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金庫名等 出展ゾーン 区分

岡崎

掛川

瀬戸

瀬戸

中日

碧海

①IT・フィン
出展者
テック

①IT・フィン
出展者
テック

①IT・フィン
出展者
テック

①IT・フィン
出展者
テック

①IT・フィン
出展者
テック

①IT・フィン
出展者
テック

北伊勢上 ①IT・フィン
野
テック

いちい

いちい

ガイド
ブック

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

しずおか ②食・物販 出展者

出展者名

株式会社 サンスターストロボ

株式会社 バージョン・ラボ

株式会社 URBAN.Stream

株式会社 アートリー

株式会社 デジタライズ

株式会社 アルファシステム

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者
信用金庫・本支店
〒466-0845 愛知県名古屋市昭和区藤成通5-71
052-853-3284
岡崎信用金庫
052-841-7151
滝子支店
http://sunstarstrobo.jp/
masato.y@sunstarstrobo.jp
山本 将人
〒436-0016 静岡県掛川市板沢940-1
0537-22-8318
0537-22-8317
http://version-labo.co.jp
ｙ-kurematu@version-labo.co.jp
榑松洋司
〒489-0003 愛知県瀬戸市穴田町495番地
0561-48-4706
0561-48-4706
https://secure.dp3.jp/SolarRemon/
solar-sales@dp3.jp
加藤 大輔
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田1-1-25
第一中川ビル2F
052-684-6478
052-684-6479
https://artory.co.jp
info@artory.co.jp
代表取締役 佐藤丈亮
〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2丁目
186番地 新東名ビル4F
052-769-1136
052-769-1137
http://www.digitalize.co.jp/
akdc-sales@digitalize.co.jp
柴田
〒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
info@alpha-sys.co.jp
竹内 俊智
〒510-0084 三重県四日市市栄町1-11 くすの木
ビル5F
050-3772-2465

株式会社 Anotherworker
http://www.anotherworker.co.jp
info@anotherworker.co.jp
代表取締役 金澤賢一

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

インスタグラムなどのSNSをリアルタイムで表示可能なディスプレイ。投稿がそのままデジタルサイネージのコンテンツに。49イ
ンチや正方形モニター、STBなどの販売と設置、管理、運営の全てをワンストップソリューションとして提供します。

通販業者向け販売管理ソフト「通販天国」の開発・販売をおこなっています。

掛川信用金庫
下俣支店

楽天、ヤフー、アマゾンなどのネット通販や電話注文をまとめて管理し、通販業務の効率化や一元化、販売促進を支援します。

瀬戸信用金庫
押切支店

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の普及より発電所建設需要が高まっております。これからはFIT認定から設備メンテナン
スにシフトしていくと考えられます。そこで発電所遠隔監視システムのご提案を致します。従来品はｵｰﾊﾞｰｽﾍﾟｯｸなもの(瞬間発電量や売電
価格など)が多く、その分商品も高価な傾向があります。弊社商品は不可欠な機能に特化し最新IoT技術と融合させ開発費用をより抑え、
顧客ニーズに合致した製品を提供致します。最大10年間通信費サーバ代無料、各ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ電流値5分毎計測、30分毎サーバ送
信、値をグラフ表示、異常検知しﾒｰﾙ配信。瞬時に対応可能、利回低下を防ぎます。AC100V電源無し、DIYでも取付可能。保険会社への
休業補償にも役立ちます。「マイナス」要因はすべて除去し、最適なIoT環境で運用できるSolarRemonを是非お試し下さい。

瀬戸信用金庫
名古屋支店

ITによる多彩な選択肢と豊かな経験で、想像を超え、感動を生む。アートリーは2011年に設立し、Webソリューションの提供、Web製品の開発・販売、メディ
ア・サービスの企画運営、楽曲・映像コンテンツの制作発信を行っている会社です。Ｗebソリューション事業では、クライアントのＷｅｂに対する意識を変え、
視野を広げることをテーマとし、Ｗｅｂ運用、ITコンサルティング、Webマーケティング、アプリ・システム開発、Webデザインを1社完結で実現します。また、
CMSや予約システムなど、IT商品の企画開発・販売も行っています。アートリーが提供するべき価値は、想像を超える新しい発想と、視野を広げる感動だと
考え、ITを駆使して世の中に「想像を超え、感動を生む。」ことをミッションとしています。アートリーにしかできないことを常に考え、「Oniy ARTORY.」の創造
に挑戦し続けます。展示会当日は、各部署の責任者がご相談を承ります。集客支援から、ホームページ制作、アプリ開発などお気軽にお立ち寄りくださ
い。

中日信用金庫
名東支店

顧客管理システム『SCRuM』のご紹介をブースでしております。
弊社は、独立系システム会社として、名古屋で１５年以上営業、ソフトウェア開発主軸に活動をしております。201４年より、北海道旭川市へ進出し、安全な
地域、旭川で自前のデータセンターを設置。2017年、函館へ進出し、AIの研究に着手。現在は、お客様システムの開発に加え、自社クラウドサービス
「Digitaloud」を提供。愛知はものづくり王国。様々な製造業の裾野が拡がっており、単に商品を仕入れて売るのではなく、一から商品を企画、製造、販売ま
で一貫して行う風土がこの地域にあります。また、モーニング文化にあるように、単にコーヒーを提供するのではく、ひと手間加えたサービスを行ってお客
様を喜ばせ、リピーターをつかむ得意技を持っているのもこの地域の特徴。この地域で生まれた弊社は、ITという新しい産業の中で、無いものは一から作
るという精神の基、お客様に喜ばれるソフトウェアづくり、かゆいところに手が届くよう心がけています。

