
≪ビジネスフェア２０１７出展者等一覧表≫
No. 出展ゾーン 区分 出展者名 住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者 信用金庫・本支店 企業ＰＲ 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 業務提携したい内容

1
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 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
058-384-8784
058-370-2859
http://www.shinwa-m.
info@shinwa-m.com
高野

岐阜信用金庫
蘇原支店

国産杉間伐材の有効利用
した商品のＰＲ

国産間伐材利用のキットハウス等
異業者との利用による商
品の開発

2
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　ちどり産業

〒491-0002　愛知県一宮市時之島大東42
0586-51-4686
0586-51-4717
http://www.chidori-sangyo.jp/
support@chidori-sangyo.co.jp
秋吉 吾郎

岐阜信用金庫
江南支店

｢必要なカゴを　必要な数
で　必要な時に｣（4000種
類の中よりお選びくださ
い）

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。

3
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 浅野撚糸　株式会社

〒503-0124　岐阜県安八郡安八町中875‐1
0584-64-2279
0584-64-4080
www.asanen.co.jp
kanamori@asanen.co.jp
金森　文崇

大垣西濃信用金庫
墨俣支店

最高峰の撚糸技術と高機
能タオル「エアーかおる」

自社商品　「エアーかおる」をOEM、ノベ
ルティ向けに推薦したい。

販促用品

4
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 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
0584-92-1821
0584-92-1825
http://www.tsuyakin.co.jp/
o-matsumoto.2@tsuyakin.co.jp
松本　修

大垣西濃信用金庫
静里支店

産業用ロボットの動作トラ
ブルを軽減させる布製カ
バーを、繊維加工の技術
を応用しオーダーメイドで
提案。

産業用ロボットカバーが、発生する可能
性のあるトラブルを軽減させ、掃除も楽
になります。現地にて採寸し、オーダーメ
イドで自社内小ロット縫製します。

様々な特殊用途向け糸の購入、編工場
への編み依頼・特殊用途向けファス
ナー、マジックテープ、ヒモの購入。

あらゆるロボット向けに布
製カバーが役に立てる市
場を共に開拓していける
企業を探しています。

5
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）

ガイド
ブック 株式会社　フクモク

〒509-0511　加茂郡七宗町神渕9767
0574-46-1104
0574-46-1594
http://fukumoku-kabuchi.com
info@fukumoku-kabuchi.com
福井　寿典

東濃信用金庫
川辺支店

地元、東濃ひのきを使った
組立可能なベッド・家具を
製作しています。

小口対応できる、組立可能なベッド・家
具。

6
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 静岡市（産業振興課）

〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金三丁目１－１０
054-281-2100
054-284-3987
http://www.city.shizuoka.jp/
zushi_bk@city.shizuoka.lg.jp
主幹兼副主幹　頭師　雅之

しずおか信用金庫
業務サポート部

静岡市の伝統工芸「静岡
挽物」の職人とデザイナー
が協働して開発した、木製
挽物の新商品の数々で
す。

開発した静岡挽物の新商品や既存の挽
物商品の販売先を探しています。

7
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 イスヤ工芸　株式会社

〒432-8052　静岡県浜松市中区法枝町１０７
053-441-4567
053-441-4539
http://www.isuya.co.jp/
maeda@isuya.co.jp
前田　律夫

浜松信用金庫
森田支店

お客様のご要望に沿った
椅子作りを基本に、長くご
愛用頂ける信頼性を大事
にしていきたい企業です。

国産椅子のこだわりを大事にした椅子を
はじめ、無垢材テーブルとのダイニング
セットを受注していきたい。

①良質な国産材もしくはＦＳＣ材を探して
います。②浜松近郊での椅子張りができ
る会社を探しています。

オリジナル商品の企画・販
売先を探しています。

8
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 富士宮ホーム　有限会社

〒418-0052　静岡県富士宮市淀平町755-1番地
0544-24-2941
0544-24-8358
http://www.hinokiburo.com/
info@hinokiburo.com
代表取締役　山口信治

富士宮信用金庫
淀川支店

利用者入浴時の介護職員
の労務負担の軽減。木造
家屋の新耐震基準以前の
建物内に耐震シェルター
の設置。

ホテル、旅館、介護施設等で利用してい
ただける先を求めています。各企業様に
応じたカスタマイズをしてまいります。

当社のノウハウを活用し、協力していた
だける施工業者を求めています。

新製品及びひのき材の浴
槽の販売を行って頂ける
代理店を探しています。

9
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 Ｅｔ　ＹＳ

静岡県磐田市鳥之瀬174-1

https://www.facebook.com/syge.matsushita/
syge.matsushita@gmail.com
松下　成顕

磐田信用金庫
豊岡支店

遠州福田の別珍・コーデュ
ロイに'新しさ'を吹き込むア
パレルブランド。日常のエ
レガントを提案。

Men's・Women'sの洋服（シャツ・パンツ・
スカート等）

洋服の縫製・パターン製作・服地

10
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　栄商会

〒430-0801　静岡県浜松市東区神立町116-5
053-464-0601
053-464-0616
http://www.sakae-firm.co.jp/
k-suzuki@sakae-firm.co.jp
鈴木　孝輔

磐田信用金庫
浜松北支店

昭和23年から静岡県浜松
市に本社を置き、一貫して
メガネ関連製品の製造販
売を続けています。

メガネケース、メガネ拭き、携帯電話ク
リーナー等
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11
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 鹿島木材　株式会社

〒431-3312　静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島63
053-926-1121
053-925-2875
http://www.kajima-mokuzai.com/

杉本　英

磐田信用金庫
鹿島支店

マンション・住宅向け造成
用集成材メーカーです。

・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。
・自社工場で造作材を多品種・少ロット
でも短納期対応できます。

・原材料となる各種フリー板や国産木材
をはじめ、接着剤・加工機械や刃物・梱
包資材等、安定した品質でコストパ
フォーマンスの高い製品の提案をお待ち
しています。

12
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 そま工房

〒437-1111　静岡県袋井市中新田343
0538-23-4771
0538-23-4771
http://www.husuma-somakoubou.com/
ik131128@cy.tnc.ne.jp
乗松浩美

掛川信用金庫
大須賀支店

天然繊維であるアバカを
使用した織物やアバカ
100％の紙を使用した小物
を製造販売しています。

布（反物）。反物はお客様のニーズに合
わせて経糸や色を変えてお作りする事
ができます。阿芭可紙を使用した小物。

メーカー、小売店への卸売
り

13
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 有限会社　富士産業

〒438-0004　静岡県磐田市匂坂中60-6
0538-38-3168
0538-38-2167
http://e-fusuma.co.jp
info@e-fusuma.co.jp
松野　勝恵

遠州信用金庫
豊田支店

日本一の出荷量を誇る襖
ﾒｰｶｰです。建材では初、
着物の生地を取入れた建
具を開発いたしました。

着物の生地を使った高級建具・家具・建
材又は襖。行灯

14
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 宇佐見合板　株式会社

〒454-0934　愛知県名古屋市中川区西中島2-111
052-381-5185
052-381-5182
http://usamigohan.world
woody.joy@fuga.ocn.ne.jp
安井　和也

愛知信用金庫
金山支店

成型合板
成型合板の加工、木工デザイン、キッチ
ン製作、看板製作

製造家具、弊社では家具製作ができな
いので作って頂く会社を探しています。

家具製作

15
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　原田木型工業

〒440-0081　愛知県豊橋市大村町字桜島33番地
0532-53-0737
0532-54-5229
http://www.harada-die.co.jp
info@harada-die.co.jp
原田 直樹

岡崎信用金庫
下地支店

今後ますます多様化する
お客様のニーズにお応え
できる、品質とサービスを
提供させていただきます。

トムソンプレス用の刃型(抜型)の製作。
大型、小型レーザー完備で様々な素材
を短納期、高品質にてカット、彫刻(マー
キング)出来ます。オリジナルグッズの製
作販売。

16
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 有限会社　ジップ

〒491-0013　愛知県一宮市北小渕字八幡4-1
0586-81-6571
0586-81-6572
http://www.jip-co.com
ozawa.s@jip-co.com
小澤重義

いちい信用金庫
北方支店

繊維の街一宮市でタオル
製品、アパレル製品と資
材を販売しています。

日本製（今治産）タオルを小ロットからオ
リジナルを制作します。フルカラーインク
ジェットは10枚から、ジャガードタオルも
50枚からオンリーワンオリジナルが作れ
ます。

17
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　亀井製作所

〒505-0071　岐阜県加茂郡坂祝町黒岩752-1
0574-25-0211
0574-25-0289
hppt://www.repeat-k.co.jp
masunari@repeat-kco.jp
増成　巧

いちい信用金庫
柏森支店

幅の小さなコンパクトキッ
チン、アクティブシニアキッ
チンを製造・販売するメー
カー。

コンパクトキッチン、アクティブシニアキッ
チン等の特注対応を瞬時に行い、お客
様の立場でものづくりを行います。

18
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　今賢

〒491-0201　愛知県一宮市奥町字堤下１－８７
0586-62-4828
0586-62-4928

imaken@smile.ocn.ne.jp
営業　今枝　広仲

いちい信用金庫
奥町支店

マフラーストールの企画製
造を営んでおり多彩な色
使いや特徴ある糸を使用
した巧妙な織りを得意とし
ています

当社の特色である多彩な配色使いや特
徴ある素材を使用した巧妙な織りによる
マフラーやストールを販売していただけ
る会社を探しています。

斬新な模様、柄等をデザインできる紋紙
製作会社を探しています。

19
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 成和フエルト　株式会社

〒463-0044　愛知県名古屋市守山区太田井10-7
　　　　　　　 　　成和フエルトビル
052-795-1011
052-791-1810
www.seiwafelt.co.jp
info@seiwafelt.co.jp
営業部長　　松田宏樹

瀬戸信用金庫
車道支店

創業65年の知識と経験
で、あらゆるニーズに最適
な防音、耐熱、濾過、耐衝
撃の素材を提供していま
す。

工業資材はフエルト、ゴム、ウレタン、Ｅ
ＶＡ等の様々な選択肢があります。防
音、濾過、耐熱、緩衝、に合わせた最適
な素材を提供させていただきます。

色々な特性を持った工業資材を日々探
しています。気軽にご紹介ください。

工業資材の加工技術を
持った企業様であればい
つでもお会いします。

20
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　ソハード

〒452-0822
愛知県名古屋市西区中小田井5-2綿新ビル2F
052-509-7275
052-509-7282
http://www.sohard.co.jp
info@sohard.co.jp
森本　和典

瀬戸信用金庫
西枇杷島支店

お客様が思い描く生活空
間を形にすることに力をい
れ、お客様のニーズに応
えることをモットーにしてい
ます。

住宅、店舗等のオーダー家具、建具、
デッキ等のエクステリア商材をご提案で
きる取引先を探しています。

住宅家具のご提案、製作、販売を行って
いますが、新規機能をもった基材等を探
しています。

弊社取扱い商品に関わる
箇所に携わる工事を（電
気、外構等）行っていただ
ける企業を探しています。
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21
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　オオサカヤ

〒475-0836　愛知県半田市青山2-19-5
0569-26-0120
0569-26-0190
http://www.ikuji-kobo.jp
daihyo@osakaya.gr.jp
社長　瀧本　真

半田信用金庫
本店

「世界一のきもちいい。」を
届けることをコンセプトに
オーガニックを中心とした
日本製ベビー服ブランドで
す

ベビー服・ガーゼを使った育児雑貨を中
心とした各アイテムを卸販売していま
す。百貨店でも扱われている高品質なア
イテムが揃っています。

他のアイテムと組み合わ
せた新たな商品(石鹸など)
としたい方

22
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 クロート・クリエイション（つづき仏壇店）

〒444-0103　愛知県額田郡幸田町大草瓶割15-1
0564-62-6111
0564-62-4788
http://www.kuro-t.jp/
kuro.tcr@gmail.com
都築数明

西尾信用金庫
幸田北支店

職人技術が生きる新しい
商品開発のディレクション
をします

伝統技法を使った商品アイデア及び自
社開発製品

新しい技術の情報
ユニークなモノづくりをした
い企業

23
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）

ガイド
ブック 有限会社　ミタキ

〒442-0016
愛知県豊川市美幸町1丁目20-2
0533-80-0066
0533-84-2684
http://www.mitaki.net/
contact@mitaki.net
代表取締役　井上貴仁

蒲郡信用金庫
豊川北支店

住宅・店舗等の企画、デザ
イン、設計、施工を行って
います。

大型CNCを導入し、オリジナル家具等の
企画（試作）が出来ます。

汎用CADを活用した独自の家具展開図
作成ツール

家具や小屋の企画・販売
を協業頂ける企業

24
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 ウッドクラフト・ゴトウ

〒441-1102
愛知県豊橋市石巻西川町字吉祥113番地5
0532-88-1980
0532-88-2079
http://www.woodgoto.jp
info@woodgoto.jp
後藤　純文

蒲郡信用金庫
国府支店

オリジナルな木製品を作っ
ています。

細子細工のコースター箱付・ピアス（寄
木）・あんどん・ステンドグラス入り組子
建具

製品を包むパケージを探しています。
木製品（組子）とコラボでき
る企業を探しています。

25
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 進弘産業　株式会社

〒491-0376　愛知県一宮市萩原町串作字郷27
0586-69-1121
0586-69-1384
http://www.sinkosewing.co.jp
masa-ito@sinkosewing.co.jp
伊藤　誠宣

尾西信用金庫
神山支店

レーザー加工・熱圧着加
工・プリント加工を融合さ
せた商品の製作・販売を
手がけております。

高機能ウインドウシートおよびオリジナ
ルインテリア雑貨やアクセサリーを販売
していただける取引先を探しています。

窓に貼って剥がせるデザイン性・機能性
の高いシートや資材を探しています。

弊社独自のレーザー加
工・熱圧着加工を活用した
OEM生産。

26
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　サンケン

〒463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞
2266番地22　ｸﾘｴｲｼｮﾝ・ｺｱ名古屋204号室
052-228-6483
052-228-6484
http://3ken-go.com/info/index.html
info@3ken-web.co.jp
営業部主任　池下詩歩子

中日信用金庫
名東支店

弊社独自技術で再生した
再生炭素繊維の応用製品
をご提案させていただいて
おります。

炭素繊維断熱タイル（防火扉保護材・溶
解炉の外部保護等）・炭素繊維面状発
熱体（床暖房・駐車場等の融雪）の販
売・施工販売

該当なし

炭素繊維面状発熱体を自
社製品に組み込んでいた
だける企業を探しておりま
す。

27
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 丸安ニット　株式会社

〒451-0024　愛知県名古屋市西区秩父通1－58
052－522－2171
052－521－5695
http://www.siffon.net
yasunori@maffon.com
伊藤　安則

中日信用金庫
浄心支店

昭和8年創業。日本に数台
しかないニット機を使い、
自動車・アパレル向けニッ
ト生地を24時間稼働で生
産。

美濃和紙を使用した糸の開発力。
日本に数台しか無いリバーシブルジャ
ガード機を使っての商品開発や過去の
蓄積したジャガード柄の保有と技術力。

国内外の観光客をおもてなしする旅館
やホテル売店。
こだわりの日本製の商品を置くアンテナ
ショップ。
お城やお寺などの名所・旧跡に隣接す
る売店。

和紙糸を使った商品開発
及び販売に関心があり、
ジャパンブランドを前面に
出した商品展開。

28
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　ＳＵＮＫＩ　Ｂranding

〒519-0607　三重県伊勢市二見町西1004-54
0596-43-0100
0596-43-1000
http://tokowakaya.jp/
biz@tokowakaya.jp
中村純

三重信用金庫
御薗支店

オリジナルハンカチ・手ぬ
ぐい・袋物・御集印帖を贈
答品・販売用にご予算に
合わせご提案申し上げま
す。

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・木綿の
白シャツなど贈答品・販売用等にご予算
に合わせご提案、御社の企業価値を高
めるお手伝い。

29
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）

ガイド
ブック サンリン商事

〒441-1361 愛知県新城市平井字東長田32－2
080-2615-2323
050-3737-4048

sanrinshoji@bell.ocn.ne.jp
三林 文明(ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ)

桑名信用金庫
星川支店

愛知県産木材(杉/桧)を東
三河地区の製材工場より
仕入れ販売をしておりま
す。東海三県配送可能で
す。

・住宅用資材、土木用資材等、愛知県産
材杉桧（あいち認証材、合法証明可
能）。
・間伐材工事用看板木枠（あいくる材）

・岐阜県内にて、杉板（55
㎜×1,130㎜）に文字を印
刷できる加工業者さんを
探しています。

30
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）

ガイド
ブック 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
0567-69-2770
0567-69-2771
http://www.woodline-jpn.com
無し
代表取締役　浅井政彦

桑名信用金庫
弥富南支店

大手製紙会社への木質燃
料、製紙用チップの供給を
しております

木質燃料、製紙用チップ、ボード用チッ
プなどの販売を承っております。

木質燃料、製紙用チップ、ボード用チッ
プなどの買取を承っております。

製紙会社やバイオマス発
電所などの納入先の拡充

3
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31
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 加賀木材　株式会社

〒920-0211　石川県金沢市湊2丁目21番地
076-238-4131
076-238-4023
http://www.kagamoku.co.jp
kagamoku@kagamoku.co.jp
横内　海仁（開発部長）

金沢信用金庫
金石支店

当社では、能登ヒバの持
つ優れた抗菌・消臭効果
を活かした製品の企画・開
発・販売を行っておりま
す。

・能登ヒバを活用した当社商品を取り
扱っていただける企業を探しておりま
す。（当社商品：除菌・消臭スプレー、
シューキーパー、ウッドチップ等）

32
①ものづくり
（繊維、木

材、木製品）
出展者 株式会社　最新レーザ技術研究センター

〒446-0026　愛知県安城市安城町広美４０－７
0566-91-2281
0566-91-2282
http://altrec.la.coocan.jp
altrec-kutsuna@nifty.com
沓名　宗春

碧海信用金庫
本店

産業用レーザ技術の開
発、受託研究から　レーザ
工芸品の販売まで。

最新レーザ加工技術（レーザピーニング
加工、ＣＦＲＰ加工、異種金属溶接、レー
ザ微細加工など）の受託加工、レーザ工
芸品の受託加工、および溶接用給電
チップの販売

レーザ工芸品の製作業務

33
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 堀江織物　株式会社

〒491-0125　愛知県一宮市高田七夕田２８
0586-53-2525
0586-53-2526
http://horieorimono.co.jp
horie904@horieorimono.co.jp
堀江　賢司

岐阜信用金庫
木曽川支店

布製のオリジナルグッズの
印刷から縫製まで一貫制
作しております。

銀行や企業の布製オリジナルグッズの
製造をしています。

ポリエステルの布への後加工による付
加価値技術や、布を使って展開できるア
イテム

34
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 松栄特殊印刷工業　株式会社

〒509-7703　岐阜県恵那市明智町108-29
0573-54-2178
0573-54-3141
http://www.mirai.ne.jp/~shoei/
nisio-h@ps.mirai.ne.jp
西尾和洋

岐阜信用金庫
明智支店

大手軽電、自動車部品
メーカー向け銘板・ラベル
を製造、業歴70年超の品
質には絶対の自信を持っ
ています。

依然として身の周りのありとあらゆるも
のにラベル・シール・銘板の需要があ
り、当社の品質とコストパフォーマンスを
お試し頂きたい。

イラストレーターを使った企画・デザイン
が受注できる先。

35
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 東濃コア―　株式会社

〒509-7122　岐阜県恵那市武並町竹折1695-1
0573-28-2618
0573-28-2114
http://www.tonocore.co.jp
info@tonocore.co.jp
竹内桂志

岐阜信用金庫
恵那支店

ハニカム・積層ダンボール
などの紙加工品　製造販
売

紙の強さ軽さ等の可能性を引出す【段
ボール積層材・ハニカム材】で、一緒に
開発品、製品の部材や代替え品を検討
したい企業を求めます。色々な分野に
チャレンジしたいです。

新商品が出来たので、パンフレット・ホー
ムページのリニューアルを検討してま
す。イメージを形に変えるデザイナーが
複数いて提案数が多い企業を希望しま
す。

36
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 株式会社　エーワンパッケージ

〒509-0214　岐阜県 可児市 広見 字五反田 1302-17
0574-63-1671
0574-63-1678
http://www.a1package.co.jp/
yo-matsuoka@a1package.co.jp
松岡　洋平

東濃信用金庫
可児支店

豊富な素材バリエーション
で「運ぶ」「包む」「装う」と
いったパッケージの役割を
担います。

個装箱、ギフト箱/輸送箱、通販箱/テイ
クアウトトレー、カラー段ボール/マイクロ
フルート

37
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 株式会社　辻村

〒410-0872　静岡県沼津市小諏訪2-2
055-921-4893
055-924-2617
http://www.tsujimuranet.co.jp
asaga@tsujimuranet.co.jp
浅賀行満

沼津信用金庫
高島町支店

大型スクリーン印刷から大
型抜き加工まで一貫製造
が可能です。

大型スクリーン印刷、抜き加工、板金印
刷、成型品印刷、UVインクジェット印刷。

精密板金業者、切削業者、塗装、カチオ
ン塗装。

シルク印刷の特長を活か
して変わった印刷をしたい
業者様。

38
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 林製紙　株式会社

〒417-0847　静岡県富士市比奈626
0545-34-1441
0545-38-1065
http://www.hayashi-paper.com
h-nakajima@banbix.com
中島　浩志

富士宮信用金庫
吉原支店

販促用・業務用紙製品の
企画・製造・加工並びに販
売を行っています

誰もが使う生活必需品は販促品に最適
です。多種多様な既製品と、完全オリジ
ナルの作製も承っております。また、業
務用紙製品も多数取り揃えております。

39
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 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
0544-58-5022
0544-58-4514
http://www.shinko-lami.co.jp/
s-koizumi@shinko-lami.co.jp
営業　小泉　翔太

富士宮信用金庫
万野支店

特殊樹脂を使用した押し
出しラミネート加工

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

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

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

40
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 安藤産業　株式会社

〒465-0082　愛知県名古屋市名東区神里1-105
052-702-3111
052-702-3515
http://www.ando-sangyo.co.jp
info@ando-sangyo.co.jp
加藤大貴

岡崎信用金庫
一社支店

水圧転写を小ロットかつ短
納期で対応可能な「リアル
プリントシステム」のご紹
介

曲面印刷技術の水圧転写を短納期・小
ロットで対応できるシステムを販売してお
ります。製版が不要で、一個から何度で
も試作ができるので開発時間とコストの
削減が可能です。

3Dプリンタでの成型委託先を探しており
ます。弊社で加飾の小ロット生産システ
ムを扱っているため、成型から加飾まで
試作対応できる態勢を整えたいと思って
おります。

3Dプリンタと弊社小ロット
加飾システムでの試作の
一貫対応

4
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41
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 八洲商事　株式会社

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄５丁目2-38
052-261-6551
052-242-0590
www.yashima-co.com
info@yashima-co.com
営業部長　菱田　伸夫

岡崎信用金庫
上前津支店

ラベル、ラベル関連機器
及び産業資材を中心に販
売しております。お客様の
ニーズに対し提案をしてお
ります。

特殊ラベル、包装材料、省力化に伴う、
プリンター、ラミネーター、ラベル自動貼
機、ラベル剝離機、システムのご提案
等。

ラベルの特殊材料、産業資材、産業資
材の新商品、

新商品の情報を提供して
頂ける先。

42
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 堀江織物　株式会社

〒491-0125　愛知県一宮市高田字七夕田28
0586-53-2525
0586-53-2526
http//horieorimono.co.jp
horie904@horieorimono.co.jp
堀江　賢司

いちい信用金庫
本店営業部

愛知県一宮市にて、のぼ
りや横断幕などの印刷お
よび布製のオリジナルグッ
ズを製造しています。

クッションやブックカバーなどの布を使っ
た小物商品からのぼり旗や横断幕など
の大物商品。

ポリエステルの布を使用した縫製商品
や取り付け器具など、ＷＥＢ関連システ
ムなど。

企業向け横断幕や個人向
け商品（ＯＥＭグッズ）の販
売

43
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 有限会社　シーリング石川

〒481-0001  愛知県北名古屋市六ツ師道毛163
0568-24-1604
0568-24-1634
sealing-ishikawa.com
seal-i@woody.ocn.ne.jp
左居　政之

いちい信用金庫
西春支店

シール・ラベル専門で、大
手企業の製品から、小ロッ
トの個人の製品まで、お客
様のニーズにお応えしま
す。

工業製品に貼るロットの大きなシールを
扱う、製造業、印刷業。
店舗シールや商品シールを扱う、飲食
業、販売業。ノベルティーグッズを扱う業
者。その他団体、個人。

シールを貼ったり、印刷することにより付
加価値の付く商品。
(スマホケースなど）

オリジナル商品に対応で
きる、デザイナーを探して
います。

44
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 東洋プリディア　株式会社

〒462-0805　愛知県名古屋市北区八龍町1-25-2
052-914-9111
052-914-9119
http://www.typi.co.jp
deguchi@typi.co.jp
出口　茂

瀬戸信用金庫
大曽根支店

トータルクリエイティブと”
プラスアイディア”でお客
様の販促支援をお手伝い
します。

総勢60名のクリエイティブチームが印
刷・SP・クロスメディアの3つの領域で、
お客様のお困りごとに”情熱”を持って幅
広くお応えいたします。まずはご相談くだ
さい。

お客様からのクロスメディア対応への
ニーズも増えており、Web業務などを協
力していただける取引先を探していま
す。

Webや印刷業務の受発注
を定期的に行っていただ
ける企業を探しています。

45
②ものづくり
（紙、印刷）

ガイド
ブック 東洋アドバンス　株式会社

〒466-0015
愛知県名古屋市昭和区御器所通1-6-3　東洋ビル
052-871-5558
052-871-5571
http://toyo-adv.co.jp
drone@toyo-adv.co.jp
ドローン事業スタッフ　楠本剛史

瀬戸信用金庫
恵方支店

創業62年、製版業で創立
し、広告看板・デジタルサ
イネージをメイン事業とし
てドローン事業部を設立。

ドローンの大型機・中型機を複数台所
有。東海４県の包括飛行許可を所有し
て、いつでも撮影可能。建物の老朽化や
点検などドローンによる動画・静止画の
空撮承ります。

46
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 丸万　株式会社

〒464-0850　愛知県名古屋市千種区今池４丁目4-7
052-741-0155
052-741-0170
http://www.maruman-jp.com
t-okazaki@maruman-jp.com
岡崎亨

瀬戸信用金庫
車道支店

チャック付きポリエチレン
袋『マルマルジップ』

弊社開発商品　消臭機能付きチャック袋
『スメールカット』の販売先を探していま
す。在宅介護でのニオイの解決商品とし
て店頭販売商品の開発をしています。

『スメールカット』『マルマル
ジップ』シリーズの販売代
理店を探しています。

47
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 株式会社　スバル

〒462-0824　愛知県名古屋市北区芳野三丁目１２－６
052-932-2341
052-932-2343
http://www.subaru-pop.jp
subaru-sat@h5.dion.ne.jp
齋藤　泰

尾西信用金庫
名古屋西支店

オリジナルPOPの企画・製
作では豊富な実績とノウ
ハウを自負しています。

お客様の販促戦略に合わせ、最も効果
的なPOPの製作をご提案します。

段ボール、板紙など厚物印刷及び加工
に対応いただける業者様を探していま
す。

印刷会社、広告代理店等
でPOP製作希望のクライ
アントをお持ちの方

48
②ものづくり
（紙、印刷）

出展者 株式会社　三ッ星

〒510-0082　三重県四日市市中部１－２０
059-352-3044
059-352-8375
http://www.mitsubosi.co.jp
h_seko@mitsubosi.co.jp
鈴鹿営業所　所長　世古浩士

北伊勢上野信用金庫
本店

プリントオンデマンドのメ
リットを活用して、「お客様
の多様なニーズ」に対応し
た提案を行います

・プリント業務だけでなく、デザイン作成
からデータの保管まで幅広い対応で、お
客様の困り事を解決します
・紙原稿の整理～電子化により業務効
率の向上を提案します

49
②ものづくり
（紙、印刷）

ガイド
ブック 株式会社　アサプリ

〒511-0839 三重県桑名市大字安永923番地
0594-23-5471
0594-23-5495
www.asapri.co.jp
oyama@asapri.co.jp
大山　圭介

桑名信用金庫
本店営業部

世界でたった一つのオリジ
ナルデザイン・プリント壁
紙「カベラボ」で集客やイ
メージアップをご提案しま
す。

社内に50名以上のデザイナーがいます
ので、壁紙の多彩なデザイン表現が可
能。リフォームやトリックアート、企業イ
メージの統一化を図るブランディングも
承ります

壁・床に付加価値を付けることができる
商材（壁材・床材）

販売代行を行って頂ける
企業

50
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 株式会社　共栄電気炉製作所

〒507-0074　岐阜県多治見市大原町11丁目5番地
0572-29-5172
0572-29-5173
http://kds-kiln.co.jp/
info@kds-kiln.co.jp
牛田健造

岐阜信用金庫
東多治見支店

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

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

炉の販売を考えてみえる
方

5
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51
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 有限会社  交告プラスチック加工

〒508-0001　岐阜県中津川市中津川３４７４－１１
0573-66-6079
0573-65-5376
http://www.koketsuplastic.co.jp
info@koketsuplastic.co.jp
纐纈英幸

岐阜信用金庫
中津川支店

プラスチック製品を短納
期、小ロットで生産対応し
ております。自社商品の開
発も行っています。

お客様と共に開発し、ニーズを満たす商
品づくりをお手伝いしたいと思いますの
で、プラスチック製品を開発、生産委託し
てくださる方とのお取引をお願いします。

52
③ものづくり
（化学、窯

業）

ガイド
ブック 藤垣窯業　株式会社

〒507-0071　岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-18
0572-29-2000
0572-27-5617
https://diy-tile.com
info@diy-tile.com
林　孝直

東濃信用金庫
旭ヶ丘支店

塩ビの目地が施され裏面
がシール状になった、誰で
も簡単に貼れる内装モザ
イクタイルシートの製造・
販売

タイル職人さん無しで、アクセントとして
モザイクタイルを簡単に貼って、リノベー
ションしたいとお考えのリフォーム会社
様など

弊社のモザイクタイルシートにフィットす
るモザイクタイルやガラスタイルなど

内装の一部にアクセントと
してモザイクタイルを提案
頂けるリフォーム会社など

53
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 株式会社　美浜工業

〒434-0026　静岡県浜松市浜北区東美薗16-1
053-587-6121
053-587-8514
http://www.mihama-kogyo.jp/
honsha@mihama-kogyo.jp
鈴木　和良

