ、こだわり食品販
売店、オシャレ雑貨店、ギフトなどにおススメです。飲食店の『女性向けドリ
ンク』として差別化もできます。食のプロが提案する様々な商品もあります
し、一緒に企画をすることもお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡く
ださい。

三重県尾鷲港で水揚げされたビンナガマグロ使用した加工品「ラーメン」
「缶詰」「ソーセージ等」や、厳選したまぐろの卵を使い手間暇かけた「カ
ラスミ」「燻製」、その他三重県尾鷲産の水産加工品を出展します。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

桂 記章 株式会社

H-17
住 所

〒920-0354 石川県金沢市二ッ寺町 ハ 30-14

株式会社 カネナカ

H-18
住 所

〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町字西明治新右前57

本支店 錦通支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

年々、ゴルフ人口が低下し、高齢化になっています。「人生１００年計画」の
一環として歳をとってもできるスポーツの「ゴルフ」をより楽しく、故障のな
い身体づくりのために、KIVUNEはプロからアマチュアまでのあらゆるゴル
ファーをサポートします。
*
簡単に使えて、一石二鳥どころか三鳥、四鳥の「ゴルフトレーニング用具」を
発明し、お客様にご提供致します。
*
また、「ハンディーキャップ」を埋めるべく、収益の一部は障害児支援のため
に寄付致します。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 クリスタル

H-22

住 所 〒454-0931 愛知県名古屋市中川区中花町103番地

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
創業大正3年の老舗豆腐屋として、豆腐・豆腐加工品の製造・販売、豆腐を
使った惣菜・弁当・デザート製造・販売と、自社で作った豆腐を懐石料理とし
て提供する料亭を営んでおります。
こだわりのお豆腐を買っていただけるお客様を求めています。お豆腐は、健康
食材として重宝されており、弊社では、おからのペーストを使った商品を販売
しております。おからサラダは、ポテトサラダと比べて遜色なく、食物繊維が
たっぷり入っております。
我々のミッションは「安全で美味しいこだわり豆腐を通じて健康で豊かな食生
活のお手伝いをいたします。」です。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-23
住 所

有限会社 ケイエス青果

〒038-1133 青森県南津軽郡田舎館村大字大根子字松橋171

ＴＥＬ

076-268-1611

ＴＥＬ

0532-34-0730

ＴＥＬ

052-354-8282

ＴＥＬ

0172-58-2521

FAX

076-268-1634

FAX

0532-34-0731

FAX

052-354-5643

FAX

0172-58-4008

ＵＲＬ

www.katsurakisyo.com/

ＵＲＬ

http://www.kanenaka-s.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.crystalcoffee.jp

ＵＲＬ

http://www.ks-seika.com

Ｅ-ｍａｉｌ sawada@katsurakisyo.com

Ｅ-ｍａｉｌ takahiro-sin@kanenaka-s.co.jp

担当者 澤田 幸宏

担当者 中村 貴洋

写真貼付

日本唯一の記章製造メーカーです。金型工場・プレス工場・メッキ工
企 業
場・組立工場の一貫メーカー。伝統工芸とのコラボレーションも行っ
Ｐ Ｒ
ています。

どうしたら『美味しいうなぎ』をお客様の元へお届けできるのかを常
企 業
に考えております。ＨＡＣＣＰ取得の当社工場で商品チェックを通過
Ｐ Ｒ
した『安心・安全・高品質』な商品を提供致します。

受注したい（売りたい）業務の内容

安心・安全・高品質（食品規格委員会：ＨＡＣＣＰ推奨）の美味しい
うなぎを提供したい。

オリジナル商品の企画・製造

発注したい（買いたい）業務の内容
パッケージ等の包装
業務提携したい内容

業務提携したい内容
商社、スーパー、介護施設、ホテル、サービスエリア等と連携した
い。

企画商品の販売商社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-19
住 所

有限会社 環境テクシス

〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町山桃5番1

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 木曽岬農業センター

品質の高いコーヒー豆を提供します。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
弊社は、中部圏を中心に活動する創業39年のコーヒーロースターです。
1997年に弊社代表が単身アフリカに渡り、薬品に依存しない自然のサイク
ルで育てられた素晴らしいコーヒー豆と出会いました。
2005年の愛知万博で紹介して以来、全国よりご注文を頂く商品となりまし
た。
私たちが見果てぬ地で出会った、まったく新しいコーヒー豆、それが
『Naturally Grown Coffee.』です。
原産地有機JIS・FLO認証を取得しており、コーヒー豆はすべて契約農園で
育てています。
また、このコーヒー豆との出会いにより、1995年より岐阜県で農業にも参
入し、地元の生産者と奥養老ブランド野菜20種類を栽培しております。

弊社は、10代続く農家としてにんにく生産45年の栽培技術と衛生
企 業
的な加工施設にて「畑からお届けまで高品質」を心掛け、皆さまに納
Ｐ Ｒ
得いただける製品をご提供させて頂いております。
受注したい（売りたい）業務の内容
「熟成黒にんにく」製品の販路拡大。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 光栄堂

H-24

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-25
住 所

ＣＯＦＥＥ ＰＯＬＩＴＥ

〒490-1137 愛知県海部郡大治町堀之内大堀202-1 レジデンス大堀

ＴＥＬ

0533-87-5512

ＴＥＬ

0567-68-8536

ＴＥＬ

0569-82-3859

ＴＥＬ

052-414-5867

FAX

0533-95-5570

FAX

0567-68-8725

FAX

0569-82-4278

FAX

052-414-5867

ＵＲＬ

https://eco-techsys.com/

ＵＲＬ

http://www.kisosaki-fc.com

ＵＲＬ

http://koeidou.com

ＵＲＬ

http://coffee-polite.com

Ｅ-ｍａｉｌ eigyo@eco-techsys.com
担当者

写真貼付

当社独自の食品廃棄物リサイクルシステム

企 業
食品工場で排出される食品廃棄物を肥料・飼料にリサイクルします！
Ｐ Ｒ
受注したい（売りたい）業務の内容

生産から販売まで一貫して行います

企 業 徹底した品質管理を行っており、安心・安全なお米をお客様のニーズ
Ｐ Ｒ に合わせて生産者直送
受注したい（売りたい）業務の内容
飲食店をはじめ外食産業・お弁当関係・病院などを探しています
贈り物としても考えているため販売していただけるデパート、お店を
探しています

食品工場の食品廃棄物
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 倉庫の廃棄食品（小麦粉・乾麺など）、醸造業からの酒粕・みりん粕・醤
油粕など
業務提携したい内容
飼料の輸送業務

本支店 弥富南支店

写真貼付

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 贈り物としての販路も視野に考えています。パッケージなど相談に
乗って頂ける企業の方を探しています
業務提携したい内容
加工していただける企業を探しています

Ｅ-ｍａｉｌ yousuke07180319@outlook.jp
担当者 杉澤 洋介

信用金庫 知多信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

蔵子支店

Ｅ-ｍａｉｌ shimaha333@yahoo.co.jp
担当者 大岩誠海

担当者 古村 精康

高橋慶

信用金庫 豊川信用金庫
本支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ k_f_c_0611@yahoo.co.jp

H

弊社のコーヒー豆、農産物を取扱いしていただけるスーパー、飲食店を探し
ております。

住 所 〒470-2413 愛知県知多郡美浜町古布屋敷14-1

〒498-0803 三重県桑名郡木曽岬町和泉151

本支店 田舎館支店

食・物 販

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

写真貼付

信用金庫 東奥信用金庫

本支店 中村支店

本支店 牟呂支店

Ｅ-ｍａｉｌ ks.satou.masumi@gmail.com
担当者 佐藤真寿実

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 安原支店

社章・表彰品・記念品

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ natural@katsuhara.jp
担当者 木下 正義

信用金庫 蒲郡信用金庫

信用金庫 金沢信用金庫

写真貼付

信用金庫 東春信用金庫

本支店 日進支店

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ kazunori@kusumura.co.jp
担当者 柘植一憲

信用金庫 愛知信用金庫

信用金庫 紀北信用金庫

本支店 市之久田支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kivune2018@gmail.com
担当者 個人事業主 近藤 好己

担当者 中村 彰宏

信用金庫 東春信用金庫

65

ﾌﾞｰｽＮｏ．

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 河和支店

本支店 大治支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

創業54年、弊社は素材の味を活かした素焼えびせんべい製造専門店です。又
45種類以上のえびせん、いかせん各種を販売しています。愛知県は全国のえ
びせんべいの9割以上を製造しています。えびせんべいはマイナーなため、伸
びしろがある商品です。弊社の素焼きえびせんべいはノンフライのためあっさ
り、しつこくなく、飽きのこないえびせんべいとなっています。えびせんべい
を販売したい取引様、地元の素材等を活かしたＯＥＭせんべいを作りたい方を
探しています。小さな会社ですが丁寧な仕事が弊社の売りです。弊社Ｎo1は
あゆみ（アーモンドえびせん）、プリント（印刷）せんべい、わんこ煎餅、新
元号“令和”えびせんべい

移動販売から始まった、珈琲が苦手だった店主のお店です。珈琲豆は
企 業
一定の評価基準がなされた、スペシャルティコーヒー豆を自家焙煎で
Ｐ Ｒ
丁寧に仕上げております。
受注したい（売りたい）業務の内容
飲食店様や美容院、企業様への業務用の珈琲豆の販売、贈り物として
の珈琲ギフトの販売、企業様へのケータリングサービス。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 珈琲ギフト用のオリジナルギフトボックスの作成。小ロットでのリ
キッドアイスコーヒーの製造。
業務提携したい内容
珈琲を使用したオリジナル商品の販売。オリジナルグッズの販売

66

ガイド
ブック
掲載者
住 所

こざかいとらや
〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町縫殿26-207

株式会社 権現前営農組合
（松阪北部商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-26

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-30

有限会社スカイル 特産品企画部
(明和町商工会)

住 所 〒515-0347 三重県多気郡明和町志貴1379-2

ＴＥＬ

0533-72-2390

ＴＥＬ

0598-42-7137

ＴＥＬ

05769-6-1708

ＴＥＬ

0596-55-3875

FAX

0533-72-2390

FAX

0598-42-7137

FAX

05769-6-1246

FAX

0596-55-2793

ＵＲＬ

htpp://kozakaitoraya.com

ＵＲＬ

http://www.ureshino-toufu.jp/

ＵＲＬ

https://shirakawamura-sci.jimdo.com

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@kozakaitoraya.com
担当者 岩瀬 智里

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ izxj38cg@zd.ztv.ne.jp

葵出世太鼓ウイスキーどら焼き

創業６０余年地産地消も心がけ昔ながらの製法を守り手仕事で作り上
企 業
げており自家製バタークリーム、自家製餡商品等、全て自家製オリジ
Ｐ Ｒ
ナル商品で愛知県観光協会長賞受賞、明治神宮奉献の店です。
受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

株式会社 パワーエイト
（松阪北部商工会）

H-27

住 所 〒515-2105 三重県松阪市肥留町378

本支店 明和支店

受注したい（売りたい）業務の内容
冷凍嬉野大豆枝豆ペースト。冷凍嬉野大豆剝き枝豆
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

担当者 小林 邦久

☆白川村商工会では世界遺産の合掌集落で有名な「ひだ白川郷」、このロゴ
ブランドを有効活用し、地元企業における特産品の商品開発や情報発信、販
路拡大の経営サポートします。
☆白川村には合掌造りだけでなく、「どぶろく祭り」や「平瀬温泉」、「白
山白川郷ホワイトロード」など、様々な観光スポットや古き歴史文化が息づ
く資源が点在しており、これらを活かした村づくりの良きパートナーを探し
ています。

伊勢神宮に仕えた皇女「斎王」の地「斎宮」でとれた古代米(紫米)に、自然甘
味料の羅漢果と熟成唐辛子を漬込んだ無添加、無着色の飲料黒酢「皇女酢(ひ
めみこす)」。この古代米(紫米)は、歴代斎王が愛で食したとされ、伊勢神宮
の由緒正しい格式のある御神気溢れる縁起の良い御米です。他の原材料ととも
に、抗酸化作用やダイエット効果が期待でき、美容と健康にお薦めです。
さらに、この古代米(紫米)を粉末にし、きな粉と羅漢果を加えてまぶした京こ
んにゃく「斎王スウィーツ」は、わらび餅風の食感で、美味しくて、低カロ
リーという嬉しいスウィーツです。この美容、健康、ダイエットをメインテー
マにした商品の取引先を探しています。是非、ご来展の上、ご賞味下さい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

業務提携したい内容

ガイド
ブック
掲載者

佐合食品工業 株式会社
〒505-0302 岐阜県加茂郡八百津町錦織1530番地の75

住 所

「皇女酢(ひめみこす)」と「斎王スウィーツ」

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 三重県松阪市嬉野地域で他の国産大豆より風味や糖質の高い「嬉野大
Ｐ Ｒ 豆」を枝豆から大豆まで生産しています。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ mkosukairu@yahoo.co.jp

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 荘白川支店

本支店 川井町支店

高級土産物（東三河名物）として販売して頂ける鉄道関係等の取引先
様
商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 八幡信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 小坂井支店

Ｅ-ｍａｉｌ t-tsuchiya@ml.gifushoko.or.jp
担当者 土屋恒仁

担当者 野瀬 岩朗

信用金庫 蒲郡信用金庫

H-31 株式会社静環検査センター名古屋支店
住 所 〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井四丁目４７８番地

H-32
住 所

セントラル製麺 株式会社

〒485-0831 愛知県小牧市東四丁目2番地

ＴＥＬ

0598-31-1529

ＴＥＬ

0574-43-0176

ＴＥＬ

052-506-5081

ＴＥＬ

0568-72-3939

FAX

0598-31-1559

FAX

0574-43-2937

FAX

052-506-5088

FAX

0568-76-4792

ＵＲＬ

http://rikihachi.jp

ＵＲＬ

http://www.sago.co.jp

ＵＲＬ

https://www.seikankensa.co.jp

ＵＲＬ

http://www.centralseimen.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kito@rikihachi.jp
担当者 鬼頭孝二

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ somu@sago.co.jp

長期肥育の『大石牛』

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
「往にし方の大石牛」の最大の特徴は未経産の黒毛和種の雌牛を1200日以上
の超長期飼育された究極のエイジングビーフであることです。
そのため、大量に生産することはできず、一般的には流通しておりません。

受注したい（売りたい）業務の内容
食品（こんにゃく、かんてん、ところてん、こんにゃくゼリー、各種
ゼリー）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 サンルート

H-28

住 所 〒426-0088 静岡県藤枝市堀之内1729

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

食品用包装機械、ナイロン製包装資材
業務提携したい内容

本支店 小牧支店

当社は、環境計量証明事業所・登録衛生検査所として昭和５９年２月に創業し
ました。【迅速な対応・公正で確実なデータの提供・高品質なサービス】を基
本理念に掲げ、創業当時より積み重ねてきた経験とデータ及び最先端の機材を
用いながら、「環境分析」「飲料水検査」「食品衛生検査」「特殊分析」「環
境アセスメント」「医療品検査」など、人に触れる物全てを分析対象とし事業
拡大を進めてまいりました。今回の出展では、近年、『食の安心・安全』の確
保に関してニーズが高まる中、弊社食品衛生検査において導入した最新のＤＮ
Ａ分析器機を用いた食品の変質や混入異物検査、遺伝子組み換え食品の分析や
ノロウイルス検査などの保菌検査、衛生管理のための「ＨＡＣＣＰ」の認証取
得へのサポートなどを紹介させていただきます。

企 業 愛知県小牧市に本社・本社工場を持ち、量販店・業務用・学級麺など
Ｐ Ｒ を主体に、地元と共に長年歩んできました。
受注したい（売りたい）業務の内容
名古屋コーチン関連商品及び自社オリジナル商品
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
こだわりの食材（愛知県産品なら特に良いです）
業務提携したい内容

レトルト食品製造（加工）業者

ガイド
ブック
掲載者

芝川苑

住 所 〒419-0317 静岡県富士宮市内房1298

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-33

TARD （大紀町商工会）

住 所 〒519-2731 三重県度会郡大紀町野原64-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-34

株式会社 ダイトー

住 所 〒481‐0043 愛知県北名古屋市沖村佐渡113

ＴＥＬ

054-646-1440

ＴＥＬ

0544-65-0542

ＴＥＬ

090-6112-6880

ＴＥＬ

0568-23-7511

FAX

054-644-0015

FAX

0544-65-0510

FAX

0598-74-0262

FAX

0568-23-7120

ＵＲＬ

http;//www.sunroute-jp.com

ＵＲＬ

shibakawaen.com

ＵＲＬ

ＵＲＬ

https://kakejiku-senka.com/

Ｅ-ｍａｉｌ terada@sunroute-jp.com

写真貼付

担当者 寺田喜久子

Ｅ-ｍａｉｌ yashika-s3@air.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 宇佐美八洲香

信用金庫 しずおか焼津信用金庫
本支店 志太支店

「人間も動物も植物も生命の基本は同じ」を理念に、医療・福祉・農業・食
品・環境などの社会的な問題点を「医食住同源」の考え方により根本解決を目
指すオンリーワン事業を展開。医療・農業分野での数値化も実現。土壌改良材
「スーパーE・R」により、第24回静岡県ニュービジネス大賞特別賞受賞、第
1回世界土壌微生物オリンピック金銀銅受賞、農業技術大系「土壌施肥編」に
掲載されるなど、メディアからも注目をしていただいています。今、日本国内
のみならず海外からも大変注目されているビジネスプランです。

Ｅ-ｍａｉｌ tadokoronao@hotmail.com

写真貼付

担当者 田所 直

信用金庫 富士宮信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ mkmozart@ab.auone-net.jp

写真貼付

担当者 小林 正人

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 芝川支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