碧海信用金庫
桜井支店

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

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

株式会社 豊幸園

〒496-0908 愛知県愛西市金棒町東１０１
0567-32-2315
0567-31-0488
http://hokoen,jp
kiku@hokoen.jp
営業部

いちい信用金庫
佐屋支店

「眺めて飲んで楽しめる」をコンセプトに食用花を使ったインテリアリキュールを製造販売しています。愛知県にある自社農場で原料となる
花を愛情込めて育て、自社工場でリキュールにするという一貫した製造工程で行っています。花舞う姿をそのままボトルに閉じ込めた「フェ
リーチェ」、花びらと金箔を使った開運インテリアリキュール「花風水」を2018年春に発売し、母の日シーンのご展開で好評いただきました。
女子会などのパーティーでは華やかな時間を演出。普段使いや記念日、大切な人への贈り物としてご利用いただけます。

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
www.iwatsukiya.co.jp
toshi@iwatsukiya.co.jp
岩月敏光

いちい信用金庫
七宝支店

当社は創業45年になります。 ラスクをメインに焼き菓子を製造しております。
当社の特徴は、小ロットでお客様のニーズに応えられる点と商品開発力が強みです。最近では健康志向の焼き菓子（クッキー、シリアル
バー、ナッツ加工品など）を手掛け、昨年、弊社工場ではオーガニックの認証を取得しておりますので、有機JASマークを付けた商品も可
能です。

〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町148-5
054-364-3472
054-363-0727
http://www.fujimi1976.co.jp
info@fujimi1976.co.jp
薩川忠千

しずおか信用金庫
押切支店

大正12年の創業より、食の安全を追求し、さまざまな商品を取り扱って参りました。平成23年よりベトナムにて新たな天日塩と精製塩の開
発に着手し、土壌成分を限りなく除去した、食塩を製造・販売をしております。平成18年より、有機・微生物の肥料を開発・販売をしておりま
す。お客様の困っている事（収量・生育・発根）など、弊社の肥料でお客様と相談をしながら、改善を目指して取り組んでおります。安心安
全な、有機肥料を作り。お客様にも、土壌にも安心してご使用をして頂けるよう、日々努力をしながら取り組んでおります。

株式会社 富士見物産
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金庫名等 出展ゾーン 区分

しずおか ②食・物販 出展者

岡崎

②食・物販 出展者

出展者名

株式会社 サンルート

株式会社 東亜フーズ

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

〒426-0088 静岡県藤枝市堀之内1729
054-646-1440
054-644-0015
http://www.sunroute-jp.com/
terada@sunroute-jp.com
業務管理部 寺田喜久子

しずおか信用金庫
志太支店

「人間も動物も植物も生命の基本は同じ」を理念に、医療・福祉・農業・食品・環境などの社会的な問題点を「医食住同源」の考え方により
根本解決を目指すオンリーワン事業を展開。医療・農業分野での数値化も実現。土壌改良材「スーパーE・R」により、第24回静岡県ニュー
ビジネス大賞特別賞受賞、第1回世界土壌微生物オリンピック金銀銅受賞、農業技術大系「土壌施肥編」に掲載されるなど、メディアから
も注目をしていただいています。今、日本国内のみならず海外からも大変注目されているビジネスプランです。

岡崎信用金庫
刈谷日高支店

①商品名は「ウイレスセブン」といいます。
②圧倒的除菌力と高い安定性を持つノンアルコール除菌消臭水です。
③手指消毒・キッチン除菌・ノロウイルス対策・トイレ消臭・車内消臭・これら全てウイレスセブン1本有れば解決致します。
④スプレー・手指用ポンプ・携帯用ハンディーボトル・超音波噴霧器・扇風機式ミストユニットとラインナップは豊富に取り揃えております。

〒448-0005 愛知県刈谷市今川町土取8番地2
0566-36-3601
0566-36-7397
toafoodsss@sirius.ocn.ne.jp
大脇 英治
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蒲郡

蒲郡

紀北

桑名

桑名

焼津

【事業内容】病院・ホテル向けの冷蔵庫や病室の床頭台に付随する製品（免震ロックキャスター、足元灯、電子錠など）の製造・販売をしております。
【展示品内容】
業務用ヨーグルトメーカー（YP-12）
寸法：491mm（W).538mm（D).844mm（H).容積22L ヨーグルト・甘酒を自動で作ることができる製品となっており、業務用としては、日本初の製品です。
ペルチェ式冷蔵庫（KT-221)
寸法：360mm（W).433mm（D).445mm（H) 内箱をアルミにすることで冷えが継続され、消費電力の低下につながります。500mlのペットボトルから2Lのペッ
トボトルまで幅広いサイズを入れることができます。

〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町一本木３番地
0532-34-0034
0532-34-0033
蒲郡信用金庫
②食・物販 出展者 株式会社 ニューシステムテクノロジー
旭支店
miyachi@n-s-t.jp
宮地浩太

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

②食・物販

ガイド
ブック

②食・物販 出展者

②食・物販 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113-5
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

木製オリジナル建具・組子細工・ステンドグラスなどを製作しています。

みえ熊野古道商工会
（株式会社紀伊長島）

〒519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島2064-2
0597-47-1108
0597-47-1109
紀北信用金庫
http://kiinagashima.co.jp
本店
info@kiinagashima.co.jp
長井 優幸