磐田信用金庫
浜北支店

組立業務から素材加工ま
での一貫生産、申し受け
ます。

自由成形樹脂等、特殊樹脂製品の製造
販売。輸送用機器等、組立業務申し受
け。

鋼材、ゴム製品の供給可能なメーカー
様。

新しい商材をお探しのメー
カー様、商社様。

54
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 株式会社　瓦粋

〒437-0062　静岡県袋井市泉町1丁目4-4
0538-43-8624
0538-43-8624
http://www.ka-wa-ra.jp/
info@ka-wa-ra.jp
早瀬　絢香

磐田信用金庫
久能支店

112年の歴史と内閣総理
大臣賞を受ける伝統的瓦
葺きの老舗が造り上げた
奇跡の器「粋瓦」瓦葺師匠
の企業

10年寝かし特殊配合した熟成土と特殊
燻焼成により生みだされる手作りの粋瓦
シリーズ【カップ、片口徳利、杯、ぐい飲
み、皿、コースター等】オーダーメイド商
品の制作販売

料亭、和食店、ホテル、旅
館での食器利用と共に店
頭販売や委託販売、記念
品販売。ビール会社等で
の販促品等

55
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 増田樹脂化学工業　株式会社

〒425-0004　静岡県焼津市坂本221－1
054-627-6317
054-627-5216
http://www.mjk1964.co.jp
ishibashi@mjk1964.co.jp
石橋　博

焼津信用金庫
本店営業部

医療器具部品、食品容器
CAP類のＯＥＭ、オリジナ
ル商品の製造販売をして
おります。

自社オリジナル製品の取引先拡大と医
療器具部品、食品容器用キャップ等の
生産環境を生かしたOEMの新規受注

特になし
医療機器製造業・医療機
器製造販売業を生かした
新規製品の開発

56
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 有限会社　八勝化成

〒452-0822　愛知県名古屋市西区中小田井２－３８２
052-501-9623
052-501-0214
http://www.hassyou.jp
info@hassyou.jp
佐治　嘉隆

愛知信用金庫
山田支店

熱硬化・熱可塑性の成型
品を生産している会社

熱硬化性・熱可塑性の成型品を受注希
望

生産に必要な金型

57
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者

株式会社　トリオセラミックス
株式会社　トリオエンジニアリン

グ

〒489-0971 愛知県瀬戸市西本地町2-277-1
0561-83-6711
0561-83-6560
http://www.trio-inc.com
nakatani@trio-inc.com
中谷洋祐

瀬戸信用金庫
共栄支店

ファインセラミックスと工作
機械の修理、改造、オー
バーホールなどでお困り
の企業様、是非ご相談下
さい！

＜トリオセラミックス＞アルミナを中心と
した多様規格品と豊富な在庫、短納期
＆高CP。試作対応OK！
＜トリオエンジニアリング＞各種工作機
械の修理、ＯＨ、改造など

セラミックス、エンジニアリング分野にお
いて、弊社や弊社ネットワークで対応出
来ない分野や技術に関する業務。（要相
談）

＜トリオセラミックス＞素
材供給、受託加工など
＜トリオエンジニアリング
＞弊社取扱製品のPR、販
売など

58
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 丸石窯業原料　株式会社

〒489-0053　愛知県瀬戸市東安戸町16番地
0561-82-2416
0561-82-0326
http://www.maruishi-corp.jp/
maruisi@gol.com
加藤純子

瀬戸信用金庫
十三橋支店

鉱物や再生原料の粉砕加
工・陶磁器粘土製造・セラ
ミック製品製造

食品加工・無機化学・医薬品分野など
様々なスラリープロセスを有する企業
ニーズに応えるコンパクトな連続濃縮・
濾過装置に関心を持つ企業を捜してい
ます。

59
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 株式会社　INUI

〒479-0837　愛知県常滑市新開町6丁目1-35
0569-35-2955
0569-35-0559
http://inui-coating.com
info@inui-coating.com
大野大輔

知多信用金庫
武豊支店

コーティング材の開発をお
客様のニーズに合わせ、
オーダーメイドにて行いま
す。

RCFの代替品として使用される生体溶解
性ファイバー（AES）用コーティング剤を
販売しています。AESの課題である耐久
性をコーティングで向上させることが可
能です。

弊社は女性が働きやすい工場を目指
し、生産現場に様々な工夫をしておりま
す。環境設備、省力化などものづくり現
場に女性が進出しやすくするための提
案を求めています。

60
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 株式会社　日東コンクリート工業

〒470-0354　愛知県豊田市田籾町広久手614
0565-48-1280
0565-48-1011
http://www.nitto-concrete.co.jp
gyomu@nitto-concrete.co.jp
松井隆哉

豊田信用金庫
浄水支店

環境に優しい製品の提案
及び提供

軽量再生骨材を100%利用した製品で、
自然環境の負荷軽減を重視した、製品
の提案

素材を活かした製品開発
及び販売していただける
方を探しています。
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61
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 塩谷硝子　株式会社

〒486-0839　愛知県春日井市六軒屋町西3-3-26
0568-81-6217
0568-82-6470
http://www.sgn-net.co.jp/
y-shiotani@sgn-net.co.jp
取締役営業部長　塩谷　祐二

東春信用金庫
六軒屋支店

医療用のガラス管を材料
に、食品、花器、小物雑貨
のびんを加工する企業で
す。

製品・販売開拓にご協力いただける企
業様　　　　　　　　　　　　卸売り・小売業
に販路をお持ちの企業様

62
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 平和コンクリート工業　株式会社

〒510-0102　三重県四日市市楠町吉崎１
059-397-3171
059-398-0001
http://www.heiwa-con.co.jp/
makimura@heiwa-con.co.jp
牧村　彰

北伊勢上野信用金庫
本店

当社はお客様の望むニー
ズを満たし、信用される製
品・サービスを提供しま
す。

【 傾斜地の足場に最適な『法面ステッ
プ』】
【 積雪時でも開閉可能な『大型門扉』】

63
③ものづくり
（化学、窯

業）

ガイド
ブック アイルブ　株式会社

〒511-0838 三重県桑名市和泉283番地4
0594-88-5851
0594-88-5853
http://ilub.biz/
info@ilub.biz
総務部  石橋公哉

桑名信用金庫
本店

廃液を激減しトータルコス
トダウンできる環境対応型
水系冷間鍛造用潤滑剤
を、開発、製造、販売して
います。

冷間鍛造用化成皮膜処理（ボンデ処理）
を実施中、または新規導入をご検討中
のお客様へ、素材へ2液塗布するだけの
弊社潤滑剤をお勧めします。

64
③ものづくり
（化学、窯

業）

ガイド
ブック 大藤 株式会社

〒511-0217　三重県いなべ市員弁町大泉新田875
0594-74‐2187
0594‐74‐3762
http://www.daito-inabe.co.jp/
k-asakuma@daito-inabe.co.jp
総務部部長　朝熊一紀

桑名信用金庫
員弁中央支店

発砲スチロールの成形加
工技術を活かして、お客様
のニーズにお応えします。

発泡スチロールを使った住宅用断熱材、
梱包・緩衝材、工業用部材、魚箱・野菜
箱、カット加工品の受注。

65
③ものづくり
（化学、窯

業）

ガイド
ブック 桑名工業　株式会社

〒511-0001 三重県桑名市大字上之輪新田335番地
0594-22-0332
0594-22-1717
http://www.kuwanakogyo.co.jp
wt-ceder@kuwanakogyo.co.jp
杉山　保

桑名信用金庫
本店

コンクリート製品で「何でも
作ります」を目指します

工事現場でお困りの現場打ちコンクリー
ト、現場打ち集水桝を始め、こんなもの
が工場で製作可能かという問い合わせ
には出来る限り対応いたします。

近隣でコンクリート製品製造用型枠の製
造業務を請け負っていただけるところを
探しています。

現場打ちコンクリート製の
桝を工場で生産していく上
での業務提携

66
③ものづくり
（化学、窯

業）
出展者 土橋鉱山  株式会社

〒703-0132　岡山県備前市三石2602番地
0869-62-0018
0869-62-0320
http://www.tsuchihashi-kozan.co.jp/
tutihasi@siren.ocn.ne.jp
代表取締役　武部将治

日生信用金庫
三石支店

希少な国内資源である陶
石（セリサイト）蝋石（パイ
ロフィライト）粉砕性の優れ
た珪石を採掘する鉱山で
す。

陶磁器・釉薬、耐火物、樹脂添加物、農
薬など、幅広いジャンルでご利用いただ
ける弊社原料の取引先を探しています。
国内原料による安定的な供給元としてご
検討ください。

削岩や発破といった坑道（トンネル）掘進
に関する機器類、防護マスク等の保護
具、粉砕設備、支保工用の鋼材など、耐
久性の優れたもの、使い勝手のよいも
のを求めています。

弊社原料を微粉砕した製
品の新規開発や販路開拓
について、一緒に取り組め
る企業を探しております。

67
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 ＫＴＸ　株式会社

〒483-8111　愛知県江南市安良町地蔵５１番地
0587-54-5131
0587-54-8698
http://www.ktx.co.jp/
konno@ktx.co.jp
今野　秀和

岐阜信用金庫
東江南支店

自動車のドア・インパネ等
の製造に使用される電鋳
金型のトップメーカーで
す。

シボ(革模様)のついた樹脂成形型により
高い質感を求めている製品づくりを考え
ている企業

当社では真空成形機も手
掛けています。その設備
製造に手を貸していただ
ける企業を探しています。

68
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 オネストン　株式会社

〒468-0055
愛知県名古屋市天白区池場3丁目501番地の2
052-803-5811
052-804-0192
http://www.honeston.co.jp/
eigyou@honeston.co.jp
営業部長　湯浅　滋

岐阜信用金庫
植田支店

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

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。

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。

69
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 ミズタニバルブ工業　株式会社

〒501-2257　岐阜県山県市富永１９４番地
0581-52-2131
0581-52-2622
http://www.mizutani-v.co.jp
info@mizutani-v.co.jp
水谷　浩士

岐阜信用金庫
美山支店

尊敬され愛される会社に
なろう！をモットーにしてい
ます。

弊社の企画力・商品開発力・生産力・販
売力を活用できる取引先を探していま
す。

弊社の既存商品や新商品のバリュエー
ションを増やすためにも、特殊表面処理
技術を探しています。

新規商品開発を共に進め
て頂ける企業を探していま
す。

70
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　キョウワ

〒501-3205　岐阜県関市志津野2935番地
0575-29-0221
0575-29-0558
www.kk-kyouwa.co.jp
r-usuda@kk-kyouwa.co.jp
代表取締役社長　　臼田　龍司

岐阜信用金庫
関支店

機械装置を設計から完成
まで一貫して製造対応致
します。

機械装置に関する、設計、部品製造、機
械組立、完成までの一貫製造や、部分
的な製造に対応

機械部品に関するカスタマイズ部品の
製造
製缶、板金、各種機械加工、表面処理

機械装置のOEMでの製造
を対応致します。

7
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71
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック メタル・アート　株式会社

〒501-6016　岐阜県羽島郡岐南町徳田3丁目184-1
058-276-2550
058-272-0502
http://www.mtlart.jp/
soumu@mtlart.jp
藤澤　直美

岐阜信用金庫
城東支店

あらゆる建築金物を工場
にて一括製作しています。
ご連絡頂ければ即対応可
能です。

ｽﾃﾝﾚｽ・ｱﾙﾐ・ｽﾁｰﾙ各種建築金物を製
造しています。小型金物から大型金物ま
で対応出来ます。短納期・低コストの御
提案等、柔軟な対応をモットーにしてい
ます。

各種板材・パイプ等の材料はもちろん、
工場機械などの仕入においても多数の
企業様とお取引させて頂いております。

72
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 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
058-272-8333
058-275-0002
http://www.kodera.co.jp
sales@kodera.co.jp
営業部長　勝野　洋治

岐阜信用金庫
六条支店

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
グセラー

電線加工でお困りのお客様の相談にの
ります。

機械加工の下請けメーカー様、トランス
メーカー様。

73
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 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
0573-26-5285
0573-26-5286
http://www.cft.jp
mold@cft.jp

岐阜信用金庫
恵那支店

プラスチック成形用金型の
設計・製作からプラスチッ
ク部品の生産まで自社生
産いたします。

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成形用金
型　設計から製造まで行います。

74
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　ナベヤ

〒500-8433　岐阜県岐阜市若杉町25番地
058-276-1511
058-278-0220
http://www.nabeya.co.jp/
nabeya@ons.co.jp
桐谷　勇

岐阜信用金庫
本店営業部

鋳造メーカーの下請営業
部として鋳物の受託生産
を行う。加工、表面処理、
熱処理など一貫製作の対
応が可能。

お客様の図面より、素材で１～20kg程度
までの銑鉄鋳物で、加工等の対応が必
要な材料を一気通貫で製作をさせて頂
きたい。

機械加工（鋳物、鉄）の受託業務を行っ
ていただける企業を探しています。

銑鉄鋳物、アルミ鋳物、ア
ルミ材の機械加工対応先
様。※小ロットから1000個
単位/月の加工など。

75
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 岐阜産研工業　株式会社

〒501-0555　岐阜県揖斐郡大野町公郷1403
0585-35-2529
0585-35-2526
http://gifusanken.com/
y_taga1213@gifusanken.com
多賀　裕貴

大垣西濃信用金庫
神戸支店

合成樹脂成型、ギフト商品
の卸販売、ウカイキャス
ターの製造販売と様々な
業界で活躍しています。

工場内などでのキャスターの選定に困っ
ている方や「台車を軽く押したい」「キャ
スターがすぐ壊れる」と思っている方に
最適なキャスターの選定を致します。

76
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 日本ジオニック　株式会社

〒509-6101　岐阜県瑞浪市土岐町6951
0572-67-1898
0572-67-1517
http://zeonics.jp
info@zeonics.jp
取締役　加藤　賢治

東濃信用金庫
瑞浪支店

スピードとクオリティを最優
先とし、どのような要望に
対してもワンストップサー
ビスにて対応します。

各種金属（鉄・炭素鋼・ステンレス・アル
ミ・真鍮）の切削・溶接・研磨までの加工
を行っています。

上記加工について、　協力していただけ
る会社を探しています。

同上

77
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　松永特殊溶接

〒425-0091　静岡県焼津市八楠1丁目13-9
054-620-7700
054-620-7701
http://www.msw-matsunaga.co.jp/
support@msw-matsunaga.co.jp
製造部　中野　康浩

しずおか信用金庫
焼津支店

YAGレーザー溶接機を使
用し、全て職人の手によっ
て一品一品大切にものづ
くりをしています。

各種金型溶接。異種金属(銅とステンレ
ス)の精密接合、溶接。

78
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 先生精機　株式会社

〒424-0301　静岡県静岡市清水区宍原622-7
054-394-0777
054-360-2007
http://www.senjo-seiki.co.jp/
yukiyasu@senjo-seiki.co.jp
先生　幸泰

静清信用金庫
渋川支店

自動面取り機・バリ取り機
の総合メーカー　2016静岡
市中小企業技術表彰を受
賞

　自動車部品をはじめ、建設機械など
様々な部品向け機械の製造実績があり
ます。歯車の実績は数㎝～数ｍまで。
材質も金属をはじめ、樹脂、ガラスなど
も対応できます。

79
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 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
053-449-1133
053-449-1888
http://www.marusei-tosou.com/
malusei@tea.ocn.ne.jp
代表取締役　平山　多久磨

浜松信用金庫
篠原支店

試作・小ロットから量産ま
で幅広く対応します。

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。

80
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　ワイテック

〒436-0038　静岡県掛川市大池字十ノ坪2798-9
0537-28-8622
0537-28-8633
http://ytec.tudura.com
y-tec@lily.ocn.ne.jp
新谷　司

浜松信用金庫
市野支店

丸物、５μｍ以下の金型
純正部品、航空・宇宙関
連の特注品の製造

丸物、５μｍ以下の量産及び特注品 ブランク品の加工及び調達

新商品の開発及び精度の
必要な量産品を扱ってい
るメーカー様を探していま
す。

8
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81
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 ニッキ工業　株式会社

〒410-0001　静岡県沼津市足高２９２－４０
055-921-2723
055-924-1811
http://www.nikki-kogyo.co.jp
nikki@nikki-kogyo.co.jp
小野澤　光繁

沼津信用金庫
本店

紙器・ダンボールの製函
機・梱包ラインの設計・製
作及び紙製ハニカムパネ
ルの製造・販売

紙器・段ボールの箱作り・梱包作業の自
動化・半自動化を、自社で機械・電気・ソ
フト設計をすることにより、現場作業に合
わせ検討しコストの削減を提案いたしま
す。

82
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 井上機工　株式会社

〒418-0021　静岡県富士宮市杉田1138番地
0544-24-7050
0544-24-7073
http://www.inouekiko.co.jp/
t.suzuki@inouekiko.co.jp
経営企画室長　鈴木隆人

富士宮信用金庫
本店

材料受入れから加工・組
立～お客様へお届けする
まで１STOPで対応しま
す。

銅管・アルミ管の複雑な曲げ、ろう付け、
組立、検査等を得意としています。近年
医療健康機器の開発にも力を入れてい
ます。
量産品、試作品等、何なりとご用命下さ
い。

コストダウンを進めています。安価な資
材、機材等を提供していただける企業を
探しています。

弊社の製品、技術（量産
技術・開発技術）にあった
ニーズを紹介していただけ
る企業を探しています。

83
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　岩倉溶接工業所

〒427-0011　静岡県島田市東町2093-1
0547-37-4585
0547-37-5208
http://www.iwakura-weld.jp
info@iwakura-weld.jp
岩倉 義典

島田信用金庫
六合支店

●職人技と先端レーザー
加工の融合。
●板金,溶接加工、各種
レーザー加工

●ステンレス、アルミ、チタン、マグネシ
ウム、インコネル等の板金、溶接加工。
●食品・薬品製造設備部品、洗浄機部
品、医療器具、航空機関連部品　等

84
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　曽根田工業

〒438-0233　静岡県磐田市駒場6998-17
0538-66-8605
0538-66-8645
http://www.soneda.jp/
naoki@soneda.jp
曽根田　直樹

磐田信用金庫
竜洋支店

自社開発のダングステン
ヘッド MaxVpointは高精度
加工を実現する工具で
す。

自社開発の切削工具 MaxVpoint、Eco
面取り、エンドミル

85
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック マルマツビューロー　株式会社

〒422-8008　静岡県静岡市駿河区栗原6-25
054-262-7500
054-262-7503
http://www.matnet.co.jp
info@matnet.co.jp
松井　均

焼津信用金庫
草薙支店

創業30年の実績を誇る、
光学測定機器専門メー
カーです。

光の計測技術を駆使した測定機器およ
びシステムの製造販売。
弊社の標準品にこだわらず、市販されて
いない特殊な測定装置をオーダーメイド
します。

投光器、標準電球、ガラスフィルター

86
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　イーグルメタル

〒425-0076 静岡県焼津市小屋敷26
054-626-0909
054-626-5210
http://www.eaglemetal.jp
yuta@eaglemetal.jp
今泉　雄太

焼津信用金庫
豊田支店

焼津市にある建築金物製
造業です。前身の会社か
ら創業50年を迎えます。

鉄、アルミ、ステンレスの加工。主に建
築用金物製造ですが、プラントの設備や
その他様々なオーダー品を請けておりま
す。

建築現場での金物類の取付業者様
金属加工を要する（建築に
限らない）製品の製造など

87
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 有限会社　平野鋳造所

〒436-0226　静岡県掛川市遊家336-15
0537-26-5258
0537-26-3535
http://hirano-chuzo.co.jp
office@hirano-chuzo.co.jp
専務取締役　平野　健志

掛川信用金庫
本店

無欠陥鋳物により、お客
様の技術革新を実現しま
す。

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。

鋳造用模型（木型、発泡型）の製作企業
様を探しています。

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。

88
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　相良製作所

〒436-0083　静岡県掛川市薗ヶ谷844-1
0537-22-7281
0537-24-7289
http://www.sagara-ss.jp
t_sagara@sagara-ss.jp
代表取締役　相良貴史

掛川信用金庫
本店

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

プレス・溶接全般。～ｔ1.6までの薄版製
品、300ｔ～200ｔクラスの多工程製品が得
意です。

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。

89
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　山崎鋳造

〒439-0036　静岡県菊川市中内田1365-1
0537-26-9477
0537-35-4898
http://yamazaki-chuzo.com
yuichiro@yamazaki-chuzo.co.jp
専務取締役　山崎裕一郎

掛川信用金庫
菊川南支店

創業から築き上げてきた
技術に加え鋳造CAEや品
質管理でお客様から信頼
される製品を提供します。

高い品質を必要とする鋳鉄品、小ロット
の鋳造品、短納期の鋳造品等でお困り
のお客様をサポートします。

小物鋳鉄の機械加工を行ってくれる企
業を探しています。

90
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 司工業　株式会社

〒421-0301　静岡県榛原郡吉田町住吉5418-37
0548-32-2221
0548-32-3711
http://tsukasak.jp/
info@tsukasak.jp
代表取締役　内田和也

掛川信用金庫
吉田支店

機械設備全般の仕事をし
ています。設計から現場
施工まで行います。自社
開発製品を今回展示しま
す。

機械部品製作・機械製作・現場工事 制御装置・電気工事

9
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91
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 富士芝機工　株式会社

〒416-0946　静岡県富士市五貫島791番地
0545-61-5330
0545-64-4357
http://www.fujishibakikou.com/
kuno@fujishibakikou.com
久野　秀夫

富士信用金庫
森島支店

産業廃水処理の専門メー
カーとして、各種産業廃水
処理装置の製造・販売を
行っております。

受注先地域（全国各地）の地元請負企
業　　　　　　　　　　　　　　　廃水処理設
備の脱水機・スクリーン及び生物処理担
体ＡＰＧ他、多彩な水処理装置をご紹介
致します。

92
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　ハナクラ

〒418-0044　静岡県富士宮市大中里133-3番地
0544-23-8739
0544-23-8729

t-hanakura@cy.tnc.ne.jp
花倉　孝晴

富士信用金庫
富士宮東支店

提案型企業としてお客様
の問題解決の為に常に努
力しています。

ステンレス極細チューブをはじめ銅・シン
チュー・チタンなど各種金属チューブを
取扱っています。

バリとり加工機等

93
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　ＯＤＳ

〒460-0018　愛知県名古屋市中区門前町6-21
052-228-6264
052-228-6272
http://ods-brand.com
a-oya@ods-co.jp
大矢　顕

愛知信用金庫
西大須支店

バリ取り課題　バリ取り自
動化課題をブラシで解決し
ます！

名古屋商工会議所会頭賞を頂いたＧＦＲ
Pブラシ

・バリ取り課題がある企業
と共同研究　・バリ取り装
置制作業者

94
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　伊藤ハガネ

〒454-0059　愛知県名古屋市中川区福川町3-1
052-355-1101
052-355-1152
http://ito-hagane.net
sale@ito-hagane.net
伊藤　俊和

愛知信用金庫
金山支店

材料屋だから出来る超特
急サービス

金型部品、機械部品を超特急にて製作
しています。

金属加工をする協力工場のネットワーク
を作りたい。

工具商さん等、協業して販
路を広げる。

95
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　袴田精機

〒431-0443　静岡県湖西市山口630-23
053-576-1761
053-576-1762
http://www.hakamata-seiki.co.jp
eigyou-2@hakamata-seiki.co.jp
城　勉

豊橋信用金庫
湖西支店

当社はφ2～φ30の切削・
研磨加工を行っています。
レーザーマーキング加工
も行っています。

切削加工部品、レーザーマーキング加
工製品

96
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　第一林製作所

〒441-8011　愛知県豊橋市菰口町１－２８
0532-31-6378
0532-31-9400
http://www.daiichihayashi.jp/
hayashi@daiichihayashi.jp
専務取締役　林　修平

豊橋信用金庫
中央支店

製缶・機械部品、設計、組
立なら自社内一貫生産で
大物から中小物まで短納
期、低コスト、高品質対応
します

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。

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。）

弊社の技術が生かせる案
件（異業種希望）

97
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　親和製作所

〒431-0441　静岡県湖西市吉美2098-1
053-576-1011
053-576-1890
http://ss-shinwa.com/
nomura_u@ss-shinwa.co.jp
第一事業部　業務課　課長代理　　野村祐介

豊橋信用金庫
湖西支店

金属切削部品加工、板
金・溶接部品加工から装
置組立まで一貫生産。医
療機器製造業許可の登録
企業です。

①金属切削部品加工
②板金プレス・溶接部品加工
③上記①②を含めた装置組立又はサブ
Ａｓｓｙ組立
多頻度の少量多品種の生産がメインで
す。

ﾒｰｶｰ様・ﾌｧﾌﾞﾚｽﾒｰｶｰ様
の多品種少量向け・もの
づくりﾊﾌﾞ工場となります。

98
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　SPワークス

〒441-8025　愛知県豊橋市羽根井町１３
0532-31-0946
0532-32-2692
http://sp-w.co.jp
asakura@sp-w.co.jp
代表取締役社長　朝倉義博

豊橋信用金庫
本店営業部

スマートな組織で迅速にプ
レス金型設計・製作から試
作・量産プレス加工まで対
応可能。ISO9001取得。

◆プチ量産プレス加工⇒小ロットプレス
部品大歓迎！◆手のひらサイズプレス
加工⇒指先から手のひらサイズの精密
プレス加工が得意です！～銅系プレス
部品に実績多数有～

省人化のご提案を頂ける企業様
板金加工からプレス化に
よるコストダウンをお考え
の企業様

99
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 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
052-431-6116
052-431-7525
http://www.hikari-toso.co.jp/
eigyoubu@hikari-toso.co.jp
営業課長　大橋　健

岡崎信用金庫
熱田支店

弊社は塗装のデパートで
す。金属、ゴム、プラスチッ
クなどへの塗装は、何でも
お任せ下さい。

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。

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。

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。

100
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　J・3D

〒455-0815　愛知県名古屋市港区油屋町1-30
052-389-1901
052-389-1902
http://www.j3d.co.jp
fumio_takaseki@j3d.jp
高関二三男

岡崎信用金庫
柳橋支店

金属３Dプリンター受託造
形サービス

短納期試作品、３次元水管金型　自動
車部品　航空機部品

10
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101
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　テルミック

〒448-0813　愛知県刈谷市小垣江町永田47
0566-28-7766
0566-28-7767
http://www.tel-mic.co.jp/
esaki@tel-mic.co.jp
江崎千紗

岡崎信用金庫
半城土支店

最新の設備、最先端の最
先端のシステムを使い
材料から加工、検査までを
一貫して行います。

自動車部品、機械部品、治具制作、試
作品などの金属・樹脂加工品

102
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　蒲郡製作所

〒443-0042　愛知県蒲郡市御幸町２８番１０号
0533-68-1155
0533-68-1156
http://www.gamasei.co.jp/
ito@gamasei.co.jp
伊藤　智啓

岡崎信用金庫
蒲郡支店

アルミの超精密サプライズ
加工（微細・精密加工部
品）

・　アルミ、黄銅など非鉄金属の精密部
品加工
・　非鉄金属の微細部品加工
（直径が０．１ｍｍ以下の工具を使った
加工）
・　薄板加工等、変形し易い加工品

・　アルミ、黄銅など非鉄金属の精密部
品加工
・　納期1週間で対応いただける単品加
工、試作品、少量加工品

103
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　日洋工業

〒444-1202　愛知県安城市城ヶ入町団戸173-5
0566-92-2273
0566-92-2656
http://www.nichiyou.jp
ryuuzi@nichiyou.com
名知　龍児

岡崎信用金庫
南安城支店

創業以来、多品種少量生
産の自動化を追求してき
ました。板金加工で御困り
の時には必ず御役に立ち
ます。

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。

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。

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

104
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　石原製作所

〒448-0803　愛知県刈谷市野田町西屋敷59番地
0566-21-5267
0566-22-9008
ishihara.suuhun.com/
ishihara-sp@katch.ne.jp
石原慎一

岡崎信用金庫
東刈谷支店

あらゆる分野のお客様の
ご要望にお応えし、ご満足
と信頼頂けるばねづくりが
石原製作所のモットーで
す。

当社は線径φ1.0㎜以下の圧縮コイルば
ねに特化し、0.5㎜以下の研磨加工が可
能であることを強みとしています。幅広
い分野のご要望にお応えいたします。

105
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 江洋圧接　株式会社

〒491-0112
愛知県一宮市浅井町東浅井字大島1564番1
0586-78-7600
0586-78-7602
http://www.koyo-fw.co.jp
koyo@jazz.odn.ne.jp
脇田　忠司

いちい信用金庫
西江南支店

信頼性が高く高品質な金
属接合により、コスト削減
や高い付加価値の製品製
作を実現致します。

摩擦圧接は、高い強度と異材接合によ
り、シャフト等の性能向上やコスト削減
が可能です。電子ビームは、歪の少ない
溶接ができ、精度の高い製品に採用さ
れています。

金属材料の調達可能な会社様や、接合
後の後加工（切削、研磨、焼入れ等）が
出来る会社様とお話させていただきたい
です。

特殊な技能をお持ちの会
社様とお話させていただき
たいです。

106
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 理宝　株式会社

〒491-0001　愛知県一宮市瀬部字冨士下１４７番地２
0586-78-5548
0586-78-8174
https://www.rihou-co.jp
s3s3p6@jewel.ocn.ne.jp
鈴木徳次

いちい信用金庫
浅井支店

新型ボールネジで未来を
切り拓く

ボールネジ使用する機器 電気制御等

107
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　矢田工業所

〒461-0040　愛知県名古屋市東区矢田4-14-8
052-721-6561
052-723-3552
http://yadakogyo.co.jp
yada1367@yadakogyo.co.jp
総務部長　近藤　満佐廣

瀬戸信用金庫
大曽根支店

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。

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。

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。

108
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 山口技研　株式会社

〒486-0957　愛知県春日井市中野町2丁目１７－８
0568-33-1707
0568-33-5631
http://www.yamaguchigiken.com
sensor.yamaguchi@nifty.com
取締役専務　山口哲生

瀬戸信用金庫
味美支店

減速機・増速機とし歯車で
モーターの回転速度を変
化させることで、出力を上
げる機器を製造してます。

小型減速機・増速機のメーカーです。出
力軸を２軸とし、他方の出力比率を任意
に出来また、回転を任意の電気信号に
変換します。平・ねじれ・歯車・樹脂・金
属にて受注可能