H

食・物 販

通常サシの入ったお肉は1,2切れ食べたら十分。
しかし「往にし方の大石牛」の脂はきめの細かいサシが入った見た目とは裏腹
に、口に含むとさっと溶けてまろやかで、脂の苦手な方でもお箸が止まらない
というほどです。
価値をご理解いただける方とのお取引を希望しております。

担当者 坪内 令行

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は大正時代から今日まで、一貫してこんにゃく製品づくりに携
企 業
わってまいりました。いつも真心と愛情を忘れることなく、食してい
Ｐ Ｒ
ただく方々のためになる製品の提供を目指しております。

Ｅ-ｍａｉｌ n.tsubouchi@centralseimen.co.jp

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 高洲支店

本支店 八百津支店

飼育・脱骨・精肉・販売まで一貫した当社でしかご購入いただけない幻のブラ
ンド牛となっています。

写真貼付

信用金庫 しずおか焼津信用金庫

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 川井町支店

Ｅ-ｍａｉｌ nagoya@seikankensa.co.jp
担当者 山中雅人

担当者 常務取締役営業部長 佐合大策

信用金庫 桑名三重信用金庫

67

白川村商工会

H-29

住 所 〒501-5625 岐阜県大野郡白川村飯島873

〒515-2323 三重県松阪市嬉野権現前町775

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 三瀬谷支店

本支店 西春支店

除菌電解水給水器 ＠除菌 手・洗う

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

富士山周辺で長年営業している温泉旅館が全ての工程を行っている絶品タケノ
コ。えぐみが無く甘みがあるので、タケノコのお刺身など、切ってそのままで
も美味しく食べられる安心安全商品です。 こだわりの商品を扱っているお店
を探しています。 富士山周辺の土地柄、お水がとても綺麗で美味しく、旅館
から徒歩1分程の場所には天然ホタルスポットがあります。

海、山、川の大自然に囲まれた三重県大紀町から、地域自慢の逸品として、地
元木材を丸太から加工し、アフリカ生地を使った鼻緒を組み合わせたオリジナ
リティのある手作り下駄をお届けします！
・ファッションのアクセントとして
・体幹トレーニングなどの健康目的として
・プレゼント、お土産として
今年度には企業化し、海外から独自ルートで輸入する木材を使ったオリジナル
のちゃぶ台などの新商品を開発予定です。一方で地元のスギ・ヒノキを使いな
がらも他で見かけない商品を作ることで、少しでも地域貢献をしてゆきたいで
す。

弊社は、主に書道業界向けに展覧会や個展出品用の掛軸の制作や古い掛軸や額
等の修理、修復を行っています。今般、新規事業として「環境衛生ビジネス」
に取り組む事となりました。近年、環境衛生の改善があらゆる分野で注目され
ていますが、取り扱う商品は、洗浄、除菌、脱臭等に有用な「電解水」です。
病院やクリニック、学校や塾、幼稚園や保育園、介護施設、食品工場や飲食店
の各厨房、清掃現場や農業ハウス等、利用分野は多岐に渡ります。最近は
HACCP、減農薬対策の一環として、食品業界や農業業界に注目が高まってい
ます。環境に優しい安心、安全な「電解水」を活用して、衛生的な生活環境や
職場環境を提供致します。空間除菌をはじめ、洗浄、脱臭に至るまで様々な分
野での活用が期待できます。（写真は、酸性電解水を提供する除菌電解水給水
器「＠除菌 手・洗う」です。）
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 タカスギ

H-35
住 所

〒501-0422 岐阜県本巣郡北方町芝原中町5丁目81-2

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 ダルヴィス

H-36

住 所 〒501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目60

ﾌﾞｰｽＮｏ．

豊田鉄工 株式会社

H-41
住 所

〒471-8507 愛知県豊田市細谷町4丁目50番地

H-42
住 所

株式会社 ドリームフィールド

〒441-8123 愛知県豊橋市若松町字中山101-34

ＴＥＬ

058-324-7798

ＴＥＬ

058-398-3881

ＴＥＬ

0565-26-1212

ＴＥＬ

FAX

058-324-7799

FAX

058-398-3835

FAX

0565-36-5563

FAX

0532-25-1227

ＵＲＬ

http://www.g-takasugi.net

ＵＲＬ

ＵＲＬ

https://www.tiw.co.jp/

ＵＲＬ

http://meiki-c.com/csr/dream-field/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ g-takasugi@crux.ocn.ne.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ 884@dlvis.com
担当者 取締役 林良典

担当者 仙石 幸三

本支店 北方支店

揖斐郡産グルテンフリーうどん

財布2個分のクラッチバッグ

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 弊社オリジナルギフトへのセットアップ出来る商品、地産地原を使用
したＯＥＭ商品

信用金庫 蒲郡信用金庫
本支店 曙支店

鋼板・樹脂の自動車プレス部品メーカーです。お客様第一の精神に基
企 業
づきお客様の期待に応える商品とサービスを提供しています。新規事
Ｐ Ｒ
業で植物工場にてベビーリーフを生産・出荷しています。

当社は農地法人として、自社で野菜（キャベツ・九条ネギ）の栽培を
企 業
はじめ、スライス野菜や乾燥野菜の製造・販売を行っております。自
Ｐ Ｒ
社で栽培から加工まで、一貫して行えることが強みです。

受注したい（売りたい）業務の内容
他社にない商品を開発して、お客様に提供し喜んでいただけることを大切に
しています。こだわりの素材を使用しどこにもないデザインで革製品の良さを
楽しんでいただけるよう1からの物作りをしております。
OEM生産など量産にも対応できますのでファッションジャンルやノベルティ
ジャンルの仕事も得意としています。
1000個～の量産に対応できる工場でクライアントにとって使い勝手のいい作
業場を目指しています。

H-37
住 所

株式会社 中京医薬品

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 デコレ

H-38

住 所 〒462-0811 愛知県名古屋市北区山田北町2-11

〒475-8541 愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

受注したい（売りたい）業務の内容
キャベツ・ネギ等青果の販売
キャベツ・ネギ等乾燥野菜の販売
キャベツ・ネギ等乾燥パウダーの販売
加工品（ごぼう茶・生姜パウダー・干しいも）の販売

安心安全安定供給のできる、高品質で栄養の豊富なベビーリーフをク
リーンルーム内で水耕栽培しています。販売形態は、店頭に置く小袋
パックから業務用パックまで準備しています。

業務提携したい内容
各団体、企業、農家、飲食業、など自社ＯＥＭ製造の企画、受発注先
様

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Ｅ-ｍａｉｌ info.df@dr-field.jp

本支店 瑞穂支店

受注したい（売りたい）業務の内容
お中元、お歳暮、などのギフト商材、企業ノベルティなどの販促物、
地産地原料を活かした企画商品など

0532-25-1800

担当者 清水嵩之

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 東羽島支店

食品・洗剤のオリジナルギフト企画販売、金融機関や企業ＰＲ商品の
企 業
企画販売、近年では六次産業のお手伝いとして地産地原料を活かした
Ｐ Ｒ
商品企画、商品づくりのお手伝いを提案しています。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kakumua@tiw.co.jp
担当者 各務 明徳

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 大垣西濃信用金庫

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 とり沢

H-43
住 所

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ナカキ食品 株式会社

H-44

住 所 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町土深38

〒503-0413 岐阜県海津市南濃町羽沢492番地

ＴＥＬ

0569-29-0202

ＴＥＬ

052-916-0935

ＴＥＬ

0584-55-2488

ＴＥＬ

0587-36-7211

FAX

0569-29-0206

FAX

052-916-0660

FAX

0584-55-2538

FAX

0587-36-7215

ＵＲＬ

http://chukyoiyakuhin.co.jp

ＵＲＬ

www.decole.biz

ＵＲＬ

torisawa.net

ＵＲＬ

http://www.nakakifood.com/

Ｅ-ｍａｉｌ info@chukyoiyakuhin.co.jp

写真貼付

企 業 トータルライフ・ケアの推進を掲げ、お客様を支えるための商品や
Ｐ Ｒ サービスを多角的かつ多面展開していきます。
受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ミネラルウォーターの利用促進に繋がる希釈飲料やフリーズドライ。
飲料食品・衛生雑貨の流通網を生かした全国販売できる商品。
業務提携したい内容
配送業務の提携。事業提携。商品開発を共に行っていただける企業を
探しています。

H-39

株式会社 東亜フーズ

住 所 〒448-0005 愛知県刈谷市今川町土取８番地２

キッチン用品、ステーショナリー用品、インテリア用品など生活雑貨全般を完
全自社オリジナル企画、デザインにより生産し、全国の雑貨店に卸している会
社です。
雑貨とはいえ様々なジャンルの商品を扱っていますので異業種様で雑貨の取り
扱いに興味がある業者様を探しております。
また企画、デザイン力に自信を持っておりますので、ＯＥＭ等自社オリジナル
商品に興味をお持ちの業者様も探しております。
近年、雑貨店でも食品等の取り扱いが多くなっており、食品関連業者様で弊社
とコラボしていただける業者様も探しております

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-40
住 所

本支店 稲沢支店

株式会社 トップ堂

〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ヌノ割28-2

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 養鶏業からの起業であり、直営農場で自然に近い環境で育て上げた岐
Ｐ Ｒ 阜県の地鶏をもとに、生肉及び鶏肉加工品を製造販売しています。
受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

大正13年創業のこんにゃく総合メーカー、ナカキ食品株式会社。こんにゃく
の原料グルコマンナンの研究を通じ、他社では作れない商品を開発・製造。麺
とかえても気づかないプレミアムこんにゃくラーメン糖質75％カット、パス
タとかえても気づかないこんにゃくパスタ糖質75％カット。ご飯にまぜても
気づかないこんにゃくライス糖質79％カット。是非ご賞味下さい。

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-45
住 所

株式会社 ナチュール

ﾌﾞｰｽＮｏ．

名張商工会議所

H-46

住 所 〒518-0729 三重県名張市南町822-2

〒446-0073 愛知県安城市篠目町新郷16-1

ＴＥＬ

0566-36-3601

ＴＥＬ

0532-32-2475

ＴＥＬ

0566-93-2773

ＴＥＬ

0595-63-0080

FAX

0566-36-7397

FAX

0532-32-0964

FAX

0566-93-2773

FAX

0595-64-3211

ＵＲＬ

無し

ＵＲＬ

http://www.topdou.com

ＵＲＬ

http://nature-anjo-aichi.jp/

ＵＲＬ

http://www.nabari.or.jp

Ｅ-ｍａｉｌ toafoodsss@sirius.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 大脇 英治

Ｅ-ｍａｉｌ ha-amano@topdou.com

写真貼付

担当者 天野陽祥

信用金庫 岡崎信用金庫
本支店 刈谷日高支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

①商品名は「ウイレスセブン」といいます。
②圧倒的除菌力と高い安定性を持つノンアルコール除菌消臭水です。
③手指消毒・キッチン除菌・ノロウイルス対策・トイレ消臭・車内消臭・これ
ら全てウイレスセブン１本有れば解決致します。
④スプレー・手指用ポンプ・携帯用ハンディーボトル・超音波噴霧器・扇風機
式ミストユニットとラインナップは豊富に取り揃えております。

Ｅ-ｍａｉｌ nature-0922@outlook.jp

写真貼付

本支店 本店営業部

本支店 新安城支店

プラスチックフィルムのパッケージを作る会社が、世界で初めてパッ
企 業
ケージだけで食品や工業品のカビを防ぐことができる技術「カビナイ
Ｐ Ｒ
コート」を開発しました。

地元、三河に根付いた洋菓子店です。新鮮なお菓子をお召し上がり頂
企 業
ける様、作り置きはせず1日に何回も分けた製造にこだわっていま
Ｐ Ｒ
す。地元食材使用の自社ブランドギフトを得意としています。

本支店 名張支店

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

カビでお困りの食品（餅・干し柿・パンなど）がありましたらご相談
ください。パッケージでカビを防げます。特に脱酸素剤や真空包装を
お使いの方、必見です。

地元食材を発掘し商品展開に繋げ、自社ブランドの「三河三昧」「三
河サブレ」「三河レモン」「金のラスク」など焼菓子ギフトの強化を
図る

業務提携したい内容
パッケージだけでなく、カビナイバッグ（雑貨）としての販売もござ
います。

商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

信用金庫 西尾信用金庫

発注したい（買いたい）業務の内容

Ｅ-ｍａｉｌ ncci@nabari.or.jp
担当者 住田厚志

担当者 鈴木 陽介

信用金庫 豊橋信用金庫

商 談
ニーズ

H

食・物 販

宅配水事業をお考えの企業様、ご利用のウォ－ターサーバーのコスト
削減をお考えの企業様。特殊加工した加圧玄米の原料販売できる先を
探しています。除菌グッズを販売できる先を探しています。

写真貼付

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 今尾支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ sakurai@nakakifood.com
担当者 桜井 七郎

信用金庫 大垣西濃信用金庫

本支店 名古屋支店

本支店 亀崎支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ torisawa@torisawa.net
担当者 伊藤友貴

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 知多信用金庫

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ komo@decole.co.jp
担当者 小森 有人

担当者 村山知敬（ｱｸｱ）、佐野正英（ﾗｲﾌ）

69

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
名張市は三重県の西部に位置し、名古屋方面からも大阪方面からもアクセスし
やすい場所です。古くは万葉の時代から東西往来の要所、宿駅として栄えてき
た歴史を感じられる街並みが残り、また、日本の滝百選に指定された赤目四十
八滝など、四季折々の風景を楽しむことのできる豊かな自然に恵まれていま
す。
伊賀盆地の昼夜の気温差が大きい気候、淀川水系源流の清らかな水などを活か
し、伊賀米、伊賀牛、伊賀酒、ワイン、ぶどう、いちごといった食品や農産物
などの優れた名産品が多数あります。
是非、名張商工会議所ブースにお立ち寄りください。

業務提携したい内容
百貨店、スーパーなどのお土産コーナーや駅の売店、ネットカタログ
販売などに自社ブランド商品を委託販売し販路拡大に繋げる。

70
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有限会社 仁光園

H-47
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-48

有限会社 西尾商店

H-53 ハクサンインターナショナル 株式会社
住 所 〒480-1111 愛知県長久手市山越６０６

住 所 〒421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原4-15-37

〒933-0822 富山県高岡市十二町島134

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ガイド
ブック
掲載者
住 所

株式会社 ＨＡＮＡＩマーチャンダイジング
〒511-0834 三重県桑名市大福490

ＴＥＬ

0766-63-8084

ＴＥＬ

054-388-2341

ＴＥＬ

0561-63-3911

ＴＥＬ

0594-87-6617

FAX

0766-63-0215

FAX

054-388-2067

FAX

0561-63-3913

FAX

0594-87-6618

ＵＲＬ

https://niko-en.co.jp/

ＵＲＬ

http://nishiosyouten.com/

ＵＲＬ

http://www.hk-int.jp

ＵＲＬ

http://www.flas-marche.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@niko-en.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ dashiya@nishiosyouten.com

本支店 蒲原支店

本支店 佐野支店

自然の光と風を活用した「昔ながら」のゆとりある開放式鶏舎で業界
企 業
で始めて「国際基準」コーデックス規格による農場HACCPシステム
Ｐ Ｒ
認証取得した自社農場生まれの新鮮卵をお届けしております
受注したい（売りたい）業務の内容
小売用・業務用殻付き鶏卵の販売、鶏卵加工品の販売
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

日東醸造 株式会社

H-49

住 所 〒447-0868 愛知県碧南市松江町6-71

第５７回農林水産祭 天皇杯受賞 いわし削り節

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
当社の製品は、国産にこだわり原料を厳選し旬の時期に1年分以上仕入れる事
により、安定した商品の提供に努めております。小売部門では第５７回農林水
産祭において、いわし削り節が天皇杯を受賞致しました。パウダーだしは食塩
不使用の天然素材の旨みを簡単にご家庭で使って頂ける商品です。またするめ
の白花削りは、弊社の持つ切削技術とノウハウの結集であり、経営革新計画を
取得した際には、新規性に優れ、他に類を見ない商品だと認めて頂きました。
これらの商品は全国水産加工品評会にて数ある賞を受賞し、革新的な功績をた
たえられています。新しい削り節の提案や業務用や飲食店様向けの顧客嗜好オ
リジナル商品開発に力を入れております。
【提供商品】一般向け商品（パウダー・するめの白花削り・その他の削節）業
務用商品（飲食店・食品加工業・ＯＥＭ他）
【資格・認証等】全国水産加工たべもの展農林水産大臣賞(2018),大阪府知事
賞,静岡県知事賞,経営革新計画承認(3件),バイヤーズ・セレクション,むらおこ
し特産品コンテスト

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-50
住 所

ニューグレース 株式会社

本支店 馬道支店

本支店 長久手支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は30年以上にわたり草花や観葉植物、野菜など… 1万種を超える植物の
種苗を取り扱い、生産者やホームセンターなどに販売しています。また長年
の種苗販売で培った経験とノウハウをもとに、現在では専門店向けインテリ
アグリーン商品の企画販売部門や、一般消費者向けのネットショップ部門な
ど、植物に関するいくつかの新規事業を手がけています。今回の出展では当
社の野菜関連の取り扱いのなかから トマトやメロン、ハーブ、エディブルフ
ラワー などの青果類をメインに展示し、それらのマーケティングと取引いた
だけるスーパーや飲食店とのマッチングを期待しています。また青果以外に
も植物に関わるさまざまなオリジナル商品を展示する予定です。

企
Ｐ

業 『大地と海の恵みを香り豊かな食事に仕上げお届けします』をコン
Ｒ セプトに、すべての食に関する商品開発をしております。
受注したい（売りたい）業務の内容
焼き肉のたれやラーメンのつゆなど、オリジナルのソースやたれを
小ロットでのＯＥＭが可能です。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
それぞれの得意分野を活かした商品の共同開発・製造