地元紀伊長島で獲れる食材を中心に、様々な魚介類を使った簡単手軽に調理できる食品を開発・販売しています。
主な商品としては、高タンパクでヘルシーな「さかなの餃子」、刺身にもできる新鮮なカツオを使用した「ひとくちカツオカツ」、獲れたてカツ
オで作った漁師ならではのおかず「鰹のなめろう（しょうゆ味）」、炭火であぶった香ばしさが絶品の「炭焼き鰹のタタキ」等、地元の特産品
の「鰹」を使った一品料理。他にも「鮪のレアステーキ」など、続々と新しい商品の開発を行っております。

特定非営利活動法人
はあぶ工房Together

〒511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘7-1706
0594-32-5216
0594-32-5216
http://herb-kobo.com/
info@herb-kobo.com
三浦 いぶき

桑名信用金庫
大山田支店

①ハーブ製品
様々な障がいのある方々と共に、化学農薬・化学肥料不使用にこだわり約60種のハーブや果樹を育てています。収穫したハーブは、ハーブティーやお風呂サシェ、香りサシェなど
へと商品化しています。
②みかん100％無添加ストレートジュース
地元みかん園をお借りして化学農薬・化学肥料不使用でみかんを栽培し、果肉だけを絞るインライン方式で収穫後すぐにジュース化。ビン1本720mlに約17個分のみかんを搾汁し
た贅沢なジュースです。
③シフォンケーキ
2016年の「伊勢志摩サミット」にて各国首脳の配偶者の皆様に召し上がっていただきました。約30種類のシフォンケーキを運営するカフェで日替わりで焼いています。
これらのハーブ製品、みかんジュース、シフォンケーキを取り扱っていただけるお店、企業を探しています。

桑名信用金庫
本店

【企業ＰＲ】
バリスタチャンピオンがオーナーの自家焙煎珈琲店。オーナー自らが焙煎、ブレンドを手掛けております。ご希望に合わせたオリジナルブレンドの製作、コーヒー関連商品の開発
にもご協力させていただきます。
【商談ニーズ】
桑名市観光協会認定の「九華珈琲」を新しい珈琲の形≪ディップスタイル≫にて製作いたしました。こちらの商品を販売して頂ける企業様を探しております。またパッケージ、中身
の変更もできますので企業様のオリジナルでの商品製作も承ります。
【業務提携】
バリスタチャンピオンの経歴と知識、技術を活かしコーヒー関連商品の開発、コラボレーション企画、技術指導、店舗監修などご協力できる企業様を探しております。

焼津信用金庫
中央支店

弊社は大正9年創業の蒲鉾製造業者です。石臼を使い職人の手によって丁寧に造り上げております。数年前から揚げ蒲鉾を製造してお
り、生食、おつまみ、おでん等に合う様々な商品を開発しております。ご要望がございましたらお気軽に問い合わせ下さい。

焼津信用金庫
田尻支店

弊社は、お刺身用冷凍まぐろ、かつおの水産加工をしております。8年前より、加工で出る残渣である「まぐろの皮」からコラーゲンを抽出
し、まぐろコラーゲンを原料とした商品の開発及び販売を行なっております。美容補助食品「おやすみ習慣コラーゲンゼリー」はじめ、昨年
末には、経営者の為のハードボイルドゼリー飲料「オレは摂取す」を発売致しました。「オレは摂取す」は、サッカーJ3藤枝MYFCと共同開
発し、”疲労回復”をキーワードに開発しました。アミノ酸が1本当たり約8，3５３.８㎎と圧倒的な配合、鉄分（1日摂取量）、ビタミンB群（1日
摂取量）、乳酸菌、パラチノースなど、食事だけでは補いえない成分がバランスよく配合された「オールインワンゼリー飲料」です。現在も選
手が練習や試合後に飲んでおり、現役アスリートも摂取しています。仕事や運動後に摂取することで、明日の元気をチャージ出来ます！

〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井四丁
目478番地
052-506-5081
焼津信用金庫
052-506-5088
高洲支店
https://www.seikankensa.co.jp
nagoya@seikankensa.co.jp
山中雅人

当社は、環境計量証明事業所・登録衛生検査所として昭和59年2月に創業しました。 【迅速な対応・公正で確実なデータの提供・高品質な
サービス】を基本理念に掲げ、創業当時より積み重ねてきた経験とデータ及び最先端の機材を用いながら、「環境分析」「飲料水検査」「食
品衛生検査」「特殊分析」「環境アセスメント」「医薬品検査」など、人に触れる物全てを分析対象とし事業拡大を進めてまいりました。今回
の出展では、近年、『食の安心・安全』の確保に関してニーズが高まる中、弊社食品衛生検査において導入した最新のDNA分析器機を用
いた食品の変質や混入異物検査、遺伝子組み換え食品の分析やノロウイルス検査などの保菌検査、衛生管理のための「HACCP」の認
証取得へのサポートなどを紹介させていただきます。

Cafe de UN Daniels
（桑名商工会議所）

株式会社 サス大酒平

〒511-0065 三重県桑名市大央町49-6
0594-23-7030
0594-23-7030
https://www.cafedeun-daniels.com
cafedeun-daniels@hb.tp1.jp
吉良 剛 （キラ ツヨシ）
〒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
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焼津

焼津

②食・物販

ガイド
ブック

②食・物販 出展者

ダイトー水産 株式会社

株式会社 静環検査センター

〒425-0052 静岡県焼津市田尻1855番地22
054-623-7525
054-623-8080
http://www.daito-suisan.com/
daito-suisan@za.tnc.ne.jp
齋藤啓治郎
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金庫名等 出展ゾーン 区分