新製品に伴う機械等
新商品の開発を定期的に
行って頂ける企業を探して
います。

109
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 K'Sマシナリー　株式会社

〒464-0848
愛知県名古屋市千種区春岡１－３－４
052-761-8707
052-762-0346
http://www.ks-machinery.co.jp
japan@ks-technical.com
北村武広

瀬戸信用金庫
今池支店

台湾調達実績20年以上、
機械部品のコストダウンは
技術者集団K'Sマシナリー
にお任せください。

国内生産のメーカー様、海外調達で品
質や納期にお悩みの企業様に、様々な
材料、材質、工法を提案し原価低減のお
手伝いをします。MIM・焼結・鋳鍛造・ロ
スト・プレスなど

110
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 若葉工業　株式会社

〒486-0934　愛知県春日井市長塚町１－６２
0568-93-6260
0568-93-6261

wakaba.iwasaki@hb.tp1.jp
代表取締役　岩﨑祐輔

瀬戸信用金庫
大曽根支店

丸棒・・・曲げます。 線材曲げ加工。

11
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111
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 タケダ歯車工業　株式会社

〒454-0921
愛知県名古屋市中川区中郷五丁目４５番地
052-361-0843
052-362-2072
http://www.takedagear.co.jp
info@takedagear.co.jp
武田充弘

瀬戸信用金庫
篠原橋支店

歯車の「困った」を解
決！！

歯車でお困りの工作機械、ロボット、自
動車、医療業界の開発・購買・生産技術
担当の方に、永年の経験を活かし歯車
加工のノウハウ、問題解決の特注品歯
車製作を提案します。

複合加工機等の旋削加工を短納期でご
協力頂けるメ－カーを探しています。

歯車を含むユニットの開発
案件のある企業を探して
います。

112
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 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
052-692-5014
052-691-3457
http://www.tsuruta-mfg.co.jp
boss@tsuruta-mfg.co.jp
鶴田　修一

知多信用金庫
名古屋南支店

鈑金加工のプロフェッショ
ナルとして多種多様な業
界のお客様の困ったをお
助けしてもの作りを支えて
います。

ＮＣＴ（タッピング機能付き）プレスや折曲
加工、鉄素材はもちろんステンレスやア
ルミ素材の熔接など相談下さい。また、
災害時に役立つロケットストーブを生産
しています。

鈑金加工には表面処理が必要です。
様々な塗装やメッキをお手伝いしていた
だける会社。また、ステンレスやアルミな
どの熔接のお手伝いをしていただける会
社を探しています。

弊社の商品の災害時に役
立つロケットストーブと環
境に優しいペレットストー
ブの販売のパートナー企
業。

113
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　カナマル

〒475-0942　愛知県半田市松掘町８８－１
0569-27-6511
0569-27-6500
http://www.k-kanamaru.co.jp
takaharu.saito@k-kanamaru.co.jp
齋藤孝治

知多信用金庫
本店営業部

材料調達から溶接、機械
加工、塗装、組立、検査ま
で行えます。図面さえ頂け
れば、ワンストップで完了
です。

建設機械部品、産業機械部品等、材質
SS400から高張力鋼（SM490～HT780）
まで対応。少量･多品種･短納期。１個か
ら職人が対応致します。

114
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 アピュアン　株式会社

〒470-0335　愛知県豊田市青木町1丁目8-10
0565-41-8515
0565-41-8516
www.apuren.com
apuren@nifty.com
渡部　幸雄

豊田信用金庫
高橋支店

ロボットに取り付けられる
楽々打撃工具。低騒音、
低振動。

単発打撃ハンマーの販売及び仕様セッ
トアップ全般
ロボットを使っての自動化

115
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 ティー・マックス　株式会社

〒448-0006　愛知県刈谷市西境町前山9番地1
0566-62-7077
0566-62-7087
http://www.k-tmax.com
yousuke.t@k-tmax.com
代表取締役　武元　洋介

豊田信用金庫
八橋支店

時代の先を見据えた新し
いメッキ塗装システムで
す。

銀鏡メッキ塗装システムの販売代理店、
導入して施工していただける取引先様を
探しております。

116
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　レーザックス

〒472-0017  愛知県知立市新林町小深田7番地
0566-83-2229
0566-83-0154
http://www.laserx.co.jp
sale@laserx.co.jp
営業部長代理　竹内省悟

碧海信用金庫
知立支店

保有する様々なレーザ設
備による受託加工、試作
試験などで幅広くお客様
のニーズにお答えします。

溶接・切断・穴あけから微細加工や肉盛
りなどの表面改質まで、多様なレーザ加
工の経験を元に、試作試験などの一品
物から、受託加工の量産案件まで請け
負います

レーザ加工(溶接など)の前工程を請け
負って頂ける精密機械加工業者様を探
しています。

レーザや電子ビーム以外
の工法に特化した企業を
探しています。

117
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 曙工業　株式会社

446-0001　愛知県安城市里町南歌口55-1
0566-97-0677
0566-98-0156
http://www.akevono.co.jp
info@akevono.co.jp
取締役工場長　杉山鉄治

碧海信用金庫
今村支店

小ロット～量産まで対応可
能な切削加工メーカーで
す。材質、形状問わずで
対応できる技術力を有しま
す。

・各種産業における切削加工（試作・ロッ
ト・量産）
・同時5軸加工を必要とする切削加工
（φ1240まで対応可）
・フォークリフト等の鉛バッテリーコストダ
ウン提案

・切削加工における協力工場
・製缶加工における協力工場
・特殊工程における協力工場

118
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 大信工業　有限会社

〒444-0246　愛知県岡崎市上三ツ木町字北稗田
　　　　　　　　　2番地
0564-43-5766
0564-43-5772
http://mikawa-navi.com/daishin/
t435766@ruby.ocn.ne.jp
大島　英祚

西尾信用金庫
六ッ美支店

技術の大衆食堂：早くて！
安くて！うまい！治具屋で
す。

・車のボデーのスポット溶接治具、生産
ラインの設計製作。
・その他新分野にも積極的進出を目指し
ます。

・溶接設備、ラインの設計
・部品の製造

設備、生産ラインの設計
会社と提携したいと考えて
います。

119
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　ヤマキ

〒444-0324　愛知県西尾市寺津町四ノ割横道西10-1
0563-59-7135
0563-59-6644
http://www.yamaki-c.co.jp
info@yamaki-c.co.jp
鈴木　英昭

西尾信用金庫
寺津支店

鋳物素材（FC、FCD）で、
1kg～150kgかつ多品種少
量生産を生型量産ライン
で対応します

・鋳物素材（FC材、FCD材）
・加工完成品（素材＋機械加工）
・試作品

・機械加工（旋盤加工等）
・自動化、合理化機器

・鋳造用金型製作関連

120
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　応用技術研究所

〒431-0431 静岡県湖西市鷲津3387番地
アルカミーノ 1B2
053-401-3313
053-401-3314
http://www.digitalcreation-s.com/
teruhiko.hinaji@digitalcreation-s.com
代表取締役　日名地輝彦

蒲郡信用金庫
湖西支店

広域の地域連携や異業種
の事業者連携による商品
開発や、リバースエンジニ
アリングで部品を再生しま
す。

地域連携、事業者連携で開発した商品
を売りたい。
自社技術を活かした商品開発や図面が
消失した部品の再設計や改造を受注し
たい。

開発案件に応じた小ロットでの機械加
工、特殊溶接(異材接合など)、板金加
工、レーザーマーキング(文字など)

発掘した商品開発案件で
の開発業務の提携

12
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121
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　アイチ金属

〒462-0011　愛知県名古屋市北区五反田町77
052-909-5600
052-909-5610
http://www.aichi-metal.co.jp
madoguchi@aichi-metal.co.jp
碓氷　智恵

尾西信用金庫
名古屋山田支店

「鉄で住まいを彩る会社」

個人消費者・デザイナー・建築家・など
の創作活動に使用してほしい。今まで加
工が難しかったものでも金属製にするこ
とが可能なため、新しい試みを考える方
必見

・バイク、プラモ、３Dプリン
ター製品などホビー系
・インテリア系、設計事務
所など

122
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 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
0562-32-6623
0562-32-6624
http://www.koeisangyo.co.jp
info@koeisangyo.co.jp
佐藤一彦

中日信用金庫
名古屋支店

弊社は振動ふるい機や粉
体設備の設計、製造、販
売を行っております。

佐藤式振動ふるい機 なし なし

123
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　ジェーエスピー

〒452-0962　愛知県清須市春日砂賀東123番地
052-737-7949
052-737-7959
http://www.jsp-kajiya.com
y-omiya@jsp-kajiya.com
尾宮　良尚

中日信用金庫
清洲支店

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、最高レベ
ルのお客様の幸せを追求
する。

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。

フライス、旋盤、製缶加工
等の協力工場を探してい
ます。

124
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　マルエス機工

〒485-0825　小牧市大字下末字野本347-17
0568-73-3724
0568-73-3440
http://www.maruesu-kikou.co.jp/
m.mizuno@maruesu-kikou.co.jp
水野雅尚

東春信用金庫
本店営業部

長年の経験で培ったノウ
ハウと豊富な設備で機械
加工を中心としたものづく
りのサポートをいたしま
す。

マシニング加工、旋盤加工、溶接、組立
機械加工（フライス、旋盤等）、表面処理
（メッキ、黒染め等）
熱処理

設計など

125
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　林工業所

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6
　　　　　　　　 　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ栄　814号室
052-241-0884
082-894-1672
ｈｔｔｐ//ｗｗｗ.884.co.jp
info@884.co.jp
光重　智治

東春信用金庫
市之久田支店

人の手でしか出来ない研
磨がある！！

研磨品全般、オリジナル製品 オリジナル製品

126
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 長谷川シャッター工業　株式会社

〒510-0103　三重県四日市市楠町北五味塚337番地1
059-398-3311
059-398-3312
http://www.hasegawa-shutter.com
info@hasegawa-shutter.com
代表取締役　長谷川　達智

北伊勢上野信用金庫
塩浜

シャッターを造り続けて50
年。より良い製品造りを常
に考える姿勢を大切にし
ています。

標準的なシャッターでは取り付け出来な
いような状況にある場合に対して、オー
ダーメイドのシャッターをご提案します。

シャッター部品の生産 施工・営業

127
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック フォルカン工業　株式会社

〒518-0121　三重県伊賀市上ノ庄3362-3
0595-20-1026
0595-20-1020
http://www.nicoh-kk.co.jp
product2@vorrucken.co.jp
営業課　主任　山下　智広

北伊勢上野信用金庫
上野営業部

異形小ロット品を得意とし
ており見積回答も迅速。
CAD／CAM導入済で複雑
な形状にも対応可。

大型精密機械加工部品・大型製缶五面
加工部品・金型・チャンバー・破砕機部
品・工作機械部品・ポンプ部品等のマシ
ニング　センター・ボーリング・旋盤加工
全般

無し 無し

128
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 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
059-328-1321
059-328-1816

sugimoto@kouwakougyou.co.jp
杉本

北伊勢上野信用金庫
本店営業部

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。

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。

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。

129
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 東洋鋳鉄　株式会社

〒510-0832　三重県四日市市伊倉三丁目５－４０
059-351-6119
059-353-1521
http://www.toyochutetsu.co.jp
officetoyo-somu@fuga.ocn.ne.jp
総務部　部長　飯田　祐子

北伊勢上野信用金庫
本店

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

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

130
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　北岡鉄工所

〒518-0809　三重県伊賀市西明寺2231
0595-26-2555
0595-26-3456
http://www.ktok-iw.co.jp
k-mail@ktok-iw.co.jp
営業部　部長　瀧本　理起

北伊勢上野信用金庫
緑ヶ丘支店

可『脳』は有っても　不可
『NO』は無し

各種金属製品の加工はもちろんです
が、難加工材や新素材への加工にも挑
戦しています。また、貴社で使用いただ
ける弊社オリジナル工具の提案や提供
も可能です。

新素材・新工法・工具のご提案は大歓迎
です。
また、工場内の５Sや環境改善に繋がる
ご提案等も是非お願いします。

新しい事に一緒に挑戦し
て頂ける企業を探しており
ます。

13
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131
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　中村製作所

〒512-8061　　三重県四日市市広永町1245
059-364-9311
059-364-8836
nakamuraseisakusyo.co.jp
t.yamazoe@mbe.nifty.com
山添卓也

桑名信用金庫
大矢知支店

中物～大物の丸物の旋
盤、マシニング、研磨、５
軸加工、３次元測定等の
一貫製作対応ができま
す。

短納期加工案件：試作等で短納期で必
要とされる材料無垢からの削りだし案件
や、量産加工品で工程が多数あるもの
を複合加工機で工程集約し、納期短縮
対応が出来ます。

132
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　カミムラ

〒510-8033　　　三重県四日市市下さざらい町4-16
059-365-7680
059-365-7681
http://www.tomida-tookakai.com/list/49.htmｌ
kami329@m4.cty-net.ne.jp
代表取締役　上村哲仁

桑名信用金庫
大矢知支店

自動車関連の金型部品加
工及び専用機部品加工を
主とする。

金型部品加工（ダイキャスト、インジェク
ション、プレス）　　　　専用機部品加工

133
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 有限会社　近藤製作所

〒512-0906　三重県四日市市山之一色町2442番地の2
059-333-5000
059-333-5017

kss-5000@m7.cty-net.ne.jp
代表取締役　　近藤 孝弘

桑名信用金庫
大矢知支店

小径の金属切削加工をNC
旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・複合
加工機を複数台揃え量産
部品加工を行ってます。

小径(～φ100)の鉄系・ｽﾃﾝﾚｽ・ｱﾙﾐ材の
機械・自動車等の量産切削部品加工。

加工用冶具、検査用冶具の設計製作を
行っていただける企業を探しています。

134
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック エバ工業　株式会社

〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉339番地1
0594-86-1500
0594-86-1777
http://www.eba.co.jp
Takumi_Hattori@eba.co.jp
服部巧

桑名信用金庫
本店営業部

10年・20年経ってもお客様
に安心して使っていただけ
るものづくり

工場生産性の向上にむけた製法システ
ムのトータルな提案と最新設備の提供。

135
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 中央精密　株式会社

〒511-0068 三重県桑名市中央町4-13
0594-22-3427
0594-21-6958
http://www.chuo-seimitsu.jp
info@chuo-seimitsu.jp
専務取締役　　加藤　浩司

桑名信用金庫
本店営業部

CNC自動旋盤による各種
金属精密部品の製造。
ISO9001認証取得工場。

複合加工を含むφ3～φ20までの金属
製品。自動車部品、工作機械部品、住
宅設備部品、建築機械部品　等の量産
品。

小ロット金属部品の表面処理(各種メッ
キ、酸洗い　等)。
※要検査成績書

136
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 株式会社　タクト

〒511-0041 三重県桑名市外堀９９
0594-22-1114
0594-22-1724
http://www.k-tact.co.jp
tact@k-tact.co.jp
中村　豊子

桑名信用金庫
本店

作業環境改善に挑戦！
人とモノに優しいゴム砥石
を提供しています。

ゴムの弾性を活かした 二次バリ無しの
バリ取り.Ｒ面取り.研磨仕上げに最適な
ゴム砥石
【セラミックラバーポリッシャー】

137
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 辻内鋳物鉄工　株式会社

〒511-0854　三重県桑名市西別所40
0594-22-3355
0594-22-0155

tsujiuchi.yoshiki@a-net.email.ne.jp
辻内善紀

桑名信用金庫
馬道支店

弊社は、500年以上前から
始まり現在では、鋳物-機
械加工-組立－完成機器
の一貫生産を行っておりま
す。

鋳物・ロストワックス・アルミダイキャス
ト・機械加工・プリント基板・巻線作業・ワ
ニス作業・組立作業

弊社業務の生産にご協力していただけ
る企業様

鋳物・ロストワックス・アル
ミダイキャスト・機械加工・
プリント基板・巻線作業・ワ
ニス作業・組立作業

138
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 有限会社　ハチスカテクノ

〒497-0048 愛知県蟹江町舟入一丁目50番地
0567-95-3708
0567-95-3764
https://www.hachitec.jp/
m-hachisuka@hachitec.jp
蜂須賀　稔

桑名信用金庫
蟹江支店

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、ワイヤ加工、全
加工に対応します。

・ワイヤ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。

・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。

マシニング加工・旋盤加工
をして頂ける企業を探して
います。

139
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 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
059-396-3338
059-396-3337

okuto.industry@space.ocn.ne.jp
代表取締役　吉田　裕一

桑名信用金庫
生桑支店

主に金属容器、台車等を
製作しております。試作一
台、製造一台から量産品
まで一貫生産対応させて
頂きます。

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）企業様を探しております。

量産品を製造する際の溶接において、
ロボット溶接を保有している取引先が不
足しております。ロボット溶接を保有して
いる企業様を探しております。

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。

140
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　斎藤金型製作所

〒511-0118
三重県桑名市多度町御衣野字天ノ子4417-3
0594-49-2822
0594-49-3636
http://www.saitokanagata.co.jp
k-saito@saitokanagata.co.jp
斎藤清司

桑名信用金庫
本店営業部

主に自動車用の鋳造金
型、ダイカスト金型の設
計・製作を得意としていま
す。

鋳造用金型、ダイカスト金型製作
弊社内で3D設計をしていますが、繁忙
期に3D設計を協力して頂ける会社を探
しています。

14
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141
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　佐藤工業所

〒511－0854 三重県桑名市大福寺跡366番地
0594-21-9434
0594-21-5458
http://www.st-k.jp/
h-nishikunihara@st-k.jp
西国原　宏秋

桑名信用金庫
本店

“マザーマシン”と呼ばれ
る工作機械の部品を中心
に、製図から加工、表面処
理、仕上げまでトータルに
対応

炭素鋼、鉄系鋳物を中心に中物（φ50
～φ1000）サイズの材料調達、機械加
工、表面処理、測定までを受注したい

短納期・低価格・高精度を
モットーにしている、アライ
アンス企業を探しています

142
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 有限会社　東海マシンシステム

〒511-0212　三重県いなべ市員弁町平古386
0594-74‐4088
0594‐74‐4056
http://www1.ocn.ne.jp/～tms/
tms4088@plum.ocn.ne.jp
専務取締役　牧野　吉樹

桑名信用金庫
員弁中央支店

お客様に信頼される「もの
づくり」で、ニーズに応える
ことをモットーにしていま
す。

精密小物部品加工で（φ3～φ25）の加
工、複合加工及び長ものシャフト類の量
産加工等を得意とし、鉄をはじめステン
レス、真鍮、アルミ等様々な材質での対
応が可能。

ねじ切り加工、センタレス研磨加工等の
加工先を探しています。

アイデア商品開発等、定
期的に情報交換を行なっ
て頂ける企業を探していま
す。

143
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者

株式会社　マルデ鋳器
（いなべ市商工会）

〒511-0225 三重県いなべ市員弁町西方538‐2
0594-74-5613
0594-74-4839
http://marude-chuki.co.jp
info@marude-chuki.co.jp
専務取締役　出口大介

桑名信用金庫
員弁支店

薄物鋳物製品を得意とし、
生産から完成品まで自社
で行い、品質の高い製品
を造る努力をしておりま
す。

業務用ガスコンロ及び鋳物製品の販売・
製造

新商品のアイデア等 新商品開発

144
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　伊藤鉉鋳工所

〒511-0838 三重県桑名市大字和泉247番地
0594-22-2265
0594-22-5195
http://ito-gen.jp
itogenchukosho@chorus.ocn.ne.jp
伊藤　允一

桑名信用金庫
本店営業部

日本唯一のケトルベル
メーカー。お客様の健康の
サポートをお手伝いしま
す。

くわな鋳物のブランドを全国に発信。ケト
ルベルを活用頂ける取引先を探してい
ます。

スポーツジム、スポーツ用
品小売店等、同社の商品
を販売、活用頂ける企業
を探しています。

145
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　ちなみ

〒510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草5580-2
059-391-0082
059-391-0160
http://www.tinamiin.com/
allchinami@chinami.co.jp
金田　真知子

桑名信用金庫
員弁支店

金属加工＋研磨加工＋電
気亜鉛ﾒｯｷ

金属加工の一括受注、長尺物、難ﾒｯｷ
の受注

板金・切削・溶接・ﾚｰｻﾞｰ曲げ加工 金属加工

146
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 有限会社　星野ステンレス

〒510-8111　三重県三重郡川越町当新田457
059-364-1014
059-364-7072
https://www.hoshinosus.com/
hoshinosus@jewel.ocn.ne.jp
専務取締役　星野 友成

桑名信用金庫
朝明支店

看板、建築金物、装飾品
金物等の製作・施工。ス
チール、ステンレス、アル
ミ等多品種・少量生産に特
化。

熟練工による材料から製品化まで社内
一貫生産。看板縦12ｍ×幅2ｍ×厚み1
ｍまで可能。建築金物・装飾品金物の製
作、各種加工ついてもご相談ください。

レーザー加工。
焼付塗装。

147
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 ケイアールエム　株式会社

〒511-1125
三重県桑名市長島町源部外面320番地の4
0594-41-0236
0594-41-0237
http://krm-co.cm/
krm@chive.ocn.ne.jp
國吉　好美

桑名信用金庫
長島支店

不良ゼロ・クレームゼロを
目指し、短納期・高精度な
加工を品質目標としており
ます。

●樹脂・金属等3次元形状を主に精密切
削加工試作1個から量産まで、●複合旋
盤量産品、●3Dプリンター16μ積層　樹
脂・ゴム材での造形品、●受託測定

半導体・医療機器。OA機
器・自動車等精度を求めら
れる切削加工部品を委託
したい企業を探しておりま
す。

148
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 城田鋳工　株式会社

〒511-0944　三重県桑名市芳ヶ崎1513番地
0594-31-3221
0594-31-3220
http://www.shirota-chuko.co.jp/
shirota-d@shirota-chuko.co.jp
代表取締役社長　城田　大資

桑名信用金庫
星川支店

鋳物調達で下記のような
課題を抱えたメーカー様
に、弊社は独自の事前対
応によって貢献することが
できます。

■鋳造品(FC・FCD)の新規設計でお困り
である。
■現在、仕入れている鋳造品の見直し
を検討している。

■鋳物素材の加工　モータフレーム、ブ
ラケット　サイズ：枠番160枠以上
■小物小ロットの鋳造品　単重20㎏未
満　最小5台ロット

加工メーカー様との強力な
パートナー関係の構築。
※ビジョン（目標）達成を共
に目指せる関係

149
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　真成

〒455-0855 愛知県名古屋市港区藤前1-850
052-303-1161
052-303-7733

ofc-sinsei@trad.ocn.ne.jp
出口　浩史

桑名信用金庫
中川支店

鋼材販売・鉄骨製作・施
工・機械据付・製缶品製作
と多様な業務に携わって
います。

一般鋼材・特殊鋼切断品、製缶品・機械
部品製作、鉄骨・機械据付工事

鉄骨・機械据付の現場施工を請負って
いただける企業を探しています

鉄骨施工図作図をしてい
ただける企業

150
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 三重大和工業　株式会社

〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井2612番地
0594-77-0247
0594-77-1682

m-daiwa@m3.cty-net.ne.jp
今　美也子

桑名信用金庫
員弁支店

各種部品・パーツの専用
パレット（台車）を一貫生産
で提供します。

製造部品等の収納・運搬・保管するパ
レット（台車）を個別の要望に応じ、設計
から製造まで一貫生産します。

汎用パレット（台車）の量
産生産が可能な企業

15
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151
④ものづくり
（金属、機

械）

ガイド
ブック 株式会社　大安製作所

〒511-0264
三重県いなべ市大安町石榑東字畑鴫1840
0594-78-1881
0594-78-1882
http://www.daian-ss.co.jp/
contact@daian-ss.co.jp
南部　洋一

桑名信用金庫
員弁支店

実用性・経済性を追求した
独自技術で超精密加工部
品を提供

主に自動車向け・家電向けの加工部品
を切削加工・研削加工を
駆使して極めて高精度・安価・高品質で
ご提供いたします。

152
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 朝明精工　株式会社

〒512-8064
三重県四日市市伊坂町1636-8【伊坂事業所】
059-363-2263
059-363-2265
http://www.asake.com
a.urata@asake.com
浦田　明成

桑名信用金庫
川越支店

国内外の大手自動車メー
カーや部品メーカーの工
場で活躍する専用FA機械
を各種製造しています。

・FA機械・装置・検査機などの構想～設
計～製造～納品～据付までの一貫加工
機械や省力化機械。
・既存機械のオーバーホールや改造、自
動化など。

・機械、電気設計の外部委託先
・機械製品の専用部品加工（フレーム、
架台、搬送冶具等）

153
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 有限会社　北辰工業所

〒939-1118　富山県高岡市戸出栄町４５－５
0766-63-5538
0766-63-5539
http://www.hoxsin.com
info@hoxsin.com
定塚　康宏

高岡信用金庫
戸出支店

鋳物の魅力を生かした商
品作り、伝統を生かした新
しいスタイルの鋳物製品を
提案している企業です。

伝統工芸「高岡銅器」の鋳物技術によて
生み出された、美しい鋳肌を持つ、現代
のライフスタイルに調和する洋食器で
す。素材はアルミ製でテフロン加工が施
されている。

154
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 国立大学法人　名古屋工業大学

〒444-8555　名古屋市昭和区御器所町字木市29番
052-735-5627
052-735-5542
http://tic.web.nitech.ac.jp
c-socc@adm.nitech.ac.jp
梶川　秀親

これからの社会を支える
ロボティクス/IoT関連技術
シーズの紹介

センシング／メカトロ制御／画像処理／
VR 等、今後のロボット社会の中核とな
る名古屋工業大学の技術シーズ

名古屋工業大学のロボティクス技術を
活かして、新商品／新サービス／新規
事業を開発・展開したい企業との連携

共同研究、共同開発

155
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 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
0561-53-7159
0561-53-7153
http://www.yuai-seiki.co.jp/
kazu-m@yuai-seiki.co.jp
水野　一路

東春信用金庫
守山支店

当社は、海外も含めた連
携で開発・研究・加工の取
り組みを行っています。

①試作品共同開発、②加
工技術の勉強会・研究活
動、などに共感し参画いた
だける仲間を募集していま
す。

156
④ものづくり
（金属、機

械）
出展者 愛知県田原市

〒441-3492　愛知県田原市田原町南番場30-1
0531-23-3549
0531-23-0669
http://tahara-industry.idct.org
http://tahara-industry.idct.org
企業立地推進室　主任　彦坂洋二郎

臨海工業団地の分譲用地
を販売中。各種奨励金や
土地リース制度などで多
様な企業ニーズに対応し
ます。

ニーズに応じた区画分割や、土地リース
制度の活用が可能な大区画の分譲用地
や、田原公共ふ頭に隣接し中小企業の
進出に適した小規模区画の分譲用地を
紹介します。

製造業に限らず様々な分
野の企業様との情報交換
を求めています。

157
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 国際電業　株式会社

〒466-0054　愛知県名古屋市昭和区円上町27-14
052-871-6621
052-889-1153
http://www.kdengyo.co.jp
kumazaki@kdengyo.co.jp
熊崎　忠幸

岐阜信用金庫
名古屋支店

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

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。

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。

158
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 合同会社　アポロ

〒458-0001　愛知県名古屋市緑区梅里2-166
052-878-5162
052-878-5167

apollo.yogo@gmail.com
余吾　宗信

岐阜信用金庫
浅井支店

一般用としてもサイン用と
しても使えるオールマイ
ティなLED照明

国内生産だからできる、施工現場に合
わせた納品が可能です！様々な用途で
活用できるLED照明。

159
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 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
0574-67-5599
0574-67-5513
http://www.kutami.co.jp
m-okada@kutami.co.jp
岡田　稔

東濃信用金庫
兼山支店

電子基板の実装及び電子
機器の組立/電子機器の
受託開発

①電子基板の実装及び電子機器の組
立のご依頼
②IoT製品を中心とした受託開発（開発・
試作・量産）のご依頼

IoT関連の製品開発に伴う
アプリの開発を含めたIT企
業様

160
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 株式会社　エーステック

〒434-0036　静岡県浜松市浜北区横須賀747
053-584-2000
053-584-2001
http://www.acetec.co.jp
k-kishi@acetec.co.jp
岸　嘉津幸

浜松信用金庫
追分支店

少量の試作から大量生産
まで、プリント基板の設計
～実装までお手伝いさせ
て頂きます。

プリント基板に関する「パターン設計」
「部品調達」「実装」まで

16
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161
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック アート電子　株式会社

〒433-8104　静岡県浜松市東三方町23-5
053-439-7411
053-439-7415
http://www.art-denshi.co.jp/
info@art-denshi.co.jp
営業技術チーム　日内地隆行

浜松信用金庫
初生支店

プリント基板の基本設計
（ハード・ソフト）からＳＭＤ
の実装、組み付けまでを
トータルにサポートしてい
ます

ハード開発・回路設計（高周波/アナログ
/デジタル）、ソフト開発、パターン設計、
シミュレーション、プリント基板製造、部
品実装、電気検査、組付け

ソフト開発、プリント基板、電子部品、
ハーネス加工、特殊実装

パターン設計、特殊実装な
ど、御協力いただける企業
を探しています。

162
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 Ｏｎｅ　Ｌeaｆ

〒421-0201 静岡県焼津市上小杉887-45
054-631-4165
054-631-4165

oneleaf@apost.plala.or.jp
奥野

焼津信用金庫
大富支店

お客様の要望に沿った制
御盤の設計・製作
LED植物工場装置の販
売・施工、植物・農産物の
生産販売

・製造現場におけるFA化の要望に応え
る制御盤の設計・製作
・LED植物工場装置の販売・施工
・LED菜園にて栽培した、植物・農産物
の販売

LED植物の生産に興味が
ある事業者様。LED植物
生産工程のオートメーショ
ン化の研究。

163
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック 株式会社　テックシード

〒431-0451　静岡県湖西市白須賀6279番地
053-579-1855
053-579-1824
http://www.kk-techseed.co.jp
hayashi@kk-techseed.co.jp
代表取締役　林　正和