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 花丘商事

H-54

住 所 〒471-0051 愛知県豊田市花丘町1-17

〒485-0802 愛知県小牧市大草字久捨2985-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-55
住 所

0566-41-0156

ＴＥＬ

0568-79-2716

ＴＥＬ

0565-31-0276

ＴＥＬ

0567-28-1130

FAX

0566-42-7744

FAX

0568-79-2720

FAX

0565-34-3566

FAX

0567-28-1135

ＵＲＬ

http://nitto-j.com/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://www.hanaoka.biz/

ＵＲＬ

写真貼付

担当者 千葉 洋暉

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kodera@newgrace.co.jp

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 篠岡支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

本支店 朝日支店

本支店 津島営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

バウムクーヘンやグルテンフリーブラウニーなどの焼菓子や、プリン
企 業
やチーズケーキなどの生菓子を、素材にこだわり、味にこだわり、ご
Ｐ Ｒ
提供いたします。

商 談
ニーズ

信用金庫 いちい信用金庫

企 業
弊社は加工食品の原料卸売りを主業務としております。
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

当社の規格商品の納入先と自社オリジナルのOEM・PB商材を求めて
いる仕入れ先を求めています。

加工食品を製造されている企業様で味、香り、色味などでお困りでし
たらぜひ弊社へお問い合わせください。お客様のニーズに合った素材
をご提案させていただきます。

発注したい（買いたい）業務の内容

環境に配慮した有機肥料の生産と販売。農地保全から生まれた油と醤油。
リサイクル原料の受入。農地の保全管理の拡充。なのはな油、なのはな醤油の
販売

こだわりの食材や原料の仕入れ先を求めています。

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
原料、調味料、添加物、等お取り扱いがある企業様。

業務提携したい内容
商品開発など、一緒に企画・販売ができる事業者さんとお話しした
い。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-51
住 所

株式会社 ノーベル

H-52

パイミート 株式会社

住 所 〒474-0011 愛知県大府市横根町箕手130

〒501-6037 岐阜県羽島郡笠松町西金池町100

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

平田製箔 株式会社

H-56
住 所

〒920-3122 石川県金沢市福久町ロ124

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-57
住 所

058-388-3456

ＴＥＬ

0562-46-2168

ＴＥＬ

076-258-2729

ＴＥＬ

0567-23-4131

FAX

058-387-2961

FAX

0562-47-6277

FAX

076-258-2362

FAX

0567-23-4133

ＵＲＬ

http://www.e-nobel.jp

ＵＲＬ

http://www.paimiet.com/

ＵＲＬ

http://kinpaku-ya.jp/

ＵＲＬ

写真貼付

写真貼付

担当者 沓名 紘一

担当者 立木裕介

乳酸菌発酵専用工場を持ち「乳製品乳酸菌飲料・ヨーグルト」を製造
企 業
販売している会社。消費者庁に「機能性表示食品」を申請し承諾を得
Ｐ Ｒ
たヨーグルトと乳酸菌飲料も製造販売しています。
受注したい（売りたい）業務の内容
日配商品「乳製品乳酸菌飲料」と「ヨーグルト」。
発注したい（買いたい）業務の内容
特になし。
業務提携したい内容
弊社「乳酸菌発酵専用工場」を活用した受託製造。

写真貼付

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

弊社は「大豆たん白製品（お豆腐・厚揚げ・油揚げ等）」の製造・販売を主業
務とし、地元愛知県内を中心に展開をしております。
地元に愛着を持ち、皆様の日常生活において欠かすことのできない食生活を支
えるため、近年では企業でお勤めの従業員様や勉強に励むお子様の食生活に対
しても、弊社商品を食材として広範囲に提供しております。
業務用・小売用と幅広く展開・支援しておりますので、まずはお気軽に悩み事
等からご相談ください。
皆様に少しでもお役立て出来るような情報を発信させていただきます。特に、
新たなメニュー提案をご検討のご担当者様はお持ちしております。

Ｅ-ｍａｉｌ fukuta@yuba-momoyama.com
担当者 福田 康則

信用金庫 金沢信用金庫

本支店 大府支店

本支店 笠松支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@kinpaku-ya.jp
担当者 中村訓晋

信用金庫 碧海信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫

商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ paimiet@sweet.ocn.ne.jp

株式会社 平山商会

〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町佐屋河原48-3

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ tachiki@e-nobel.jp

71

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H

食・物 販

標高720メートルの四方を山々に囲まれた豊田市足助大多賀。そこに仕込蔵
を設け、約3ヶ月間じっくり醸造させたのが「足助仕込三河しろたまり」で
す。愛知県産の小麦と伝統海塩海の精を使い、蔵の横を流れる水を仕込水とし
ています。透明感のある琥珀色は、コクや旨味を与えるだけでなく、料理を輝
かせます。お吸い物や茶碗蒸し、鍋物、煮物、卵料理など、幅広い料理にお使
いいただけます。また、そのしろたまりをベースにし、他各種調味液も展開し
ております。

↑コーチン卵と西尾の抹茶のバウムクーヘン

Ｅ-ｍａｉｌ tetu-hibi@movie.ocn.ne.jp
担当者 日比 哲矢

信用金庫 豊田信用金庫

信用金庫 東春信用金庫

本支店 北新川支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ hanaoka@hanaoka.biz
担当者 梅谷 岳志

担当者 小寺康之

株式会社 日比商店

〒496-8015 愛知県愛西市草平町新開77番地

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ chiba@nitto-j.com

写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 富士信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ h-info@hanai-md.com
担当者 花井 哲也

担当者 藤田 純

担当者 西尾透雄

担当者 島 哲哉
信用金庫 高岡信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ fujita@hk-int.jp

信用金庫 いちい信用金庫

本支店 森本支店

本支店 江東支店

金沢は全国の金箔生産の実に99％以上を占めております。
企 業
お客様お一人おひとりにご満悦いただける金箔をご提供させていただ
Ｐ Ｒ
くことを毛頭に、社員一同努力する所存でございます。

企 業
小ロットでの特注缶詰の製造
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

食品用金箔を販売・加工していただける取引先を探しています。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
食品用金箔を使った商品かつ賞味期限が長いものを探しています。

特注缶詰
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
缶詰に使用できる原材料

業務提携したい内容
新商品の開発を定期的に行っていただける企業を探しています。

業務提携したい内容
缶詰に関心がある企業
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ﾌﾞｰｽＮｏ．

福井酒造 株式会社

H-58
住 所

〒441-8065 愛知県豊橋市中浜町214番地

有限会社 藤原ファーム
(いなべ市商工会)

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-59
住 所

〒511-0521 三重県いなべ市藤原町古田1162

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 丸八製菓

H-64
住 所

〒441-8116 愛知県豊橋市高田町字下地25の1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-65

株式会社 マン・ネン

住 所 〒501-0417 岐阜県本巣市屋井133番地

ＴＥＬ

0532-45-5227

ＴＥＬ

0594-46-2144

ＴＥＬ

0532-29-0808

ＴＥＬ

058-323-2900

FAX

0532-45-5229

FAX

0594-46-4567

FAX

0532-37-6100

FAX

058-323-2144

ＵＲＬ

http://www.fukui-syuzo.co.jp

ＵＲＬ

http://fujiwarafarm.jp/

ＵＲＬ

http://www.yagumo.co.jp

ＵＲＬ

http://www.k-mannen.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ shikaio1912@fukui-syuzo.co.jp

写真貼付

担当者 赤井 知久

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kondo@fujiwarafarm.jp

担当者 営業部開発グループ次長 中西勘二

担当者 近藤 正治

信用金庫 蒲郡信用金庫

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ nakanishi@yagumo.co.jp

担当者 左高 良紀

信用金庫 豊橋信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 大垣西濃信用金庫

本支店 橋良支店

本支店 阿下喜支店

本支店 西支店

企 業 地産の酒米に力を入れＮＰＯ法人と共に育てた酒米夢吟香で純米酒を
Ｐ Ｒ 中心にファンづくりに努めています。

三重県最北のいなべ市藤原町古田地区の99％の田を預かり、標高
企 業
220ｍの自然豊かな地で米を作り、直営工房で昔ながらの餅菓子を
Ｐ Ｒ
作っています。材料づくりから加工まで自社管理しています。

企 業 昭和２３年に創業、昭和５３年に法人化した、だんご・五平餅等の和
Ｐ Ｒ 菓子販売を行っている会社です。

本支店 岐阜支店

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

付加価値のある特定名称の清酒及び付加価値のある甲乙混和焼酎と清
酒ベースの梅酒。甲類大型容器の焼酎等。

特別栽培米「コシヒカリ」の販売。自社で作ったもち米を昔ながらの
製法でつきあげた草もち、かきもちなど和菓子の製造・販売。

国産米粉を100％使用しただんごを実演販売したいとお考えの企業
様、和菓子の常識に捉われずに販売をお考えの企業様はぜひ弊社ブー
スにお立ち寄りください。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ m.yoshinaga@k-mannen.co.jp

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

株式会社マン・ネン（本社：岐阜県本巣市）は、東洋医学（漢方）・薬膳の思
考（五行・五味・五性）を取り入れた商品を開発中です。食品素材に含まれる
栄養成分に着目し、添加物などの化学調味料を使用しない商品を開発、健康と
美味しさを追求する新しい商品シリーズを提案します。

業務提携したい内容

業務提携したい内容
田植え体験等の農業体験

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 豊幸園

H-60

住 所 〒496-0908 愛知県愛西市金棒町東101

マービン貿易 株式会社

H-61

住 所 〒488-0881 愛知県尾張旭市城山町三ツ池6113-3

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-66
住 所

ミエマン醤油 合資会社 西村商店
（玉城町商工会）

〒519-0415 三重県度会郡玉城町田丸244

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-67
住 所

みの食製菓 株式会社

〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津8347

ＴＥＬ

0567-32-2315

ＴＥＬ

0561-54-8186

ＴＥＬ

0596-58-2225

ＴＥＬ

0574-43-1690

FAX

0567-31-0488

FAX

0561-56-3200

FAX

0596-58-6223

FAX

0574-43-2802

ＵＲＬ

http://hokoen.jp

ＵＲＬ

http://www.marvin.co.jp

ＵＲＬ

http://www.mieman.co.jp

ＵＲＬ

http://www.minoshoku.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sake@hokoen.jp
担当者 森 洋生

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ momota@marvin.co.jp
担当者 桃田 邦年

信用金庫 いちい信用金庫

シャツを最短約10分で乾燥できます！

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

「眺めて飲んで楽しめる」をコンセプトにエディブルフラワーを使ったインテ
リアリキュールを製造販売しています。愛知県にある自社農場で原料となる花
を愛情込めて育て、自社工場でリキュールにするという一貫した製造工程で
行っています。花舞う姿をそのままボトルに閉じ込めた「フェリーチェ」、花
びらと金箔を使った開運インテリアリキュール「花風水」を2018年春に発売
し、母の日シーンのご展開で好評いただきました。また、昨年末に新商品とし
て桜の花びらを閉じ込めた「桜舞う」を展開しましたところ、３月・４月とお
花見シーズンにたいへんご好評いただきました。
女子会などのパーティーでは華やかな時間を演出。普段使いや記念日、大切な
人への贈り物としてご利用いただけます。

「忽乾（コツカン）エアロダクト」の販売拡大を目指しております。
この商品はカッターシャツなどを最短約10分で乾燥することが出来る乾燥
ツールです。特別な専用乾燥機は必要ありません。
ご家庭やホテルにあるドライヤーやふとん乾燥機をセットしていただくだけで
使用できます。旅先・出張先でもお使いいただけますので着替えを軽減！
洗濯物が乾きにくい季節、お子様のユニフォームや作業着などが朝までに乾い
ていないという心配はもうありません。
お取り扱いを頂ける店舗様、ECモール様、ぜひご検討をお願い申し上げま
す。

H-62
住 所

株式会社 松阪マルシェ
（松阪香肌商工会）

〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見3027

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-63
住 所

有限会社丸井食品 三重工場

〒515-0045 三重県松阪市駅部田町457-34

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 相可支店

伊勢の名物「伊勢うどん」

企 業 天然醸造の醤油にこだわり、創業335年、伝統の味を守り続けなが
Ｐ Ｒ らお客様と共に時代を先取りする味覚を醸し出しております。

本支店 可児支店

企 業 おせんべい、ワッフルクッキーを使ったOEM・オリジナル商品・販
Ｐ Ｒ 促品の販売で実績多数あり。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

醤油等を主原料として、だしにこだわった一般・業務用PB商材の開
発、及び、家庭用調味料類の受注。

セールスプロモーションやイベントにおせんべい、ワッフルクッキー
を使った商品のご提案。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-68
住 所

ミヤビワークス 株式会社

〒503-0022 岐阜県大垣市中野町2丁目4番地

住 所

ＴＥＬ

0598-21-1296

ＴＥＬ

0584-47-8285

ＴＥＬ

FAX

0598-32-3732

FAX

0598-21-0089

FAX

0584-47-8286

FAX

ＵＲＬ

http://www.m-marche.com

ＵＲＬ

http://www.maruishokuhin.com

ＵＲＬ

https://miyabiworks.co.jp/

担当者 中川 智子

和にも洋にも合う国産紅茶

ＵＲＬ

宮本養鶏場
〒441-3502 愛知県田原市赤羽根町出口55-1

0531-36-6223

https://nagomiyamoto.jimdofree.com/

Ｅ-ｍａｉｌ nagomitamago753@gmail.com
担当者 宮本健太郎
信用金庫 豊橋信用金庫

本支店 南郊支店

本支店 笠縫支店

本支店 赤羽根支店

小ロット生産でプライベート商品の開発を得意としております。伊勢
企 業
うどんのたれ、松阪鶏焼き肉のたれ、亀山みそ焼きうどんのたれな
Ｐ Ｒ
ど、地域に伝わる料理のたれなどを販売しております。

企 業 イザという時に確実に持ち出せる、「今までにない防災バッグ」を開
Ｐ Ｒ 発・販売しています。

企 業 NON GMO平飼いの卵と鶏肉。赤ちゃんや卵が苦手な方にも食べら
Ｐ Ｒ れるように魚粉も使っていません。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
たれ、つゆなど調味料全般の業務用のPB商品。各地域の地元グルメ
の調味料の開発、生産。

業務提携したい内容

写真貼付

信用金庫 大垣西濃信用金庫

伊勢の和紅茶小売用・業務用商品を取り揃えており、販売・取引先を
探しています。
発注したい（買いたい）業務の内容

Ｅ-ｍａｉｌ c-miyamoto@miyabiworks.co.jp
担当者 宮本 千博

信用金庫 桑名三重信用金庫

企 業 三重県松阪産の茶葉だけで作った日本の紅茶「伊勢の和紅茶」の製造
Ｐ Ｒ 販売をしております。日本の紅茶は旨い！

商 談
ニーズ

写真貼付

担当者 西山 典孝

信用金庫 桑名三重信用金庫
本支店 飯南支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@maruishokuhin.com

発注したい（買いたい）業務の内容
特色ある原料や、魅力的な商品パッケージを探しています。

ガイド
ブック
掲載者

0598-32-3732

写真貼付

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
今後、チェーン展開を計画している、ラーメン店、焼き肉店、うど
ん・そば屋さんなど。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
卵と鶏肉。平飼いNONGMOの卵と鶏肉の販売。加工してしまうの
は勿体無いくらいの卵です。火がなかなか通らないくらいしっかり
した卵。現在はスッキリ味の卵と濃厚な卵が選択できます。

玄関スチールドアにくっつく防災バッグOTE
・保管場所に困らず、いざという時にさっと持ち出せる防災バッグ
・玄関、お部屋の雰囲気にマッチするスマートな形状の防災バッグ
商 談
ニーズ

H

業務提携したい内容
商品開発に関して、パートナーになっていただける企業を探していま
す。

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ info@m-marche.com

写真貼付

食・物 販

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ keiichi@minoshoku.co.jp
担当者 神谷 圭一

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 名古屋支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kiba@mieman.co.jp
担当者 木場 章元

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 佐屋支店

73

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
通販ショップ・ギフトショップ・不動産管理会社・マンション管理会
社 防災バッグをお探しの事業所様との商談を希望します

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

74

ﾌﾞｰｽＮｏ．

明太化成 株式会社

H-69

H-70

明宝特産物加工 株式会社

住 所 〒501-4303 岐阜県郡上市明宝気良33-2

〒930-0814 富山県富山市下冨居1-19-30

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 若木屋
〒410-3202 静岡県伊豆市雲金２７２

住 所

ＴＥＬ

076-441-3734

ＴＥＬ

0575-87-2454

ＴＥＬ

0558-75-1200

FAX

076-441-3736

FAX

0575-87-2453

FAX

0558-87-2111

ＵＲＬ

www.meidaikasei.co.jp

ＵＲＬ

https://www.meihoham.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.wakakiya-tofu.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@meidaikasei.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ takahito-suzuki@meihoham.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@wakakiya-tofu.com

担当者 鈴木貴人

担当者 野島 信一

担当者 小島 正太

信用金庫 八幡信用金庫

信用金庫 新湊信用金庫

信用金庫 三島信用金庫

本支店 小野支店

本支店 本店

本支店 修善寺支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は長年にわたり、食品業界に幅広くプラスチック容器を供給して
企 業
参りました。改ざん防止のセーフティ容器やデザイン性に優れた容器
Ｐ Ｒ
など多数ご用意しております。

明治創業から１００余年、水と大豆にこだわり、品質の高い豆腐・湯
企 業
葉製品を製造販売しております。安心・安全を第一とし他社には真似
Ｐ Ｒ
できない商品開発を得意としております。

受注したい（売りたい）業務の内容
機能性重視で製品の差別化を図りたいお客様。弊社のセーフティロッ
ク容器やガス抜き機能付帯容器を是非ご活用下さい。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 耐衝撃性、耐熱・耐冷に優れた特殊原料を供給下さる業者様。また、
容器表面への加飾関係にも興味があります。

写真貼付

受注したい（売りたい）業務の内容
日増しに食生活文化の変化しつつある中で、当社は昭和28年からこの地で育
てられてきた特産品（明宝ハム）を、昔ながらの製法で守り続けております。
「明宝ハム」は昭和28年に農山村の食生活改善運動と村の畜産振興が目的で
製造を開始しました。良質な国産の豚肉だけを原料とし、食品添加物の使用を
極力おさえ、安心して召し上がっていただける商品です。一度食べて頂ければ
その風味、豊潤さにご満足され「もういっぺん食べたい」と県内外の多くの
人々から絶賛されております。

弊社が高品質冷凍技術を研究して開発した「３D冷凍生湯葉」を業務
用商材として販売、または食材として使用していただける取引先を探
しています。特注品の製造もご相談下さい。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

化粧品関係や日用雑貨等の金型作製依頼も承ります。

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 山九製陶所

住 所 〒509-6362 岐阜県瑞浪市陶町水上854-1

有限会社 山田トラクター
（いなべ市商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H-71
住 所

0572-65-2550

ＴＥＬ

0594-46-4152

FAX

0572-65-2568

FAX

0594-72-7353

ＵＲＬ

https://yamadatractor.com/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ymk@ob.aitai.ne.jp
担当者 永井 宏

Ｅ-ｍａｉｌ yamada.tractor@gmail.com

企 業・製 品 紹 介
写真貼付

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 稲津支店

本支店 阿下喜支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 自然の恵みを受けて育った藤原のお米を作っています。良質な土地と
Ｐ Ｒ 先祖代々の技術を活かした米作りで採れた新米をお届けします。

〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明32番地

住 所
ＴＥＬ

0568-65-6733

FAX

0568-65-6733

ＵＲＬ

www.asahi-noboru.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@asahi-noboru.co.jp

信用金庫 いちい信用金庫
本支店 師勝支店

企 業 当社の人工芝はオランダ産のポリエチレン70％のもの使用し、手入
Ｐ Ｒ れのいらない草原を作ります。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

和食にぴったりの「こしひかり」
もちもちした食感で冷めても硬くなりにくい「ミルキークイーン」
特に優れたお米(ランクA以上)だけを厳選してお米を販売しています

ｉ-1 ～ ｉ-20

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

荒れ果てたお庭や雑草だらけの空き地を保有する方に人工芝を施工
し、雑草対策や景観対策をご提案します。

ブースNo.