瀬戸

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

〒457-0022 愛知県名古屋市南区明円町167
052-829-1001
052-829-0015
②食・物販 出展者 株式会社 オサムトコシンエー商会
https://osamutocosine.shop-pro.jp/
osamutocosine@gmail.com
森本 修

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

瀬戸信用金庫
鶴里支店

日本で唯一 有機ＪＡＳ認定、ＵＳＤＡアメリカオーガニック認定ハーブティー、グリーンパパイヤリーフティーの販売。 トワリングバトンを使
用し楽しく曲に合わせ、お年寄りや障害を持つ人たちでも無理のないストレッチを中心にした健康体操。

瀬戸信用金庫
篠原橋支店

○ダンボール製の間仕切り・多目的家具をはじめとする防災用品の販売を行っています。都道府県や市区町村だけでなく学区、自治会・
町内会での備蓄、商品の特性を生かして地域の避難訓練や学校での防災学習にも活用することを推進しています。
また、ＢＣＰ・ＣＳＲの取り組みとして企業への備蓄の提案、自助の基本となる備蓄品を贈るギフトセットの販売にも力を入れています。
○間仕切りほか避難所用品を自治体などに提案して頂ける企業、販売代理店として活動して頂ける企業を求めています。
○オリジナリティのある防災用品、いざというとき本当に役立つ防災用品をさがしています。

瀬戸信用金庫
中村支店

名古屋を舞台にタイの魅力を発信するプロジェクト「ササキタイランド」。代表の佐々木が選んだマニアックなタイ雑貨や新鋭ブランド
MAZMOIZELE、チェンマイ山岳民族雑貨を販売しております。また、タイへの御進出のお手伝いや商品マーケティングのご支援、イベント
「ササキタイランドラウンジ」も不定期開催しております。

瀬戸信用金庫
大曽根支店

創業大正20年。長年の経験からお客様のニーズに合わせた商品提供が行えます。特に高品質なラオス産天然木炭は現地子会社より安
定的な仕入れルートが確立されており、東海地方の飲食店を中心とした販売を行っております。ラオス現地子会社は生産、集荷、買い入
れだけではなく植林による資源保護や管理、井戸や簡易水道設置等による地域貢献にも力を入れております。

〒461-0014 愛知県名古屋市東区橦木町3-79
052-931-1456
052-937-0382
http://www.kusumura.co.jp
info@kusumura.co.jp
柘植一憲

東春信用金庫
錦通支店

創業大正三年の老舗豆腐専門店です。私たちは、安全で美味しい、こだわり豆腐を通じて、健康で豊かな食生活のお手伝いをいたします。
【商談ニーズ】
▶受注したい
豆腐・豆乳・おからペースト・湯葉・豆腐惣菜・弁当
▶発注したい
日持ちのするこだわり商品（食品）・食材
▶業務提携
食にこだわりをもった企業さまとのコラボ商品

株式会社 藤よし

〒505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中2103-9
0574-67-5785
0574-67-5305
www.fujiyosi.org
fujiyosi@eagle.ocn.ne.jp
伊藤也寸志

東濃信用金庫
御嵩支店

安心安全な美味しい商品づくりを目指し徹底した安全管理、衛生管理で岐阜HACCP認定を目指してます。御嵩町の特産品ええもんに認
定されている元祖みたけとんちゃんの販売をしていただけるスーパーマーケット、道の駅、サービスエリアなどの小売店さんとの商談を希
望してます。元祖みたけとんちゃんは豚味付ホルモンで、ご家庭で手軽にフライパンやホットプレートなどの鉄板で野菜と焼くだけのお手
軽商品です。味付は甘辛味噌味とピリ辛味噌味の２種類で御嵩味噌を使用した味わい深い癖になる味です。

白川村商工会

〒501-5625 岐阜県大野郡白川村飯島８７３
05769-6-1708
05769-6-1246
https://shirakawamura-sci.jimdo.com/
m-okuhara@ml.gifushoko.or.jp
奥原 政人

八幡信用金庫
荘白川支店

・白川村商工会では世界遺産の合掌集落で有名な「ひだ白川郷」、このロゴブランドを有効活用し、地元企業における特産品の商品開発
や情報発信、販路拡大などの経営サポートをします。
・白川村には合掌造りだけでなく、「どぶろく祭り」や「平瀬温泉」、「白山白川郷ホワイトロード」など、様々な観光スポットや古き歴史文化が
息づく資源が点在しており、これらを活かした村づくりの良きパートナーを探しています。

株式会社 イエロースタジオ

〒435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町263-1
053-468-0755
053-468-0756
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yellow-s.com
hirano@yellow-s.com
平野克巳

磐田信用金庫
浜松北支店

保冷バック開発の経験とノウハウを活かした製品づくりを得意としています。「SeaL゜（シールド）保冷スクイズボトル」は冷水の温度を長時
間保ち、アスリートたちを夏の熱中症から守ります。
アスリートや部活動を頑張る選手たちに「SeaL゜（シールド）保冷スクイズボトル」を使って頂きたいと考えています。スポーツ強豪校やス
ポーツショップとのパイプをお持ちの方や取引先を探しています。
保冷カバーは、オリジナルデザインが可能。２０本から受注を承っています。夏場の冷水補給は選手のパフォーマンスを持続させます。ま
た、チームTシャツのように、チームのロゴマークや合言葉などをデザインし、士気を高めるような使い方もして頂いてます。ステンレスボト
ルと比較し、軽量で柔軟なことが特徴です。スポーツ時の新たな水分補給のかたちとしてご提案頂けます。
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瀬戸