豊橋信用金庫
湖西支店

部品調達から完成品ま
で、電子機器製造承りま
す。提携先との連携によ
り、各種設計開発も可能で
す。

各種、基板実装・筐体組立配線・ハーネ
ス加工等、電子機器全般の製造を承り
ます。部品調達、設計（ソフト・ハード）、
基板アートワークも対応可能です。

164
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 株式会社　片山電子

〒440-0091　愛知県豊橋市下五井町南屋敷19番地
0532-54-4605
0532-54-4620
http://www.katayamadneshi.co.jp
info@katayamadenshi.co.jp
片山　博司

豊橋信用金庫
下地支店

電子回路・プリント基板の
設計・実装を行っており、
最短1日から対応可能で
す。

短納期の試作基板実装、小・中ロット量
産対応を得意としており、基板設計・部
品手配～納品までサポート致します。メ
タルマスク無し、バラ部品での実装も対
応可能です。

165
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック オーエフ電装 株式会社

〒491-0828　愛知県一宮市伝法寺五丁目１４番地１４
0586-76-8516
0589-76-8517

ofd-k-kimata@arrow.ocn.ne.jp
木全 一隆

いちい信用金庫
おりづ支店

自由な発想から生まれる
アイデアを製品化してお客
様のニーズにお応えしま
す。

実装からディップ、ユニット組立までの一
貫生産で試作及び少量生産からでも対
応出来ます。ディップ工程での製作ノウ
ハウ自信あります。

ファンクション検査治具などの設計製作
を短納期で受けていただけるところ

ハード設計、ソフト設計の
協力をしていただけるとこ
ろ

166
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック 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
052-723-6315
052-723-6305
http://www.denshikiban-lab.jp/
info@zuiryo.co.jp
執行役員工場長　渡邉将生

瀬戸信用金庫
大曽根支店

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

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。

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。

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。

167
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 株式会社　ファインテック

〒471-0846　豊田市田代町3丁目１９番地１６
(0565)37-8618
(0565)37-8616
http://e-finetec.co.jp
egawa@e-finetec.co.jp
元山　和江

豊田信用金庫
元町支店

設備業、美容業の異業種
が融合する事で、よりよい
製品作りに取り組んでいる
会社です。

RECOは定期的なﾒﾝﾃﾅﾝｽを行い、生ご
みを分解し良質土壌改良材を作り出しま
す。生ごみを燃やすよりもその土壌改良
材を使って無農薬野菜の栽培も可能で
す。

環境循環システムに興味
のある企業を探していま
す。

168
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 邦田工業　株式会社

〒485-0075　愛知県小牧市大字三ツ渕字惣作1300
0568-73-7161
0568-73-7198
http://www.kunita-kogyo.co.jp
yoshida@kunita-kogyo.co.jp
吉田　英樹

東春信用金庫
小牧西支店

プリント配線板メーカーとし
て製品開発の段階からお
手伝いいたします。

プリント配線板・設計及び実装 新商品の企画・開発

LEDを使用した製品をお考
えのお客様。
今後、プリント基板を使用
したいお客様。

169
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック 有限会社　東栄電機工業所

〒510-8125　　三重県三重郡川越町北福崎5番地
059-365-2525
059-365-1817
http;//toei-mie.com/company
toei-mie-kawagoe@royal.ocn.ne.jp
稲垣　明将

桑名信用金庫
朝明支店

高圧ステーターコイル製
作、コイル入れ及び接続
工程まで、試作・量産対応
できます。

巻き線、高圧コイル制作。
バーコイル絶縁。
ナマコ：400～1700mm　亀甲：350～1400
ｍｍ　ピッチ：50～430mm　開き角度：0
～140°

・高圧ステーターコイル抜き取り作業。
・真空処理、乾燥。

170
⑤ものづくり
（電気、電

子）

ガイド
ブック 株式会社　シンテック

〒512-1205 三重県四日市市平尾町３８５－１
059-327-0033
059-327-0039

ishikawa@sintec-corporation.jp
取締役　石川　一隆

桑名信用金庫
生桑支店

お客様に満足いただける
様な地域サポーターを目
指しております。

制御盤の製作、現地工事の受注会社を
探しております。　　　　　　　機械設計、
加工、組付け等の受注会社を探しており
ます。

電機機械メーカーの特約店として三重県
の北勢地区を中心に活動しております。
また、設備の構築、移転、改造等のシス
テム受注にも力を入れております。

制御盤製作、機械設計加
工等について、現地工事
や組付けを行っていただ
ける業務協力会社を探し
ております。

17
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171
⑤ものづくり
（電気、電

子）
出展者 沖電気工業　株式会社　中部支社

〒460-0003
名古屋市中区錦1丁目11番20号（大永ビル6F）
052-201-7005
052-231-0109
http://www.oki.com/jp/
motojima644@oki.com
本島 康史

ＯＫＩは社会インフラを支え
る企業として、お客様から
信頼されるグローバル
パートナーを目指します。

「ＯＫＩ情報通信沼津工場」における生産
受託サービスのご紹介
１．プリント基板／装置（筐体）の実装／
組立て生産受託
２．プリント基板／装置（筐体）の設計受
託

172
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　タカハラコーポレーション

〒452-0487　名古屋市西区野南町3番地
052-504-3371
052-504-3372
http;//www.takahara-corp.jp
k-sawada@takahara-corp.jp
澤田和基

岐阜信用金庫
平田支店

商品は超耐久ﾌｨﾙﾑ＆ｼｰﾄ「bBaﾋﾞﾊﾞ」で
特許技術で作られた開発商品です。床
面に貼っても傷が付きにくく、長期に渡り
美観が保てる製品です。

工場関係、大型施設お客
様に提供したいと考えてお
りますので、商社様、代理
店様を希望します。

173
⑥ものづくり
（その他）

出展者 昭和商事　株式会社

〒500-8703　岐阜県岐阜市香蘭１丁目１番地
058-255-3345
058-252-3179
http://www.showa-con.co.jp/shoji/
sasakito@showa-con.co.jp
佐々木　利夫

岐阜信用金庫
本店営業部

海外調達鋳物、国内外食
品、国内外各種旅行、イン
バウンド旅行手配、エコ商
品等の販売。

困った事はお任せ下さい。輸出入業務
のトータルサービスを経験豊富なスタッ
フが解決いたします。インバウンド旅行
者へホテル、料理を提供したいとお考え
の方ご相談下さい。

日本製にこだわった商品を開発・製作し
ている企業様、海外からの旅行者へ日
本独特の商品を販売したいとお考えの
企業様。この商品売れるのかな？っと
思ったらご相談下さい。

174
⑥ものづくり
（その他）

出展者 汎陽科学　株式会社

〒501-3145
岐阜県岐阜市芥見野畑３丁目５８番地の５
058-241-2401
058-241-2287
http://www.hanyokagaku.com
ibuki@hanyokagaku.com
井上健太郎

岐阜信用金庫
美江寺支店

「土壌改良剤」と「植物活
性剤」のメーカー。国際機
関APO認定、特許取得、
発明奨励賞、他多数受
賞。

①世界中の農地に普及させるため、農
業に直接関わりのある輸出に強い企業
様を募集しております。②国内での販売
代理店様も募集。

175
⑥ものづくり
（その他）

出展者 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
052-798-9666
052-798-3687
http://www.shikishimasangyo.co.jp
nagoya-s@shikishimasangyo.co.jo
中井　伸好

岐阜信用金庫
守山支店

販売促進効果抜群のノベ
ルテイやバッグ等OEM生
産、他社と差別化したアイ
ティムをご提案致します。

◆企業PRグッズ
バッグ・ポーチ（オーダーメイド・規格品）
OEM生産（タオル・フィギュア・タペスト
リー・ティッシュ等）

176
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　五合

〒486-0807　愛知県春日井市大手町4-8-10
0568-35-2001
0568-35-2018
http://www.gogoh.jp
infogogoh@gogoh.jp
木村　航

岐阜信用金庫
春日井支店

親水性無機塗料「ゼロ・ク
リア」、工場内の天井ク
レーン安全システム「zen」
の開発・製造・販売

金属等の表面の汚れ、傷対策に「ゼロク
リア」、天井クレーンの安全・効率化に
「zen」を提案します。ぜひ一度ご相談下
さい。

177
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　名栄社

〒452-000822
愛知県名古屋市西区中小田井四丁目271番地
052-501-5919
052-501-5976
http://www.meieisha.co.jp
info@meieisha.co.jp
営業本部長　兼　常務取締役　　山田　実

岐阜信用金庫
名古屋支店

銘板製造技術に裏打ちさ
れた「超」高圧成形で、欲
しかったデザインをカタチ
にします。

部品形状に対して、高い位置精度での
加飾が必要な成形印刷フィルム（文字入
れ、文字替え、透明窓、メッキ代替用
途、電波透過性を必要とするものなど）

伸びの良いスクリーン印刷インキ、印刷
適性と成形適性の高いプラスチックフィ
ルム、低廉な価格で耐熱・耐圧力性能
が高い三次元金型またはその代替品

連携を密にとれる、射出成
形技術をお持ちの企業
様、二次元データを三次
元化する技術をお持ちの
企業様

178
⑥ものづくり
（その他）

出展者 有限会社　ダルヴィス

〒501-6331　岐阜県羽島市堀津町横手3丁目60
058-398-3881
058-398-3835
www.dlvis.com
884@dlvis.com
代表取締役　林　良典

岐阜信用金庫
東羽島支店

本物の革の風合いを最大
に生かした純日本製レ
ザーベルト「羽島ベルト」を
自社で製造販売していま
す。

革の加工からバックルまで全て日本製
に拘った本物のレザーベルト、財布等の
革小物を製造販売しており、「羽島ベル
ト」を広く展開してくれる先を探していま
す。

新商品の企画・マーケティ
ングを行ってくれる業者と
の提携を希望しています。

179
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 株式会社　ビトケン

〒480-0304　愛知県春日井市神屋町654-207
0568-88-8778
0568-88-8338
http://www.bitoken.co.jp
info@bitoken.co.jp
代表取締役　白井　康好

東濃信用金庫
坂下支店

濃縮植物性複合酵素。ビ
トケン酵素は含有成分が
すごい！しかも美味しく飲
みやすい酵素。

飲みやすく性能の優れたビトケン酵素及
び特徴ある自然派ビトケン化粧品の卸
または販売をして頂ける取引先を全国
に求めています。現在主に全国の薬局
を中心に流通してます。

180
⑥ものづくり
（その他）

出展者 丸太石陶材 株式会社

〒507-0901　岐阜県多治見市笠原町744-4
0572-43-3303
0572-43-4851
http://www.marutasekitouzai.co.jp/
info@marutasekitouzai.co.jp
大岩　永政

東濃信用金庫
笠原支店

大理石・御影石加工販売
ウォータージェットカット

・大理石、御影石の加工製品
・タイル、耐火物等の建材加工
・どんな素材でも切ってしまうウォーター
ジェットカッティングシステムを使用した
切断加工

18
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181
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 有限会社　エナ自動車ガラス

〒509-7021　恵那市大井町２１９４－１７５
0573-25-5477
0573-20-1113

ena-glass@rondo.ocn.ne.jp
松原　慎

東濃信用金庫
恵那支店

日本自動車ガラス販売施
工業協同組合の認定技術
者が施工しますので、安
心・確実な品質をお約束し
ます。

国内外自動車硝子販売施工・ボディー
コーティングなど

182
⑥ものづくり
（その他）

出展者 マルヘイ　株式会社

〒501-3601　岐阜県関市上之保15147
0575-47-2323
0575-47-2325
http://maruhei.ocnk.net/
maruhei@kaminoho.jp
吉田　耕治

関信用金庫
本町支店

地域の皆様のお役に立て
るよう各種サービスをお届
けしております。

ゆずクリーム(オールインワン化粧品)を
販売して頂ける取引先を探しています。

各種ご相談にのらせていただきます。
そのほかの当社取扱商品
に関する取引先も探して
おります。

183
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　１５６物産

〒501-4101　岐阜県郡上市美並町上田１５５４－１
0575-79-2358
0575-79-3893
http://www.156b.biz
info@156b.biz
石田宏樹

八幡信用金庫
美並支店

全国の高速道路ETCレー
ンでおなじみの「エアー式
ゲートバー」の製造販売を
行ってます。

全国の高速道路で導入されている「エ
アーバー」ことエアー式ゲートバーを一
般駐車場や工場などのゲート向けに販
売しております。長さやカラーなどオー
ダー対応可能です。

エアー式ゲートバーの代
理店提携募集

184
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　向田工業所

〒421-1121　静岡県藤枝市岡部町岡部１８２６－１
054-667-7000
054-667-7001
http://www.mukaida.co.jp
host@mukaida.co.jp
代表取締役　向田　博

しずおか信用金庫
藤枝水守支店

アルミ板を加工し、搬送箱
を製造販売しています。
小ロットの特注品を得意と
しています。

アルミ製の各種搬送箱・保管箱
アルミ製クリップボード
投票箱などの選挙用品

搬送・保管業務を主とした
企業様、
または、それらの業界に精
通した企業様

185
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　エクタス

〒422-8058　静岡県静岡市駿河区中原582-1
054-285-7888
054-285-8010
http://www.extas.co.jp
info@extas.co.jp
取締役社長　稲田　秀明

しずおか信用金庫
新川支店

3Dデータを活用した開発・
試作の専門集団です。

3次元CAＤ/CAMでの設計・3Ｄプリン
ターやNC工作機での試作専門集団で
す。お客様のより良い製品開発を1点か
ら製作可能です。

弊社の資材調達や業務向上を提案して
いただける良きパートナーを探していま
す。

186
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　キラメイク

〒426-0021　静岡県藤枝市城南1丁目５－８
054-639-7022
054-639-7032
http://kirameiku.jp/
k.otsuka@kirameiku.jp
大塚克典

静清信用金庫
藤枝支店

あらゆるプラスチック製品
を高技術、高品質にて提
供させて頂いております。

プラスチック製品（ブロー成形品、射出
成形品、ウレタン加工品）

187
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　アートクリエイション

〒435-0047　静岡県浜松市東区原島町448
053-463-3306
053-463-3371
https://www.artc.co.jp
info2@artc.co.jp
鈴木　繁

浜松信用金庫
原島支店

メーカーだから出来る多彩
なアレンジやグリーン。カ
タログ外のお試し商品等を
販売・展示いたします。

約400種類のアレンジやグリーンで空間
イメージを楽しんでみませんか。店舗や
公共施設、レジャー施設など人が集う場
所の装飾プランにも効果的なアートグ
リーン。

自社ブランド光触媒人工
植物『光の楽園』を定期的
に販売していただける企
業を探しています。

188
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　フクダサインボード

〒433-8112　静岡県浜松市北区初生町688-7
053-437-0777
053-437-3094
http;//www.fukuda-sign.net/
fukuda23@inh.co.jp
福田　大樹

浜松信用金庫
初生支店

ＬＥＤ内蔵の文字「リーズン
サイン」は配線不要。フッ
クに引っ掛けるだけのサイ
ン

ＬＥＤに関することならお任せください

189
⑥ものづくり
（その他）

出展者
株式会社　サンケミカル

REXARD JAPAN　株式会社

〒416-0931　静岡県富士市蓼原1084-1
0545-66-3338
0545-66-3339
ｈｔｔｐ://www.s-chemical.co.jp/
yarita@s-chemical.co.jp
五十嵐　秀一

富士宮信用金庫
吉原支店

自動車等の樹脂成形品製
造技術を応用し、自転車
の事故防止を目的としたﾌ
ﾗｯｼｭｻｲｸﾙを開発しまし
た。

自転車の事故防止を目的とした反射
シート、及びファッション性の高い自転車
のフェンダー・チェーンカバー等の加工
用アイテム　真空成形機を利用する業
務

190
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　モールド技研

〒434-0002　静岡県浜松市浜北区尾野2274-8
053-582-2422
053-582-2415
http://moldgiken.co.jp/
mold@za.tnc.ne.jp
有海　正人

磐田信用金庫
鹿島支店

顧客から信頼を得る試作
樹脂部品を「高精度」かつ
「ハイスピード」で提供

自動車関連の試作を中心とした射出成
形品、真空注型品、振動溶着品の製作
を、型、治具づくりから自社一貫製作で
対応いたします。

射出成型用金型・金型用部品の設計製
作
振動溶着治具・各種検査治具の設計製
作
真空注型品、樹脂切削、造形品の製作

19
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191
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　馬印

〒454-0011　愛知県名古屋市中川区山王三丁目
 　　　　　　　　１６番２７号
052-322-2811
052-322-3344
http://www.uma-jirushi.co.jp
info@uma-jirushi.co.jp
花嶋　扇加

愛知信用金庫
西大須支店

ホワイトボード専用書道
セット「筆タッチ」　透明
ボード他

メディアで紹介された「筆タッチ」、光を遮
らず小空間のオフィスにも最適な「透明
ボード」、黒板アート用としても使える各
種チョークを取り揃えております。

192
⑥ものづくり
（その他）

出展者 有限会社　エヌ・ケー・ケー

〒454-0013  愛知県名古屋市中川区八熊3-8-15
052-322-6110
052-322-6120
http://www.nkk‐inc.jp
den@nkk‐inc.jp
デン　真

愛知信用金庫
金山支店

広告写真撮影とパンフレッ
ト制作を行う広告制作会
社です。

愛知の祭文化を写真コンテンツとして販
売します。
各種イベントなどの集客コンテンツとして
利用、またはカレンダーなど販促アイテ
ムの制作もできます。

写真を活用した商品開発
例えば、写真から製作する刺繍、染め物
といったもの

国内外問わず、愛知の祭
を活用したイベントの企画
写真コンテンツを利用した
商品の企画開発、または
販売

193
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　フカミ

〒440-0081　愛知県豊橋市大村町桜島４３
0532-55-2663
0532-52-2416
http://www.kk-fukami.com/
info@kk-fukami.com
松村浩良

豊橋信用金庫
中央支店

明治38年創業、豊橋市の
サイン業者です。電気工
事業も取得しイルミネー
ションの企画、設計も行い
ます。

特殊効果を用いたイルミネーション装置
を開発しております。各種集客イベント
などでお役に立てるよう、機材レンタルも
しております。

各種装飾部材。
イルミネーション設置に関
わる電気工事

194
⑥ものづくり
（その他）

出展者 大三紙業　株式会社

〒441-3104　愛知県豊橋市雲谷町外ノ谷５５－１
0532-41-5111
0532-41-5118
http://www.daisan.com/
sinya@daisan-jp.co.jp
営業事業本部　課長　鈴木信也

豊橋信用金庫
二川支店

パッケージを製版から印
刷・ラミネートまで一貫生
産可能です。工業用の機
能材フィルムも開発対応し
ます。

新パッケージ「魅せ丸」（中身と素材を魅
せる！）フィルムへ機能性付与の提案
や、輸送機器組立ラインの省力化、コス
ト低減をフィルム・シート成形資材からご
提案します。

各種新素材、加工方法。
市場開発、製造開発など
で協力できる企業を探して
います。

195
⑥ものづくり
（その他）

出展者 日之出　株式会社

〒441-8027　愛知県豊橋市錦町122
0532-31-2237
0532-32-3440
http://www.hinode-net.com
yuriko-m@hinode-net.com
松本百合子

豊橋信用金庫
西支店

環境・安全・癒しをキー
ワードにした製品開発に
努力し続ける日本初の
モップメーカーです。

企業・団体等の創立・周年記念に贈る他
に無い記念品をお探しの皆様に、鮮明
な文字や絵柄が美しい「アニバーサリー
マット」をご提案いたします。

「アニバーサリーマット」のパッケージの
ご提案をお待ちしています。

「デザインマット」のニーズ
をお持ちの企業様との販
売提携を希望します。

196
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 株式会社　スズキブラシ

〒442-0856 愛知県豊川市久保町向田1-2
0533-88-3511
0533-88-3512
http://www.suzukibrush.com
suzukibr@nifty.com
専務取締役 井保呂　信

岡崎信用金庫
国府支店

あらゆる産業のブラシの
製造、販売を手掛け、機械
化により短納期、ご要望に
合った製品を納品いたしま
す。

植込みブラシが得意ですので、植込みブ
ラシでお困りの方は図面または現物を
送っていただければ、見積、製作致しま
す。もちろん、他のブラシでも問題ありま
せん。

ブラシ台を樹脂で製作する要望が増え
てきたため、Φ60～Φ90の1mで、中心
穴Φ17～Φ25のロールを製作できる
所。鉄、SUS軸の長尺旋盤加工ができる
所。

ブラシを製造、販売できる
ところ

197
⑥ものづくり
（その他）

出展者 マツモト印刷　株式会社

〒453-0856
愛知県名古屋市中村区並木1-301
052-411-4863
052-413-0648
http://printing.co.jp/
om@printing.co.jp
菊地　勇司

岡崎信用金庫
柳橋支店

自社媒体のぬりえ絵本「フ
ルーツ戦士オレンジマン」
を通じてオレンジリボン運
動啓発に取り組んでいま
す。

東海3県の幼稚園・保育園約1,400園に
14万部を配布しているフリーペーパー
「フルーツ戦士オレンジマン」への広告
掲載、着ぐるみショーなどイベントプロ
モーション

キャラクタータイアップ、
キャラクターグッズの開
発・販売

198
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　イケックス。

〒496-0943　愛知県愛西市森川町１番割７０
0567-24-1339
0567-24-1349
http://www.ikex.jp
masanori@ikeguchi-industry.com
池口正記

いちい信用金庫
佐屋支店

プラスチック・ゴム・精密成
型品の製造・販売

農業用資材（果実物流トレー・食品ト
レー）
工業資材（部品用物流トレー・緩衝材）
断熱・軽量化・吸音用部品

熱可塑性成型用シート
ダンボール・袋
真空成型用木型・樹脂型・アルミ型

プラスチック・ゴム・精密成
型品

199
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　高瀬金型

〒492-8328　愛知県稲沢市西島一丁目１３８番地
0587-36-0551
0587-36-5251
http://www.takasekanagata.co.jp
info@takasekanagata.co.jp
角館　宏幸

いちい信用金庫
萩原支店

金型からプラスチック部品
まで一貫した生産の製造
メーカー

金型設計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。

200
⑥ものづくり
（その他）

出展者 犬山商工会議所

〒484-8510　愛知県犬山市天神町１－８
0568-62-5233
0568-61-3986
http://www.inuyama-cci.or.jp
k.masahiro@inuyama-cci.or.jp
倉橋　正浩

いちい信用金庫
犬山支店

国宝犬山城の城下町で育
まれた製品・技術・サービ
ス等をご紹介いたします！
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201
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック クミカ工業　株式会社

〒494-0004
愛知県一宮市北今字十八丁三ノ切18番地の1
0586-62-7101
0586-62-7156
http://www.kumika.co.jp/
nicco@kumika.co.jp
西川　江美

いちい信用金庫
起支店

子ども用自転車ヘルメッ
ト・収縮式防災用ヘルメッ
トなど多数の商品を取扱う
プラスチックの総合メー
カー

高いデザイン性と衝撃性能最高グレード
を備えた子ども用自転車ヘルメット
「nicco」。Ａ4サイズ且つ薄さ45ｍｍに収
納可能な収縮式防災用ヘルメット「オサ
メット」。

202
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 株式会社　新工

〒496-8015　愛知県愛西市草平町草場214
0567-26-5113
0567-26-3014
http://www.shinkoh.jp
info@shinkoh.jp
祖父江　清史

いちい信用金庫
佐織支店

エンプラ等の樹脂加工品
やノベルティの製作

エンプラ等の樹脂加工品をメイン事業と
して、商社様や専用機メーカー様とのお
取引を拡大したいです。
また、ボールペンの名入れ等のノベル
ティ事業も行っております。

203
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　メカニカルデザイン

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5丁目31-10
052-731-6620
052-731-6628
http://www.mechanical-design.co.jp
info@mechanical-design.co.jp
岡崎総務　山田　愛

瀬戸信用金庫
今池支店

お客様の思いを形につな
ぐ製品設計、職場を楽しく
するアイデア商品を、ぜひ
ご覧ください。

・商品開発、特に設計を外部に委託した
い企業様
・設計の協力会社をお探しの企業様

204
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　オガワ

〒462-0819
愛知県名古屋市北区平安一丁目9番10号
052-911-5551
052-912-5511

t_ogawa@hikidemono.com
小川登美夫

瀬戸信用金庫
大曽根支店

記念品を取り扱う総合商
社

設立記念品・海外向けお土産　企画商
品

205
⑥ものづくり
（その他）

出展者 有限会社　林田電気システム

〒474-0046　愛知県大府市吉川町4-31
0562-47-0394
0562-47-0894
http://www.hayashida-d-s.co.jp
shuji@hayashida-d-s.co.jp
代表取締役　　林田　秀治

半田信用金庫
大府支店

創立以来お客様からご愛
顧を頂き、最善最良の
サービスを提供しておりま
す。

植物工場を運営されている企業。又は
農業をされている方。

中国、ベトナム、ASEAN等の食品事情に
精通し、既に販路を持っている企業。ま
た、自社の製品の販路開拓にご協力頂
ける企業。

206
⑥ものづくり
（その他）

出展者 ナガエ塗装　株式会社

〒445-0062 愛知県西尾市丁田町柳堂１４－２
0563-54-4868
0563-54-4865
http://www.nagae-toso.co.jp/
nagae-toso@katch.ne.jp
兵頭　直美

西尾信用金庫
本店営業部

お客さまの「頼んで良かっ
た」のためにこだわりま
す。

病院、高齢者施設、保育園等を新築・リ
フォームの際に、抗菌効果の高い特殊
塗料「アレスシックイ」の使用をご検討い
ただける建築業者様等を探しています。

207
⑥ものづくり
（その他）

出展者 有限会社　パーフェクト

〒443-0011
愛知県蒲郡市豊岡町殿門6-9
0533-69-3831
0533-69-4110
http://perfect-1.jp/
pafekto@festa.ocn.ne.jp
藤田

蒲郡信用金庫
三谷北通支店

お客様のニーズに細かに
お応えできるよう努力致し
ます。

循環型水耕栽培システムにより、上段で
有機野菜を育て、下段で魚を養殖するシ
ステムを販売しております。

208
⑥ものづくり
（その他）

出展者 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
052-824-7630
052-811-2023
http://www.ame-net.com/
matsuno-hiroshi@kyh.co.jp
松野　弘

蒲郡信用金庫
瑞穂通支店

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

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)

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。

209
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　エアロ

〒485-0051　愛知県小牧市下小針中島1-150-1
0568-65-7039
0568-65-7259
www.aeross.jp
m_kyogoku@aeross.jp
京極六十美

尾西信用金庫
一宮支店

航空機組立会社が造る画
像処理検査装置システム

画像処理検査システムのカスタム受注
検査装置の機械・電気設計を応援してく
れる企業

検査装置の機械・電気設
計を応援してくれる企業

210
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　ティエムエフ

〒491-0927　愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番５号
0586-81-0814
0586-81-0405
www.tmf-1995.co.jp
info@tmf-1995.co.jp
平松　聡

尾西信用金庫
一宮東支店

±０　寸法公差・ロス・顧客
要求　あらゆる誤差を限り
なく”０”に近づける企業
株式会社ティエムエフ

自社開発生産管理システムを用いて、
情報の見える化・IoTを活用し、ものづく
りのプロセスを共有します。各業種への
納入事例をもとにお客様のお困りごとを
解決致します。

・新素材（フィルム）の提案をいただける
企業様
・検査（カメラ）手作業の自動化をご提案
出来る企業様

IoTを活用した検査システ
ム・省力機械の製作メー
カー
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211
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 株式会社　マサル

〒452-0823　愛知県名古屋市西区あし原町３１７
052-982-9351
052-982-9357
http://masaru-3dp.com
m.cousei@crest.ocn.ne.jp
石本　幸生

中日信用金庫
平田支店

水圧、転写を通じて新しい
製品価値を提供します。

住宅設備内外装部品に加飾を計画して
いる企業様を探しています。

梱包資材及び副資材を調達していただ
ける企業様

弊社の技術を使っていた
だき、販売していただける
会社

212
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　トラスト

〒485-0058　愛知県小牧市小木５－４１７
0568-71-4560
0568-71-4717
http://www.web-trust.net/
info@web-trust.net
澤田幸孝

中日信用金庫
藤島支店

遊園地アトラクションや業
務用遊具の企画製作を行
う、ちょっと変わった会社で
す。

幼児でも安全に使える製品作りの経験
を生かし、分かりやすく使いやすいシス
テム開発を行います。どこに相談すれば
良いか分からないような”変な”ものをご
相談下さい。

一品物、小ロット品の製作を依頼できる
小回りの効く協力企業を探しています。
ジャンルは問いません。

既成概念にとらわれずア
イデアを具現化するのをお
手伝い頂ける企業様を探
しています。

213
⑥ものづくり
（その他）

出展者 株式会社　KOTOBUKI

〒464-0095
愛知県名古屋市千種区天満通2丁目35番地の2
052-721-9994
052-721-9990
www.kotobuki-kogyo.jp
niwase@kotobuki-kogyo.jp
庭瀬　寿洋

中日信用金庫
矢田支店

部屋と音響の知らなかっ
た、事実

音響の大切さを知って頂きたい。

214
⑥ものづくり
（その他）

出展者 アオテック　株式会社

〒485-0077　愛知県小牧市大字西之島1680-17
0568-71-2002
0568-70-1027
http://aotec.biz
info@aotec.biz
代表取締役　　青山　竜二

東春信用金庫
味岡支店

LED水耕栽培システム・３
D模型製作（各種）を異業
種企業様へご提案させて
頂きます。

水とLEDで野菜を育てる水耕栽培でオ
フィス緑化・３Dプリンターで高級感のあ
る住宅模型製作・コンセントひとつから
大規模電気工事まで全てを施工させて
頂きます。

215
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック イセテクニカル設備　株式会社

〒513-0854　三重県鈴鹿市末広北2丁目1-5
059-382-4570
059-382-5209
http://www.geocities.jp/isetecnikal/
isetetec@yahoo.co.jp
太田春樹

北伊勢上野信用金庫
鈴鹿支店

開発・品質試験の設備専
門　品質保証及び開発試
験でのデータ取　設計・提
案・製作・メンテ

開発・品質試験設備

216
⑥ものづくり
（その他）

ガイド
ブック 中部アド　株式会社

〒518-0825　三重県伊賀市小田町1396番地の43
0595-24-1531
0595-24-1532
http://www.chubuad.com
chubad@lilac.ocn.ne.jp
代表取締役　田中穣

北伊勢上野信用金庫
上野営業部

ふくらむものすべて！！か
たち自由自在！！お客様
の創造世界を実現しま
す！！

空気膜構造物全般、アドバルーン、広告
用バルーン、アート製作物、遊具など、
オリジナリティあふれるインフレータブル
（ふくらむもの）を企画、製作、設置いた
します。