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

株式会社 夢畑家
(いなべ市商工会)

H-72
住 所

〒511-0427 三重県いなべ市北勢町麻生田1253-3

H-73
住 所

陽光ビオファーム 株式会社
(いなべ市商工会)

〒511-0264 三重県いなべ市大安町石榑東583番1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-2
住 所

石黒体育施設 株式会社

〒464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡2丁目27-18

ﾌﾞｰｽＮｏ．

イスヤ工芸 株式会社

I-3

住 所 〒432-8053 静岡県浜松市中区法枝町107番地

ＴＥＬ

0594-72-7435

ＴＥＬ

0594-37-2323

ＴＥＬ

052-757-4030

ＴＥＬ

053-441-4567

FAX

0594-72-3892

FAX

0594-37-2323

FAX

052-763-8110

FAX

053-441-4539

ＵＲＬ

http://yumeyann.com/

ＵＲＬ

http://www.yoko-biofarm.com

ＵＲＬ

http://www.isiguro.co.jp

ＵＲＬ

http://www.isuya.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ yumebatake.ito@gmail.com
担当者 伊藤 守

Ｅ-ｍａｉｌ maruyama@yoko-biofarm.com

写真貼付

担当者 丸山 康子

信用金庫 桑名三重信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ somu@isiguro.co.jp

写真貼付

本支店 阿下喜支店

本支店 阿下喜支店

本支店 代官町支店

当社は夢やんいなべ餃子を主力に食品製造販売をしております。いな
企 業
べ餃子は一般的な白い餃子といなべ市の観光地である梅林公園にちな
Ｐ Ｒ
んだ梅しそ餃子の紅餃子、紅白の餃子を販売しております。

三重県いなべ市で耕作放棄地をお借りして農薬や化学肥料を一切使用
企 業
しないでお野菜を栽培しております。農業の6次産業化に取り組み野
Ｐ Ｒ
菜スイーツ製造にも取り組んでいます。

企 業 創業より施設利用者が安心、安全に使用出来るようによりよい施設環
Ｐ Ｒ 境を造りサポート致します。

「夢やん いなべ餃子」（餃子と梅しそ餃子の紅白餃子）の販売
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
販売取扱店を募集しています

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 加工品に使用する菓子原材料及び、漬物加工原材料を探しています。
化学薬品・合成添加物不使用のものを希望します。
業務提携したい内容
オリジナル商品の開発をしたいレストランや土産物店に、当社より加
工品製造の提案ができます。

特許取得で小型軽量しかも電気代は1/3以下

受注したい（売りたい）業務の内容
屋内外各種運動施設、LED照明（NASA開発ヒートパイプ技術、水
冷・空冷一体型）、野球場等のラバーフェンス各種の設計と施工を
トータル的に提案したいと思います。
商 談
ニーズ

写真貼付

信用金庫 浜松いわた信用金庫

信用金庫 岡崎信用金庫

農薬や化学肥料に頼らず、植物本来の「美味しさ」や「栄養」が凝縮
された自社栽培の野菜を使い、自社工房にて製造した菓子や漬物など
の、販売・取引先を探しています。

Ｅ-ｍａｉｌ kougei@isuya.co.jp
担当者 前田・小田木

担当者 統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 杉本 錦哉

信用金庫 桑名三重信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

75

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I

業務提携したい内容
地元地域を緑にあふれた景観にするためにインテリア業者や造園工事
業と業務提携したい。

商品開発

ﾌﾞｰｽＮｏ．

H
信 頼 性・安 全 性

1872年 食器・雑貨の窯元として創業
1988年 法人化(設立)
ホワイト磁器製品がメインでありますが、その中でもプレート類等の洋食器生
産を得意としています。
初のカタログ創刊に伴い、新規にてお取引をしていただける、商社様・問屋
様・飲食店様・雑貨店様を探しております。

写真貼付

担当者 長畠 豊

食・物 販

信頼性・安全性

担当者 山田 陽一

信用金庫 東濃信用金庫

朝日工業 有限会社

I-1

〒511-0506 三重県いなべ市藤原町長尾１055

ＴＥＬ

ＵＲＬ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
自社の製品に興味をお持ちいただき、販路開拓にご協力いただける会
社

本支店 本町支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

従来は汎用機を駆使しての生産がメインでしたが、益々多品種小ロットとな
り、また形状も複雑化と、どちらにもご対応するため、三次元加工機を5年前
より導入し、お客様のご要望にお応えしています。またオリジナル製品とな
る、浜松の折りたたみ椅子は、弊社の加工技術を随所に取入れ金具を最小限に
留めることができました。また25年にも及ぶ生産・納入実績を誇る子供用椅
子では、抗ウィルス処理を施された張り材を使用することにより、小さなお子
様をより優しく・安心してお使いできる製品となっており、ご使用者達のため
の製品作りを心掛けております。

76

ﾌﾞｰｽＮｏ．

犬山商工会議所

I-4

〒484-8510 愛知県犬山市天神町一丁目８番地

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

エコーテック 株式会社

I-5

I-7

住 所 〒511-0106 三重県桑名市多度町多度866

〒441-3131 愛知県豊橋市大岩町小山塚20

住 所

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 シンアイ産業

住 所 〒483-8069 愛知県江南市飛高町宮町1番地

ＴＥＬ

0568-62-5233

ＴＥＬ

0532-65-5158

ＴＥＬ

0594-48-2546

ＴＥＬ

0587-53-8189

FAX

0568-61-3986

FAX

0532-65-5159

FAX

0594-48-2572

FAX

0587-53-8866

ＵＲＬ

https://www.inuyama-cci.or.jp/

ＵＲＬ

https://www.echotech.co.jp/

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://shinai-ind.co.jp/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ icci@gld.mmtr.or.jp
担当者 今瀬

Ｅ-ｍａｉｌ staff@us-dolphin.co.jp

担当者 毛利 勲

本支店 二川支店

企 業 国宝犬山城の城下町で育まれた製品・技術・サービス等をこ紹介いた
Ｐ Ｒ します。

プラスチックがバターのように切れる超音波カッターや除菌消臭剤を
企 業
空間に噴霧する超音波霧化器、超音波美容プローブなど超音波を活用
Ｐ Ｒ
した新市場を創造する企業です。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
・作業時間短縮（切る、磨く、溶着）超音波カッター
・空間の除菌消臭（超音波霧化器）
・キャラクター 豊橋工専高校模型部（もけ部）

発注したい（買いたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

カッターの先端（刃、砥石）、キャラクターグッズになるもの

業務提携したい内容

株式会社 エス・アイ・シー
（松阪北部商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-6

〒515-2101 三重県松阪市星合町125-2

住 所

業務提携したい内容

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 エナ自動車ガラス
〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2194-175

住 所

信用金庫 東春信用金庫

本支店 多度支店

本支店 犬山支店

板金技術を生かした様々な銅工芸品

本支店 江南支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

板金業を約60年近く営み、その中で板金技術を生かした様々な銅工芸品を制
作しています。１つ１つ異なった味のある作品が特徴です。近年は店舗の看板
として利用される方も増えてきています。
三重県板金工業組合に所属する組合員であり、厳格な品質基準に基づく責任
施工を行なっています。責任を持って施工した証として、有資格者による十分
な施工と検査による「責任施工保証制度」の保証書が発行されます。
「責任施工保証制度」とは欠陥住宅問題や悪徳リフォーム、手抜き工事や耐震
偽造問題などをおこなう不当業者、不良業者からお客様を守り、安心して工事
を任せることが出来る施工業者をあきらかにする制度です。

当社は、工業用ゴム・プラスチック製品の販売をしております。製造現場で
の問題解決のお手伝いをさせて頂きます。あったらいいなを創り続けるを目指
して日々活動しております。
この度は、新製品のPRをさせて頂きます。シューズラップという簡単に靴
底にフィルムを貼る事ができる製品です。工場内への異物持ち込み防止・工場
内の汚れを持ち出さない・建築現場の床汚れの防止等、用途は多彩です。
又、従来の不織布のカバーと違い滑ることはなく安全に使用していただけま
す。「クリーンルーム程ではないが汚れを持ち込みたくない」そんな箇所に最
適な製品です。

ガイド
ブック
掲載者
住 所

鈴鹿防災 株式会社
〒513-0054 三重県鈴鹿市中箕田1丁目27-20

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 大栄製作所
〒511-0854 三重県桑名市蓮花寺396－20

ＴＥＬ

0598-31-1860

ＴＥＬ

0573-25-5477

ＴＥＬ

059-395-3600

ＴＥＬ

0594-22-2280

FAX

0598-31-1861

FAX

0573-20-1113

FAX

059-395-3700

FAX

0594-23-2280

ＵＲＬ

https://bousai-jishin.net

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://www.suzukabousai.com

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sic-sic@sic5101.net
担当者 小田切 勝重

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ena-glass@rondo.ocn.ne.jp
担当者 松原 慎

信用金庫 桑名三重信用金庫
防災機器をトータルでサポートします

防災機器を製造・販売しております。地震の揺れを感知して自動解錠
企 業
する『地震解錠ボックス』、併せて、車いす牽引補助具『ヒクゾー
Ｐ Ｒ
君』や介護施設用非常食『KOTA助』などを展示します。

信用金庫 桑名三重信用金庫
本支店 馬道支店

企 業 国内外自動車ガラス販売施工,日本自動車ガラス販売施工協同組合認
Ｐ Ｒ 定技術者の店

企 業 「安心・安全」を求める中、様々なニーズに応え、さらなる安心して
Ｐ Ｒ 暮らせる安全な社会創りを目指します。

企 業 品質・納期・単価をモットーの精密機械部製造です
Ｐ Ｒ ISO9001認証工場

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

国内外自動車ガラス販売施工、フィルム施工、ボディーコーティン
グ、フロントガラスリペア、用品取付など
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

各種消防用設備・設計・施工・メンテナンス・防災用品の販売
雨水の有効活用をした中水道用貯溜槽
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
防災・防犯等に関する製品・物品などの商品を探してます。

業務提携したい内容

φ3～φ20までのCNC自動旋盤による金属部品加工です
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

防災・防犯等に関する製品・物品などの新商品の開発。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-7

株式会社 光陽産業
（桑名三川商工会）

住 所 〒511-0102 三重県桑名市多度町香取649

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-9
住 所

中京ストレージ 株式会社

〒509-9298 愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰5-35

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-10
住 所

株式会社 ティエムエフ

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番５号

ＴＥＬ

0567-33-1388

ＴＥＬ

0594-48-3180

ＴＥＬ

052-715-4506

ＴＥＬ

0586-81-0814

FAX

0567-33-1316

FAX

0594-48-2237

FAX

052-715-4507

FAX

0586-81-0405

ＵＲＬ

https://all-ways.co.jp

ＵＲＬ

http://www.kohyoh-sangyo.co.jp/

ＵＲＬ

http://chu-str.com/

ＵＲＬ

http;//www.tmf-1995.co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ taiji@all-ways.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ masatoshi.mizutani@kohyoh-sangyo.co.jp
担当者 水谷 匡利

担当者 宮松 大志
信用金庫 桑名三重信用金庫

＜企業PR＞
生鮮食品を中心に愛知県から全国各地へ徹底した運送管理のもと、品質の良い
廉価な物流機能を創出しています。

＜商談ニーズ・受注したい業務内容＞
弊社、北名古屋営業所に大型冷凍倉庫があります。冷凍食品の一時預かり等の
受託をお待ちしています。その他、生鮮食品の運送等ご要望がございました
ら、何卒宜しくお願い致します。

写真貼付

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

カラーゴム蓋は、競技場、駐車場、学校、幼稚園、テニスコート、ゴルフ場、
プールサイドなどに適した、最新のU字溝蓋です。安全性の向上はもちろん、
美しいカラーで美観を損ないません。優れた耐候性・耐久性ゴムを使用。新規
施工はもちろん、既存の側溝蓋との交換も可能です。
【どの様な形状にも対応】
特注寸法はもちろん、斜め、台形、丸形加工など、あらゆる形状に対応いたし
ます。
全ての面がしっかりと強化ゴムに覆われております。

Ｅ-ｍａｉｌ info@tmf-1995.co.jp
担当者 専務取締役 平松 聡
信用金庫 尾西信用金庫

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 多度支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ daichi.nagaoka@chu-str.com
担当者 白井初宝

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 蟹江支店

I

信 頼 性・安 全 性

業務提携したい内容

住 所 〒496-0914 愛知県愛西市東條町西田面44-3

担当者 松岡信義

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

防災だけでなく防犯関係の製品や技術とのコラボレーション

株式会社 オール・ウェイズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ y-daiei@titan.ocn.ne.jp

本支店 鈴鹿支店

自治体関係、自治会、町内会、企業防災担当者様に防災機器、用品を
提案、販売。総合的な防災コンサルティング。

ガイド
ブック
掲載者

写真貼付

本支店 恵那支店

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 主力製品の地震解錠ボックスシリーズと相乗効果が見込めそうな防災
機器類

Ｅ-ｍａｉｌ info@suzukabousai.com
担当者 代表取締役 久畑 年生

信用金庫 東濃信用金庫

本支店 川井町支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ h-kawai@shinai-ind.co.jp
担当者 河合秀光

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 豊橋信用金庫

商 談
ニーズ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者 三浦 宏樹

信用金庫 いちい信用金庫
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毛利鈑金
（桑名三川商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

本支店 守山支店

本支店 一宮東支店

企 業 「挑戦」をテーマにあらゆる可能性を広げ、「こんな事ができたらい
Ｐ Ｒ いな」をかたちにする会社です

±０をキャッチフレーズに寸法公差・ロス率・顧客要求等あらゆる
企 業
誤差をゼロに近づけ、IoTを活用した次世代のものづくり「つながる
Ｐ Ｒ
工場・つながる製品」をイメージした 株式会社ティエムエフ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
・寸法精度を必要とされる打抜き・裁断製品
・難材料の打ち抜き・裁断製品
・小ロットから大ロットまで各種業界の打ち抜き製品

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容
業種、業界に捕らわれず お互いがさらに発展していける繋がりを求
めている企業 一緒に挑戦できる企業

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ・ＩｏＴ化を推奨する企業様
・手作業の冶具化・省力化・ロボットを提案いただける企業様
業務提携したい内容
・新規商品（企画・開発）を行う企業様
・AI・ロボット（IoT)化をご提案いただける企業様
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ガイド
ブック
掲載者

株式会社 渚興業
〒441-0211 愛知県豊川市御油町米野18-1

住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

0533-82-4755

ＴＥＬ

052-449-6222

FAX

0833-82-4766

FAX

052-449-6223

ＵＲＬ

https://bso16475.bsj.jp

ＵＲＬ

http://www.natec01.co.jp/

担当者 平田 チカ

ホイッスル

笛付きホルダー

企 業 東三河で18年足場工事に携わっています。
Ｐ Ｒ 一般住宅からマンションの足場まで幅広く工事を行っています。

【企業防災を主軸とした各種サービスをご提供】主要商品のホイッ
企 業
スルは、オリジナルカラーやパッケージデザインの変更・名入れ印
Ｐ Ｒ
刷など柔軟にご対応でき、ノベルティとしてもご好評です。
受注したい（売りたい）業務の内容
防災用品の受注(代理店含む)を希望します。ホイッスルはオリジナル
ノベルティとしてご好評頂いております。笛付ネームホルダーは
BCPの一貫としてご活用頂ける画期的なオリジナル商品です。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