②食・物販 出展者

株式会社 眞照
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瀬戸

②食・物販 出展者

株式会社 ノダキ
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瀬戸

②食・物販

ガイド
ブック

信用金庫・本支店

株式会社 浅重商店

〒454-0924 愛知県名古屋市中川区打出町中切
547番地
052-353-0113
052-353-5122
http://shinsyo.com
info@shinsyo.com
太田ちはや
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅三丁目10
番26号
052-561-4371
052-561-4379
http://www.sasakithailand.com
sasaki-e@nodaki.jp
佐々木恵理子
〒462-0810 愛知県名古屋市北区山田1－15－
35
052-911-3234
052-911-3236
asajyuushouten@xj.commufa.jp
浅野桂一
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27

28

29

30

東春

東濃

八幡

磐田

磐田

碧海

②食・物販

ガイド
ブック

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

②食・物販 出展者

株式会社 くすむら

株式会社 魚磯

パイミート 株式会社

〒434-0003 静岡県浜松市浜北区新原２３２６－
２
053-589-8524
磐田信用金庫
053-589-0609
浜北支店
http://uoiso.jp
info@uoiso.jp
磯口 道治

お客様のお手元に届く一折一折に真心を込め、四季の彩りを添えて、品質、鮮度、そして安心感、あらゆるご満足をいただける様、日々精
進しております。弊社自慢の玉子焼きをぜひご賞味ください。

〒474-0011 愛知県大府市横根町箕手130
0562-46-2168
0562-47-6277
http://www.paimiet.com/
paimiet@sweet.ocn.ne.jp
沓名 紘一

「笑顔」と「健康」をお届けするお豆腐の製造メーカーです。弊社は「大豆たん白製品（お豆腐・厚揚げ・油揚げ等）」の製造・販売を主業務
とし、地元愛知県に愛着を持って業務展開をしております。皆様の日常の食生活だけでなく、企業でお勤めの従業員様・勉学に励むお子
様に対しても、団体給食の食材として弊社商品を提供させていただいており、幅広く支援させていただいております。業務用・小売用と両
面から展開しておりますので、幅広くご相談にも対応します。お気軽に悩み事等からご相談ください。新たなメニュー提案をご検討のご担
当者様からのお声掛けは、特にお持ちしております。

碧海信用金庫
大府支店

3

≪出展者商談情報≫
No.
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

金庫名等 出展ゾーン 区分

豊橋

②食・物販 出展者

北伊勢上
②食・物販
野

ガイド
ブック

北伊勢上
②食・物販 出展者
野

北陸地区 ②食・物販 出展者

いちい

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
しずおか
出展者
域振興

その他

その他

紀北

静清

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
出展者
域振興

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

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

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

三重県産・伊賀産の酒米、三重県酵母を使用し、伊賀の風土に合わせた旨味ある地酒「半蔵」を醸しています。
北伊勢上野信用金庫
2016年伊勢志摩サミットにおいて、ワーキングディナー乾杯酒に選ばれ、純米大吟醸が話題になる一方、純米酒のラインナップに定評が
上野営業部
あり、ホテル・飲食店を中心にワイングラスや燗酒など幅広い飲み方を提案してまいります。

伊賀市商工会

〒519-1412 三重県伊賀市下柘植723-1
0595-45-2210
0595-45-5307
http://www.igasci.or.jp/
iga@ict.ne.jp
中尾ゆみ

三重県伊賀市は忍者の発祥地として「伊賀市＝忍者」という認知を高め、歴史文化の継承とともに忍者を生かした観光誘客やまちづくり
北伊勢上野信用金庫 を進めるため「忍者市」を宣言しました。さらに伊賀忍者・甲賀忍者が日本遺産に認定されています。
柘植支店
伊賀市商工会エリアには『忍者の里の地域資源』を活用した特産品等やものづくり産業製品など、まだ全国的にあまり知られていない隠
れた逸品があります。伊賀忍者ブースへ是非お立ち寄り下さい。

有限会社 へちま産業

有限会社 築山（かあと小僧）

〒939-0273 富山県射水市中野633
0766-52-5454
0766-52-5475
http://www.hechimaya.co.jp
itouri@hechimaya.co.jp
瀧田 秀成
〒496-0908 愛知県名古屋市西区城西町155
052-504-4088
052-504-4061
http://www.kartkozo.com
info@kartzo.com
築山 敬

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

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。
国産米粉を100％使用しただんごを実演販売したいとお考えの企業様、和菓子の常識に捉われずに販売をお考えの企業様はぜひ弊社
ブースにお立ち寄りください。

高岡信用金庫
大島支店

富山県射水市大島地区は約40年前よりヘチマを栽培、化粧水や石けんなどのスキンケア製品や、お風呂用ヘチマスポンジや靴の中敷き
などの生活雑貨まで幅広く製品づくりをしています。北アルプス立山連峰の雪解け水で育まれた豊かな大地のもと、当初より農薬不使用
による有機栽培で、安全で安心な製品づくりを行っております。
『へちまの里』から、いいものはいい。触れてわかる自然のやさしさ、あたたかさ。ヘチマのあるすこやかで快適な生活をお届けいたしま
す。