3Dデータ（展開図）作成ソフト、溶剤系プ
リンター、膜材料（ターポリン、テント生
地、塩ビ生地など）、ドローン

アート展示、会場装飾にバ
ルーン使用することを一緒
に広めていただける企業
を探しています。

217
⑥ものづくり
（その他）

出展者 有限会社　ハダ

〒513-0809　三重県鈴鹿市西条４丁目１３９番地
059-383-0531
059-383-6226
http://www.hada-tsuriguten.co.jp/
shop@hada-tsuriguten.co.jp
羽田　建司

北伊勢上野信用金庫
鈴鹿支店

こだわりの施工でお客様
のニーズに対応。各地で
のリサーチを活かした商品
は進化しつづけておりま
す。

販路拡大の為、販売店様を探しておりま
す。

金属鋳造加工(試作、小ロット対応可能)
業者

218
⑥ものづくり
（その他）

出展者 ＯＫＫＯ真珠　株式会社

〒516-0014　三重県伊勢市楠部町１８０１
0596-27-5998
0596-23-7307
http://www.okko.co.jp
okko@arrow.ocn.ne.jp
吉村　渉

三重信用金庫
伊勢支店

日本国内で加工から製品
製作までを一貫して行って
いる真珠加工メーカーで
す。

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。

219
⑥ものづくり
（その他）

出展者 伊勢市産業支援センター

〒516-0021　三重県伊勢市朝熊町4383-469
0596-63-5677
0596-22-8851
http://sangyo.city.ise.mie.jp/
nakamura@ise-cci.or.jp
中村　　聖

三重信用金庫
業務部

伊勢市内企業のオリジナ
ル製品・商品・技術を展示

製品・商品の販路拡大、連携企業を探し
たい。

220
⑦食（食品、

食材）
出展者 奥長良川名水　株式会社

〒501-2801　岐阜県関市洞戸栗原２９１
0581-58-9011
0581-58-9010
http://www.okunagaragawa.jp
meisui@dream.ocn.ne.jp
中村

岐阜信用金庫
美山支店

水素に殻をまとわせる形
で水中に包含させる特許
技術でペットボトル入りの
水素水の開発に成功しま
した。

温めても凍らせても水素が逃げない為、
利用方法は飲用に留まらず、紛体にして
も性質が損なわれないので食品・化粧
品・健康食品などへ利用が可能です。

トータル物流業務（アウト
ソーシング）
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221
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　マルエイ

〒500-8152　岐阜県岐阜市入舟町４－８－１
058-245-0107
058-240-1985
http://www.maruei-gas.co.jp/
yamaguchi-h@maruei-gas.co.jp
おいしい水事業部　部長　山口広之

岐阜信用金庫
本店営業部

富士のバナジウム天然水
「カリメラの水」宅配事業

「カリメラの水」の販売事業者、販売代理
店を募集事業形態に合わせ①自社配達
事業者　②運送会社でのユーザーダイ
レクト輸送事業者　③ご紹介営業として
の事業者を募集。

お水のユーザー販売に有効な販売促
進、販売方法、アイデアの提供を募集。

水宅配事業に有効な事業
の提携

222
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　住吉屋

〒501-1521　岐阜県本巣市根尾市場127番地
0581-38-2008
0581-38-3592
http://www.sumiyoshiya.com
info@sumiyoshiya.com
小野島　史郎

大垣西濃信用金庫
根尾支店

本物の蕎麦の美味しさを、
より多くの皆様に愉しんで
頂ける様、商品の開発に
努力しています。

自家栽培、無農薬の十割蕎麦を冷凍麺
として製造しました。どなたでも、何時で
も、何処でも付属のそばタレを沸かして、
麺を投入しほぐれたら、すぐに食べられ
ます。

包装用資材
宅配用の包装資材、保冷
剤、緩衝材等

223
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 株式会社　ナガヤワークス

〒501-0465　岐阜県本巣市軽海1298-3
058-324-5582
058-324-9016

menhonpo@ccnet.ne.jp
長屋　雅也

大垣西濃信用金庫
真正支店

麺づくりを通じて、お客様
の幸せつくりに貢献してい
ます。

業務用乾麺の販売を取り扱っている業
者を探しています。

自社独自の特殊な麺の大
量販売を希望される企業
を探しています。

224
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　キャナリィ２１

〒503-0033　岐阜県大垣市福田町166-13
0584-93-3108
0584-93-3105
http://www.igokochi.biz/
ｂｓｓ@canaly21.co.jp
河村優子

大垣西濃信用金庫
林町支店

十全を備えた純種鳥骨鶏
は食品特性を示す科学的
根拠も既に整理済。高付
加価値の商品作りをご提
案します。

国内最大で稀少な純種鳥骨鶏を飼育。
その鳥骨鶏原料を利用した食品・スイー
ツ・健康食品・化粧品をご紹介します。

パッケージ・印刷物等魅力あふれる展開
をサポートして頂きたい。また、国産原
料など付加価値のある原料を紹介して
頂きたい。

225
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　マン・ネン

〒501-0417　岐阜県本巣市屋井133番地
058-323-2900
058-323-2144
http://www.k-mannen.co.jp
mannen.sadaka@k-mannen.co.jp
左高　良紀

大垣西濃信用金庫
岐阜支店

創業以来ご愛顧頂いてい
る日本で初めて製造した
椎茸茶をはじめ、ふりか
け、健康茶などを製造して
います。

・スーパーなど流通関係 ・国産原料などを取り扱う企業 ・外注加工（充填）

226
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　とり沢

〒503-0413　岐阜県海津市南濃町羽沢492番地
0584-55-2488
0584-55-2538
torisawa.net
info@torisawa.net
伊藤　友貴

大垣西濃信用金庫
今尾支店

自社直営農場で丹精込め
て育て上げた岐阜県の地
鶏、奥美濃古地鶏を使っ
た鶏肉加工品

鶏肉加工品

227
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 小川産業　株式会社

〒461-0032　名古屋市東区出来町１－９－８
052-935-3255
052-936-0174
www.osg-jp.com/
t-ogawa@osg-jp.com
小川　剛史

東濃信用金庫
名古屋支店

製菓・乳製品・飲料メー
カー向けの食品原材料の
調達・供給・販売。アンテ
ナショップの展開。

安全な食品原材料を安心して必要なだ
け適正価格で供給します。

国内・海外を問わず市場
にあまり知られていない新
しい食品原材料をお客様
と共に育成します。

228
⑦食（食品、

食材）
出展者 川口精機　株式会社

〒424-0037　静岡県静岡市清水区袖師町902
054-365-1993
054-366-5314
http://www.kawaguchiseiki.co.jp
osawa@kawaguchiseiki.co.jp
大澤一正

静清信用金庫
清水支店

機械製造業です。設計か
ら調達・加工・組立まで一
貫して小ロット、短納期に
対応いたします。

食品加工工場の野菜残渣等の廃棄物
の減量に貢献するスクリュープレス脱水
機です。お客様のスペースに合わせて、
粉砕機・コンベア等の組み合わせで対
応させて頂きます。

小ロットの部品加工等の機械加工企業
様。

上記、スクリュープレス脱
水機を販売して頂ける機
械メーカー、商社様。

229
⑦食（食品、

食材）
出展者 三島食品　株式会社

〒411-0832　静岡県三島市南二日町27-38
055-975-1220
055-975-1202
www.ofuya.com
info@ofuya.com
伊丹　大地

三島信用金庫
本店営業部

隠れた健康食でもある
「麩」を若い世代にもより
身近に感じて頂けることを
目指しています。

駿河湾産の桜えびを使用した焼き麩や、
静岡の郷土菓子「さくら棒」をはじめとし
たカラフル麩菓子などを販売して頂ける
取引先様を探しています。

生麩や湯葉等、オンラインショップで販
売可能な商材の仕入れ

230
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 株式会社　東食品

〒418-0022　静岡県富士宮市小泉2154-12
0544-24-4730
0544-24-4729
http://azumafood.com
info@azumafood.com
望月　史生

富士宮信用金庫
富士根支店

地域で食材卸をしながら
地域食材を「より身近に、
より食べやすく」をコンセプ
トに商品開発をしておりま
す。

「冷凍調理済み富士宮やきそば」を開発
しました。冷凍とは思えないコシと食感を
お試しください。温めるだけの簡単調理
でキャベツ、豚肉など具材入りです。

「冷凍調理済み富士宮や
きそば」を弁当・惣菜・祭
事・パンの具材など、加工
して販売していただける企
業様
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231
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　高柳製茶

〒421-0406　静岡県牧之原市勝田2310-4
0548-27-2324
0548-27-3920
http://www.makinohara-cha.com
h.takahashi@makinohara-cha.com
高橋 裕尚

島田信用金庫
金谷支店

創業明治35年静岡牧之原
深蒸し銘茶　茶菓子、緑茶
飲料、茶葉

こだわり茶菓子、瓶入り高級緑茶飲料、
PET入り本格緑茶飲料、静岡県産深蒸
し「かぶせ」茶葉

飲料外注、菓子外注 代理店、販売店

232
⑦食（食品、

食材）
出展者 米職人　杉本　一詩

〒421-0201　静岡県焼津市上小杉1080-1
090-4790-6858
054-622-0410
http://komeuta.com/
hsugimoto@za.tnc.ne.jp
杉本一詩

焼津信用金庫
大島支店

無農薬、無肥料で24年。
自然に任せた米作りです。

24年間無農薬、無肥料でコシヒカリと
LGCソフトを作っています。メダカ、ドジョ
ウ、ホウネンエビが生息しています。ハ
ラル認証米です。

ホテル、旅館、レストラン、
自然食品店、輸出など

233
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　静環検査センター名古屋支店

〒452-0822　愛知県名古屋市西区中小田井
　　　　　　　　　　 四丁目478番地
052-506-5081
052-506-5088
http://www.seikankensa.co.jp
nagoya@seikankensa.co.jp
山田正紀

焼津信用金庫
高洲支店

私たちは、食に係わる分
析・検査を通じて『食の安
心・安全』の追究をサポー
トします。

食品成分や微生物検査及び添加物や
残留農薬検査、クレーム対応検査や異
物同定検査。ノロウイルス検査などの保
菌検査、施設内の衛生状態の調査から
衛生管理の支援など

234
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　サス大酒平

〒425-0022　静岡県焼津市本町5-12-7
054-628-3473
054-629-3873

shimizu-k@sasudai.co.jp
清水邦浩

焼津信用金庫
中央支店

創業80年以上の老舗蒲鉾
メーカーです。

業務用、量販店等販路を拡大していきた
いです。

235
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　田中建設

〒431-2222　静岡県浜松市北区引佐町黒渕116-1
053-543-1000
053-543-1010
http://www.tanaken-slk.com
infomasato@tanaken-slk.com
大谷 正人

遠州信用金庫
引佐支店

建設会社なのですが、農
林水産すべて6次産業化
に向け邁進している建設
会社です！

特許製法で生産する、『干し芋』は賞味
期限180日で、安心安全な無添加商品で
す。お子様にもおやつとして安心して食
べて頂ける商品となっております。

236
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　ケイアンドカンパニー

〒452-0841　愛知県名古屋市西区城西町５７番地
052-503-5530
052-503-5722
http://www.kandc1893.com
so.good@kandcompany.co.jp
加藤　惣逸

愛知信用金庫
山田支店

常に「サムシングニュー」
を目指し、オリジナルギフ
トを提供します。

贈答品（主に食品） 贈答品（主に食品） 贈答品（主に食品）

237
⑦食（食品、

食材）
出展者 中日本　株式会社

〒475-0838　愛知県半田市旭町5-68-1
0569-25-0264
0569-25-0265
http://www.tamagoro.co.jp/
info@tamagoro.co.jp
河合孝昌

豊橋信用金庫
二川支店

食の安心・安全を第一に、
より美味しく・より新鮮で・
より健康的な"食"を、皆さ
まにお届けしたい。

鶏卵加工品（タマゴロウ・温泉たまご・燻
製たまご・煮たまご・とろり玉子)その他、
"たまごで食生活を豊かにする!!"商品

鶏卵加工品の可能性を広げられる商材

238
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　丸八製菓

〒441-8116　愛知県豊橋市高田町字下地25の1
0532-29-0808
0532-37-6100
http://www.yagumo.co.jp
nakanishi@yagumo.co.jp
営業部開発グループ次長　中西勘二

豊橋信用金庫
西支店

昭和23年に創業、昭和53
年に法人化した、だんご・
五平餅等の和菓子販売を
行っている会社です。

国産100％の米を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下さ
い。

239
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　安田商店

〒441-3426　愛知県田原市大久保町万五郎6
0531-22-0772
0531-24-1700
http://agriwith-yasuda.jp/
yasuda.tahara@apricot.ocn.ne.jp
安田　弦矢

豊橋信用金庫
田原支店

渥美半島で土作りから野
菜の収穫まで自社生産し
ています。美味しくて安心
安全な野菜を皆様にお届
けします。

ミネラル、ビタミンがたっぷり入ったベ
ビーリーフです。サラダにはもちろん、ピ
ザにのせても美味しいです。夏にはス
ムージーにもオススメです。

240
⑦食（食品、

食材）
出展者 セントラル製麺　株式会社

〒485-0831　愛知県小牧市東４丁目２番地
0568-72-3939
0568-76-4792
http://centralseimen.co.jp
n.tsubouchi@centralseimen.co.jp
坪内令行

いちい信用金庫
小牧北支店

クリーンな設備と細心の品
質管理で、高品質で安全
な商品をお届けします。

小牧発祥地鶏　名古屋コーチンカレー
（自衛隊監修）など、名古屋コーチンを使
用した商品各種。

こだわりの食材及びコラボ企画出来る企
業様を探しています。
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241
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　岩月屋

〒490-1203　愛知県あま市木折戸井田23番地
052-442-4649
052-441-5321
http://iwatsukiya.co.jp
toshi@iwatsukiya.co.jp
岩月敏光

いちい信用金庫
七宝支店

ラスクをメインに焼き菓子
を製造しています。スー
パーの定番商品の他に、
小ロットでＯＥＭを承りま
す。

小ロットで指定原料でのオリジナルＯＥ
Ｍが可能です。ラスクの他、焼き菓子（シ
リアルバーなどが可能です）

242
⑦食（食品、

食材）
出展者 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
0567-23-4131
0567-23-4133

fukuta@yuba-momoyama.com
福田　康則

いちい信用金庫
江東支店

おいしい湯葉の提案 湯葉商品 湯葉に関心がある企業

243
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　日比商店

〒496-8015　愛知県愛西市草平町新開77番地
0567-28-1130
0567-28-1135

nori-hibi@view.ocn.ne.jp
日比　規雄

いちい信用金庫
津島営業部

私どもは加工食品に関わ
るすべての食品原材料を
販売しております。

食品香料や着色料など食品添加物の有
用性・安全性にご関心があり、また新し
い食品素材や食品原材料にご興味を
持っておられる食品加工企業様など。

244
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　P.M.R

〒451-0045　愛知県名古屋市西区名駅２－４－３
　　　　　　　　　 ウエスタンビル３５号
052-462-8944
052-462-8945

sato@pmr.co.jp
佐藤　昭英

瀬戸信用金庫
押切支店

お客様に情報を提供し共
存できる関係を築くことを
モットーにしています。

地元産の野菜を取り扱っていただける
スーパーさんや食品加工会社さんを探し
ています。

日本にないような世界の食材や加工品
を取り扱っている会社を探しています。

新商品やPB商品の開発
や製造が出来る企業を探
しています。

245
⑦食（食品、

食材）
出展者 中埜酒造　株式会社

〒475-0878　愛知県半田市東本町２丁目２４番地
0569-23-1231
0569-23-1124
http://www.nakanoshuzou.jp/
ns1119912_kato@nakanoshuzou.co.jp
管理部課長　加藤健司

知多信用金庫
本店営業部

酒造りの伝統の技と心を
継承し、革新と挑戦を繰り
返し、
新たな酒造りにチャレンジ
している地酒蔵です。

より多くの方々に、米と米麹で造った本
格あまざけを試飲していただきたい。

246
⑦食（食品、

食材）
出展者 トーエイ　株式会社

〒470-2105
愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ２８番地の１
0562-83-3880
0562-83-8911
http://www.toei-eco.co.jp
info@toei-eco.co.jp
松下　哲也

知多信用金庫
東浦支店

日本料理とうなぎが楽しめ
るお店です。阿久比町板
山にてお待ちしておりま
す。

井筒部屋直伝「ちゃんこ鍋」、彩り豊かな
季節のお料理、秘伝のたれが自慢のう
なぎ

247
⑦食（食品、

食材）
出展者 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
0533-87-5512
0533-95-5570
http://www.eco-techsys.com
info@eco-techsys.com
代表取締役　高橋慶

豊川信用金庫
蔵子支店

食品工場から排出される
食品廃棄物を肥料・飼料
にリサイクルします。

・食品工場からの廃棄食品
・リサイクル飼料

・食品倉庫の廃棄食品（小麦粉・乾麺な
ど）
・醸造業からの酒粕、みりん粕、醤油粕
など
・飼料の運送業務

248
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　星野水産

〒444-0701　愛知県西尾市東幡豆町東前田31-10
0563-63-4070
0563-63-4071
http://hoshino-suisan.com/
suisan@katch.ne.jp
代表取締役　星野崇嘉

豊川信用金庫
蒲郡西支店

アサリ、トリ貝の害魚「エ
イ」を美味しく食べてしまお
うと『エイのパテ』『エイの
唐揚』を開発しました。

愛知県水揚げのアカエイの『エイの唐
揚』『エイのパテ』を販売して頂ける取引
先を探しています。惣菜・飲食店向けに
業務用パックもございます。少量からの
注文も承ります。

『エイのパテ』包装のため、粘度のある
製品を充填できる機械を探しています。
煮沸殺菌に耐える個包装用パックを探し
ています。

『エイの唐揚』『エイのパ
テ』のレシピ集作成の為レ
シピを提案して頂きたいで
す。

249
⑦食（食品、

食材）
出展者 トーヨーフーズ　株式会社

〒101-0061　東京都千代田区三崎町3丁目10-17
0533-86-5155
0533-86-8285
http://www.toyofoods.co.jp/
ueno@toyofoods.co.jp
上野　能之

豊川信用金庫
本店営業部

缶詰（ｽｲｰﾂ、玄米ご飯、
野菜の煮物）パウチ食品
（大豆、ひじき、コーン）の
取扱いをしています。

缶詰・レトルトパウチ食品を販売していた
だける取引先を探しています。業務用商
品も対応します。

農産原料、生鮮野菜の加工
弊社商品を使った料理教
室や防災などのイベント出
展

250
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　花丘商事

〒471-0051　愛知県豊田市花丘町1-17
0565-31-0276
0565-34-3566
http://www.hanaoka.biz/
hanaoka@hanaoka.biz
梅谷　岳志

豊田信用金庫
朝日支店

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
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251
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　麩屋銀

〒444-1304　愛知県高浜市豊田町1－213－49
0566-54-5577
0566-54-5578
http://www.fuyagin.co.jp/
info@fuyagin.co.jp
浅岡　隆之

碧海信用金庫
北新川支店

愛知県産小麦にこだわり、
「おいしさで笑顔を咲かせ
よう」を合言葉に、お麩作
りに精進しています。

愛知県産小麦「きぬあかり」を使用した、
焼麩、角麩、黒糖ふ菓子、麩まんじゅう、
ふぱうんどけーきを販売して頂ける取引
先を探しています。

焼麸を使った新商品の製
造をして頂ける企業を探し
ています。菓子、洋菓子
メーカーを希望。

252
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　やんばん

〒448-0028　愛知県刈谷市桜町2-21
0566-22-5570
0566-23-1845
http://www.yanban.jp
yoshioka@yanban.jp
吉岡　広泰

碧海信金
刈谷幸町

厨房石器商品（石アミ・石
ナベ）や各種WEBコンテン
ツ（ホームページ等）販売
しています。

①厨房石器商品（石アミ・石ナベ等）　②
飲食店の総合プロデュース③各種WEB
コンテンツ（ホームページ等）

①石器商品販売を促進することが期待
できる商品　②IT関連のコンテンツ

当社の石器商品等との共
同開発や販売提携

253
⑦食（食品、

食材）
出展者 パイミート　株式会社

〒474-0011　愛知県大府市横根町箕手１３０
(0562)46-2168
(0562)47-6277

paimiet@sweet.ocn.ne.jp
沓名　紘一

碧海信用金庫
大府支店

安心・安全をモットーに、
皆様の食生活をお手伝い
できるような商品(大豆た
ん白製品)を提供いたしま
す。

小売業・卸売業の商品提供をしておりま
すが、特に施設運営関連や、地元大豆
を加工した商品の販売に取り組みをされ
ている業者様・店舗様を探しておりま
す。

弊社商品の販売に対して、ご協力いた
だける業者様を探しております。

皆様からのご提案があれ
ばお気軽にご相談くださ
い。

254
⑦食（食品、

食材）
出展者 農事組合法人　レインボー

〒445-0047　愛知県西尾市細池町東堤132番地
0563-53-0771
0563-65-2350
http://www.hosoikerose.jimdo.com
rose18-9rainbow@cd.wakwak.com
若山アキ子

西尾信用金庫
福地支店

西尾市で生産を始めて15
年。バラ一筋に9名の経営
者で頑張ってまいりまし
た。

バラの色、香りを生かした食品、医薬
品、様々な素材としての利用を考えて頂
ける取引先を探しています。

当社独自栽培のバラ製品
を使用した商品開発をして
頂ける企業を探していま
す。

255
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 有限会社　タカシマプロジェクト

〒442-0855
愛知県豊川市新栄町1-1
0533-87-0556
0533-87-0557

takashima-project@sirius.ocn.ne.jp
髙嶋　総一郎

蒲郡信用金庫
国府支店

清涼飲料水の自販機を要
望に応じてプロデュ―ス致
します。ご相談ありました
ら、いつでもお申しつけ下
さい。

自動販売機の設置

256
⑦食（食品、

食材）
出展者 山本水産　株式会社

〒443-0104
愛知県蒲郡市形原町港町88番地
0533-57-1155
0533-57-1160
http://www.yamasui.net
info@yamasui.net
山本　大輔

蒲郡信用金庫
形原支店

形原漁港内に工場がある
という地の利を生かし、水
揚げと加工の時間が短い
のが大きな特徴です。

めひかり唐揚げ、めひかりの南蛮漬け
地元愛知とのコラボ商品
等、六次産業化が図れる
もの

257
⑦食（食品、

食材）
出展者 福井酒造　株式会社

〒441-8065
愛知県豊橋市中浜町214番地
0532-45-5227
0532-45-5229
http://www.fukui-syuzo.co.jp
shikaio1912@fukui-syuzo.co.jp
赤井　知久

蒲郡信用金庫
橋良支店

NPO法人と共に育てた地
産の酒米「夢吟香」で世界
の賞を取り純米酒を中心
にファンづくりに努めてい
ます

付加価値のある特定名称酒の清酒及び
バーボン風味の甲乙混和焼酎と清酒
ベースの梅酒の他、南アルプスのミネラ
ル豊富な自社地下水を使った甲類大型
ペット容器の焼酎等

258
⑦食（食品、

食材）
出展者 ㈱ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ FARM

〒442-0025
愛知県豊川市東豊町5-22
0533-65-8653
0533-65-8643
http://farmers-passion.com
coffee@farmers-passion.com
池島

蒲郡信用金庫
豊川北支店

ネパールに自社の珈琲農
園を持つ事を活かし、日本
では栽培が難しい珈琲や
ジャム、スパイスを提供し
ます。

珈琲を特別で、こだわりを打ち出すため
のモノとして「契約農家」や「農園直接取
引」といった形で、こだわりや、プロ感を
おかませ頂ける方を探しています。

おしゃれな包装機材探しています。珈琲
だけでなく、農園で栽培する、オレンジや
パイナップルのジャムの瓶。スパイスや
ハーブの包装パッケージを探していま
す。

現地の農園の農産物の最
終加工をしてくださる企業
様。イベントを企画してくだ
さる企業様を探していま
す。

259
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　サカモト

〒463-0017
愛知県名古屋市守山区喜多山２丁目２８番６号
０５２－７９４－４１４１
０５２－７９４－４１４７
http://sakamoto-niboshi.co.jp
info@sakamoto-niboshi.co.jp
澤部　一輝

中日信用金庫
守山支店

にぼし一筋50年。お客様
の満足を第一に、こだわり
抜いた品質の高さで業界
のトップを走り続けていま
す。

独自の製法で旨みを引き出した「熟成に
ぼし」、「塩無添加健康たべる小魚」、粉
末タイプ「だしはこれ」。お客様のニーズ
に応えるべく、様々な商品を取り揃えて
います。

同業者との業務提携希望

260
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　ミドリ

〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵2-9-15
052-936-3332
052-935-2123
http://www.ochaya.net/　 http://www.chaen-cafe.com/
info@m-ocha.co.jp
伊藤　弘康

中日信用金庫
名古屋支店

給茶機事業や日本茶喫茶
事業を通して、お茶の素晴
らしさと日本の文化を皆さ
まに伝えてまいります。

茶葉を店頭で販売して頂ける取引先を
探しています。スイーツは手作りにこだ
わった限定品であるため、期間限定
ショップ等で出店させて頂ける取引先を
探しています。

添加物をなるべく使用しないスイーツ作
りを心掛けているため、高品質で無添加
の食材を探しています。

特に無し
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261
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 株式会社　MIKURA

〒519-5204　三重県南牟婁郡御浜町阿田和２２６６
05979-3-1660
05979-3-1666
http://kumano-mikura.jp/
order@kuamno-mikura.jp
伊藤志乃

北伊勢上野信用金庫
本店

三重県東紀州で木桶で仕
込む天然醸造のお酢を製
造販売しています。

自社製品のお酢を業務用及び小売り販
売のほか、お客様からお預かりするお
米・野菜・果実から酢・酢加工品にOEM
受注生産いたします。

デザインセンスの良い（宣材／販促物／
包装資材／看板／パネル等）アドバイス
くださる業者様。

農水産生産者様の商品を
酢に加工。当社の商品を
販売してくださるお取引先
様。

262
⑦食（食品、

食材）
出展者 清水清三郎商店　株式会社

〒510-0225　三重県鈴鹿市若松東3-9-33
059-385-0011
059-385-0511
seizaburo.jp
shimizu@daikokuya.co.jp
清水慎一郎

北伊勢上野信用金庫
鈴鹿支店

清酒「作」、「鈴鹿川」の蔵
元。小規模な生産で、高品
質な酒造りを目指していま
す。

263
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 株式会社　大田酒造

〒518-0121　三重県伊賀市上之庄1365-1
0595-21-4709
0595-21-9686
http://www.hanzo-sake.com/
ota@hanzo-sake.com
専務取締役　大田　智洋

北伊勢上野信用金庫
上野営業部

ホテル、飲食店関係等。
レストラン事業でお取扱い頂ける取引先
を探しています。

264
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 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
0598-21-1296
0598-21-0089
http://www.mctv.ne.jp/~maruimie/
maruimie@mctv.ne.jp
代表取締役　西山典宏

三重信用金庫
南郊支店

昭和42年スープ・めんつゆ
メーカーとして誕生、以来
味づくり一筋に安心・安全
な商品をお届けしていま
す。

焼肉文化が浸透する地元で食される新
商品「松阪鶏焼き肉のタレ」を販売して
いただける取引先や当社の業務用スー
プ・つゆ等を使っていただける取引先を
探しています。

新商品の開発、販売を
行っていける企業を探して
います。

265
⑦食（食品、

食材）
出展者 ミエマン醤油　合資会社西村商店

〒519-0415　三重県度会郡玉城町田丸244
0596-58-2225
0596-58-6223

a_nakatu@mieman.co.jp
中津　歩

三重信用金庫
相可支店

創業333年、醤油醸造
醤油等を原料とした業務用の開発が出
来、肉類、魚介類、麺類等のつゆ・たれ
調味液の受注。

266
⑦食（食品、

食材）
ガイド
ブック 有限会社　新城

〒511-0068　　三重県桑名市中央町二丁目21番地
0594-21-9416
0594-21-4946
//shinjyo-unagi.com/
shinjyo＠intsurf.ne.jp
代表取締役　山下 栄司

桑名信用金庫
本店営業部

1981年創業の「炭焼きうな
ぎ新城」。ここでしか味わ
えない桑名・伊勢の味をご
賞味ください。

木曽三川の豊かな伏流水で育てられ
た、「安心・安全・旨い」のブランドうなぎ
「木曽三川うなぎ」を主に利用。「共水う
なぎ」もご賞味できます。

・うなぎ弁当、長焼のテイクアウトパッ
ケージの御提案
・配膳容器の御提案

267
⑦食（食品、

食材）
出展者 patisserie GHIBLI　（いなべ市商工会）

〒511-0434 三重県いなべ市北勢町東村1339-2
0594-87-7058
0594-87-7058
http://patisserie-ghibli.jp
ghibli2016@outlook.jp
島尻　慎也

桑名信用金庫
阿下喜

「当店のお菓子でたくさん
の笑顔をつくりたい、つな
げたい」そんな思いで一つ
一つ作っています。

幸せ事にうってつけのハート形マドレー
ヌ「しあわせのマドレーヌ」を販売して頂
ける取引先を探しています。

268
⑦食（食品、

食材）
出展者

洋食家さくら
（いなべ市商工会）

〒511-0214 三重県いなべ市員弁町岡丁田2112-7
0594-74-5251
0594-74-2728
http://www.simplesakura.com
simplesakura@gmail.com
平野孝幸

桑名信用金庫
員弁中央

自然あふれる風土を生か
し、人とのふれ合いを大切
にし、地元に根付いたお店
作りを目指しております。

人参嫌いな方でも食べられると評判の
人参サラダを昨年より道の駅などで惣菜
として販売しています。販路拡大を目指
し取引先を探しています

今後も惣菜づくりに力をいれる為に商材
や効率化への設備を探しています。

委託販売　惣菜・デリ

269
⑦食（食品、

食材）
出展者

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
0594-37-2323
0594-37-2323
http://www.yoko-biofarm.com
maruyama@yoko-biofarm.com
丸山　康子

桑名信用金庫
阿下喜支店

6次産業化から子供達の
安全な未来を見据えて。
安心安全なお口に合うも
ん・体に良いもんしか作れ
ません。

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。

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。

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。

270
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　ヤマショー

〒519-3405　三重県北牟婁郡紀北町船津1079
0597-36-1616
0597-36-1900
http://mie-yamasho.com
yamasho@zc.ztv.ne.jp
服部　正孝