商 談
ニーズ

株式会社 西山鉄筋

住 所 〒487-0023 愛知県春日井市不二ガ丘三丁目140番地1

防災用品の新規発注先を希望します。
業務提携したい内容
BCP対策にお困りの企業様をご支援致します。備蓄のご提案から、
身近な防災、BCPの策定まで幅広くご相談下さいませ。

業務提携したい内容

ガイド
ブック
掲載者

発注したい（買いたい）業務の内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

日本ワード 株式会社

I-12

住 所 〒510-0831 三重県四日市市西伊倉町3-29

〒431-3906 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川2018-2

ＴＥＬ

053-967-2854

FAX

058-241-2287

FAX

053-967-2854

ＵＲＬ

www.hanyokagaku.com

ＵＲＬ

-

担当者 社長 間木守弘
信用金庫 浜松いわた信用金庫
本支店 佐久間支店

U字状12本極太コード6ケ所装着の写真

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 弊社はお客様のライフスタイルを応援できる“もの”づくりを目指
Ｐ Ｒ しています!!
35年以上「水」と「土」を研究し、農業用土壌改良材「息吹LD」と、化粧水
「息吹の雫」を製造販売しています。
■少量で簡単に大規模農地を改良できる「息吹LD」は、現在200社以上の代
理店があります。日本はもちろん、世界中の農地に普及させるため、農業と直
接関係の深い企業を募集いたします。国際機関APO認定、特許取得済み、発
明奨励賞他、多数受賞の商品です。
■当社が持つ「浸透力」の技術と農業分野で培った「フミン酸」のノウハウを
生かした新しいタイプの化粧水を販売中です。発売後1年、販売代理店も全国
で40社を超え、リピートも多数。販売代理店様を募集いたします。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

丸太石陶材 株式会社

I-17
住 所

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町744番地の4

受注したい（売りたい）業務の内容
コード式刈払機用「マギカッター」の販売
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 みずほ

I-18
住 所

〒464-0082 愛知県名古屋市千種区上野1-10-12

ＴＥＬ

0568-51-6899

ＴＥＬ

059-351-1023

ＴＥＬ

0572-43-3303

ＴＥＬ

052-723-7621

FAX

0568-51-6899

FAX

059-352-7362

FAX

0572-43-4851

FAX

052-723-7660

ＵＲＬ

http://www.t-tekkin.com

ＵＲＬ

http://nihonword.co.jp

ＵＲＬ

http://www.marutasekitouzai.co.jp/

ＵＲＬ

www.mizuho-s.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ nishiyamatekkin@gmail.com

写真貼付

担当者 西山知良

担当者 代表取締役 川合 貞義

信用金庫 東春信用金庫
↑当社現場作業の様子

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

建設現場で鉄筋の取付工事を専門に、年間3,000トンの工事実績がありま
す。当社の社員は、全員が有資格者です！知識・技能・経験に裏打ちされた、
当社の作業仕上がりは、丁寧でキレイだと自負しています。

I-13

株式会社 ハイパー

住 所 〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通5丁目235番地

「命を守るアプリ」とチタンの「命のタグ」

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
昭和51年、川合印房を創業以来、永年にわたり技術を磨いてまいりまし
た。平成2年に日本ワード㈱を設立、チタン印鑑、宝石印鑑、サンドブラスト
彫刻の製造販売を行うと共に、これらの技術により、国内の印章店に印鑑の卸
売りや機械装置の販売を行っております。
印鑑製造のファイバーレーザー技術を活かし、チタンにQRコードを彫刻し
た「命のタグ」や「命を守るアプリ」を開発しました。救命、防犯に役立つ商
品・サービスを提供し、地域に貢献してまいります。
受注したい（売りたい）業務内容
・印鑑の制作（チタン印鑑、宝石印鑑）
・チタンにQRコードを彫刻した「命のタグ」
・救命、防犯等緊急性のある機能をまとめた「命を守るアプリ」

ﾌﾞｰｽＮｏ．

I-14
住 所

Ｅ-ｍａｉｌ mail@mizuho-s.co.jp

担当者 大岩永政

担当者 松尾 光弘

パイフォトニクス 株式会社

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 笠原支店

本支店 今池支店

弊社は天然大理石、御影石の製品を加工販売しております。中でも
企 業
ウォータジェットカッティングシステムによる加工製品は弊社いちお
Ｐ Ｒ
しの技術となっております。

企 業 36年の実績があり、監視カメラ・防災・電気設備の設計から施工ま
Ｐ Ｒ で一括管理により短期間で工事が可能になります。

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

大理石加工製品、御影石加工製品、ウォータージェットカッティング
システムの加工技術

金融機関をはじめ警備会社、病院、工場、流通業界、オフィス等多く
のお客様に設計から施工、保守まで行っております。監視カメラの販
売も行っております。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
監視カメラシステム・入退室管理システム・防災

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 みずほ

I-19

監視カメラの販売・施工。入退室管理システムの販売・施工

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 向田工業所

I-20

住 所 〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部1826-1

ＴＥＬ

052-412-8186

ＴＥＬ

053-581-9683

ＴＥＬ

052-723-7621

ＴＥＬ

054-667-7000

FAX

052-412-8187

FAX

053-581-9684

FAX

052-723-7660

FAX

054-667-7001

ＵＲＬ

http://www.hyper-pro.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.piphotonics.co.jp/

ＵＲＬ

www.mizuho-s.co.jp

ＵＲＬ

http://www.mukaida.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ c-hayashi@hyper-pro.co.jp

写真貼付

担当者 取締役 林 稚乃

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@piphotonics.co.jp

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 中村支店

本支店 市野支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
私たちは、人と「喜び」、人と「感動」し、お客様に「満足以上の悦び」を提
供しています。
【世界中をカッコ良く、世界中に笑顔を】をビジョンに掲げ、常識にとらわれ
ることなく、常に、新しいサービスを生み出し挑戦し続けています。
・総合クリーニング（定期清掃、商業施設清掃、引渡清掃、特殊清掃、空調清
掃、日常清掃、クリーンサービスレディ-CSL-）
・空調機器、工事、消防点検
・人材育成・研修、コンサルティング
・メイクアップ、イベント参加
その他
アミューズメントグッズ・オリジナルグッズ作成、企画開発、メンテナンス用
品の御社でしか製造できないようなものをご提案いただける企業様を探してい
ます。

写真貼付

担当者 松尾 光弘

担当者 代表取締役 池田貴裕

信用金庫 いちい信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ mail@mizuho-s.co.jp

クレーン安全用

フォークリフト安全用

工場内の労働災害を低減する安全用照明

光パターン形成LED照明「ホロライト」は、高輝度ＬＥＤ光源と大
企 業
型光学素子の組合せにより視認性の高い光パターンを形成するオン
Ｐ Ｒ
リーワン製品で、日本・米国・中国・欧州で特許登録済です

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
ホロライトの企画・提案を行う営業人材
業務提携したい内容
ホロライトを製鉄工場・自動車工場・食品工場・物流倉庫等へ提案し
てくださる商社

写真貼付

信用金庫 しずおか焼津信用金庫
弊社のオフィス

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
工場内の労働災害を低減する安全用照明
クレーンやフォークリフトの危険ゾーンを光で可視化し作業者へ注意
喚起することで接触事故を未然に防ぎます

Ｅ-ｍａｉｌ host@mukaida.co.jp
担当者 向田 博

信用金庫 豊田信用金庫
本支店 天白支店

I

業務提携したい内容

天然石材オーダー製品作製業務、ウォータージェットカット業務

住 所 〒464-0082 愛知県名古屋市千種区上野1-10-12

〒435-0052 静岡県浜松市東区天王町673 ホロライトビル

写真貼付

信 頼 性・安 全 性

業種にこだわらず、鉄筋工事を必要とする事業者さんのお役に立ちたいと考
えています。

Ｅ-ｍａｉｌ info@marutasekitouzai.co.jp

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 北伊勢上野信用金庫

本支店 高蔵寺支店

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ ent0087@nihonword.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ lwdnb1uz@na.commufa.jp

本支店 美江寺支店

本支店 稲沢支店

仮設資材施工等

住 所

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 国府支店

間木技研 株式会社

I-16

058-241-2401

担当者 井上健太郎

担当者 市場 遥

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ ibuki@hanyokagaku.com

信用金庫 尾西信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容

79

住 所 〒501-3145 岐阜県岐阜市芥見野畑3-58-5

Ｅ-ｍａｉｌ haruka@natec01.co.jp

信用金庫 蒲郡信用金庫

汎陽科学 株式会社

I-15

〒490-1205 愛知県あま市花正寺浦55番地

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ nagisa@f6.dion.ne.jp

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ナテック

I-11

オフィス家具・造作家具の販売・施工を行っております。その他に電気・空
調・LAN・電話設備等行っておりますので、一貫して行うことができ、レイ
アウト工事または改修工事をまとめてお引き受けいたします。

本支店 藤枝水守支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社は金融機関様、地方自治体様へ現金輸送箱や投票箱など、アルミ板を使用
した製品を提供しています。その他、重要書類・貴重品などの搬送用、保管用
のケースを製造販売しています。
材料仕入れから、設計・製作・発送まで一貫して製造販売していますので、お
客様のニーズに合った仕様でお作りいたします。多品種小ロットを得意として
います。
ケースをお探しの場合、是非声をお掛け下さい。
また、販売に協力していただける、販売店・代理店様も募集しています。

80

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-1

企 業・製 品 紹 介

医療健康・
介護福祉
ブースNo.

Ｊ-1 ～ Ｊ-19
株式会社 出口化成
（木曽岬町商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-2

住 所 〒498-0813 三重県桑名郡木曽岬町富田子344番地

株式会社 i＆fホールディングス

住 所 〒454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津1丁目2109番地

J-5
住 所

株式会社扇屋商店 環境事業部

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所 〒515-0841 三重県松阪市曲町637-1

〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西5-12-23

ＴＥＬ

052-462-1210

ＴＥＬ

052-531-7536

ＴＥＬ

0598-23-4059

FAX

052-446-5550

FAX

052-531-9922

FAX

0598-23-2708

ＵＲＬ

http://if-rentacar.jp

ＵＲＬ

http://kankyokenko.ever.jp

ＵＲＬ

http://www.okumura.co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ m.mizutani@iandf-gr.jp

Ｅ-ｍａｉｌ yusuke.miyabata@okumura.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ ukai@o-giya.com

担当者 水谷 優志

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 東春信用金庫

本支店 清洲支店

本支店 川井町支店

本支店 本店営業部

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
当社は医療福祉分野の業務を総合的にプロデュースする企業グループです。
福祉車両専門のレンタルおよびリースは最短1日からのご利用が可能で、全国
トップクラスの福祉車両保有台数を誇ります。車両は全国どこへでもお届けで
き、顧客対応力が自慢です。これらの車両メンテナンスも自社対応しており、
万全の整備力で安全性もご提供しております。福祉車両のレンタル、リースに
ついては医療福祉事業者でなくてもご利用いただけます。福祉車両は様々な
シーンで活躍いたします。ご利用方法などお気軽にご相談ください。また弊社
は有料老人ホームや訪問看護リハビリステーションなども運営しており、各種
施設の運営ノウハウについてもフランチャイズによりご提供いたします。医療
福祉分野の総合プロデュース企業として皆様のお役に立ちたいと考えておりま
す。

有限会社 伊藤鉉鋳工所
（桑名商工会議所）

ガイド
ブック
掲載者

企 業 ㈱扇屋商店環境事業部はTAKI ION MEDICの販売を通じて高齢化
Ｐ Ｒ 社会に於ける健康寿命の伸長、医療費削減への貢献を行っています。
受注したい（売りたい）業務の内容
医療物質生成器TAKI ION MEDICは自然の滝つぼの2,000倍もの
マイナスイオンを大量発生させ、お部屋の中を大自然の新鮮な空気に
します。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

ﾌﾞｰｽＮｏ．

カタリスト 株式会社

J-7

住 所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目15番6号 サカエミヤシタビル４F

住 所 〒511－0838 三重県桑名市和泉247

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
軽量化・耐久性に優れ、徹底した品質管理のもと、主に自動車用燃料樹脂
チューブ部品を製造しています。樹脂チューブの成形～3次元成形、さまざ
まな配管レイアウトへ対応し、ニーズに合わせて現在の保有技術がどういっ
た製品に展開が出来るのか、ご提案から製品化まで柔軟かつ、迅速に製作
し、ご提供致します。
射出成形部品とチューブを組み合わせた製品の一貫生産をしており、自動車
部品製造で培った技術力を活かし、他分野である医療分野へも進出しており
ます。三重大学と共同開発しました脳血管縫合トレーニングキット等シュミ
レーターの開発も行っております。また他分野であるベアリング事業の生産
委託等の実績もあります。

ガイド
ブック
掲載者

合資会社 加藤製作所

住 所 〒466-0047 愛知県名古屋市昭和区永金町1-21-4

ＴＥＬ

0594-22-2265

ＴＥＬ

052-228-0471

ＴＥＬ

052-881-5179

FAX

0567-68-3343

FAX

0594-22-5195

FAX

052-308-3264

FAX

052-882-8935

ＵＲＬ

http://ideguchi-kasei.co.jp/

ＵＲＬ

http://ito-gen.jp/

ＵＲＬ

http://www.catalyst.jp/

ＵＲＬ

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ itogenchukosho@chorus.ocn.ne.jp

写真貼付

担当者 加藤 峰男

本支店 滝子支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

私たちと一緒に障害のある方への支援、社会貢献をしてみませんか？
障害者雇用を進めることで、業務効率化や、従業員に優しい会社作りも始め
られます。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-4
住 所

エイ・エフ・エム・ジャパン 株式会社

〒411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪1043-4クレーングレース104 WOODS LABO

J-4 ㈱堀江塗料 HORIE.Corporation事業部

住 所

グラストップ 株式会社

J-8

住 所 〒454-0982 愛知県名古屋市中川区西伏屋1丁目304番地の2

〒411-0816 静岡県三島市梅名88-1

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
人が聴く音に対して、人に理解してもらえない様な聴こえ方がする人、聴
覚過敏の人を対象に、吸音型透過音式耳栓（特許取得済み）を開発していま
す。
音の強弱、大小ではなく、今迄、普通に聴こえていた音が生理的に受けつけ
ることができない、また外耳道に痛みを覚えるようになった人の為の耳栓で
す。日常生活で聴く高周波音が割れたように聴こえたり、音が体に沁みるよ
うに不快感を伴って聴こえたり、又、車の走行音、工場の機械、圧縮機、家
電製品等を音源とする低周波音、中周波音が外耳より空気の振動として耳に
進入し、音圧を生じて粗く聴こえたり、更に悪化すると、音源を特定出来な
い騒音となって聴こえてくる。この様な症状に対し、防音用のゴム板の吸音
効果によって、音波のエネルギーを熱エネルギーに変換し、音の響きを低減
させ、透過音だけを鼓膜に伝える事によって、体に障る低周波音、中周波
音、高周波音の音を、本来の自然な柔らかい音として再現します。この様な
症状の自覚があり試供品で体験したいと思われる方はお問い合わせ下さい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-9
住 所

有限会社 ケアテック浜松

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町228-1

ＴＥＬ

055-960-9366

ＴＥＬ

055-977-7484

ＴＥＬ

052-618-8260

ＴＥＬ

053-438-8727

FAX

055-960-9327

FAX

055-977-6944

FAX

052-618-8230

FAX

053-438-8728

ＵＲＬ

www.afm-sips.com

ＵＲＬ

https://horie-corporation.com

ＵＲＬ

http://www.glasstop-japan.com

ＵＲＬ

www5a.biglobe.ne.jp/~care-tec/

Ｅ-ｍａｉｌ info@afm-sips.com

写真貼付

担当者 山下 典子

Ｅ-ｍａｉｌ horie@paint-eshop.com

信用金庫 三島信用金庫

本支店 下土狩支店

本支店 二日町支店

米国の優良建材ベスト１００に選出された木材保存剤「ボラ ケア」のご紹介で
業 す。木材（未乾燥材・KD材）の奥深くまで木材保存剤を拡散浸透させることの
Ｒ 出来る木材保存剤「ボラ ケア」は、防腐・防蟻効果が半永久的に持続し、木割
れと縮み抑制効果もあります。

受注したい（売りたい）業務の内容
「臭い」が無くなることで優しい気持ちで介護が出来るバイオ消臭
剤、洗ってもまたすぐ生える、諦めていた外壁の「苔汚れ」を洗わず
スプレーするだけで消す洗浄剤。その他野良猫やクモ対策商品。

販売店募集
提携

業務提携したい内容
施工店募集
製材加工を行っている材木店への技術

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
ペット業界 自動車業界 衣料業界 食品業界など今まで出会ってい
ない新しい業界の方と販路を開拓したいです。

写真貼付

担当者 小林 百合香

本支店 都田支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

オリジナル製品木製スロープ(つみきスロープ)・木製踏み台を製作・
企 業
販売しています。介護保険適応製品で｢より快適により安全に｣をモッ
Ｐ Ｒ
トーに提供しています。
受注したい（売りたい）業務の内容

企業PR:
最先端のガラスコーティング剤を製造から施工・管理まで一貫したソリュー
ションでご提供致します。素材の傷や汚れを防ぐことで、長期的に美観を維持
し衛生的な状態を保つことができます。

発注したい（買いたい）業務の内容
個性的なスプレーボトル

Ｅ-ｍａｉｌ care-tec@mtj.biglobe.ne.jp

信用金庫 遠州信用金庫

本支店 富田町支店

天然成分を使い、人や環境に安心安全な商品を製造する米国ナイサス
企 業
社の商品を取り扱い始めました。お客様の驚きの笑顔を引き出す楽し
Ｐ Ｒ
みを一緒にしませんか。