いちい信用金庫
西春支店

自動車大国である日本、そんな日本も現在は、若者の「クルマ離れ」が加速しています。社会背景や価値感の変化等、様々な理由があり
ますが、果たしてこのままでいいのでしょうか？モータースポーツ事業に長年携わる中、当社の行き着いた答えが楽しいイベントでした。当
社では、モータースポーツイベントからフィードバックしたノウハウを元にゴーカートに特化した、小さなお子様からシニアまで、親子で安
心、安全に楽しんでいただける、移動式バルーンサーキット、環境にやさしいＥⅤゴーカートを使用した魅力あるイベントのご提案をいたし
ております。私どもの小さいころは屋上遊園地や児童公園等でゴーカートによく乗った思い出があります。子供達にもっと、車を身近に感じ
てほしいと言う想いでこの事業をスタートいました。業務提携の内容として、お客様とのサービス、社内イベント、集客イベント、その他定期
契約や年間契約、タイアップ。

〒422-8007 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目１
－１０
054-281-2100
しずおか信用金庫
054-284-3987
業務サポート部
www.city.shizuoka.jp
zushi_bk@city.shizuoka.lg.jp
頭師雅之

静岡市の木製挽物などの伝統工芸品をはじめとした地場産品をPRします。
静岡市は漆器・蒔絵・挽物といった木製品や竹千筋細工などをはじめ多様な伝統工芸品が江戸期よりの歴史を有する産地です。またこれ
らから派生した木製家具など多くの地場産業が現在も盛んに活動しています。本ブースではこれらの伝統工芸を中心とした静岡市の地場
産業について紹介・PRいたします。また、静岡市のブランド認証制度「しずおか葵プレミアム」についても併せてご紹介いたします。

公益社団法人 岡山県観光連盟

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-3-1
086-233-1802
086-231-5393
https://www.okayama-kanko.jp/
ikeda@okayama-kanko.jp
池田 隆文

県内の観光事業を振興するため、情報発信を中心に各種事業を実施しています。
観光地、観光施設、イベントなど観光情報を中心にPR。特に信用金庫が実施する年金旅行など各種旅行の誘致に取り組んでいます。

株式会社 ＪＴＢ 名古屋事業部

〒453-6106 愛知県名古屋市中村区平池町460-12 グローバルゲート6Ｆ
052-551-2413
052-446-5079
http://www.jtb.co.jp/shop/houjinnagoya/
m_ishikawa573@jtb.com
石川 宗幸

『人が、笑顔が、行き交うあしたへ。』
人がたくさん行き交うようにすることで、そこに文化やビジネス、活力を生み出していく。ＪＴＢグループは、交流をつくり、社会を豊かにして
いく交流文化事業を進めています。ＪＴＢグループは「交流応援歌隊」として全国の自治体や企業の方々と一緒になって、地球上のあらゆ
る場所で、そこにしかない価値を見つけ、人が行き交うための仕掛けをつくり、なかった出会いをもたらしていきます。

〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町14-45
0597-22-2611
0597-22-2682
http://owasecci.com/
owasecci@za.ztv.ne.jp
世古 克人

尾鷲市には地域を代表する資源として、世界遺産「熊野古道」と「みえ尾鷲海洋深層水」があります。そして、この二つが融合しているのが「夢古道おわせ」
です。
三重県立熊野古道センターに隣接する夢古道おわせでは、古民家カフェでランチやコーヒータイムを楽しむことができる他、自然や地域の伝統を活かした
様々な特産品に触れることができます。
また、紀伊半島ではここにしかない海洋深層水のお風呂「夢古道の湯」では、深層水淡水ミストサウナの他、電気分解によるアルカリ性風呂と酸性風呂が
あり、深層水に含まれるミネラルを堪能することができます。
夢古道おわせから発信している様々な地域産品や海洋深層水関連の商品を多数展示します。

静岡市産業振興課

尾鷲商工会議所

しずおか葵プレミアム

〒424-8701
静岡県静岡市清水区旭町6-8清水庁舎5階
054-354-2058
054-354-2132
http://www.city.shizuoka.jp
sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp
静岡市経済局商工部 寺田有香理

信金中央金庫
岡山支店

紀北信用金庫
本店営業部

静岡市産の五つ星！「しずおか葵プレミアム」
静清信用金庫
経営相談部

静岡市では、文化や技術、自然など多彩な地域資源を活かした付加価値の高い静岡市ならではの商品・製品を静岡市ブランド「しずおか
葵プレミアム」として認証しております。地域性、独自性、希少性、地域素材、原材料へのこだわり、伝統的技法・製法、品質、物語性、市
場性・将来性等の認証基準を満たした逸品が勢揃い。
ぜび、「静岡市産」の五つ星をお楽しみください！

4

≪出展者商談情報≫
No.