紀北信用金庫
海山支店

地域資源を使った商品開
発を行っております。

地元の食材に拘ったニギスをはじめ、マ
ンボウ、エビ、イカなどの地元三重県産
の食材を使った商品を買っていただける
企業様を、探しております。

多種類の加工品を、製造しております
が、製造の作業効率を上げるための包
装機械を探しております。

液状の商品を、詰めて頂
ける企業を、探しておりま
す。
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271
⑦食（食品、

食材）
出展者 尾鷲金盛丸

〒519-3604　三重県尾鷲市港町11-10
0597-25-0004
0597-25-0014
http://aox.jp/owase-kinsei
kinsei@aox.jp
村瀬　晃健(こうけん）

紀北信用金庫
本店営業部

“鮪”と言えば「尾鷲金盛
丸」となるべく、日々まぐろ
の加工品開発に力を入れ
ています。

弊社で製造している「まぐろ加工品」を販
売していただける販売店様を募集してい
ます。

「1コインまぐろ漬け丼屋」
の出店を考えていただけ
る企業様を募集していま
す。

272
⑦食（食品、

食材）
出展者 大七酒造　株式会社

〒964-0902　福島県二本松市竹田一丁目６６番地
0243-23-0007
0243-23-0008
http://www.daishichi.com
info@daishichi.com
佐藤克典

二本松信用金庫
根崎支店

創業以来、日本酒の最も
正統的醸造法「生酛造り」
一筋。杜氏佐藤孝信が
「現代の名工」に選ばれま
した。

当社の人気商品「純米生酛」を中心とし
た日本酒、厳選された梅を使用した「生
酛梅酒」、栄養価の高い「酒粕」をご案内
致します。

地酒を中心とした酒販店、
飲食店の取り扱いを希望
いたします。

273
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　あんしん生活

〒029-2204　岩手県陸前高田市気仙町字湊201番地
0192-54-4808
0192-47-4880

anshinseikatu@ark.ocn.ne.jp
企画部　部長　津田　勇輝

気仙沼信用金庫
高田支店

原料と作り方にこだわり、
お客様が簡便にお使いい
ただける商品提案を致しま
す。

国産原料にこだわった手揚げの油調済
冷凍製品を製造しています。各種製品を
販売していただける取引先を探していま
す。

かき揚げ、天ぷら、フライ等に使用する
国産の原料を探しています。

製品を一緒に作り上げ
売って下さる企業様があ
ればよろしくお願い致しま
す。

274
⑦食（食品、

食材）
出展者 株式会社　斉吉商店

〒988-0042　宮城県気仙沼市本郷6-11
0226-22-0669
0226-23-2253
http://www.saikichi-pro.jp/
yoshitarou@saikichi-pro.jp
斉藤吉太郎

気仙沼信用金庫
内ノ脇支店

気仙沼で自社ブランド水
産加工品の製造・販売をし
ています。

気仙沼の新鮮な魚を材料に添加物を使
わない商品を製造しています。商品を販
売していただけるお店さんを探していま
す。

商品を共同開発・製造に取り組める先様
を探しています。

それぞれの得意分野を活
かした商品の共同開発・
製造

275
⑦食（食品、

食材）
出展者 有限会社　前沢牛オガタ

〒029-4204　岩手県奥州市前沢区向田1-22
0197-47-4298
0197-47-4299
www.maesawagyuogata.com
mo-mo-ogata@lily.ocn.ne.jp
村上　幸男

水沢信用金庫
前沢支店

岩手を代表する食のブラ
ンド「前沢牛」と自社ブラン
ドの「小形牧場牛」を取り
扱っております。

前沢牛・小形牧場牛のパーツ卸・精肉ギ
フト・牛肉加工品卸・ギフト

牛肉加工品製造委託でき
る企業を探しています。

276
⑦食（食品、

食材）
出展者 加賀屋

〒929-0192　石川県七尾市和倉町ヨ部80番地
0767-62-1111
0767-62-1121

h.mori@kagaya.co.jp
森　浩子

のと共栄信用金庫
本店

東海北陸～能越経由で3
時間。加賀屋グループは
趣きの違う4つの宿をご紹
介致します。

加賀屋グループの宿（加賀屋・あえの
風・松乃碧・虹と海及び金沢駅前料理旅
館金沢茶屋）の宿泊

277
⑧エネル

ギー、環境
出展者 ヤマコー産業　株式会社

〒484-0814　愛知県犬山市字高根洞５番３０
0568-67-7563
0568-67-8310
www.yamako-kk.jp
info@yamako-kk.jp
大野純治

岐阜信用金庫
楽田支店

ヤマコー産業は、次世代
のあかり、ＬＥＤ照明で街
を照らします

自社工場や倉庫、商店街や町内会の街
路灯等の、環境に優しいＥＣＯ照明をお
考えの方に、工事も含めて、照明の省エ
ネ化をご提案をします

弊社商品の販路開拓にご
協力いただける方

278
⑧エネル

ギー、環境
出展者 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
0584-35-1135
0584-35-1136
http://daiko-tec.co.jp
info@daiko-tec.co.jp
古市弘光

大垣西濃信用金庫
本店営業部

節電・省エネ対策は、遮熱
塗料「エコガラスコート」で
決まり！

節電・省エネ対策・環境対策でお悩みの
担当者様へ。窓ガラスにコーティングす
るだけで、電気代削減、紫外線カット、結
露の軽減などニーズにお応えします。

279
⑧エネル

ギー、環境
出展者 クールワールド振興会

〒507-0812　岐阜県多治見市下沢町3-17-1
0572-22-7413
0572-22-8089
http://www.tohno-eco.jp
info@takenkyo.or.jp
販売部長　西尾治徳

東濃信用金庫
坂上支店

未使用のタイル廃材を使
用した環境配慮型舗装

公共の歩道及び公共、民間を問わず駐
車場等での施工を受注したい。

280
⑧エネル

ギー、環境
出展者 株式会社　エムエムシー

〒487-0023　春日井市不二ガ丘１－２０
0568-37-2010
0568-37-2011
http://m-m-c.jp
mmc@m-m-c.jp
宮内　忠久

東濃信用金庫
八田支店

省エネ照明・ソーラー各種
システム・防犯など最新の
システム提案をご提供しま
す。

省エネをお考えの企業様、照明はLEDだ
けではありません。LEDも含め新たな電
球のコンパクト蛍光灯に替わるLEDラン
プや水銀灯に替わる照明業界注目の無
電極ランプ

ソーラー防犯システムの躯体の製造・組
み立てをして頂けるところ

代理店販売や施工など弊
社と業務提携で本格的に
新規事業ととらえ事業をし
て頂ける企業様

28
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281
⑧エネル

ギー、環境
ガイド
ブック 株式会社　伊藤商会

〒507-0033
多治見市本町2-6　伊藤商会ビルディング５F
0572-22-4335
0572-22-4390
http://www.itoshokai-g.co.jp/
info@itoshokai-g.co.jp
伊藤　謙一

東濃信用金庫
本店営業部

産業用ガス・燃料油から家
庭用プロパンまでエネル
ギーの活用をご提案。
人と社会のライフエネル
ギーを供給します。

・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

・建築設計事務所　・工務
店　等

282
⑧エネル

ギー、環境
出展者 有限会社　アール・シー　ウメハラ

〒422-8021　静岡市駿河区小鹿1394－1
054-203-6477
054-284-8120
http://www.rc-umehara.com
info@rc-umehara.com
斎藤　浩美

静清信用金庫
沓谷支店

機器断熱ジャケットでの省
エネ・熱対策、高性能防カ
ビ/除菌消臭剤での衛生
管理のご提案を行ってい
ます。

「えこきーぱー」での工業機器熱対策
や、高性能防カビ/即効除菌消臭剤「守
護神/カビ守護神」での衛生管理・臭い
対策を提案。抗菌製品開発等のニーズ
にも対応致します。

善い資材、善い材料などがあれば積極
的に取り入れます。特に断熱材、スプ
レーボトルなどは興味深いです。

OEMでの抗菌製品化や付
加価値製品のご提案。建
築・デベロッパー等とのコ
ラボ。

283
⑧エネル

ギー、環境
出展者 丸大鐵工　株式会社

〒438-0835　静岡県磐田市豊田西之島255-4
0538-35-1331
0538-35-1332
http://www.marudai1.com/
2017@marudai1.com
長松　孝俊

磐田信用金庫
豊田支店

中部電力と共同特許を取
得し、高性能シリコーンと
吹き付け機器の販売を
行っています。

シリコーンと吹き付け機器
販売に協力してくれる会社
各種メーカー（機械、医療関係等）

技術提携

284
⑧エネル

ギー、環境
出展者 株式会社　野末商店

〒438-0235　静岡県磐田市白羽417
0538-66-3337
0538-66-6629
http:/www.nozue.jp/
singai@nozue.jp
新貝　友通

磐田信用金庫
竜洋支店

弊社では、金属リサイクル
を、より確実に、より付加
価値を付けるため、粉砕・
選別を強化しております。

金属の複合品、金属と樹脂の成型品な
ど、特殊品のスクラップ販売価格を見直
したい会社様、素材メーカー直納問屋へ
の販売により、売却価格の底上げを検
討したい会社様。

金属原料に対して、現在の仕入先だけ
では供給に不安のある会社様、より良い
製品を作り出すために、高品位の原料
をお探しの会社様を探しております。

製造品の廃棄により、企
業秘密が漏洩する危険性
のある物、売却等の際、減
容したい物等をお持ちの
会社様。

285
⑧エネル

ギー、環境
出展者 TAG　（三和機工株式会社）

〒441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割３４番地
0532-32-3181
0532-34-1760
http://www.sanwa-kiko.co.jp/
k-watanabe@sanwa-kiko.co.jp
環境事業部　統括課長　渡辺健二

豊橋信用金庫
牟呂支店

洗剤や薬品を使用しない、
環境にやさしい衛生管理
をご提供します。

環境にやさしく人体に無害な電解水で衛
生管理を！電解水生成装置、除菌手洗
い機、ナノバブルを発生させる装置等を
販売しています。

弊社で扱っている商品を
販売して頂ける企業を探し
ています。

286
⑧エネル

ギー、環境
出展者 浜島防災システム　株式会社

〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
　　　　　　　　　 夢現丸の内ビル4階
052-957-8263
052-957-8265
http://hamajimabousai.co.jp/
y.kawajiri@shimon.cc
名古屋支店　営業　グループリーダー　河尻祐志

豊橋信用金庫
南大通支店

最先端顔認証システム・
LED照明・防犯カメラをデ
モ機にて体感可能。消防
設備点検費用は低価格に
て提案！

LED照明による電気料金のコスト削減に
興味がある方
入退室管理、防犯カメラ、セキュリティシ
ステムに興味のある方（デモ機を用意し
ております）

287
⑧エネル

ギー、環境
出展者 株式会社　ナノウェイヴ

〒489-0912　愛知県瀬戸市西松山町2丁目145番地
0561-82-9471
0561-82-9579
http//nanowave.org/
info@nanowave.org
柘植　仁秀

瀬戸信用金庫
本店営業部

光の力で環境改善、安全
な技術・光触媒を活用して
「有害物質の除去」に取り
組み、快適な生活空間を
創造する

「外装用コーティングの施工業務・材料
販売」「室内用コーティングの施工業務・
材料販売」「室内メンテナンスにおける
消臭抗菌剤・洗浄剤等の機能性商材の
販売」

自社にて光触媒の原材料から製品まで
製造及び試作開発を行っておりますの
で、性能向上を図れる機能性商材全般
（分散剤・防カビ剤・バインダー等）を探し
ています。

建築設計等における住空
間に対しての環境改善の
商材提供及び施工業務

288
⑧エネル

ギー、環境
出展者 株式会社　名濃

〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊3丁目29番5号
052-821-8808
052-821-8800
http://www.meino.co.jp
asano@meino.co.jp
浅野　龍洋

半田信用金庫
名古屋南支店

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・粉砕機、食
品リサイクル機器メーカー

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。

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

289
⑧エネル

ギー、環境
出展者 株式会社　日本瓦ユニオン

〒444-1222　愛知県安城市和泉町大海古2番地9
0566-92-5505
0566-92--6155
http://www.kawara-union.co.jp/
kawara-union@kawara-union.co.jp
臼井　三義

碧海信用金庫
本店

太陽光発電は「安価な電
力‼」。電気自動車、スマー
トV2HでZEO(ゼロエネル
ギーオフィス）化！

社屋や倉庫の省エネルギー化を実現す
る、屋根リフォーム、低コスト太陽光発電
設備や自家消費型太陽光発電設備、Ｌ
ＥＤ照明設置工事をご提案します。

省エネに関係する新商材。
弊社試作品の商品化な
ど。

290
⑧エネル

ギー、環境
出展者 加山興業　株式会社

〒442-0008　愛知県豊川市南千両2-1
0533-89-0375
0533-84-3739
http://www.kayama-k.co.jp
info@kayama-k.co.jp
企画部長　田畠　真一

蒲郡信用金庫
豊川北支店

廃棄物リサイクルを中核
に国産蜂蜜・防災用品・
RPF燃料販売・解体・遺品
整理にも取り組んでおりま
す。

国産はちみつ・防災用品・コーヒー・新電
力・おしぼり・省エネ機器

29
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291
⑧エネル

ギー、環境
出展者 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
076-286-1211
076-286-1150
http://www.oxy-i.com
info@oxy-i.com
長崎　倫之

金沢信用金庫
粟崎支店

遮熱・断熱塗料・モーター
動力での消費電力の削
減・節水などの省エネの
トータルコーディネート

工場施設等の省エネ・環境対策の担当
者へ!!!現状の生産の応力を維持したま
まで消費電力の削減を可能にした新技
術セイバーでの画期的省エネ提案

新規事業を考えている事
業主・オーナーになりたい
方との業務提携

292
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 山忠木股製陶　合資会社

〒509-5115　岐阜県土岐市肥田町肥田361-1
0572-59-8094
0572-59-5020
http://www.yamachukimata.com
yamachukimata@nifty.com
木股　智洋

東濃信用金庫
肥田支店

陶器の可能性を追求した
ものづくりをお手伝いしま
す。陶磁器製『おろし皿』
『すり鉢』

個人向け販売、業社向け販売のチャン
ネルの確保。ギフトボックス。

P・B商品の企画、開発。

293
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 大東亜窯業　株式会社

〒509-5115　岐阜県土岐市肥田町肥田2886-3
0572-55-3111
0572-55-0574
http://www.daitoua.co.jp
info@daitoua.co.jp
小貝　馨

東濃信用金庫
肥田支店

高齢者施設・病院等に最
適な強化磁器製食器『美
濃美人、おかるのキモチ』

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。

294
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　　山清　楓

〒509-5114　岐阜県土岐市肥田町浅野1080-1
0572-54-3141
0572-54-8219

yamasei@aaa.email.ne.jp
楓　康典

東濃信用金庫
肥田支店

創業昭和元年。3代続く豊
富なノウハウ。培われた信
用。責任を持って素早く対
応致します。

和陶器いろいろ。業務用食器から贈答
品、大量注文から小ロッドまで。オリジナ
ル商品の企画も承ります。さくらさくらシ
リーズは華やかにテーブルを飾ります。
販売先希望。

陶器が引き立てる付加価
値。華やかさ、暖かさのあ
る食卓の創造に寄与しま
す。

295
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 有限会社　エム・ケイ機器

〒410-0835　静岡県沼津市西島町19-24
055-933-7211
055-933-7212
mkkiki.com
info@mkkiki.com
田中　隆

沼津信用金庫
下香貫支店

ノズル式噴霧装置や手指
用自動噴霧装置の製造・
販売を行っております。宜
しくお願い致します

手指用自動噴霧装置　【オートディスペ
ンサーＳＨＵ-ＭＫ02】　　ノズル式噴霧装
置　ｒｅｍｏｖｅ

弊社製品の販売代理店

296
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　丸繁

〒418-0055　静岡県富士宮市宝町１６番１８号
0544-26-5149
0544-27-4463
maru-sige.com
t_watanabe@maru-sige.com
渡邉　卓

富士宮信用金庫
北支店

環境・人体にやさしく経済
的。衛生環境が必要な場
面で活躍しています。販促
支援も充実しています。

電解水生成装置の協力販売店。（厨房・
清掃・洗濯・空間除菌など、洗浄・除菌・
消臭が必要な現場での提案。）

営業商材

介護・医療関係、学校、飲
食店、スーパーマーケッ
ト、食品工場などとの取引
業者

297
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 東海機材　株式会社

〒430-0902　静岡県浜松市中区曳馬町２８９０
053-463-1215
053-463-8783
http://www.tokaikizai.co.jp/
hamamatsu@tokaikizai.co.jp
鈴木　邦弘

豊橋信用金庫
井原支店

清潔で健康的な社会造り
貢献しますの企業理念に
基づき衛生洗剤、真空調
理器の販売をしています。

病院施設、厨房、ホテル、レストランの衛
生洗剤見直し、コスト削減及び真空調理
器の導入を考えている法人、個人店様
を探しています

衛生に関する商材、厨房用調理器具等
現在の業務内容の幅が広がる商品を探
しています。

衛生洗剤の使用方法やコ
スト削減を検討している病
院施設、食品に携わる法
人、個人事業主様を探し
ています

298
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 オオサカ電子　株式会社

〒461-0862　愛知県名古屋市北区辻本通２－３４
052-919-7606
052-919-7615
http://www.osakadenshi.co.jp
ohshima@osakadenshi.co.jp
大島　直樹

岡崎信用金庫
城北支店

介護・医療施設に役立つ
製品・サービスを提供しま
す。

介護・医療施設向け専用ソフト搭載アシ
ストドアロボット。既設の引き戸をそのま
ま利用して開閉をアシストし、車椅子・歩
行器の利用者様の利便性・安心・安全
に貢献します。

介護・医療施設に役立つ製品・サービス
がありましたら、ご紹介ください。

299
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 小林産業　株式会社

〒481-0013　愛知県北名古屋市二子比良出120番地
0568-25-5822
0568-25-5066
http://www.kobayashisangyo.jp
k.sakai@kobayashisangyo.jp
酒井　拡資

いちい信用金庫
師勝支店

健康・美容機器を製造して
46年になる会社です。今
回、生体指紋認証機を出
品します。

自社製造商品の新規取扱店様を募集し
ます。医療・介護施設、エステ、訪問販
売、アパレル、呉服、宝飾、住設ルート
等実績あり

ヒーター関連部品、寝具素材、健康・美
容商材

新規取扱店様を募集しま
す。

300
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　オーアンドケー

〒458-0009愛知県名古屋市緑区平手南1-117
052-877-2887
052-877-2899
http://www.oandk.ne.jp/
koyake@oandk.ne.jp
小宅　知行

碧海信用金庫
鳴海東支店

今や建物の美観において
綺麗なのは当たり前。当
社は快適で安心安全な室
内の空気環境もご提案し
ます。

院内感染防止、臭いやウィルスの除去
に関心をお持ちの医療関係施設様、ま
た静電気や乾燥空気にお困りの工場関
係者様に業務用多機能加湿機「ナノ
フィール」のご提案
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301
⑨医療、健
康、介護、

福祉

ガイド
ブック イー・ミライ　株式会社

〒442-0023
愛知県豊川市稲荷通2-16
0533-56-3005
0533-56-3006
http://www.e-mirai.co.jp
m_kagami@e-mirai.co.jp
鏡　匡博

蒲郡信用金庫
豊川北支店

私たちは、お客様の生活
支援を通じて共に豊かな
暮らしを目指します。

高齢者向けの食材や、病人の方向けの
食材を購入していただける、企業や取引
先を探しています。

お弁当と一緒に販売できる商品を取り
扱っている地元の企業様を探していま
す。

配達ルート網で販売できる
商品を開発していただける
企業を探しています。

302
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 有限会社　酒井美装

〒442-0854
愛知県豊川市国府町社脇37番地5
0533-88-6992
0533-88-6902
http://www.sakaibiso.com/lp/
info@sakaibiso.com
酒井　潤一

蒲郡信用金庫
国府支店

細菌の感染予防まで考え
たプロの清掃会社です。

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

303
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　日新精工

〒493-8001　愛知県一宮市北方町北方字沼15番地
0586-86-6034
0586-87-4652
http://www.nissin-seiko.co.jp
iw0316@yahoo.co.jp
渡部　一朗

尾西信用金庫
木曽川東支店

精密金型メーカーの日新
精工グループが医療、介
護機器開発、販売を始め
ました。販売子会社　日新
メディカル

医療、介護施設での介護従事者の負担
軽減を考えておられる方に　弊社開発の
見守りシステムをお試し頂きたい

304
⑨医療、健
康、介護、

福祉

ガイド
ブック 株式会社　ツジ薬局

〒452-0914　愛知県清須市土器野北中野２１０番地２
052-400-0867
052-400-2824
http://www.fukunokami-t.com
tuzi-drug@fukunokami-t.com
辻　秀典

中日信用金庫
新川支店

「調剤」「販売」「介護」の３
本柱にて地域包括ケア企
業を目指します！

「調剤」「販売」「介護」を結びつけた事業
展開のシステム化

介護ロボット製造に耐えうる技術力
介護ロボットの製造をして
頂ける企業を求む！

305
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 カタリスト　株式会社

〒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
052-228-0471
052-875-9690
http://www.catalyst.jp/
info@catalyst.jp
松下　敦士

中日信用金庫
柳原支店

障がいのある方の「働きた
い」を応援します！～多様
な人が多様な働き方を～
を掲げて日々支援してい
ます。

弊社は「障がい者優先調達推進法」対
象施設であり、通販カウネットをお薦めし
ています。障がいのある方の経済的自
立のためにお使い頂ける企業様を探し
ています。

廃棄されるPCの回収を行い、頂いたPC
を訓練の一環として障がいのある方が
解体をしています。不要なPCがございま
したら、回収をさせて頂きたいです。

障がいのある方の就職の
ため、就職を見据えた実
習をしてくださる企業様を
探しています。実習のみで
も是非！

306
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 ニチニチ製薬　株式会社

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄５丁目２６番地
　　　　　　　　 ３９号 GS栄ビル２階
052-684-5823
052-684-5838
http://www.nichinichi-phar.co.jp/
h-tsubouchi@nichinichi-phar.co.jp
営業部課長　坪内 英夫

北伊勢上野信用金庫
山田支店

バイオテクノロジーや微生
物工学を中心とした研究
機関を持ち、その研究結
果を製品に応用するメー
カーです。

数多くの腸内細菌から選び出した弊社
オリジナルの乳酸菌「FK-23」を含有した
各種製品を販売していただける取引先
を探しています。業種は特に問いませ
ん。

307
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　ＭＣＳ

〒516-1104　三重県伊勢市上野町3385
0596-39-6108
0596-39-1858
http://www.morisin.co.jp
mcs-c@morisin.co.jp
西口　法寿

三重信用金庫
上口支店

介護サービス及び施設の
コンサルティング、配食・
食材提供・厨房受託など
の高齢者向け総合食事
サービス

介護事業に新規参入を検討している法
人、業績向上・新規サービスを検討して
いる法人へのコンサル受託

税理士並びに社労士との
業務提携（セミナー共同開
催含む）

308
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　東洋製作所

〒498-0045 愛知県弥富市稲元12丁目2番地2
0567-68-1311
0567-68-1312
ｈｔｔｐ://toyoseisakusho.jp/tekuteku
info@toyoseisakusho.jp
伊藤　和哉

桑名信用金庫
弥富南支店

日本一のものづくり企業を
目指して「挑戦と革新」を
モットーに走り続ける創業
50年の金属加工メーカー
です

高齢者向け電動シニアカー（2016年11
月に新製品として販売した自社開発製
品）

一般ユーザー向けの販売促進ツール
（弊社が取り組むシニアカーの直接販売
に貢献できるサービスやシステムなど）

高齢者向け製品を販売し
ているメーカー様などとの
販売連携（相互紹介など）
を期待

309
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　出口化成

〒498-0813 三重県桑名郡木曽岬町富田子３４４番地
0567-68-3366
0567-68-3343
http://ideguchi-kasei.co.jp/
info@ideguchi-kasei.co.jp
出口　泰博

桑名信用金庫
弥富南支店

弊社は、ソファやマットレス
をはじめとする製品製作に
必要な資材をメーカー様
へ日々提供しています。

ソファやマットレスをはじめとする家具
メーカー様、水耕栽培の苗地をお探しの
方。ウレタンフォームを利用した製品の
製作（ボルダリング用緩衝材等）をしてお
ります。

310
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　SHIN EI ブーケ

〒511-0243 三重県員弁郡東員町穴太2578-7
0594-33-3007
0594-33-2223
http://care-home.jp/
bu-ke-f@care-home.jp
川畑　祐也

桑名信用金庫
星川支店

喜んでもらえる商品を第一
に、足湯の製造開発をして
おります。身体が芯から温
まると喜ばれてます。

『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身体を芯から
温めれます。企業様の福利厚生（休憩
室）、高齢者施設、接骨院等への販売代
理店を探してます。

販売代理店として、協力い
ただける企業
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311
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 株式会社　甚昇

〒519-3205　三重県北牟婁郡紀北町長島1172
0597-46-3222
0597-46-3223
http://www.jinshomaru.com
info@jinshomaru.com
石倉一子

紀北信用金庫
長島

お子様からお年よりまで、
安心安全をモットーに美と
健康を第一に考え商品開
発にも力を入れています。

弊社のオリジナル商品の販売もしくは、
基剤としての販売

深海なまことコラボ出来る商品を探して
います。

深海なまこを使い商品を
作っていただける企業を探
しています。

312
⑨医療、健
康、介護、

福祉
出展者 アベリィア  合同会社

〒411-0045　静岡県三島市萩237-2
055-986-1887
055-980-5133
www.abelia.co.jp
info@abelia.co.jp
高村　美加

三島信用金庫
三島北支店

お客様に、安心して使える
次亜塩素酸水を提供する
ことをモットーに運営して
おります。

現在は、インターネット販売が主になっ
ておりますが、今後は地域とも連携を進
めて開拓をして販路拡大をしていきたい
と思っております。

当社の商品’ドクターアク
ア’の紹介と共に次亜塩素
酸水の違いを知って頂くこ
とが一番の目的です。

313
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 昭和造園土木　株式会社

〒501-1181　岐阜市雛倉794-1
058-239-9245
058-239-9541
http://www.showa-con.co.jp/zoen/
hibisin1@showa-con.co.jp
日比　真一

岐阜信用金庫
本店営業部

あらゆる緑化事業に取組
んでいます。

芝生駐車場製品「タフグリーン」 販売代理店の募集

314
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 ニチイコンサルタント　株式会社

〒491-0837　愛知県一宮市多加木二丁目９番３号
0586-71-8781
0586-71-8786
http://www.nichii.co.jp/
NICHII@nichii.co.jp
中村　弘樹

岐阜信用金庫
一宮支店

正確・迅速・誠実を企業理
念に掲げ、ドローン等の最
新測量技術を活用した測
量設計サービスを提供し
ます。

ドローンによる空撮や３次元計測、測量
設計業務、開発許可に係る申請業務等

事業用地や宅地造成にお
ける測量設計、ならびに開
発許可支援を必要とする
企業を探しています。

315
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 栗本建材　株式会社

〒501-6101　岐阜県岐阜市柳津町栄町193番地
058-388-2350
058-388-3046
www.kurimoto-bm.co.jp
kennzai@kurimoto-bm.co.jp
建材事業部　見神正純（ミカミマサズミ）

岐阜信用金庫
笠松支店

セメント・タイルをはじめ、
幅広い資材を取り扱う建
材商社です。皆様のお役
に立つ仕事を提供してい
ます。

316
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　昭和企画

〒492-8439　愛知県稲沢市七ツ寺町７０－４
0587-36-3271
0587-36-0361
http://www.showakikaku.co.jp
info@showakikaku.co.jp
榎本和男

岐阜信用金庫
奥田支店

特別教育講習会を展開し
ています。

訪問します　あなたの職場　特別教育講
習会
安全大会　講師派遣します

317
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　中島工務店

〒508-0421　岐阜県中津川市加子母１００５
0573-79-3131
0573-79-3214
http://www.npsg.co.jp
daichi@nakashima-net.com
中島　大地

岐阜信用金庫
付知支店

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・社寺建築を
全国に向け手がける工務
店

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。

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

318
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　愛知レジン

〒454-0921
愛知県名古屋市中川区中郷2丁目52番地
052-351-4611
052-351-4612
http://aichi-resin.jp/
info@aichi-resin.com
今野　太郎

岐阜信用金庫
八田支店

弊社は高機能樹脂を取り
扱う工事業者です。塗床
工事他ポリウレア樹脂に
よる工事、材料販売を行っ
ております。

弊社開発商品のポリウレア樹脂によるク
ラック補修材REDCOAT　CGクイックのご
提案です。即硬化し、耐摩耗に優れ、お
客様でも施工可能なクラック補修材で
す。

319
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者
有限会社　牧山商事
フタバ産商株式会社

〒501-0304　岐阜県瑞穂市田之上時友867-1
058-322-4928
058-322-4929
futabasansyou.com
sugifutaba@gmail.com
杉浦　信樹

大垣西濃信用金庫
瑞穂支店

商品開発に力を入れてい
ます。（防炎物品・製品）

・防炎物品・製品の印刷シートの受注

320
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　T3　タバタサッシ

〒503-0854　岐阜県大垣市築捨町5-121-1
0584-89-7106
0584-89-7105
http://www.igokochi.biz/
t3-tabata@sun.email.ne.jp
中田　真実

大垣西濃信用金庫
東前支店

騒音による睡眠不足の方
たちなど音にお悩みの方
に、ゆっくり過ごし眠れるよ
う窓でお手伝いしていま
す。

防音対策をお考えのお客様がいらっしゃ
る場合にお取引させていただけるリ
フォーム業者様、音楽教室の方、ペット
業界の方などを探しております。

壁・天井など防音商材を扱っている業者
様と防音でコラボできたら面白いなと
思っています。他にも耳栓など防音グッ
ズを扱っている業者様も探しておりま
す。

防音室など防音に興味の
ある企業を探しています。
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321
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 栗本建材　株式会社

〒501-6101　岐阜県岐阜市柳津町栄町193番地
058-388-2350
058-388-3046
www.kurimoto-bm.co.jp
kennzai@kurimoto-bm.co.jp
建材事業部　見神正純（ミカミマサズミ）