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

写真貼付

信用金庫 いちい信用金庫

①木材保存剤「ボラ ケア」販売 ②「ボラ ケア」を使った丸太や
製材への防腐・防虫処理およびクラック防止加工処理技術
商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ hori@glasstop.co.jp
担当者 堀 文弥

担当者 堀江 博子

信用金庫 三島信用金庫

企
Ｐ

写真貼付

J
医 療 健 康・介 護 福 祉

また常時18種類以上100本以上ウレタンブロックの在庫があり、長年蓄積さ
れた知識と加工技術によってお客様のあらゆるご要望にお応えしております。
国内のメーカーから仕入れたウレタンフォームを自社工場で加工することによ
り安心・安全はもちろん、短納期や小ロットなど小回りがきく対応を可能とし
ています。

当社の「ハードスタイルケトルベル」は、桑名の伝統的な手込鋳物の技法を
用いて製造しており、「くわな鋳物」ブランドを用いて販売している製品で
ある。
当社はハードスタイルケトルベルの製造・販売だけでなく、ＳＦＧ（ストロ
ングファーストギリヤ）が発行するインストラクター資格を代表者が有して
おり、トレーニング指導を行うことができる。こうした製造・販売・指導を
一貫して行えるのは日本において当社だけである。
ケトルベルトレーニングは、全身の力を瞬間的に出力と脱力を繰り返し、運
動性を持ったトレーニング方法であり、省スペースで行うことが可能である
こと、けがのリスクが少ないことからトレーニングだけでなくリハビリテー
ションとしても使える器具である。

当社は軟質ポリウレタンフォーム加工を得意とし、主にソファ・マットレス等
に使われる上質なクッション資材を家具メーカー様に提供しております。他に
も医療・介護の現場で使われるような通気性の良いクッション資材、レタスや
水菜など水耕栽培の苗地に使用される給水性能の高いスポンジ資材など次世代
を見据えた資材の提案も積極的に行っております。

Ｅ-ｍａｉｌ katou1214@arion.ocn.ne.jp

信用金庫 岡崎信用金庫

本支店 柳原支店

本支店 本店営業部

本支店 弥富南支店

写真貼付

信用金庫 中日信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 桑名三重信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ s_usami@catalyst.jp
担当者 宇佐美 聡

担当者 伊藤允一

写真貼付

担当者 宮端勇介

担当者 鵜飼 清

信用金庫 いちい信用金庫

0567-68-3366

担当者 出口 泰博

株式会社 オクムラ

J-6

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ info@ideguchi-kasei.co.jp

81

ﾌﾞｰｽＮｏ．

商談ニーズ：
①福祉施設の快適環境の維持についてお困りのお客様。
②福祉施設で働く方たちの掃除に対する負担を減らしたいお客様。

住宅改修などできる工務店さん
弊社の製品サンプルを置いて下さる介護ショップ・事業所
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

82

ﾌﾞｰｽＮｏ．

小林産業 株式会社

J-10
住 所

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子比良出１２０番地

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 酒井美装

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所 〒933-0953 富山県高岡市横田236-10

〒442-0854 愛知県豊川市国府町社脇37-5

ガイド
ブック
掲載者

株式会社 ＴＭＴシステム

J-15

住 所

株式会社 NUTRABIT
〒454-0036 愛知県名古屋市中川区二女子町1-79

ＴＥＬ

0568-25-5822

ＴＥＬ

0533-88-6992

ＴＥＬ

0766-30-8382

ＴＥＬ

052-304-7369

FAX

0568-25-5066

FAX

0533-88-6902

FAX

0766-22-6841

FAX

052-361-1383

ＵＲＬ

http://www.kobayashisangyo.jp

ＵＲＬ

http://www.sakaibiso.com/lp/

ＵＲＬ

http://tmtsystem.jp

ＵＲＬ

https://peraichi.com/landing_pages
/view/nutrabit

Ｅ-ｍａｉｌ k.sakai@kobayashisangyo.jp

写真貼付

担当者 酒井 拡資

Ｅ-ｍａｉｌ info@sakaibiso.com

写真貼付

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

健康・美容機器をお取り扱いいただける新規代理店様を募集いたしま
す。再生治療（自己脂肪由来幹細胞糖尿病再生治療)にご興味のある
方を募集いたします。

医療施設・介護施設様向けの「デルフィーノコーティング」による院
内感染予防のご提案

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

再生治療にご興味のある方、健康機器・美容機器にご興味のある方

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-11

サンネットワーク岐阜 株式会社

住 所 〒501-6123 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1丁目15番10

本支店 名古屋支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業
細菌の感染予防まで考えたプロの清掃会社です。
Ｐ Ｒ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 SoL

J-12
住 所

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町六反田129番地の1

世の中をもっと便利に楽しくしていきたい。ヒトとモノを繋げるソリューショ
ンカンパニーです。また、機械工具の商社を親会社に持ち、メカニカルに対す
る知見の深さを併せ持っています。
クリーンな環境・除菌・滅菌・殺菌・消臭という企業テーマも設定しており、
下記の商材を取り使っていただける医療系・介護系販売店様、食品機械等販売
業者様を探しています。
①ジアウォーターホワイトサンド
備蓄のできる顆粒タイプの弱酸性次亜塩素酸除菌消臭剤。液体では数か月で失
活してしまうものを顆粒タイプで提供するため持運びが容易で災害用などに備
蓄も可能です。
②バククリーン
除菌効果の高い二酸化塩素と食品添加物としても使用されるシクロデキストリ
ンを使用した奇跡の消臭・除菌剤です。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-16

株式会社 ノームラトレーディング

当社は、医療給食に関する総合サービスを提供する会社です。医療食
企 業
の開発から給食現場の受託まで、圧倒的な専門知識と経験・実績によ
Ｐ Ｒ
り、病院や福祉施設の給食現場が抱える問題を解決します。
受注したい（売りたい）業務の内容
病院、福祉施設、給食会社より、医療給食現場の受託、医療食製造・
販売、献立・栄養管理クラウドサービス、コンサルティングの受注
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
病院、福祉施設向けの給食関連器具、備品、食材等を購入したい
業務提携したい内容
給食会社や弁当会社で、現場受託業務やクックチル製品が製造できる
業者と業務提携を行いたい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-17

株式会社 フットマインド

住 所 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-14-15-1F

住 所 〒491-0858 愛知県一宮市栄2丁目14番10号

ＴＥＬ

058-213-6031

ＴＥＬ

0562-74-7788

ＴＥＬ

0586-26-1003

ＴＥＬ

052-322-8558

FAX

058-213-6032

FAX

0562-33-8588

FAX

0586-26-1012

FAX

052-339-5750

ＵＲＬ

https://www.paramount-careservice.jp/

ＵＲＬ

http://dandan-futto.jp/

ＵＲＬ

https://danisaru.co.jp

ＵＲＬ

http://www.footmind.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@sn-gifu.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ dandan-futto@care-home.jp

担当者 松岡充

担当者 川畑 祐也

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 知多信用金庫

本支店 東羽島支店

本支店 加木屋支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

写真貼付

企 業 喜んでもらえる商品を第一に、足温器の製造開発をしております。体
Ｐ Ｒ が芯から温まると喜ばれております。

『暖暖ふっと』は、水を使わず、セラミックボールの遠赤外線により
体を芯から温めれます。企業様の福利厚生（休憩室等）高齢者施設、
接骨院等への販売代理店を探しております。
発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

写真貼付

信用金庫 瀬戸信用金庫
本支店 名古屋支店

本支店 一宮支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

当社の「ダニサル」はこれまでにない全く新しい発想のダニ対策商品です。大
手化学メーカーが開発した有効成分を使用しており、ダニサル商品に触れたダ
ニの産んだ卵をふ化させず、ダニが成虫になるまで成長させずにその繁殖を防
ぐことで、ダニを効率よく、長期的に減らすことができる商品です。増殖抑制
効果99.8％以上。ダニ類にのみ特異的に作用するので非常に安全性が高く、
小さなお子様やペットにも安心して使うことができます。現在は、ダニサル除
湿シート、ベッドパッドを通販会社等に販売しており、またこれら商品と同じ
効果のある不織布を畳の下や押し入れに敷いたりする建材用資材としても使用
されています。また愛知県一宮市のふるさと納税の記念品や愛知県一宮市立全
小・中学校、全保育園にも採用されており、中部国際空港セントレア内にある
エスチャイルセントレア保育園でも使用されております。その他にダニ検査
キットやアレルゲン低減剤スプレー等も取り扱っており、販売していただける
企業様との面談を希望いたします。

名古屋市上前津に本店をかまえ、市内百貨店に健康靴の店舗を展開。
２０年以上にわたり、医療機関と連携し、様々な疾患に対応。
そのノウハウを活かして最新のインソールをご提案します。最近は企業様が立
ち仕事の現場などで福利厚生として取り入れています。

J
医 療 健 康・介 護 福 祉

販売代理店として、ご協力いただける企業。

Ｅ-ｍａｉｌ footmind@footmind.co.jp
担当者 岡戸 和人

信用金庫 いちい信用金庫

受注したい（売りたい）業務の内容
福祉用具の卸メンテナンス業に伴う配送・メンテナンスを行い、スピーディ
な対応でご利用者の幅広い要望にお応えするために良質で安全な商品をライ
ンナップしています。

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ contact@danisaru.co.jp
担当者 野村 匠

一年中ご利用いただけます♪

写真貼付

信用金庫 東春信用金庫

本支店 美幸支店

本支店 国府支店

健康・美容機器製造工場です。小ロットO E M が可能です。浄水
企 業
器、岩盤浴マット、周波数マット等、自信作を販売ノウハウ付きで出
Ｐ Ｒ
展。今回、再生医療も合わせてご紹介いたします。

Ｅ-ｍａｉｌ info.nutrabit@gmail.co.jp
担当者 金田和豊

信用金庫 高岡信用金庫

信用金庫 蒲郡信用金庫

本支店 師勝支店

Ｅ-ｍａｉｌ info@tmtsystem.jp
担当者 立野 政幸

担当者 酒井潤一

信用金庫 いちい信用金庫

写真貼付

ｎ
ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-13
住 所

大東亜窯業 株式会社

〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田2886-3

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-14
住 所

ヤマ忠木股製陶 合資会社

〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田361-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-18
住 所

株式会社 本田洋行

〒799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分928-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

J-19

株式会社 名広商会

住 所 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3丁目11番17号

ＴＥＬ

0572-55-3111

ＴＥＬ

0572-59-8094

ＴＥＬ

0896-58-2412

ＴＥＬ

FAX

0572-55-0574

FAX

0572-59-5020

FAX

0896-58-3962

FAX

052-321-3588

ＵＲＬ

http://www.daitoua.co.jp

ＵＲＬ

http://www.yamachukimata.com

ＵＲＬ

https://www.hondayoko.co.jp/

ＵＲＬ

https://www.meikoshokai-group.com

Ｅ-ｍａｉｌ info@daitoua.co.jp

写真貼付

担当者 小貝 馨

Ｅ-ｍａｉｌ yamachukimata@nifty.com

写真貼付

担当者 木股 智洋

信用金庫 東濃信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ honda@hondayoko.co.jp

写真貼付

担当者 本田将彦

信用金庫 東濃信用金庫

担当者 部長執行役員 寺田祥二

本支店 名古屋支店

本支店 肥田支店

本支店 肥田支店

本支店 南支店

企 業 他社にはない軽くて強い強化磁器を生産しています。食器以外でのお
Ｐ Ｒ 問い合わせもお待ちします。

企 業 磁器の可能性を追求したものづくりをお手伝いします。火の力と戦い
Ｐ Ｒ ながら生み出す優しい形。清潔で安全な調理環境が可能となります。

企 業
独創的な不織布加工製品で新しい市場創造を目指します
Ｐ Ｒ

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
記念品、贈答用。サービスエリア等のお土産売り場の紹介。飲食店、
ホテル等の飲食業務用。

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

Ｅ-ｍａｉｌ meiko1@meiko-group.com

信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 川之江信用金庫

①高齢者施設（特養・老健・有料・サ高住）の食事に使用する食器を
販売したい。②薬局、道の駅等の高齢者が集まる場所での売り場の提
案。

052-322-3191

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

受注したい（売りたい）業務の内容
手袋型洗髪シートや指サック型歯磨きシートなど
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

ビジネスパートナー大募集中です。
我社の蓄積した技術を応用して、一緒に物づくりしてみませんか？
当社は、創業50余年一貫して自社工場にて超大型高周波ウェルダー機による
高周波溶着を主軸に、介護用品製造加工部門を設備。ビニール・その他の化成
品生地、合成皮革、服飾材料、文具用品、貿易輸出入業務等に携わっておりま
す。製品材料から加工まで当社にお任せ下さい。

業務提携したい内容
様々な形に加工して薬液を含浸させた不織布製品を作りたい企業様

83

84

ﾌﾞｰｽＮｏ．

企 業・製 品 紹 介

業務支援・
デザイン性

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 アイシーリンク

K-1

住 所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-10-11 リブラ丸の内6 4F

〒484-0045 愛知県北名古屋市中之郷北18番地

住 所

アンベル 株式会社

K-5

株式会社 アイチ金属

K-2

〒462-0011 愛知県名古屋市北区五反田町77

住 所

住 所 〒498-0021 愛知県弥富市鯏浦町方六20

ＴＥＬ

052-228-9641

ＴＥＬ

0567-67-0054

FAX

0568-26-5541

FAX

052-222-4299

FAX

020-4663-0854

ＵＲＬ

http://www.r-eco.com

ＵＲＬ

www.amvel.net

ＵＲＬ

https://coconuts-acce.shop

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ office@r-eco.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@amvel.net
担当者 菅野 智夫

担当者 船戸 和幸

信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 清水支店

本支店 西春支店

本支店 弥富支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業 インテリアコーディネーターズリフォームシステム、ＩＣ・建築家
Ｐ Ｒ 57名登録

リフォームアテンダント（リフォーム営業マン）を育てたい工務店を
募集します。

世界最軽量級72gを実現した、軽すぎる折りたたみ傘『ペンタゴン72』を始
め、先進的で機能的な傘を次々と発表してします。雑貨専門店など小売店様と
のお取引はもとより、別注やノベルティなどオリジナル商品開発も出来ますの
で、お気軽にお声がけください。

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 新しいリフォーム商材やデザイン性の高いリフォーム商材、付加価値
の高いリフォーム商材。

住 所

食品サンプルの製造業者です

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
食品サンプルの製造業者です。本物の食品を型どりして塩化ビニールで複製す
るので本物そっくりです。
裏面もできるかぎり再現しており、キーホルダーなどに加工した際も片面がつ
るつるということはありません。
すべて自社工場で職人がひとつずつ手作りしています。
以下のようなお取引を探しています
1.弊社商品を国内外に販売してくれる卸売業者様
2.ノベルティグッズなど(数10～1000個程度)、少量の生産も可能
3.店頭見本用の いわゆる食品サンプル 受注生産

業務提携したい内容
フリーでご活躍されていて、設計のコラボをして頂けるＩＣ・建築家
の方を求めております。

ガイド
ブック
掲載者

有限会社 指梅木工
（弥富市商工会）

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 アイディック３Ｄ

K-6

〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原3丁目304番地1

住 所

〒498-0018 愛知県弥富市五之三川平二丁目64番地

ガイド
ブック
掲載者
住 所

有限会社 イヨダ産業
〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町防入26-3

052-909-5600

ＴＥＬ

052-804-9811

ＴＥＬ

0567-67-1712

ＴＥＬ

0533-87-7775

FAX

052-909-5610

FAX

052-801-5881

FAX

0567-65-2430

FAX

0533-87-7776

ＵＲＬ

www.aichi-metal.co.jp

ＵＲＬ

http://www.i-deak.jp

ＵＲＬ

ＵＲＬ

http://www.iyoda.org/

写真貼付

担当者 竹山郡市

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ kojima@i-deak.jp
担当者 小嶋英生

信用金庫 尾西信用金庫

本支店 天白支店

企 業 金属の可能性を追求し、金属が住まいを彩る、豊かなライフスタイル
Ｐ Ｒ を提供します

企 業
”こんなのあったらいいな”をカタチにして生み出す会社です
Ｐ Ｒ

開発品例（インフルエンザ検査機器）

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容

0594-82-6008

ＴＥＬ

0594-23-8717

FAX

0594-23-7855

FAX

0594-23-8717

ＵＲＬ

http://a-haru.com/

ＵＲＬ

写真貼付

担当者 代表取締役 金清美
信用金庫 桑名三重信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者 代表取締役 山田俊久
信用金庫 桑名三重信用金庫

本支店 駅西支店

本支店 大山田支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業PRに欠かせない印象的な写真撮影から、ポスターなどの広告媒体をデザ
インします。
業界でも注目を浴びているプロカメラマンによるプロフィール写真は大好評で
す。
【受注したい業務】
・パンフレットなどの宣伝媒体一式
・写真撮影、HP用ムービー撮影全般
・店舗オープンに向けた各種ツールデザイン

当社は、ドローン専門の会社です。
高い知識と操縦技術で質の高い空撮サービスを提供しております。
上空からの写真/動画はアイキャッチャーに優れPRに最適なツールです。
また、高所作業の屋根や太陽光パネルの点検などでは大幅な作業時間短縮が
望めます。
企業様や施設などに空撮サービスで大きく貢献できると考えております。
今回、空撮による写真/動画を求めている企業様やドローンパイロットを必要
としている企業様を探しております。
どうぞ宜しくお願い致します。
※国土交通省包括飛行許可取得
※国土交通省認定DJIスペシャリスト取得
※写真コンテスト多数入選