41

42

43

金庫名等 出展ゾーン 区分

静清

中日

北陸地区

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
出展者
域振興

③観光・地
出展者
域振興

出展者名

静岡おみやプロジェクト

丸安ニット 株式会社

和倉温泉 加賀屋

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート6階
054-275-1655
054-275-1656
http://www.b-nest.jp
info@b-nest.jp
静岡市産学交流センター事務局 髙見美智子
〒451-0024
愛知県名古屋市西区秩父通1丁目58番地
052‐522-2171
052‐531-5695
http://www.siffon.net
yasunori@maffon.com
伊藤安則

信用金庫・本支店

静清信用金庫
経営相談部

駿河湾と富士山を望む「静岡市」には、海の幸・山の幸など美味しいものがたくさんあります！観光客やビジネスパーソンの皆さまに喜ん
で買っていただき、贈られてうれしい「お土産」の創出を目指し、市内の食品関連事業者が約１０ケ月の歳月をかけて生み出した“きらめく
結晶”それが「静岡おみや」です。 自慢の技術を結集して作られた逸品揃い。
新しい静岡の“味力”!! 召しませ「静岡おみや」

中日信用金庫
浄心支店

ユネスコ無形文化財に登録された日本古来の美濃和紙の遺伝子を受け継いで出来た丈夫な和紙糸で作り上げた和紙製品。
和紙糸の最大の特徴である軽量感・吸水速乾性のメリットを最大限に利用した、今までにない商品を販売いたします。
国内外の目の肥えた消費者はもちろん日本国内に観光やビジネスに来られる外国人や海外の友人へのちょっとしたギフトに最適だと思
います。
ぜひ一度、今まで感じた事のない「極上のサラサラ感」を体感してみてください。きっと「奇跡の1足」と言っても過言でありません。

のと共栄信用金庫
本店

石川県能登半島にある和倉温泉に4軒の旅館（加賀屋・あえの風・松乃碧・虹と海）と金沢駅前に料理旅館金沢茶屋また台湾北投温泉に
日勝生加賀屋の宿泊施設6軒及び東京～博多迄レストラン8店舗・スィーツの店金沢・和倉で５店舗のグループがございます。加賀屋は
「プロが選ぶ旅館百選」に於いて”おもてなし部門1位”また4つの部門総合でも1位を頂きました。私ども旅館業は明日への活力注入業とし
て日々、お越し頂くお客様に喜んでお帰り頂き”また来るね”のお言葉を頂ける様に努力致しております。ぜひ、社員旅行のご用命を頂け
ればと思います。

いちい信用金庫
中村支店

｢楽しい！｣を合言葉に、明るく魅力ある超高齢化社会の実現に貢献すべく、高齢者施設様や医療・介護施設様などを対象に、認知症予
防・機能訓練・心身の健康増進を目的として楽しく取り組めるトレーニング機器の開発・製造・販売を行っています。
主力商品の「元気はつらつ！トレパチテーブル」は、4人がけ食卓テーブルに大型42インチタッチパネル液晶を搭載、さまざまな身体運動
や脳トレなどをみんなでワイワイ楽しめる多機能型コミュニケーションツールです。
新聞やテレビでも紹介され話題沸騰中のこの「元気はつらつ！トレパチテーブル」について、中部・東海地区での販売をお手伝いいただけ
る企業様を探しています。詳しくは弊社スタッフが丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽に弊社ブースへお立ち寄り下さい。

いちい信用金庫
北方支店

あったらいいなを形にして提供する企業
日本国内と中国・韓国・アセアン地域に生産拠点を置き、部品及び完成品の企画、設計、量産とお客様のご要望にお応えいたします。
AⅠと熱センサーを活用した介護ベッド見守りセンサー
介護現場での転倒を防ぐ（ヒートアイ）

いちい信用金庫
清洲支店

当社は医療福祉分野の業務を総合的にプロデュースする企業グループです。福祉車両専門のレンタルおよびリースは最短1日からのご
利用が可能で、全国トップクラスの福祉車両保有台数を誇り、全国どこへでもお届けできる対応力が自慢です。これらの車両のメンテナン
スも自社対応しており、万全の整備力で安全性もご提供しております。福祉車両のレンタル、リースについては医療福祉事業者でなくても
ご利用いただけます。福祉車両は様々なシーンで活躍いたします。ご利用方法などお気軽にご相談ください。また、有料老人ホームや訪
問看護リハビリステーションも運営しており、各種施設の運営ノウハウについてもフランチャイジングによりご提供いたします。医療福祉分
野の総合プロデュース企業として皆様のお役に立ちたいと考えております。

いちい信用金庫
一宮支店

当社の「ダニサル」はこれまでにないまったく新しい発想のダニ対策商品です。大手化学メーカーが開発した有効成分を使用しており、ダニサル商品に触
れたダニの産んだ卵はふ化されず、ダニが成虫になるまで成長させずにその繁殖を防ぐことで、ダニを効率よく、長期的に減らすことができる商品です。増
殖抑制効果99.8％以上、ダニ類にのみ特異的に作用するので非常に安全性が高く、小さなお子様やペットにも安心して使うことができます。現在は、ダニ
サル除湿シート、ベッドパッドを通販会社等に販売しており、またこれら商品と同じ効果のある不織布を畳の下や押し入れに敷いたりする建材用資材として
も使用されています。また、愛知県一宮市のふるさと納税の記念品や愛知県一宮市立全小・中学校、全保育園にも採用されており、中部国際空港セントレ
ア内にあるエスチャイルセントレア保育園でも使用されております。その他にダニ検査キットやアレルゲン低減剤スプレー等も取り扱っており、販売していた
だける企業様との面談を希望しております。

〒511－0838 三重県桑名市和泉247
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

当社の「ハードスタイルケトルベル」は、桑名の伝統的な手込鋳物の技法を用いて製造しており、「くわな鋳物」ブランドを用いて販売してい
る製品である。
当社はハードスタイルケトルベルの製造・販売だけでなく、ＳＦＧ（ストロングファーストギリヤ）が発行するインストラクター資格を代表者が
有しており、トレーニング指導を行うことができる。こうした製造・販売・指導を一貫して行えるのは日本において当社だけである。
ケトルベルトレーニングは、全身の力を瞬間的に出力と脱力を繰り返し、運動性を持ったトレーニング方法であり、省スペースで行うことが
可能であること、けがのリスクが少ないことからトレーニングだけでなくリハビリテーションとしても使える器具である。