大垣西濃信用金庫
柳津支店

セメント・タイルをはじめ、
幅広い資材を取り扱う建
材商社です。皆様のお役
に立つ仕事を提供してい
ます。

322
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 株式会社　T'ｓサポート

〒507-0063　多治見市松坂町３－１７
0572-26-9181
0572-26-8109

ts1078@energy.ocn.ne.jp
高山　士圭希

東濃信用金庫
可児支店

皆さまの住まいに関する
増改築の相談をサポート
いたします。

リフォーム関連製品 リフォーム関連業者

323
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　ＴＯＫＡＩ　名古屋事務所

〒460-0008　名古屋市中区栄1-31-41　大井ビル３Ｆ
052-857-0275
054-273-4949
http://www.tokai-security.jp
m_fujimoto@tokaigroup.co.jp
藤本　貢

静清信用金庫
本店

ＴＯＫＡＩグループの持株会
社である㈱ＴＯＫＡＩホール
ディングスは東証１部に上
場しております。

マンション・ビル・施設等のエレベーター
点検・消防設備点検・清掃等の管財業
務やセキュリティを販売しております。管
理プランや経費の見直しにぜひご活用く
ださい。

各種点検業務や清掃業務・セキュリティ
業務等弊社の業務にご賛同いただける
業者様を探しております。

オーナー様だけではなく、
管理会社様・企業の総務
課管理課様等との取引も
希望しております。

324
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 株式会社　フェイス21

〒435-0037　静岡県浜松市南区青屋町564
053-462-8883
053-461-6211
http://www.faith21.jp/
akabayashi.s@faith21.jp
部長　赤林静夫

浜松信用金庫
天竜川支店

防カビ、防サビなどの高機
能・長寿命塗料の施工販
売。1度塗れば15年以上メ
ンテフリーでコスト削減を
実現。

内装外装の塗装だけではなく塗装に新
しい付加機能を探している設計事務所
様や塗装会社様。工事価格のたたき合
いを止めたいと思っている塗装会社様。

塗料にこだわらず、既存の製品を越えた
性能を持った商品を開発や販売している
会社様販売のお手伝いをしたく思いま
す。

新商品開発などを積極的
に行っている会社様。保守
メンテナンスや清掃業務を
行っている会社様。

325
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　イーモア

〒430-0806　静岡県浜松市中区木戸町5番5号
053-462-7969
053-545-7968
http://yaneshuuri.com/
info@ecokapara.jp
小田　準也

遠州信用金庫
和田支店

瓦・陶器の廃材を利用した
独自開発商品でお客様の
快適・安心を実現すること
をモットーにしています。

取扱店となって事業拡販に協力していた
だける取引先を探しています。

弊社商品を営業施工頂け
る取扱店様を募集。施工
はシンプルな為ご協力頂
ける事業者様の業種は問
いません。

326
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック

ピーエッチコーポレーション　株式会社

〒441-8019　愛知県豊橋市花田町字荒木９１番地
0532-34-6275
0532-34-6276
http://ph-c.co.jp
info@ph-c.co.jp
山本　恭裕

豊橋信用金庫
吉田方支店

「安心」「信頼」「評価」を合
言葉に日々活動していま
す。

高輝度蓄光シートを利用した安心安全
グッズを取扱っています。停電で暗闇に
なった際、避難方向、非常口へ確実に導
いてくれるアルファフラッシュを販売して
います。

安全・安心をコンセプトにしたネットショッ
プを運営しております。防災・減災用品、
交通安全用品、などの新商品をご紹介く
ださい。

327
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 三信建材工業　株式会社

〒441-8077　愛知県豊橋市神野新田町字ニノ割35-1
0532-34-6066
0532-33-7155
http://sanshin-g.co.jp/
info@sanshin-g.co.jp
濵千代　悠太

豊橋信用金庫
本店

防水・塗装・構造物点検工
事を主軸に、ドローン等の
先進技術を取り入れた
サービスを展開していま
す。

業務用ドローンの操縦訓練を行う「中部
ドローンアカデミー」の受講生を募集致し
ます。その他、構造物点検、機体販売等
もお請け致しますので、お気軽にお問合
せ下さい。

ドローンの利活用を推進
する（一社）JDC中部地域
部会の新規入会企業様を
募集しております。

328
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 三河ミクロン　株式会社

〒441-3103　愛知県豊橋市雲谷町字上ノ山65-15
0532-41-0274
0532-41-6169
http://www.mikawa-micron.co.jp
info@mikawa-micron.co.jp
三城真弘

豊橋信用金庫
二川支店

多様な緑化資材による、
緑溢れる環境にやさしい
街づくりをご提案致しま
す。

・屋内緑化システムを利用、設置先を探
しています。
・緑化資材全般を扱っていますので、お
取引先を探しています。

・弊社で取り扱える新たな緑化資材を探
しています。

異業種でもご一緒に環境
緑化をすすめて頂ける企
業様を探しています。

329
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 ゴトウコンクリート　株式会社

〒442-0051　愛知県豊川市中央通ニ丁目１３番地
　　　　　　　　 豊川中央通ビル５階
0533-85-4145
0533-85-4188
http：//ｗｗｗ.goto-ｃon.ｃo.ｊｐ
goto＠goto-ｃon.ｃo.ｊｐ
営業部　佐古　亮太

岡崎信用金庫
豊川支店

これまでの常識を突き破る
製品で、お客様を逃さない
駐車場・コミュニティスペー
ス作りに貢献しています。

側溝蓋のガタツキや、水溜まり対策で実
績十分な都市型側溝が施設の場内環境
の改善に貢献できます。今回３つのフ
リーをご案内します。（メンテナンス、バリ
ア、ストレス）

330
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 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
0564-66-0660
0564-25-5484
http://www.shouene-hayack.com
y-itou@hayack.co.jp
伊藤義朗

岡崎信用金庫
美合支店

３３年間培った塗装技術と
最新の技術で、雨漏り防
止，遮熱・断熱塗装等、環
境整備のお手伝いをいた
します。

遮熱・断熱塗装，断熱ガラスコートによる
職場の暑熱対策
雨漏り診断士による雨漏り原因究明，対
策
LED照明等による光熱費の削減
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331
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　一晃

〒481-0035　愛知県北名古屋市宇福寺神明32番地
0568-65-6733
0568-65-6738
www.shiba-raku.com
info@shiba-raku.com
坂川　貴啓

いちい信用金庫
師勝支店

当社の人工芝はポリエチ
レン100％のものを使用
し、手入れのいらない草原
を作ります。

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。

土地を整地するにあたり、建設機械で作
業効率の上がるものがあれば検討した
いです。

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者と
業務提携したい。

332
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 ユコーインテリア　株式会社

〒491-0916　愛知県一宮市観音寺１丁目９番１１
0586-43-1235
0586-46-1144

yucoh@sa5.gyao.ne.jp
岩田　哲典

いちい信用金庫
大和支店

安全性の高いコーティング
剤を販売しています。

安全性の高いコーティング剤を使用して
いただける取引先を探しています。

梱包の簡易化を図れる機械を探してい
ます。

安全性の高いコーティング
剤を開発していただける企
業を探しています。

333
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 グラストップ　株式会社

〒454-0982
愛知県名古屋市中川区西伏屋一丁目304番地2
052-618-8260
052-618-8230
www.glasstop-japan.com
ookubo@glasstop.co.jp
大久保　善親

いちい信用金庫
富田町支店

製造から施工・管理まで最
先端のガラスコーティング
における一貫したソリュー
ションをご提供していま
す。

おもちゃやペットなどによるフローリング
の傷にお悩みの一般のお客様をはじ
め、弊社ガラスコーティングをお取扱い
いただける工務店、清掃業、塗装業等
の法人様。

弊社ガラスコーティングを
お取扱いただける工務
店、清掃業、塗装業などの
法人様を探しています。

334
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　アイシーリンク

〒481-0045　愛知県北名古屋市中之郷北１８番地
0568-26-5549
0568-26-5541
http://www.r-eco.com
office@r-eco.com
船戸　和幸

いちい信用金庫
西春支店

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　57名登録

当社システムの利用を希望する工務店・
建築家を募集します。

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。

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。

335
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 マルオカ工商　株式会社

〒452-0807　名古屋市西区歌里町298番地
052-502-9416
052-502-9441
http://www.maruokakoushou.jp//
maruoka-k@mist.ocn.ne.jp
経理課長　　　林　明彦

瀬戸信用金庫
大野木支店

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

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。

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。

336
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　みずほ

〒464-0082　愛知県名古屋市千種区上野1-10-12
052-723-7621
052-723-7660
ｗｗｗ.mizuho-s.co.jp
mail@mizuho-s.co.jp
松尾　光弘

瀬戸信用金庫
今池支店

監視カメラ・防犯・防災設
備全般の設計・施工・保守
を自社で責任をもって一貫
して行っております。

金融機関をはじめ流通業界、警備会
社、病院、工場、オフィス等たくさんのお
客様に導入させていただいております。
監視カメラ等の販売も行っております。

監視カメラの販売、オフィ
ス家具の販売、入退室管
理の販売。

337
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 トーエイ　株式会社

〒470-2105
愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番地の1
0562-83-3880
0562-83-8911
http://www.toei-eco.co.jp
info@toei-eco.co.jp
松下　哲也

知多信用金庫
東浦支店

愛知県東浦町から全国、
世界へ「地球に正しい環境
づくり」を発信する総合リ
サイクル事業を行っており
ます。

環境にやさしいリサイクルガラス造粒砂
は路床材、埋戻材、雑草対策、ヒートア
イランド現象の予防対策に活用できま
す。
トーエイは環境負荷低減を目指します。

338
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者
KAMON　Kabeya　家紋壁屋

株式会社　川幸

〒444-1323　愛知県高浜市田戸町三丁目6-12
0566-53-1214
0566-53-2094
https://www.facebook.com/kawakoh.co.jp/
k-kamiya@kawakoh.co.jp
神谷　幸仁

碧海信用金庫
高浜支店

輸入壁紙を中心に、DIY商
材・DIY賃貸　DIY女子倍増
計画中・職人さん募集中

輸入壁紙・塗料（ペンキ）・漆喰・DIYセミ
ナー開催
DIYインテリアの楽しさを、ユーザーに広
めたい

輸入壁紙・塗料（ペンキ）・漆喰を利用し
た　DIY企画

輸入壁紙・DIY賃貸

339
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 株式会社　ルー・キューブ

〒441-0101
豊川市宿町白山１３３番地１
0533-74-5658
0533-74-5658

wakunaga10@gmail.com
野崎　好江

蒲郡信用金庫
国府支店

お客様のニーズにあった
住みやすく楽しい家をご提
案ます。

リフォーム・内装工事・水まわり工事

340
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック ワシノ商事　株式会社

〒441-8008
愛知県豊橋市三ツ相町245番地の1
0532-39-6113
0532-39-6115
http://www.washinoshouji.com/

井澤　洋人

蒲郡信用金庫
前田南支店

当社はOAフロアの施工及
び販売を手掛けています。
オフィスリニューアルの事
ならお任せください。

ＯＡフロア資材。自社商品「エコフロア」と
「ＷＳ3000」は環境に優しくかつ軽くて高
強度な商品です。
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341
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 株式会社　渚興業

〒441-0211
愛知県豊川市御油町米野18-1
0533-82-4755
0533-82-4766

nagisa@f6.dion.ne.jp
平田　チカ

蒲郡信用金庫
国府支店

東三河で15年足場工事に
携わっております。足場の
ことでお困りでしたら何で
もご相談にのらせて頂きま
す。

仮設資材施工等

342
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 有限会社　イヨダ産業

〒442-0848
愛知県豊川市白鳥町防入26-3
0533-87-7775
0533-87-7776
http://iyoda.org/
7775@iyoda.org
伊豫田　宏二

蒲郡信用金庫
国府支店

外構デザイン、工事を承り
ます。材料仕入れ、職人
の手配すべて自社で行う
ため中間コストがかかりま
せん。

外構デザイン、外構工事。 植栽、石材、ガーデン資材

343
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 有限会社　ウケイ美装

〒442-0806
愛知県豊川市牧野町2丁目17
0533-95-5122
0533-89-8108
http://www.ukeibisou.com
info@ukeibisou.com
請井　利安

蒲郡信用金庫
豊川北支店

環境に配慮した省エネ、エ
コ、高耐候塗料を軸にお
客様のニーズに合った商
品の提供をします。

赤外線診断を絡めた建築リフォームと外
装の塗り替え工事の受注

施工、販売代理店

344
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　漆喰九一

〒462-0859　愛知県名古屋市北区神明町30
０５２－９８１－３１２９
０５２－９８２－８８０９
http://www.kuichi.net
sikkui@kuichi.net
岡島 民佳

中日信用金庫
上飯田支店

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開発
し、製造・販売・施工をして
います。

・漆喰施工の受注
・九一漆喰、刷毛塗り漆喰、すぎのこ漆
喰の販売
・一般左官工事の受注

・左官道具の発注

345
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　成功電気

〒462-0033　愛知県名古屋市北区金田町5-5-4
052-799-7620
052-799-7621
www.ecoseikou.net
r.imai@ecoseikou.net
今井　隆太郎

中日信用金庫
光城支店

「快適な省エネ」をモットー
に新商品を開発し産業用
住宅用向けに計測評価施
工までワンストップ。

１．ニーズに合わせカスタマイズしたZEH
住宅と自社商品の蓄冷冷風機を販売し
て頂ける取引先を探しています。

１．金型無しの板金加工、小ロットで請け
負っていただける企業
２．送風機用高性能フィルター
３．送風機の消音技術を持った業者

新商品、蓄冷冷風機の生
産体制やスキームの構築
に協力していただける企
業を探しています。

346
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 有限会社　旭建工

〒452-0932　愛知県清須市朝日愛宕48番地
052-400-6868
052-409-7273
http://asahi-kenko.co.jp
office@asahi-kenko.co.jp
安井啓三

中日信用金庫
須ケ口支店

「捨てない・壊さない・取替
えない」をモットーに快適リ
フォーム商品を当社独自
の技術で提供します。

347
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 株式会社　奥村設計事務所

〒465-0025　愛知県名古屋市名東区上社3-2112-2
052-704-3330
052-704-4440
http://www.om-s.co.jp/
info@om-s.co.jp
奥村真次

中日信用金庫
名東支店

３次元レーザースキャナー
とGNSS測量

最新の３次元レーザースキャナーと
GNSS測量を利用し３次元データを活用
した設計・施工計画を提案。その後の維
持管理にも転用可能

348
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　ワールドマルエス

〒４５４－０８７２　愛知県名古屋市中川区万町607
052-363-5149
050-1121-6194

world-maruesu@s9.dion.ne.jp
佐藤　季司

中日信用金庫
甚目寺支店

水100％で強力洗浄、強力
除菌ができるクリーナーで
す。薬品添加物ゼロなの
で安心してご使用頂けま
す。

幼稚園、保育園、スポーツジム、大衆浴
場、飲食店、ペットショップ、ホテル、旅
館、観光バス会社、旅行会社等

349
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　建和

〒485-0073　愛知県小牧市大字舟津字八反田149-2
0568-71-5950
0568-71-5928
http://www.bf-kenwa.co.jp
floor@bf-kenwa.co.jp
事業部長　竹林武弘

東春信用金庫
小牧西支店

弊社は、塗床・塗装の仕
上業者です。工場や駐車
場、テーマパーク等、皆様
が目にする床を綺麗に仕
上げます。

「熱交換塗料タフコート」は、屋根や壁に
塗る事により室温が低減され、省エネ、
節電対策となります。
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。

「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

350
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 有限会社　エスケー

〒489-0965　愛知県瀬戸市南山口町65番地
0561-85-5255  0561-85-7413
0561-85-7464
http://www.sk9.jp/
info@sk9.jp
鈴木

東春信用金庫
旭支店

「他にない骨壺」をコンセプ
トに日々精進したいと考え
ております。

葬祭用品全般。一般から業者まで問わ
ず販売致します。

特になし 特になし
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351
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 鈴鹿防災　株式会社

〒513-0054　三重県鈴鹿市中箕田1丁目２７－２０
059-395-3600
059-395-3700
http://www.suzukabousai.com
info@suzukabousai.com
代表取締役　久畑　年生

北伊勢上野信用金庫
鈴鹿支店

「安心・安全」を求める中、
様々なニーズに応え、さら
なる安心して暮らせる安全
な社会創りを目指します。

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

防災・防犯等に関する製品・物品などの
商品を探してます。

防災・防犯等に関する製
品・物品などの新商品の
開発。

352
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 有限会社　シンワ

〒511-0834　三重県桑名市大字大福510番地3
0594-22-2797
0594-22-2317
http://shinwa1993.jp
info@shinwa1993.jp
伊藤　和紀

桑名信用金庫
本店営業部

アパート・マンション経営
で、空室でお悩みの大家
様へリノベーションを通じ、
満室経営をご提案

空室で収益改善が必要な大家様を探し
ています。
相続・節税でお悩みの大家様を探してい
ます。

賃貸住宅の空室を10年間、法人企業へ
貸していただける大家様
1室からでも大丈夫です。

長期空室物件を管理して
いる賃貸管理業者様

353
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 丸三商事　株式会社

〒511-0838 三重県桑名市和泉ハの割３９４－１
0594-22-0771
0594-23-5726
http://www.03net.jp
info@03net.jp
水谷宗徳

桑名信用金庫
本店

オフィスの価値の多様化。
お客様が目指す価値の実
現へ創造力と提案力で、
皆様の快適なオフィスを創
ります。

「お客様がオフィスに望む価値を実現し
たい！」この想いが私たちの出発点。オ
フィス通販（アスクル）・オフィス家具・カ
ラー複合機など最適なサービスを提案し
ます。

私たちのお客様が、オフィスに望む価値
を実現できる商材を求めます。オフィス
で働く方にとって快適となる商品・商材を
探しています。

354
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者
株式会社　常新産業
（いなべ市商工会）

〒511-0214 三重県いなべ市員弁町岡丁田796-2
0594-84-1155
0594-84-1161
https://joshin-s.co.jp
josin7735stm@mbr.nifty.com
伊藤　英仁

桑名信用金庫
員弁

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！お客様
に、より良い商品をお届け
します。

各種手袋・マスク・遮熱シート、
鳩の糞対策、国産台車・すべらんマット
（フォークリフトの荷台のスベリ止め）
耐滑シューズ・PPバンド・各種テープ

355
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 花のひより園

〒496-0921　愛知県愛西市大井町弥八16
0567-31-3887
0567-31-4392
www.hiyorien.com
無し
篠邉　誠

桑名信用金庫
蟹江支店

フラワーギフト・お花のご
用命は当店におまかせく
ださい。毎月フラワーレッ
スンも行っております。

生花・花束・観葉植物・アレジメント・フラ
ワー教室

冠婚葬祭～異業種など様々な企業様

356
⑩生活、住
環境、建
築、土木

出展者 株式会社　金星堂

〒511-0836 三重県桑名市江場481
0594-21-3211
0594-21-3214
http://www.kinseido.co.jp/
m-kikuchi@kinseido.co.jp
桐生卓弥

桑名信用金庫
本店

看板・サインの製作から施
工まで一貫した業務を行
います。
看板を造り、御社の企業
PRを行います。

サイン全般　屋外・内看板工事　カーラッ
ピング等　を請け負います。
デザインの提案から設置までワンストッ
プで行います。

シートや看板資材などお値打ちで高品
質のものを探しています。

現場施工及び当社工場内
での看板製作を請け負っ
ていただける会社を探して
います。

357
⑩生活、住
環境、建
築、土木

ガイド
ブック 有限会社　セイワ工業

〒498-0034
三重県桑名郡木曽岬町白鷺白鷺川617番地1
0567-68-5862
0567-69-1815
http://ｓｅｉｗａ04.com/
company@seiwa-welding.jp
野見山　勇大

桑名信用金庫
弥富南支店

25年以上にわたって道路
標識柱を製造した実績を
基に溶接を用いての加工
を得意とする。

時期：通期もしくは4月～9月に繁忙期を
迎える会社
希望内容：精密製缶、大型構造物を主と
する溶接加工
ex)道路標識柱、ブラケット、パレット、機
械フレーム他

時期：10月～3月
希望内容：大型構造物の組立、溶接、溶
接従事者
ex)道路標識柱、弊社工場にて期間工勤
務

機械加工の後工程の溶接
分野での連携
構造物や支柱、階段手す
り等を自治体や民間に売
り込む企画会社

358
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　サイエンスネット

〒503-0803
岐阜県大垣市小野4-35-8　ｻｲｴﾝｽﾈｯﾄ本社ﾋﾞﾙ2F
0584-83-1167
0584-83-1168
https://www.sciencenet.co.jp/
info@sciencenet.co.jp
総務部長　　深井　真理子

岐阜信用金庫
大垣支店

ソフト開発、システム設
計、ロボットプログラミン
グ、ネットワーク構築・保
守、空撮、ＷＥＢサイト制
作等

医療介護の現場の負担増加の問題に
対して、個々の医療機関が持っている情
報を一元管理するためのシステム開発
を行い、負担軽減への取組みを行って
います。

359
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　リーピー

〒500-8891　岐阜県岐阜市香蘭3-7
058-215-0066
058-215-0067
https://leapy.jp
info@leapy.jp
川口　聡

岐阜信用金庫
美江寺支店

「Webで地方をおもしろくす
る」を合言葉に、東海三県
の企業様に様々なWeb戦
略支援を行っています。

MotoList(モトリスト)は主にメーカー企業
様向けのクラウド商品情報管理ソフトで
す。簡単、かつ、効率的な商品情報管理
に興味がある企業の方にご案内したい
です。

360
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 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丁目1-12
0584-78-7810
0584-82-3250
http://www.mirai.ad.jp
yamamoto@mirai.ad.jp
山本真至

大垣西濃信用金庫
歩行町支店

情報資産はデータセン
ターへ

会社データのバックアップ/共有
レンタルサーバー、データセンター

重要なデータのバックアップはもちろん、
現場の営業マンや作業者とのファイル
共有など、業務円滑に行うソリューション
をご提案します。

システム開発やホーム
ページ制作を行っている
会社様
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361
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 キャルシステムソリューション　株式会社

〒417-0011　静岡県富士市鈴川本町４－１
0545-31-2882
0545-31-2883
http://ｗｗｗ.hakobimasenka.jp
t-koyama@hakobimasenka.jp
小山　尊彰

富士宮信用金庫
吉原支店

中小企業庁経営革新法の
承認を得た物流企業向け
運行管理システム「運びま
専科」のソフトを販売して
います。

地方の小規模ＩＴ系企業です。少しでも多
くの皆様に弊社のパッケージ製品のＰＲ
を行いたいのと販路拡大のビジネスチャ
ンスを得たく思います。

弊社パッケージ製品の販
売代理店を募集します。

362
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　兵藤

〒437-0064　静岡県袋井市川井1053-1
0538-43-4611
0538-43-5074
http://www.hyo-do.jp/
iio@hyo-do.jp
飯尾　悠太

磐田信用金庫
袋井支店

お客様の要望、ロケーショ
ンに応じたATMブースの
出店、設置の実現

ATMブース、コーナー周辺部パネル設
置工事

363
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　バージョン・ラボ

〒436-0016　静岡県掛川市板沢940-1
0537-22-8318
0537-22-8317
http://version-labo.co.jp
info@version-labo.co.jp
榑松洋司

掛川信用金庫
下俣支店

ネット通販、電話注文をま
とめて管理できる販売管
理ソフト「通販天国」の開
発・販売を行っておりま
す。

通販業務のシステム導入
当社商品の取扱いをして
いただける業者様を探して
おります。

364
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　カプセルグラフィックス

〒456-0018　愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-6-9
　　　　　　　　 金山大和ﾋﾞﾙ6F
052-680-6620
052-680-6621
http://capsule-g.co.jp
info@capsule-g.co.jp
小浜　季史

愛知信用金庫
金山支店

住宅会社専門のＷｅｂマー
ケティング

住宅会社の集客のためのＷｅｂコンサル
ホームページ制作・運用、パンフレットデ
ザインを含む外部広報部として集客を支
援します。

システム開発

365
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　エスティーアオキ

〒470-1161　愛知県豊明市栄町坂畑１０－１
0562-97-4776
0562-97-4765
http://www.staoki.co.jp
aoki@staoki.co.jp
青木　晃

愛知信用金庫
桶狭間支店

常にお客様目線で物事を
考え、お客様のニーズに
合わせた商品・サービスを
ご提供できるよう努力して
います。

オフィスのセキュリティ対策に関心をお
持ちの会社様、これから行おうという会
社様、セキュリティ対策商品には自信が
ありますので、ぜひご相談ください。

366
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 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
052-321-2020
052-321-0100
http://www.duplo.ne.jp
kt-0517@duplo.ne.jp
営業本部３課　豊田　健

岡崎信用金庫
本店

お客様ごとに分析してIT機
器をご提案致します。業務
改善やコストダウンは是非
ご相談下さい。

近年人気急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。

367
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　システムトラスト

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1丁目5-11
052-212-2951
052-212-2953
http://www.systemtrust.co.jp/
y-kitamura@systemtrust.co.jp
北村　吉史

岡崎信用金庫
柳橋支店

創業以来27年間IBMi上で
の業務アプリケーション課
発を得意としています。

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。

受注したい（売りたい）業
務の内容と同じ

368
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　レッツ・コーポレーション

〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20-1
　　　　　　　 　丸の内2号館
052-201-6230
052-201-5050
http://www.lets-co.jp/
nakamura@lets-co.co.jp
中村　豊

岡崎信用金庫
柳橋支店

情報・通信・映像・音響の
ニッチ市場において、お客
様が満足いく商品を安定
供給。

防犯カメラパッケージ商品「見張隊シ
リーズ」三種の拡販
・FHD見張隊Pro　・見張隊エーグル04
・ワイヤレス見張隊
ＢＣＰ対策商品（AED・トランシーバー）

369
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　クエスト

〒461-0005
愛知県名古屋市東区桜一丁目10番9号　栄プラザ３階
052-968-1011
052-968-1055
http://www.qest.jp
hello@qest.jp
脇田　忠司

いちい信用金庫
名北支店

不動産の室内や外観をＶ
Rで見ることで、没入感を
得られ、顧客に対する訴
求力を高めます。

今まで写真で表示していたものをVR化
し、リアルに表現できます。通販商材や
車などにも応用でき、今最先端の技術で
す。

370
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　 ビー・サポート

〒468-0046　愛知県名古屋市天白区古川町５４番地
0120-527-718
052-747-8998
http://www.be-support.co.jp/
co.ltd@be-support.co.jp
杣木 俊文

瀬戸信用金庫
神の倉支店

事務用コンピュータの販
売・ソフト開発・アフター
フォローを自社で一貫して
行っています。

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。
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371
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 有限会社　中部ビジネスサポート

〒459-8016
愛知県名古屋市緑区南大高4丁目1010番地
052-625-0595
052-626-3387
http://www.cbs2008.jp
ks@cbs2008.jp
代表取締役　白石賢一

半田信用金庫
名和支店

他社にない特徴を持った
防犯カメラをご紹介しま
す。

防犯灯カメラは通常の赤外線カメラと違
い、ホワイトLEDを使用しており暗闇の
中でも街灯のように存在感が高いため、
防犯と威嚇になります。

372
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 タケショウ　株式会社

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3丁目4番22号
　　　　　　　　　エフジー伊勢町ビル6Ｆ
052-526-2101
052-526-2102
https://www.freemobile-navi.jp/
masaki_iwashita@takeshou-gr.co.jp
岩下雅樹

知多信用金庫
本店

Wi-Fiサービスを主体とし
た飲料自販機の付加価値
サービスをご提案する自
販機オペレーター会社で
す。

来客サービス・BCP対策向けのオリジナ
ルWi-Fiサービスを導入したい施設や企
業を探しています。

Wi-Fiを活用したBCP対策
商品の開発及びご提案を
頂ける企業を探していま
す。

373
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　サン・プロテック

〒470-0373　豊田市四郷町山畑１３９－２８
0565-44-0151
0565-44-0393
http://www.purotec.co.jp/
o_yasuo@purotec.co.jp
小倉

豊田信用金庫
猿投支店

あなたの会社、マンガにし
ます！

「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。

印刷業務全般

374
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　アルファシステム

〒444-1153　愛知県安城市東町荒井２５番地
0566-73-7015
0566-99-6708
http://www.alpha-sys.co.jp/
takeuchi@alpha-sys.co.jp
代表取締役　竹内　俊智

碧海信用金庫
桜井支店

東海地区の信用金庫様に
各種システムの導入・ご提
案をさせていただいており
ます。感謝

375
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　Remote　One

〒455-0053　愛知県名古屋市港区魁町2-16-1
052-355-6251
052-355-6252

info@remoteone.co.jp
長縄正生

碧海信用金庫
名古屋南支店

タブレットやモバイルノート
で何処でも社内と同じPC
環境を実現　BCP対策に
も是非

営業活動を効率化した企業やBCP対策
そしてWindowsXPでしか動作しない業務
ソフトを作り直さずWindows7や10で操作
できます。

376
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　ＳＭＢ

〒470-2104　愛知県知多郡東浦町生路池下28-2
0562-57-3945
0562-57-3946
http://smb-inc.co.jp
smb-inc.co.jp
五十嵐和久

西尾信用金庫
亀崎支店

【情報記録＝営業資産】と
考え、開発されたシステム
「BizLib（ビズリブ）」を出展
します。

BizLibは訪問地GPS記録、日報入力など
をスマホで手軽に実現。新規にもルート
にも使える営業マンと管理者必携の管
理ツールです。

Web系の技術を持つ会社
様とお取引の機会を持つ
ことができれば幸いです。

377
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 デルター　株式会社

〒444-0863
愛知県岡崎市東明大寺町9-10
0564-65-1088
0564-65-7060
http://www.deltar.co.jp/
info@deltar.co.jp
提案推進部部長　牧野　順一

蒲郡信用金庫
緑丘支店

企画を織り込んだスマホ
対応＆CMS付ホームペー
ジを無料試作！　好評の
運用サポートで公開後も
安心です。

「お客様の不安とリスクを減らしたい」か
ら行き着いたのが、見てから買えるホー
ムページ。しかも、独自の戦略メソッド×
サイト構築システムで、速い・安い・キレ
イを実現！

378
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　ネットコム

〒441-8086
愛知県豊橋市問屋町２６番１
0532-34-0100
0532-34-0102
http://www.netcom-inc.co.jp
k.ogasawara@netcom-inc.co.jp
SD部　小笠原　耕治