商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
植栽、石材、ガーデン資材。

業務提携したい内容

業務提携したい内容

K
ﾌﾞｰｽＮｏ．

「フリー形式」

K-7

ＵＲＬ

株式会社 インターグロー

〒491-0846 愛知県一宮市牛野通4-15

担当者

ﾌﾞｰｽＮｏ．

住 所

454-0011 愛知県名古屋市中川区山王三丁目16番27号

052-322-2811

0586-25-2311

FAX

052-322-3344

http://intergrow.biz/

ＵＲＬ

http://www.uma-jirushi.co.jp

写真貼付

伊藤

Ｅ-ｍａｉｌ info@uma-jirushi.co.jp

写真貼付

担当者 営業第2グループ 瀬古 祥子
信用金庫 愛知信用金庫

信用金庫 尾西信用金庫

本支店 西大須支店

本店営業部

弊社は飲食店など小売・流通業の事業主さま向けの集客に関するソリュー
企 業
ションをコンサルティングから制作までワンストップでご提案しておりま
Ｐ Ｒ
す。
受注したい（売りたい）業務の内容

ホワイトボード・黒板・チョークの製造販売メーカー
企 業 早い！きれい！使いやすい！レーザーによる罫線加工で業務改善に。
Ｐ Ｒ お客様のご希望に合わせてオリジナルのホワイトボードを作成致しま
す。
受注したい（売りたい）業務の内容

集客・客単価アップ・リピーター獲得に向けた、デジタルサイネージ・EL
シート・プロジェクターとコンテンツ制作
商 談
ニーズ

株式会社 馬印

K-8
ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌh-ito@intergrow.biz

本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

【発注したい業務】
・商品開発や販促品などの資材・加工
・食品用パッケージ

発注したい（買いたい）業務の内容
メラミン化粧板やポリ合板等の建材、建具・家具金物関係

特注の建具・家具を発注して頂ける企業を探しています

FAX

写真貼付

受注したい（売りたい）業務の内容
外構デザイン、外構工事。

ＴＥＬ 0586-25-2311
定型かフリーのいずれかを提出

https://www.rakuten
rin5_win@yahoo.co.jp

企 業 外構デザイン、工事を承ります。材料仕入、職人の手配すべて自社で
Ｐ Ｒ 行うため中間コストがかかりません。

店舗から一般住宅の特注建具・家具

住 所

住 所 〒511-0863 三重県桑名市新西方2丁目29番地

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ info@a-haru.com

有限会社 プロジェクト・ティ
（桑名商工会議所）

K-4

本支店 国府支店

受注したい（売りたい）業務の内容

業務提携したい内容
企画・デザイン会社様や、部品加工先様など、弊社と連携することで
幅広受注につなげませんか。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

信用金庫 蒲郡信用金庫
モダンから和風まで幅広い建具を製作可能

企 業 名古屋城本丸御殿復元工事に携わりました。神社仏閣や伝統技である
Ｐ Ｒ 組子細工から店舗・一般住宅の特注建具や家具の製作しています。

商 談
ニーズ

写真貼付

業 務 支 援・デ ザ イ ン 性

住 所 〒511-0811 三重県桑名市東方尾弓田3118

担当者 伊豫田 宏二

本支店 弥富支店

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ①意匠モデリング、機構・筐体の設計、小ロットの金型対応
②設計のみ、組付けのみでも構いません

業務提携したい内容

株式会社 アトリエ・ハル
（桑名商工会議所）

担当者 山守 岳人

受注したい（売りたい）業務の内容

芸術系、DIY関連のコラボを募集しています。

ガイド
ブック
掲載者

Ｅ-ｍａｉｌ 7775@iyoda.org

①家電、医療器、車載機器などの製品設計及び製作
②専用機、搬送機、冶具などの設計及び製作
③各種モデリング、図面作成など

ドイツ生まれの特殊メタルコーテイング「VeroMetal（ヴェロメタ
ル）」の販売、及び周知。
商 談
ニーズ

Ｅ-ｍａｉｌ sasiume-m@utopia.ocn.ne.jp

信用金庫 桑名三重信用金庫

信用金庫 碧海信用金庫

本支店 中小企業支援センター

写真貼付

担当者 久野 仁

信用金庫 岐阜信用金庫

信用金庫 いちい信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ info@coconuts-acce.shop

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ madoguchi@aichi-metal.co.jp

85

いいなもっと 株式会社
ココナッツ・アクセサリー（弥富市商工会）

0568-26-5549

ブースNo.

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-6

ＴＥＬ

受注したい（売りたい）業務の内容

Ｋ-1 ～ Ｋ-43

ﾌﾞｰｽＮｏ．

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

ホワイトボード、掲示板、黒板、ボード文具
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

弊社サービスのお取り扱いとご紹介

86

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-9
住 所

株式会社 エーオーエム

〒454-0867 愛知県名古屋市中川区広田町２丁目５０番５

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-10

株式会社 エーワンパッケージ

住 所 〒509-0214 岐阜県可児市広見字五反田1302-17

ﾌﾞｰｽＮｏ．

鹿島木材 株式会社

K-15
住 所

〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島63

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-16
住 所

株式会社 共豊コーポレーション

〒457-0077 愛知県名古屋市南区立脇町4-3

ＴＥＬ

052-365-1966

ＴＥＬ

0574-63-1671

ＴＥＬ

053-926-1121

ＴＥＬ

052-824-7630

FAX

052-365-1967

FAX

0574-63-1678

FAX

053-925-2875

FAX

052-811-2023

ＵＲＬ

http://www.aom-nagoya.jp/

ＵＲＬ

http://www.a1package.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.kajima-mokuzai.com/

ＵＲＬ

http://www.ame-net.com/

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ aom@orion.ocn.ne.jp

Ｅ-ｍａｉｌ yo-matsuoka@a1package.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ s-sugimoto@mail.wbs.ne.jp

担当者 松岡 洋平

担当者 長村泰

担当者 杉本 英

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 いちい信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

クレーンゲーム、エアー抽選機などイベント用機器の短期レンタルを
企 業
行っています。ショッピングモール、住宅展示場、祝賀会、オープン
Ｐ Ｒ
イベントなど集客・収益UPのお手伝いをさせて頂きます。

クレーンゲーム、エアー抽選機などイベント用機器の短期レンタル
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

昨今の社会的な脱プラスチックの流れを汲み、環境に優しい紙素材の可能性を
追求します。

イベント用レンタル商材

写真貼付

信用金庫 蒲郡信用金庫

本支店 鹿島支店

本支店 瑞穂通支店

マンション・住宅向け造作用集成材メーカーです。アクリルと木を融
企 業
合させた「KOMOREBI」を展示して皆様のお越しをお待ちしていま
Ｐ Ｒ
す。天竜産の杉・桧を活かした集成材も生産できます。

企 業
アルミホイールを中心とする各種自動車用品の企画・開発・販売
Ｐ Ｒ

受注したい（売りたい）業務の内容
豊富なカラーバリエーションで、様々な質感が活かせる美粧段ボール。印刷か
ら打ち抜きなどの加工に至るまで、一貫した製造ラインを構築しています。環
境・コスト面はもちろんのこと、機能や美しさにもこだわり、大切な品物を包
む箱（パッケージ）やオリジナルの製品を制作いたします。

Ｅ-ｍａｉｌ matsuno-hiroshi@kyh.co.jp
担当者 松野 弘

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 可児支店

本支店 中川支店

写真貼付

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

・木と光が調和した新製品「KOMOREBI」を活用していただける取引先を探し
ています。
・自社工場で、造作材や木製小物を多品種・少ロットでも短納期対応できます。

ファッション性、機能性を兼ね備えた自動車用アルミホイール及び各
種自動車用品をニーズに応じて提案致します。(タイヤホイール、ド
ライブレコーダーの装着等)

発注したい（買いたい）業務の内容
・木製小物の量産加工

業務提携したい内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 各種営業販促物、社内備品、消耗品、福利厚生などのご提案を希望し
ております。

業務提携したい内容

業務提携したい内容

・木を活用した製品づくりをお考えの方

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 エクタス

K-11

住 所 〒422-8058 静岡県静岡市駿河区中原582-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 エスケー

K-12

住 所 〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町65

ﾌﾞｰｽＮｏ．

クラフト 株式会社

K-17
住 所

〒454-0011 愛知県名古屋市中川区西中島2－111

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-18
住 所

サンテック 株式会社

〒713-8114 岡山県倉敷市玉島道越６７６－１

ＴＥＬ

054-285-7888

ＴＥＬ

0561-85-5255

ＴＥＬ

052-381-5185

ＴＥＬ

086-523-5200

FAX

054-285-8010

FAX

0561-85-7464

FAX

052-381-5182

FAX

086-523-5201

ＵＲＬ

http://www.extas.co.jp

ＵＲＬ

http://www.sk9.jp

ＵＲＬ

http://craftgallery.jp

ＵＲＬ

http://www.san-tech.biz

Ｅ-ｍａｉｌ info@extas.co.jp

写真貼付

担当者 稲田 秀明
信用金庫 しずおか焼津信用金庫

Ｅ-ｍａｉｌ info@sk9.jp

Ｅ-ｍａｉｌ wddy.joy@ever.ocn.ne.jp

Ｅ-ｍａｉｌ info@san-tech.biz

担当者 鈴木

担当者 安井 和也

担当者 友國

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 新川支店

3Ｄを駆使して製作された 様々な試作品

信用金庫 愛知信用金庫

本支店 山口支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

弊社は木型製作業を主体として創業 58 年になります。現在は試作品製作業
を主体として、主にプラスチック製品の開発支援を行っております。自動車の
バンパー・インパネ・家電製品の性能試験用筐体モデル・産業用ロボットアー
ムのカバー・リモコンカバー・プロペラファンなど、近年では医療分野の新製
品開発支援もしています。ジャンルを問わず幅広い分野の開発に携わっており
ます。試作モデルの製法も、切削加工・真空注型・3Dプリンターと、材質・
用途・製作数により、最善の製法をご提案致します。試作品製作段階で既に量
産段階のことも考えて構造をご提案致しますので、コスト面・開発期間共に無
駄をカット致します。 3Dデータ・2Dデータ・2D図面はもちろんですが、
ラフスケッチからでも製作可能です。お客様の頭の中に描かれたイメージを具
体化し「カタチ」を創り上げ、より良い製品開発を支援致します。

当社では、お客様の声を一つ一つ大切にしご満足していただけるまでお付き
合いさせて頂きます。常に骨壺・葬祭用品の最先端を走るため、失敗を恐れず
最高のパフォーマンスをご提供できるように日々努力しております。「他には
ない骨壺」をコンセプトとし旧態依然とした業界の風穴をあけることを目指し
ております。お客様に当社エスケーとお付き合いしている事が自慢になるよう
な会社を目指しております。

写真貼付

信用金庫 玉島信用金庫

本支店 金山支店

本支店 富田支店

オーダー家具や木工加工等を販売しており、お客様がご希望する材料
企 業
（合板、繊維板）や加工品を販売していますので一度ご相談くださ
Ｐ Ｒ
い。

耐衝撃性・耐紫外線・耐水性を持ち合わせ、自由な発想を思いのまま
企 業
に形にすることが可能です。お客様のイメージに沿った物作りを企
Ｐ Ｒ
画・製作・施工まで行います。

商 談
ニーズ

立体看板ベルギーワッフル

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

造作家具や材料（合板、繊維板、金物等）の販売先を探しています。

自社で取扱うデコフォーム製品／ＦＲＰ製品／ＧＲＣ製品は、建築物
の装飾から造形物まで複雑な形状や小さな製品から大きな製品など、
自由な発想を形にして提供します。

発注したい（買いたい）業務の内容
家具や木工を製造できる企業様や運送業者様を探しています。

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

業務提携したい内容

業務提携したい内容

造作家具とは逆で量産の製造が可能な企業様と提携したい。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 オオニシ

K-13
住 所

〒454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町3-2602

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-14

株式会社 家具工房ゆうき

住 所 〒485-0072 愛知県小牧市元町4-118

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-19
住 所

株式会社 サン・プロテック

〒470-0373 愛知県豊田市四郷町山畑139-28

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-20
住 所

敷島産業 株式会社

〒463-0026 愛知県名古屋市守山区薮田町913番地

ＴＥＬ

052-351-5555

ＴＥＬ

0568-43-0731

ＴＥＬ

0565-44-0151

ＴＥＬ

052-798-9666

FAX

052-351-5557

FAX

0568-65-8597

FAX

0565-44-0393

FAX

052-798-3687

ＵＲＬ

www.p-ohnishi.co.jp

ＵＲＬ

http://koubou-u-ki.com/

ＵＲＬ

http://www.purotec.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.shikishimasangyo.co

Ｅ-ｍａｉｌ hide-i@p-ohnishi.co.jp

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@koubou-u-ki.com
担当者 岡本

担当者 営業部係長 今井英彰

担当者 小倉康生

信用金庫 東春信用金庫

信用金庫 岡崎信用金庫

企 業 印刷を主軸にクライアント様の販促活動のパートナーとしてトータル
Ｐ Ｒ サポートをご提供します

３Ｄスケッチのイメージ

Ｅ-ｍａｉｌ nagoya@shikishimasangyo.co.jp

写真貼付

担当者 中井 伸好

信用金庫 豊田信用金庫

本支店 小牧西支店

本支店 中川支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ o_yasuo@purotec.co.jp

業 務 支 援・デ ザ イ ン 性

K

信用金庫 岐阜

本支店 猿投支店

本支店 守山

企 業
「あなたの会社、マンガにします！」
Ｐ Ｒ

企 業 弊社はパッケージ、ノベルティなどSPグッズの総合メーカーです。
Ｐ Ｒ デザインを含めた適切なご提案をワンストップで行います。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
オーダーメイド家具製造業です。

受注したい（売りたい）業務の内容
チラシやカタログ等を多言語自動翻訳可能なアプリのご紹介です。更
にプッシュ機能付き電子チラシとして生情報をいち早くデジタル版と
して伝達する仕組みで、競合と差別化をご提案します。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

87

受注したい（売りたい）業務の内容
あまり詳しい内容をご存じない企業様もおられると思います。
個人だけでなく、大手カフェチェーン店のデザイン性を重視する内装家具装飾
をはじめとして、企業ショールーム・ホテル・公共施設・店舗・個人住宅 etc
多種の家具製作を通し、あらゆる企業の事業展開にたずさわっております。
また、オリジナルブランド商品等試作サンプル品を製作したりと、幅広い分野
に関わっています。
3Ｄスケッチも早くから導入をし手掛けおり、レイアウトなど分かりやすくご
提案できます。

受注したい（売りたい）業務の内容

「スピーディーに情報を伝えられる」「最後まで読んでもらえる」
「情報を正確に伝える」「イメージできる」マンガ資料を制作しま
す。
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
印刷業務全般
業務提携したい内容

企業PRグッズ及び店舗用包装資材
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容

業務提携したい内容

88

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 ジップ

K-21

住 所 〒491-0013 愛知県一宮市北小渕字八幡4-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 昭和企画

K-22

住 所 〒492-8439 愛知県稲沢市七ツ寺町地蔵前70番地の４

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 ソハード

K-27
住 所

〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井5-2 綿新ビル2Ｆ

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 田口商店

K-28

住 所 〒486-0955 愛知県春日井市二子町1-1-1

ＴＥＬ

0586-81-6571

ＴＥＬ

0587-36-3271

ＴＥＬ

052-509-7275

ＴＥＬ

0568-31-4616

FAX

0586-81-6572

FAX

0587-36-0361

FAX

052-509-7282

FAX

0568-31-4613

ＵＲＬ

jip-co.com

ＵＲＬ

http://www.showakikaku.co.jp

ＵＲＬ

htpp://www.sohard.co.jp

ＵＲＬ

taguchi-tatami.com/company/

Ｅ-ｍａｉｌ info@showakikaku.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ ozawa.s@jip-co.com
担当者 小澤重義

写真貼付

担当者 榎本 和男

信用金庫 いちい信用金庫

日本製 今治産のオリジナルタオルを制作します。 フルカラーインクジェッ
トプリントタオルは型代不要 色数不問 小ロット対応です。 またジャガー
ド織のタオルも独特の風合いで50枚から生産できます。もちろんオーソドッ
クスなシルクプリントでの加工もお任せください。 当日はサンプルをご用意
してお待ちしております。

本支店 勝川支店

本支店 西枇杷島支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他
廃業支援サービス
日本経済を支えてきた中小・零細企業の約１５０万社の経営者が７０才を超え
て事業の継続を真剣に取り組み始めました。会社の存続、事業の売買、製品・
原材料の処分など様々な問題点を「廃業設計」しましょう。
魅力的な事業ですか
事業の継続に不可欠な要素のひとつが「利益が見込める将来性」です。儲かる
仕組みがあれば可能性があります。この観点から冷静に判断することが重要で
す。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業
"ﾃﾞｻﾞｲﾝから製作までﾜﾝｽﾄｯﾌﾟで" 商品の企画･設計から製作･施工まで
Ｐ Ｒ
受注したい（売りたい）業務の内容
①日常の健康管理の家具として､ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃﾞｽｸ･健康器具の販売
②その他 木製製品
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
家具･店舗什器などの製作工場
業務提携したい内容

廃業設計をしましょう
社長募集や事業の売買などを廃業設計して判断しましょう。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 スギノ印刷

K-23

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 スバル

K-24

住 所 〒462-0824 愛知県名古屋市北区芳乃3丁目12番6号

住 所 〒453-0855 愛知県名古屋市中村区烏森町6-89

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-29
住 所

株式会社 ちどり産業

〒491-0002 愛知県一宮市時之島大東42

「世界に一つの和室をつくりませんか」
・田口商店の創業者田口松三郎が畳屋を創業してから今年で71年目となりま
す。畳・襖・障子・木製建具・網戸などを製造販売しております。和室のプロ
としてワンストップで対応しております。
・「お客様が自慢したくなる和室をつくりたい！」という想いから、畳の敷き
方にもデザイン性を取り入れ、襖・障子・建具などをトータルコーディネート
することでオーダーメイドの和室空間を創っています。
・デザイン面では一級建築士ともタイアップし完成イメージを作る等、独自の
ネットワークで提案を行います。
・新築時のプラン作成や在宅でのリフォームなど対応可能です。
・かすがいビジネスフォーラム 最優秀賞 受賞
・多治見「き」業展 優秀ブース賞 受賞
・テレビ、新聞、雑誌など各種メディアの取材も受けています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-30 クロート・クリエーション（都築佛壇店）
住 所