蒲郡信用金庫
花田支店

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に役立
つソリューションを提供致
します

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。

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

379
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　エコシステムズ

〒451-0045　名古屋市西区名駅2－4－3
ウエスタンビル7F
０５２－５８８－５６７７
０５２－５８８－５６７８
http://www.ecosystems.co.jp
uchino@ecosystems.co.jp
内野孝幸

中日信用金庫
栄生支店

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善等
を推進し地域社会に貢献
しています。

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。

多様化する物流管理業務や、配送車輛
や、営業車輛管理による安全運転・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。

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

380
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　名大ＳＫＹ

〒488-0839　愛知県尾張旭市渋川町二丁目8-10
0561-54-4449
0561-52-0348
http://www.meidaisky.jp/
info@meidaisky.jp
高岡　暁雄

中日信用金庫
尾張旭支店

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

導入企業、販売代理店を募集していま
す。
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381
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　東海シーオーエーエス

〒462‐0844　愛知県名古屋市北区清水3-18-26
052-911-0100
052-911-0091
http://www.tcoas.com/
info@tcoas.com
小山

中日信用金庫
本店

経営理念：関わる全ての
人に喜びと感謝を!!
これを心に誓い、全ての活
動を行います。

ランサムウェア対策・不正侵入対策を強
固にし、企業の大切な情報を保護する
商品「ESET・HOME」。防犯に関する幅
広いニーズにお答えする「監視・防犯カ
メラ」

各種工事を請けて頂ける企業様
工事内容：ビジネスホン取付、各種配線
工事。監視カメラ取付、各種配線工事。
他、大規模LAN配線工事等

弊社取扱い商品を、お客
様へご紹介頂けるお取次
店様

382
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 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
052-451-1821
052-459-1189
http://www.lbm.co.jp/
d-takasu3565@lbm.co.jp
高須大介

中日信用金庫
本店

1946年創業の、通貨処理
機の専門メーカーです。

金融機関をはじめ、官公庁、流通業界、
警備会社、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。

383
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　デジタライズ

〒465-0025　愛知県名古屋市名東区上社二丁目
　　　　　　　    　１８６番地　新東名ビル４０１号室
052-769-1136
052-769-1137
http://digitalize.co.jp/
akdc-sales@digitalize.co.jp
営業部　安井　勇太

中日信用金庫
名東支店

お客様のニーズに合わせ
た事業継続計画策定にお
けるシステムデータバック
アップの提案をいたしま
す。

自社で保有や、利用しているシステムに
ついて、今後のシステム改修やサーバ
の老朽化、ＢＣＰ対策等システムに関す
るお困りごとがあれば、何なりとご相談
に乗ります。

システム開発、データセン
ター事業において協業をし
ていただける企業を探して
います。

384
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 アリッツ　株式会社

〒487-0016
愛知県春日井市高蔵寺町北1-205 明川マンション202
0568-48-1241
0568-48-1242
https://www.alitz.co.jp/
eigyo@alitz.co.jp
梅田 英輝

東春信用金庫
高蔵寺支店

地元の皆様のインターネッ
ト・IoT活用をお手伝い！

ホームページ制作
メール・電話・FAXの情報共有システム
インターネット・IoTを活用した業務改善
のご提案

業務（基幹系）システム開
発会社（弊社システムとの
タイアップ）等

385
⑪情報通

信、ＩＴ
ガイド
ブック 株式会社　Anotherworker

〒510-0075　三重県四日市市安島1-3-18
　　　　　　　　三重北勢地域地場産業振興センター3階
050-3772-2465

http://www.anotherworker.co.jp
info@anotherworker.co.jp
代表取締役　金澤賢一

北伊勢上野信用金庫
本店営業部

Windows・Linux向けソフト
を完全自社開発しており、
特に科学技術分野に強み
を持っています。

シミュレーション・CADの高度な活用、製
品・プロセスの最適化をご希望で、弊社
開発ソフトの購入、ソフト開発の委託を
いただける企業様を探しています。

外部からの操作が可能な機能（API等）
を持つ、比較的安価な3次元CADソフト、
各種シミュレーションソフトを探していま
す。

弊社開発ソフトをベンチ
マークいただける、シミュ
レーションソフトをご利用
の企業様を探しています。

386
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　しんきん情報サービス

〒108-0075　東京都港区港南1-8-27　日新ビル12F
03-5462-3377
03-5462-8945
http://www.shinkin-sis.co.jp
sue-m@sis.shinkin-sis.co.jp
末　麻由美

当社は、信用金庫の情報
関連会社として多くのシス
テムやサービスを提供して
いる会社です。

①MMK：お店に置くことでコンビニ同様
に公共料金等を収納できる端末のご紹
介
②コンビニ収納サービス：売掛金を全国
のコンビニで代金回収できるサービスの
ご提案

387
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 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
050-5556-2960
052-204-4623
http://www.nttdata-tokai.jp/
suzukinr@nttdata-tokai.co.jp
鈴木典子

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」を追求し、挑戦し続
けるＩＴサービス企業です。

「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。

388
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 タケロボ　株式会社

〒104-0045　東京都中央区築地1-13-14
　　　　　　　　　NBF東銀座ｽｸｴｱ8F
03-6821-9751
03-6825-5612
www.takerobo.co.jp
info@takerobo.co.jp
竹内 清明

東京東信用金庫
大島支店

ロボットの開発と提供を通
じ、豊かな社会と明るい未
来づくりに貢献します。

コミュニケーション型ロボット「ロボコット」
を購入したいお客様を探しています。ロ
ボコットはクラウド連携、Watson連携が
でき、簡単な操作で高い効果を発揮しま
す。

ロボットの開発製造に要する、ソフトウェ
ア開発、機械製造、プラスチック成型、な
どを請け負って頂ける企業様を探してい
ます。

弊社ロボットを販売代理頂
ける企業様を探していま
す。

389
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者

株式会社マネーフォワード
株式会社ヒューマンテクノロジー

ズ

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 4F
03-6453-9162
03-3451-0781
https://biz.moneyforward.com/
narisue.yohei@moneyforward.co.jp
成末　庸平

テクノロジーにより企業の
生産性向上と成長を支
援。会計、勤怠、給与、経
費等クラウドサービスを提
供

会計ソフトをはじめとする、ビジネス向け
クラウドサービス『MFクラウドシリーズ』
やクラウド勤怠管理システム『KING OF
TIME』を提供しています。

上記に掲載したクラウド
サービス群を共に拡販頂
ける会計事務所様、一般
企業様を募集しています。

390
⑪情報通

信、ＩＴ
出展者 株式会社　富士通エフサス

〒450-6631　愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3
号　　ＪＲゲートタワー ３７階
052-756-3872
ー
http://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/
k.satoshi@jp.fujitsu.com
東海金融ビジネス部長　小林 誠志

ICTをコアにした「トータル
サービス」でお客様の新た
な価値創造を支えます。

昨今、各企業では労働環境の改善を求
められています。「IDリンク・マネー
ジャーⅡ」を導入することによりムダな残
業の抑止によるコスト削減を実現できま
す。

動画、写真、音などのデジタル素材を活
用した教材作成に伴うコンテンツ開発が
できる企業を探しています。

デジタルサービスの強化と
なるAI、IoTなどの強力な
シーズを持った企業を探し
ています。
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391
⑫流通、物

流
出展者 株式会社　萬勇

〒453-0862　愛知県名古屋市中村区岩塚町一里山
　　　　　　　　　１－９
052-419-0311
052-419-0800
http://man-you.com
ko_teranishi@man-you.com
寺西　功

愛知信用金庫
中村支店

欲しいモノが欲しいトキに
欲しいダケ

設立70年の家庭金物卸が手がけた
BtoBカート

インターネット卸売サイト
BtoBカート

392
⑫流通、物

流
出展者 株式会社　協和ロジテック

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-6-7関内伊藤ビル7階
045-650-5190
045-650-5192
http://www.kyouwa-logi.co.jp/
info@kyouwa-logi.co.jp
部長　堀　幸祐

半田信用金庫
本店

「信ちゃん」と共に、信用金
庫の皆様と、お客様との
「心を繋ぐ」お手伝いを第
一に。

事業者様と、そのお客様との繋がりをサ
ポートする仕組みや、ＰＲ製品の販売。

円熟世代が手に取ってもらえる、アイデ
ア商品。健康グッズ。防災グッズ。

全国の信用金庫様への、
ＰＲ商品として利用可能な
製品を製造している事業
者様との、提携。

393
⑫流通、物

流
出展者 岡崎通運　株式会社

〒444-0903　愛知県岡崎市東大友町字土下35番地
0564-31-9114
0564-33-3031
http://www.okatsu.co.jp/
teppei_kimura@okatsu.co.jp
木村　哲平

豊田信用金庫
岡崎支店

三河エリアでの輸送・物流
拠点でお困りの方、是非
お声掛け下さい！

物流拠点運営・配送・保管業務等
配送業務など弊社業務にご協力いただ
ける企業様を探しております。

394
⑫流通、物

流
出展者 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
0564-43-1115
0564-43-5831
http://www.lgcs.co.jp
hashiguchi@lgcs.co.jp
橋口　義高

碧海信用金庫
中島支店

倉庫の、貸したい・借りた
いをベストマッチングする
ロジ庫です。

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。紹介料やロジ庫掲載料は掛
かりません。

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、是非ロジ庫に
相談ください、ご希望に合った物件をご
提案致します。

395
⑫流通、物

流
出展者 アートプリントアディア　株式会社

〒470-0024　愛知県みよし市三好町八和田山5番135
0561-76-0490
0561-76-0490
http://a-p-adea.com
info@a-p-adea.com
代表　下橋進

碧海信用金庫
みよし支店

デザイントラックの採用で
ドライバーの確保・事故防
止・コスト削減・売り上げ
アップができます。

シールを使わず、あらゆる素材（トラッ
ク・ブラインド等）にダイレクトプリント。
シール代や貼る手間が不要ですので、
低価格にてご提供します。

運送会社・食品・製造メー
カー様等のイメージアップ
や販促ＰＲを行いたい企業
を探しております。

396
⑫流通、物

流
ガイド
ブック 金山化成　株式会社

〒445-0802　愛知県西尾市米津町北浦16-2 開発ｾﾝﾀｰ
0563-56-2311
0563-56-2904
www.kk-g.co.jp
nis-sales-bra@kk-g.co.jp
江坂真樹

西尾信用金庫
本店営業部

発泡樹脂（PS/PE/PP）品
の開発、企画・設計・金型
製作全て一貫を行ってお
り、柔軟に対応します。

発泡成形品の特性を活かした商材（物
流/建材）展開は元より、真空（圧空）成
形品、射出成形品、樹脂加工品、その
他加工品等を受注したい。

樹脂商材に拘らずあらゆ
る商材を目的とする為、多
種多様な協力先を知り得
たい。

397
⑫流通、物

流
出展者 株式会社　ウィンフィールド

〒503-0635　岐阜県海津市海津町江東264-1
0584-53-0600
0584-53-3770
http://www.win-field.jp
shibata@win-field.jp
柴田　明義

蒲郡信用金庫
名古屋南支店

衣料品を簡単に圧縮で
き、物流コストも圧縮！
そんな素敵な圧縮機を導
入してみませんか？

真空パック機
衣料品を真空パックするために開発した
機械ですが、あらゆる商品の圧縮に応
用できます。

真空用ビニール袋製造、販売会社を探
しています。

クリーニング業界・ホテル
業界

398
⑫流通、物

流
出展者 株式会社　近藤商店

〒489－0977　愛知県瀬戸市坂上町808番地の１
0561-76-3501
0561-76-3511
http://kondo-shoten.com
t-kondo@kondo-shoten.com
塩見　神

中日信用金庫
尾張旭支店

樹脂製オーダーメイド通関
箱を製作する会社です。お
客様の「困った」にお応え
します。

当社は「ダンプラ」と呼ばれる樹脂製
オーダーメイド通関箱の設計・加工・販
売をしています。長期で繰返し使用で
き、業種を問わず対応致します。ぜひご
相談ください。

弊社取扱い材料にて商品
開発を行っていただける企
業様や大学関係者様

399
⑫流通、物

流
ガイド
ブック 宮松運輸　株式会社

〒496-0914 愛知県愛西市東條町西田面44-3
0567-33-1388
0567-33-1316
http://miyamatsu‐unyu.jp/
taiji@miyamatsu-unyu.jp
宮松　大志

桑名信用金庫
蟹江支店

冷蔵冷凍商品の一時預か
りから配送までを、東海地
区中心に小ロットからでも
配送可能な機能を備えて
います。

愛知県北名古屋市にある弊社の北名古
屋営業所に、冷蔵冷凍倉庫があり、その
設備を御利用して頂き、一時預かりから
配送までを弊社が承り致します。

物流に関係付随する様々な会社様の商
材を御提案して頂きたいです。

冷蔵冷凍商品の配送受託
をして頂ける運輸会社様と
の業務提携を御願い致し
ます。

400
⑫流通、物

流
ガイド
ブック 高岡運送　有限会社

〒498-00051 愛知県弥富市狐地2丁目151番地1
0567-68-4211
0567-68-4205
http://www.takaoka.biz
h_takaoka0066@yahoo.co.jp
高岡　真理

桑名信用金庫
弥富南支店

緊急なお荷物はお任せ下
さい。チャーター便の緊急
依頼なら、まずは弊社
へ！お電話下さい！！

こんなお悩みはぜひご相談ください。※
季節の波動があって、車両の調達がう
まくいかない・・・※フォークリフトの作業
があって・・・※急な車両手配に・・・
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401
⑫流通、物

流
ガイド
ブック 株式会社　ジャパンパートナー

〒455-0879
愛知県名古屋市港区畑中二丁目１５０５番地
052-303-5157
052-303-5309
www.japan-partner.com
info@japan-partner.com
伊藤　愛子

桑名信用金庫
蟹江支店

日本語、英語、ロシア語、
ドイツ語、ポーランド語に
長けたスタッフが車の物流
のお手伝いをします。

スポーツカーの販売 中古の車のパーツの仕入れ
スポーツカー販売と中古
車パーツの仕入れ

402
⑫流通、物

流
ガイド
ブック 有限会社　アサイ商事

〒498-0807　三重県桑名郡木曽岬町西対海地132-2
0567-68-2818
0567-68-2815
http://www.asaisyouji.com
jimu1@asaisyouji.com
代表取締役　浅井政彦

桑名信用金庫
弥富南支店

コンプライアンスを遵守し
安心安全をモットーとして
います

バイオマス発電所や製紙会社へ木質
チップの輸送を承っております。産業廃
棄物の輸送やフックロールコンテナの貸
し出しも承っております。

積載物の重量を計測する高精度なデジ
タル自重計を探しています

輸送ネットワークの拡充

403
⑫流通、物

流
ガイド
ブック ＮＩＴ　株式会社

〒510-0802　三重県四日市市三ツ谷町14-20
059-334-8822
059-334-8817

info@nit-j.co.jp
営業担当取締役：藤島　雅嗣、技術担当取締役：服部
房夫

桑名信用金庫
四日市西支店

ものづくりを通して人・地
域・社会を豊かにし、リ
キッドアイスによる保存革
命で地域の活性化を目指
します。

魚が凍らないギリギリの温度で保存で
き、スラリー状で魚体を優しく素早く包み
込む超微細海水氷製造装置（リキッドア
イス製氷機）を導入戴ける企業様を探し
ています。

小ロットながら生鮮食品（鮮魚類）の空
輸に適した安価で超微細海水氷による
鮮度保持が可能な容器を探しています。

良い商品、本物への拘り
を消費者に提供する為、
「食の地域連携」に参加し
て戴ける企業様を探して
います。

404
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者

特許業務法人
広江アソシエイツ特許事務所

〒500-8368　岐阜市宇佐三丁目４－３
058-276-2122
058-276-7011
http://www.hiroe.co.jp
hayakawa@hiroe.co.jp
早川正広

大垣西濃信用金庫
県庁前支店

特許・商標・意匠などの出
願代理、調査・外国出願・
訴訟など、知的財産に関
する全ての業務を行って
います。

特許・商標・著作権など、知的財産権に
関するご質問にお答えします。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。

405
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　高山グリーンホテル

〒506-0031　岐阜県高山市西之一色町2-180
0577-33-5500
0577-32-4434
http://www.takayama-gh.com/
casa@takayama-gh.com
笠木　哲

高山信用金庫
駅西支店

飛騨高山の中心にあり和
風情緒とホテル機能を備
えたホテルです。

しんきん年金旅行・団体旅行・個人旅行

406
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 一般社団法人　下呂温泉観光協会

〒509-2202　岐阜県下呂市森922-6
0576-24-1000
057623-0071
http://www.gero-spa.com
matsumura@gero-spa.com
松村　優也

高山信用金庫
下呂支店

日本三名泉で美人の湯で
知られる下呂温泉にお越
しください

しんきん年金旅行・団体旅行・個人旅行

407
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社  日本Ｍ＆Ａセンター

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディング24階
03-5220-4933
03-5220-5454
https://www.nihon-ma.co.jp/
sa.tanaka@nihon-ma.co.jp
田中　哲

浜松信用金庫
法人営業部

中堅・中小企業の友好的
Ｍ＆Ａ支援に特化していま
す。Ｍ＆Ａ成約支援3,500
件で仲介実績No.1です。

譲渡企業のオーナー様及び従業員、取
引先、譲受け企業関係者の皆様がハッ
ピーになるようなM&A実現のお手伝いを
致します。

408
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　サイエンス・クリエイト

〒441-8113
愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9  豊橋サイエンスコア
0532-44-1111
0532-44-1122
http://www.tsc.co.jp
aoyama@tsc,co.jp
青山和雄

豊橋信用金庫
幸支店

東三河地域の活性化を目
指し、新技術・新事業の創
出を支援します。

弊社では研究支援の拠点としての強
み、産学官連携に係る業務の実績から
お客様のニーズに合わせた支援活動を
行っています。支援をご希望される方
は、お気軽にご連絡下さい。

409
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 盆栽　大樹園

〒444-0007　愛知県岡崎市大平町杉本36
080-5132-9727

http://kuromatu-daijuen.com
matutaku0380@yahoo.co.jp
鈴木卓也

岡崎信用金庫
根石支店

80年以上続く老舗盆栽園
です。主に販売、管理、手
入れ、教室、レンタルサー
ビスを行っております。

盆栽を主とした空間コーディネートサー
ビスを提供しています。企業や店舗のイ
メージアップや集客ツールとしてご利用
いただける長期レンタルサービスです。

イベント等に利用できる短
期レンタルサービスを提案
していただける企画会社
様を探しています。

410
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　エーオーエム

〒454-0869　愛知県名古屋市中川区荒子5-162
　　　　　　　　　アクティブ奥真A号
052-365-1966
052-365-1967
http://www.aom-nagoya.jp/
aom@orion.ocn.ne.jp
長村泰

いちい信用金庫
中川支店

UFOキャッチャー等のア
ミューズメント機器の無料
レンタルです。

温浴施設、カラオケ、ホテル、レンタル
ショップ、物販店、介護施設などの店舗
内空きスペースを探しています。ゲーム
機設置にて集客・収益UPのお手伝いを
致します。

チョコレートファウンテン、綿菓子機、
ポップコーン機などイベントで使用できる
機器。

UFOキャッチャー等のア
ミューズメント機器を設置
して頂ける企業（店舗）を
探しています。
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411
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　空空

〒492-8143　愛知県稲沢市駅前二丁目24-10-201
0587-21-6008
0587-81-5568
http://www.sorakoo.com
osamu@sorakoo.com
梶田　修

いちい信用金庫
稲沢支店

工業用アニメーション制作
/補助金や助成金を活用し
売上アップのサポートをさ
せて頂きます。

素晴らしい技術をお持ちで、実映像、写
真では伝えにくく悩んで見える会社の
方、アニメーションで分かりやすく伝えま
す。補助金や助成金でPRを強化したい
会社のサポート。

412
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 [総合広告]株式会社　千年社

〒461-0013　愛知県名古屋市東区飯田町３８番地
052-939-0757
052-939-0758
1000nensha.co.jp
sennen@sweet.ocn.ne.jp
藤田賢一

瀬戸信用金庫
車道支店

販売･集客の課題解決を
サポート！

販売･集客にお困りの企業の課題解決
支援

商業施設の店舗改装に強い設計会社・Ｉ
Ｔ関連企業・印刷会社

413
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　Ps Management

〒444-0802　愛知県岡崎市美合町五反田7-1
               　　　日研オフィスビル102
0564-64-6011
0564-64-6012
http://ps-m.jp
egoshi@ps-m.jp
江越　卓真

碧海信用金庫
福岡支店

組織づくり、人材育成を中
心に経営コンサルティング
を手がけています。

経営センスを鍛えるビジネスゲーム、誰
でも学べる、夢中で楽しめる、短時間で
もできる、経営の疑似体験でビジネス力
をレベルアップ！ビジネスゲーム「ビズス
トーム」

研修エージェントからの研修ニーズ情報
の紹介

研修エージェントからの研
修ニーズ情報の紹介、企
業内人材育成でのビズス
トームの採用。

414
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 有限会社　プレジャー企画

〒453-0804　愛知県名古屋市中村区黄金通3-27-1
052-483-7779
052-483-7774
http://www.pleasure-p.co.jp/
hishida@pleasure-p.co.jp
取締役社長　菱田さつき

中日信用金庫
中川支店

パフォーマンスを通して、
全国の皆様に笑顔と喜び
を届けます。

クラウン（道化師）、似顔絵師の育成・派
遣をしています。イベントの出演や教室
の開催などが可能です。講演会、研修、
セミナーなども行っています。

415
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 小岩井農牧　株式会社（観光部）

〒100-0005　東京都千代田区丸の内２－５－２
03-3213-2876
03-3212-8985
koiwai.co.jp
naganuma@koiwai.co.jp
長沼　淳

盛岡信用金庫
本店

創業１２６年、不毛の原野
から始まった小岩井農場
の挑戦をお伝えします。

エコツーリズム大賞を受賞した、非公開
エリアを専門ガイドがご案内するツアー
を、東北地方への視察旅行などの行程
に入れてみてはいかがでしょうか。

416
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 株式会社　中部しんきんカード

〒460-8545　愛知県名古屋市中区錦1-4-6
052-202-0675
052-201-8293
http://www.chubu-shinkincard.com/
t-miyamichi@chubu-shinkin.co.jp
営業部　宮道

東海４県下の信用金庫を
母体としたクレジットカード
会社です。キャッシュレス
化推進に取り組んでおりま
す。

417
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 ＴＫＣ中部会

〒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
052-583-7488
052-583-7491
http:www.tkc.jp/chuubu/
chuubukai@tkcnf.or.jp
吉野　仁裕

私たちは、地域金融機関
の皆様とともに、中小企業
の健全な発展をご支援し
ます。会計で会社を強くす
る！

TKC会員事務所のビジネス・モデルのご
紹介①自計化の支援とサポート②月次
サービスと四半期サービス・他③決算・
申告・書面添付④経営改善計画策定事
業など

418
⑬コンサル
ティング、そ

の他
出展者 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会

〒113-0021　東京都文京区本駒込本駒込2-28-8　文京
グリーンコートセンターオフィス9F
03-6912-1081
03-5931-7371
https://www.itc.or.jp
Kouhou.itc.2007@itc.or.jp
中村　路子

経営者の良き相談者とな
り、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。

Web、クラウド、タブレットのツールをどの
ように使えばいいのか、課題解決の為
に必要なＩＴ投資とはなにか、経営力向
上のためのIT導入についてご相談くださ
い。

419
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 半田商工会議所

〒475-0874　半田市銀座本町1-1-1
0569-21-0311
0569-23-4181
http://www.handa-cci.or.jp/
koyanagi@handa-cci.or.jp
中小企業相談所　指導課長　小柳　厚

知多信用金庫
本店

持続可能・継続的な半田
の発展を目指し、『行動す
る会議所・会員ファースト』
で企業支援等に取り組み
ます。

420
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

ガイド
ブック 明和町商工会

〒515-0332　三重県多気郡明和町馬之上９４５
0596-52-5235
0596-52-3639
http://meiwa.main.jp/
meiwa-s@ma.mctv.ne.jp
事務局長　逵井佳樹

三重信用金庫
明和支店

地元企業における特産品
を活用した商品開発や情
報発信、販路拡大を支援
しています。

明和町特産品や地元企業の新開発商
品を販売していただける取引先を探して
います。
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421
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 東海財務局

〒460-8521　愛知県名古屋市中区三の丸3－3－1
052-951-1778

http://tokai.mof.go.jp/

財務広報相談室

財政、金融、国有財産など
の業務を通じて地域社会
に貢献します。

422
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 公益財団法人　三重県産業支援センター

〒514-0004　三重県津市栄町１丁目８９１
059-228-7283
059-228-3800
http://www.miesc.or.jp/
tenjikai@miesc.or.jp
経営支援課　東畑　隆美

中小企業の皆様のさまざ
まな課題についてご相談
に応じます。

販路開拓、新製品開発、研究開発、生
産性向上、資金繰り、人材確保育成など
の課題に対し、経験豊富な専門の担当
者が、的確かつ具体的に経営向上のお
手伝いをします。

423
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 東海地区信用保証協会

〒453-8558　愛知県名古屋市中村区椿町７番９号
052-454-0520
052-454-0368
http://www.cgc-aichi.or.jp/

経営支援部支援連携課　課長　青山　貴昌

中小企業・小規模事業者
が金融機関から事業資金
を調達される際、資金調達
をサポートする公的機関で
す。

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
業資金を調達されるとき、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。

424
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 中小機構　中部

〒460-0003　名古屋市中区錦2-2-13
　　　　　　　　　  名古屋センタービル4階
052-201-3003
052-201-3010
http://www.smrj.go.jp/chubu/
miyamoto-yu@smrj.go.jp
宮本

「中小企業を日本の原動
力に。」
中小機構は、中小企業政
策全般にわたる国の総合
的な実施機関です。

創業や販路拡大、海外展開、人材育成・
活用、事業承継、共済等、中小企業の
皆様の成長ステージに応じた支援施策
をご紹介いたします！

425
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 国立大学法人　岐阜大学

〒501-1193　岐阜県岐阜市柳戸１番１
058-293-2025
058-293-2022
http://www.sangaku.gifu-u.ac.jp/
sangaku@gifu-u.ac.jp
市浦　秀一

岐阜信用金庫
業務推進部

生命・環境・ものづくり分野
の先端研究や産官学連携
活動の推進により、地域
社会の発展に貢献して参
ります。

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等の連
携

岐阜大学が保有している特許等知的財
産を活用していただく技術移転

生命科学・環境科学・もの
づくり分野を中心とした幅
広い研究分野での協力・
支援体制の構築

426
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 国立大学法人　浜松医科大学

〒431-3192　静岡県浜松市東区半田山1-20-1
053-435-2681
053-435-2179
http://www.hama-med.ac.jp/
chizai@hama-med.ac.jp
知財活用推進本部　伊藤 悟

浜松医科大学における医
工連携に関する活動や実
際の事例、そして共用利
用可能な設備等を紹介し
ます。

PET/CT,MRI等のイメージング装置の時
間貸しや医療ニーズ・医学シーズを提供
し病院見学会や病院関係者との技術相
談を実施しております。

健康医療産業に興味のある企業と連携
を希望します。
特に病院見学や病院関係者との技術相
談を希望する企業はお立ち寄りくださ
い。

健康医療産業に興味のあ
る企業と連携を希望しま
す。

427
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者
株式会社　日本政策金融公庫

名古屋支店

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅三丁目
　　　　　　　　　25番9号堀内ﾋﾞﾙ
052-551-5181
052-541-0330
https://www.jfc.go.jp/
sutou-m@jfc.go.jp
名古屋支店　中小企業事業　総括課　数藤 雅典

中小企業・小規模事業者・
農林漁業者の皆さまのさ
らなる発展を応援します。

428
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 公益財団法人　あいち産業振興機構

〒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
052-715-3061(代表）
052-563-1431
fttp://www.advice.jp/
info-advice@aibsc.jp
総務課企画調整　担当課長　鈴木　康之

経営の強化、新たな事業
活動や国際化等に取り組
む愛知県内中小・小規模
企業の公的ワンストップ支
援機関

経営、金融、税務、IT等の専門家が、中
小・小規模企業の皆様が抱える経営等
に関するお悩みに、無料で何度でも対
応します。

429
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者

一般財団法人
国際ユニヴァーサルデザイン協

議会

〒225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石川2-13-18-110
045-901-8420
045-901-8417
https://www.iaud.net/
info@iaud.net
運営委員会委員長　藤木武史、研究部会部会長　木暮
毅夫

ユニヴァーサルデザイン
の普及と実現を通し健全
な社会発展とくらし創りを
目指すUD推進団体です

産業活性化の推進を目的
としたデザイン活用の啓
発、協業によるプロトタイ
プの作成、若手従業員教
育

430
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者
公益財団法人

岐阜県産業経済振興センター

〒500-8505　岐阜市薮田南5丁目14番53号
　　　　　　　　　ふれあい福寿会館10階
058-277-1092
058-273-5961
http://www.gpc-gifu.or.jp/
saito-yo@gpc-gifu.or.jp
齋藤　陽

岐阜信用金庫
業務推進部

中小企業における新規取
引先拡大、補助金の申請
の補助等のワンストップ
サービス

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。
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431
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 日本公認会計士協会東海会

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅４－４－１０
名古屋クロスコートタワー１１階
０５２－５３３－１１１２
０５２－５３３－１１１３
http://ｗｗｗ.jicpa-tokai.jp/
toukai@jicpa.or.jp
事務局長　　渡邉　錠一

監査･会計業務だけでな
く、経営戦略立案、組織再
編、システムコンサル等、
経営全般の相談助言を行
います。

432
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 公益財団法人　名古屋産業振興公社 

〒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
052-735-0808
052-735-2065
http://www.nipc.or.jp/new-biz
shien@nipc.or.jp
新事業支援課　齊藤　顕

　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、経営や創業のご相談
に応じます。

　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。

433
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 国立大学法人　豊橋技術科学大学

〒441-8580　愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１
0532-44-6983
0532-44-6984
https://www.tut.ac.jp/
chizai@office.tut.ac.jp
森川正治

境界・融合領域の実践的
研究に挑戦するとともに、
地域課題の解決により地
域貢献に取り組んでいま
す。

434
⑭官公庁

「公共機関、
大学等」

出展者 中部経済産業局　中小企業課

〒460-8510　愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２
052-951-2724
052-951-9800
http://www.chubu.meti.go.jp/
－
－

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。
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