〒444-0103 愛知県額田郡幸田町大草瓶割15‐1

ＴＥＬ

052-485-4771

ＴＥＬ

052-932-2341

ＴＥＬ

0586-51-4686

ＴＥＬ

0564-62-6111

FAX

052-485-4767

FAX

052-932-2343

FAX

0586-51-4717

FAX

0564-62-4788

ＵＲＬ

http://www.sugiin.com

ＵＲＬ

http://www.subaru-pop.jp/

ＵＲＬ

http://www.chidori-sangyo.jp/

ＵＲＬ

http;//www.sunroute-jp.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ nakayama@sugiin.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ iwata@subaru-pop.jp

担当者 秋吉 吾郎

信用金庫 尾西信用金庫

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ kuro.tcr@gmail.com
担当者 都築数明

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 名古屋西支店

本支店 押切支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ support@chidori-sangyo.co.jp

担当者 岩田 彰宏

担当者 杉野 弘騎
信用金庫 瀬戸信用金庫

信用金庫 西尾信用金庫

本支店 江南支店

本支店 幸田北支店

企 業 「必要なカゴを 必要な数で 必要な時に」（４０００種類の中より
Ｐ Ｒ お選びください）

企 業 職人技術を活用したユニークな製品を企画プロデュースしています。
Ｐ Ｒ また企業の商品開発のアドバイス・デザインも請け負っています。

受注したい（売りたい）業務の内容
UV印刷の技法を使用すれば、美しく、インパクトのある印刷物を創ることが
できます。印刷物は万人の目に触れるものだからこそ、目を惹くものでなけ
ればなりません。会社の未来を創る。そのお手伝いを当社のUV印刷の技法で
お届けいたします。

受注したい（売りたい）業務の内容

カゴと一緒に使用する事により、新しいモノに生まれ変わります。差
別化を検討している取引先を探しています。
背面から照射して映し出すタイプのロールアップバナーの販売をします。

写真貼付

信用金庫 東濃信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 奥田支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ taguchi-4616@fa2.so-net.ne.jp
担当者 田口 雄介

担当者 小野 聡明

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 北方支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ oh_no@sohard.co.jp

発注したい（買いたい）業務の内容

商 談
ニーズ

伝統職人（漆・木彫・金箔等）の技術
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
伝統商品とコラボできる革新的な技術

業務提携したい内容

業務提携したい内容
面白い技術をお持ちの企業

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Smiley Bell

K-25
住 所

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-26
住 所

〒434-0042 静岡県浜松市浜北区小松2201-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-31

デルター 株式会社

住 所 〒444−0863 愛知県岡崎市東明大寺町9−10

〒461-0013 愛知県名古屋市東区飯田町38

ﾌﾞｰｽＮｏ．

有限会社 二明商店

K-32

住 所 〒509-5171 岐阜県土岐市泉北山町4-7（土岐美濃焼卸商業団地内）

ＴＥＬ

080-6956-4098

ＴＥＬ

052-939-0757

ＴＥＬ

0564-65-1088

ＴＥＬ

0572-26-8111

FAX

053-585-1020

FAX

052-939-0758

FAX

0564-65-7060

FAX

0572-26-8292

ＵＲＬ

https://smileybell2017.wixsite.com/s

ＵＲＬ

https://1000nensha.co.jp

ＵＲＬ

https://www.deltar.co.jp

ＵＲＬ

https://www.nimei-japan.com

Ｅ-ｍａｉｌ smileybell.2017@gmail.com

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ sennen@sweet.ocn.ne.jp

本支店 緑丘支店

本支店 車道支店

バルーンとペーパーフラワーの装飾のお仕事をしています。イベン
企 業
ト時にロゴや企業名が入った装飾・フォトブースはいかがですか？
Ｐ Ｒ
イベントが目立ち華やかになります。是非お手伝いさせて下さい。
受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

バルーンとペーパーフラワーの販売、レンタル、イベントなどの装
飾（フォトブース、ショーウインドー）など。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌﾗﾜｰが野外でも装飾出来るように耐水性の紙を探していま
す。

集客や販売促進に関するご相談
商 談
ニーズ

発注したい（買いたい）業務の内容
デジタルサイネージ看板・ＬＥＤ看板

業務提携したい内容
写真館、店舗、ホテル、イベントなどの装飾をさせて頂たいです。

業務提携したい内容
動画制作

写真貼付

信用金庫 東濃信用金庫
「情報の活用」で時代の波を乗り越える

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業
お客様の商売繁盛を集客・販売促進で応援します
Ｐ Ｒ

Ｅ-ｍａｉｌ nimei@triton.ocn.ne.jp
担当者 水野 一

信用金庫 蒲郡信用金庫

信用金庫 瀬戸信用金庫

本支店 小松支店

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@deltar.co.jp
担当者 大沼 いづみ

担当者 藤田賢一

担当者 代表 河合陽子
信用金庫 浜松いわた信用金庫

89

株式会社 千年社

業 務 支 援・デ ザ イ ン 性

K

本支店 下石支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

ホームページを乗り換えるならデルターへ
大きな時代の波がやってきます。
乗り越えるには、情報を活用するしかありません。
企業が活用するべきは、まずホームページです。
ちゃんと使えるものになってるんでしょうか。
時代の流れに乗ってるから大丈夫……みたいな作り方をして
実は困ってる……なんてことになってませんか？

日々の生活の中で最も大切な食事の時間を、美味しくより楽しいひと時にして
頂く為に「テーブルに零（こぼ）れる光」をテーマに「しずく彫り 陶切子」
を製作致しました。中世からの時代の陶人が作り続けた「蛍手・透かし彫り」
の手法を守り、現代の食器に求められる実用性とデザインに注力した器です。
文字、数字、ロゴ、キャラクター等表現することが出来ます。

どんな仕事も同じですが、流行や見た目に踊らされてちゃ、
本当の意味で実になる成果は手に入りません。
手遅れになる前に乗り換えませんか？

90

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-33
住 所

HANAイノベーション 株式会社

ﾌﾞｰｽＮｏ．

日之出 株式会社

K-34

住 所 〒441-8027 愛知県豊橋市錦町122

〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町ワノ割93-3

ﾌﾞｰｽＮｏ．

堀江織物 株式会社

K-39
住 所

〒491-0125 愛知県一宮市高田七夕田28

ﾌﾞｰｽＮｏ．

堀江織物 株式会社

K-40
住 所

〒491-0125 愛知県一宮市高田七夕田２８

ＴＥＬ

0532-32-8787

ＴＥＬ

0532-31-2237

ＴＥＬ

0586-53-2525

ＴＥＬ

0586-53-2525

FAX

0532-32-8722

FAX

0532-32-3440

FAX

0586-53-2526

FAX

0586-53-2526

ＵＲＬ

http://www.hana-inv.co.jp/

ＵＲＬ

http://www.hinode-net.com

ＵＲＬ

Http://horieorimono.co.jp

ＵＲＬ

Http://horieorimono.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ rurie.sato@hanadanshi.com

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ info@hinode-net.com

担当者 佐藤 留利枝

担当者 松本百合子

信用金庫 蒲郡信用金庫

信用金庫 豊橋信用金庫

写真貼付

担当者 堀江賢司

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

企 業
香りの演出で「従業員満足」「顧客満足」両方叶えます！
Ｐ Ｒ
受注したい（売りたい）業務の内容
「従業員・顧客満足度の向上」、「香りを使ったブランディング」が
どのようなものか興味のある企業様に、1週間の無料お試しをしてい
ただき当社のサービスを知って頂きたい
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ ＯＥＭで香りの商材(リードディフューザー等）作製可能な企業様。
オフィスデザイン等空間を手掛けている企業様との提携。
業務提携したい内容
マイクロフレグランスを自社サービスとして扱いたい企業様

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-35

特許業務法人
広江アソシエイツ特許事務所

住 所 〒500-8368 岐阜県岐阜市宇佐三丁目4-3

◎「アニバーサリーマット」は、創業・周年・受賞等、会社のおめでたい節目
に、「想い」を「カタチ」にして、後世まで残すことができる価値ある記念品
です。
◎大手企業や一流ホテル高級店、官公庁など多くのお客様から、信頼と実績を
重ねて 99年のモップ・玄関マット専門メーカー日之出株式会社の長年の高級
オーダーメイドフロアマット製造技術を活かし、デザインに「想い」を込めた
ストーリー性のある「アニバーサリーマット」を開発しました。
◎創業の「想い」や「理念」を後世まで残したいとお考えの経営者様、記念行
事の実行担当者に喜んでいただいています。

株式会社 フクダサインボード

K-36
住 所

〒433-8112 静岡県浜松市北区初生町688-7

担当者 堀江賢司
信用金庫 いちい信用金庫
本支店 本店営業部

愛知県一宮でポリエステルへの染色から縫製加工まで一貫製造して
企 業
います。のぼりや横断幕などの広告宣伝幕や企業やアニメの布製
Ｐ Ｒ
OEMグッズを取り扱っています。

愛知県一宮でポリエステルへの染色から縫製加工まで一貫製造して
企 業
います。のぼりや横断幕、テーブルクロスなど、イベントにも必須
Ｐ Ｒ
です。

商 談
ニーズ

受注したい（売りたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容

イベント出展時のテーブルクロスやバナースタンド、はっぴなどの
展示用品。WEBサイトと受注連携したデジタルプリントグッズ企画

イベント出展時のテーブルクロスやバナースタンド、はっぴなどの
展示用品。WEBサイトと受注連携したデジタルプリントグッズ企画

発注したい（買いたい）業務の内容
縫製加工や仕上げ加工など。

商 談
ニーズ

業務提携したい内容
WEB連動したマスカスタマイゼーションプリントでのグッズ製造
サービス

ﾌﾞｰｽＮｏ．

株式会社 マエダモールド

K-41
住 所

〒479-0041 愛知県常滑市字千代48-1

発注したい（買いたい）業務の内容
縫製加工や仕上げ加工など。
業務提携したい内容
WEB連動したマスカスタマイゼーションプリントでのグッズ製造
サービス

ﾌﾞｰｽＮｏ．

合資会社 マルスギ

K-42
住 所

〒462-0021 愛知県名古屋市北区成願寺2-6-7

ＴＥＬ

058-276-2122

ＴＥＬ

053-437-0777

ＴＥＬ

0569-35-3109

ＴＥＬ

052-913-3231

FAX

058-276-7011

FAX

053-437-3094

FAX

0569-34-7947

FAX

052-913-0463

ＵＲＬ

http://www.hiroe.co.jp

ＵＲＬ

http://www.fukuda-sign.net/

ＵＲＬ

http://www.maeda-mold.co.jp

ＵＲＬ

http://www.marusugi-print.com/

Ｅ-ｍａｉｌ hayakawa@hiroe.co.jp

Ｅ-ｍａｉｌ fukuda23@inh.co.jp

担当者 早川正広

担当者 福田 大樹

信用金庫 大垣西濃信用金庫

◆特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所は、各技術分野毎のエキスパート
による強力なチームワークと、世界各国に広がる海外ネットワークを活かし、
他の特許事務所には決して真似のできない質の高いサービスで、皆様の知的財
産戦略をサポートいたします。
◆これから知的財産を活用されようとしている企業の方だけでなく、すでに知
的財産をビジネス戦略に取り入れておられる企業の方にも十分ご満足いただけ
るサービスをご提供させていただいております。
◆また、特許の実務者の方を対象とした「パテント研究会」・「知的財産戦戦
略講座」、企業経営者の方を対象とした「知的財産実務セミナー」、初心者の
方を対象とした「知的財産権早わかりセミナー」を開催し、皆様に知的財産に
関する知識を深めていただくための活動にも力を注いでいます。
◆特許・商標・著作権など、知的財産権に関してご質問やご不明点がある方
は、お気軽に担当「早川」までご連絡下さい。無料相談・無料調査を実施して
おります。

ブリッド 株式会社

K-37

〒476-0015 愛知県東海市東海町1-11-1

担当者 山下一成

担当者 代表社員 杉原 智博

企 業 良い看板は100人のセールスマンに勝る！！イベントでは企画・製
Ｐ Ｒ 作・運営までトータルクリエイト

企
Ｐ

信用金庫 瀬戸信用金庫

発注したい（買いたい）業務の内容

受注したい（売りたい）業務の内容
オリジナル生地・法被・ハンカチ・バンダナ・手ぬぐいを作成して頂
ける取引先を探しています。

業務提携したい内容
お互いの技術を活かした新しい金属加工品開発を行っていただける
企業様を募集しています。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-38

株式会社 ペーパークラフトイトウ

住 所 〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町109-1

ﾌﾞｰｽＮｏ．

K-43

住 所 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町226

ＴＥＬ

053-441-2622(代表)

ＴＥＬ

0584-71-0820

FAX

052-689-2612

FAX

053-441-2625

FAX

0584-71-4601

ＵＲＬ

http://bride-jp.com

ＵＲＬ

https://pci-dea.com/

ＵＲＬ

https://www.yabashi.co.jp/

Ｅ-ｍａｉｌ support@global-pci.com

写真貼付

担当者 松下 仁美

担当者 岩橋 祐

本支店 海老塚支店

企 業 【BRIDE】ブランドで、主に交換用の自動車シートをレース向けか
Ｐ Ｒ ら乗用車、トラック用まで製造しています。
受注したい（売りたい）業務の内容
様々なモデルをラインナップしていますが、商用車に使用できるシー
トもあります。業務として長距離運転される場合のドライバー負担軽
減におすすめです。
発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ フレームやウレタンや梱包資材など、シートづくりのための材料・部
材の供給いただける取引先。また設計・加工の取引先。
業務提携したい内容

Ｅ-ｍａｉｌ t-yabashi@mail.yabashi.co.jp

写真貼付

担当者 矢橋 龍樹

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 上野支店

業務提携したい内容
提携できる縫製工場を探しています。

矢橋ホールディングス 株式会社

052-689-2611

信用金庫 知多信用金庫

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 縫製機器・インクジェット関連機器なごをご紹介頂ける取引先を探し
ています。

K

ＴＥＬ

Ｅ-ｍａｉｌ info@bride-jp.com

企 業 創業65年の技術で、困ったときに相談できる染工場を目指しており
Ｐ Ｒ ます。

受注したい（売りたい）業務の内容

発注したい（買いたい）業務の内容
商 談
ニーズ 金属の研磨、旋盤加工を小ロットで請け負ってくれる企業様を募集
しています。

業務提携したい内容

小ロットからプリント可能です。

弊社は型業界では珍しい3Dスキャナーを導入しております。それに
より図面化の難しい複雑な形状の測定及び加工が可能です。分野を
問わず幅広いものづくりのお手伝いをいたします。

受注したい（売りたい）業務の内容

商 談
ニーズ

本支店 城北支店

焼物の町常滑で創業65年「日本一お客様に寄り添った型づくり」を
業
モットーに型一筋で参りました。伝統の石膏型から3Dスキャナの最
Ｒ
新技術を駆使した精密な樹脂型金型加工までお任せください。

室名札から大型ＬＥＤサインまで設計施工。お任せください。

写真貼付

業 務 支 援・デ ザ イ ン 性

ﾌﾞｰｽＮｏ．

Ｅ-ｍａｉｌ marusugi-jimu@crocus.ocn.ne.jp

本支店 あすか台支店

本支店 初生支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

Ｅ-ｍａｉｌ k_yamashita@maeda-mold.co.jp

信用金庫 知多信用金庫

信用金庫 浜松いわた信用金庫

本支店 県庁前支店

住 所

写真貼付

写真貼付

Ｅ-ｍａｉｌ horie904@horieorimono.co.jp

本支店 木曽川支店

◎また、大切なお客様のために、ありきたりでない、世界に一つだけの贈物を
お探しの皆様にもお勧めします。

ﾌﾞｰｽＮｏ．

写真貼付

信用金庫 岐阜信用金庫

本支店 西支店

本支店 牟呂支店

Ｅ-ｍａｉｌ horie904@horieorimono.co.jp

信用金庫 大垣西濃信用金庫
本支店 赤坂支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

お客様のことをエンドユーザー様に「知って頂く」「好きになって頂く」ため
に、私たちは〝紙を中心とした情報ツール製造提供屋さん〟として取り組んで
います。
名刺・DM・商品タグ・パッケージ・パンフレット・リーフレット等で伝えた
い情報を、より情緒（気持ち）に響くカタチで発信します。
紙加工で困ったときのお困りごとを、様々な製造ノウハウを生かし解決しま
す。

企業ＰＲ、商談ニーズ、その他

経営理念は「人間探究」、人間を第一と考え、国内外のグループ社員の力を
結集し、社会に貢献する事業に取り組む企業です。
経営品質方針「お客様の満足を得る顧客志向の徹底」を基に、当社の家づく
りに必要なアイテムを活用して頂き、住宅ビルダー様向け生産支援をご提案し
ております。
また、競争力向上に向けたオリジナリティーのある生産の仕組みを構築する
ため、ベトナムのグループ工場と連携し、お客様の生産体制に合ったオーダー
機械を設計製作しております。
一昔前には各地域にあった町の鉄工所の機械製造の技術、製作技術を海外工
場との連携で現代に蘇らせるビジネスモデルを描いております。

コラボレーション商品が企画できるメーカーなどの取引先。
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