〒515-0041 三重県松阪市上川町3639-21
0598-28-5190
0598-28-7881
http://www.sakaki.to
info@sakaki.to
営業管理部部長 国兼巨人

三重信用金庫
本店

全国発送の物流ｾﾝﾀｰを持った管理医療機器・滅菌医療機器・化粧品・医薬部外品の開発・試作・製造受託企業です。
特に、医療用不織布やフィルムを使った滅菌ドレープや、ナチュラル化粧品、石鹸、入浴剤など小ロットの試作・開発・製品化などをお考え
の企業を探しています。

〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2丁
目338番地
052-982-6739
052-509-7704
http://www.c-np.com
info@c-np.com
新井一平

瀬戸信用金庫
大野木支店

規格商品の住宅設備機器だけではなく、高齢者向け介護用車椅子
対応に特化したユニットバスやキッチン、洗面などをご要望に
沿った形で特注対応致します。

〒926-0192 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

44

いちい

④医療健
康・介護福 出展者
祉

45

いちい

④医療健
康・介護福 出展者
祉

46

47

48

49

50

いちい

④医療健
康・介護福 出展者
祉

いちい

④医療健
康・介護福 出展者
祉

桑名

④医療健
康・介護福 出展者
祉

三重

瀬戸

④医療健
康・介護福 出展者
祉

④医療健
康・介護福 出展者
祉

豊丸産業 株式会社

株式会社 日新精工

株式会社 i＆fホールディングス

株式会社 ノームラトレーディング

有限会社 伊藤鉉鋳工所
（桑名商工会議所）

株式会社 サカキＬ＆Ｅワイズ

株式会社 CNP

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc
静岡の地域資源を活用した商品開発
これぞ本命!! 召しませ「静岡おみや」

〒453-0803
愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地
052-755-8045
052-718-5258
http://be-selfish.jp/
koji.hara@toyomaru.jp
原 浩二
〒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://nissin-seiko.co.jp/
iw0316@yahoo.co.jp
渡部 一朗
〒454-0981
愛知県名古屋市中川区吉津１丁目2109番地
052-462-1210
052-446-5550
http://if-rentacar.jp
m.mizutani@iandf-gr.jp
水谷
〒491-0125 愛知県一宮市栄2丁目14番10号
0586-26-1003
0586-26-1012
http://www.danisaru.co.jp
nomura-tradingu@feel.ocn.ne.jp
野村 匠
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≪出展者商談情報≫
No.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

金庫名等 出展ゾーン 区分

東濃

④医療健
康・介護福 出展者
祉

東濃

④医療健
康・介護福 出展者
祉

いちい

いちい

愛知

岡崎

岡崎

岡崎

蒲郡

岐阜

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

ヤマ忠木股製陶 合資会社

〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田361-1
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

磁器の可能性を追求したものづくりをお手伝いします。火の力と戦いながら生み出す優しい形、実用性の中に生まれる「用の美」。磁器の
良さを生かしたものづくりを目指し、食器以外の分野でも磁器の可能性を追求し、日々試行錯誤を重ねています。お客様の欲しいもの、造
りたいものをカタチにしたい。私たちにお手伝いさせていただけることがあれば、お気軽にお問合せください。

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
http://www.chukai-gifu.or.jp/tosho/
yamasei@aaa.email.ne.jp
楓 康典

東濃信用金庫
肥田支店

器の上を華やかに咲き舞う艶やかなテーブルウェアを提案します。大量注文から小ロットまで責任を持って素早く対応します。こんなモノ
が欲しい・・・、こんなモノ出来るの？？といったお客様のご要望に添ったオリジナル商品の企画も行っております。商品の完成から納品ま
で、迅速かつ正確に対応させて頂きます。

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
いちい信用金庫
0586-78-7602
西江南支店
http://www.koyo-fw.co.jp/
koyo@jazz.odn.ne.jp
脇田 忠司

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

〒496-0943 愛知県愛西市森川町一番割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

弊社は、「お客様第一主義」を掲げ、創業以来一貫して包装資材・工業部材の企画・製造・販売を行い「必要な製品を、必要な時に、必要
なだけ」をモットーにお客様のご要望にお答えしています。プラスティック真空成型機をはじめ、各種プレス加工機やゴム真空プレス成型機
など、多数の設備を保有しており、他では困難な形状の難しい製品も対応可能です。「こんなものを作りたい」と思った時には、構想が浮か
んだばかりでもお気軽にお問い合わせくだされば相談に乗らさせていただきます。弊社は、品質・環境マネジメントシステムでⅠSO9001・
14001の認証を取得しており、これに基づいた継続的改善運動を実施しております。また、安全への配慮として、年々増加する使用禁止物
質や使用管理物質に対応すべく、都度含有情報の把握とそれに付随する適切な対応を実施しております。

有限会社 八勝化成

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

愛知信用金庫
山田支店

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

イセ工業 株式会社

〒446-0046 愛知県安城市赤松町的場190番地1
0566-73-8661
0566-92-8085
岡崎信用金庫
http://www.ise-kogyo.co.jp
東刈谷支店
naitou@ise-kogyo.co.jp
内藤 孝之

自動車部品の試作、主にマフラーを手掛けている会社になります、長年試作をメインにお仕事をさせていただいていますので少量の製作
より受注させていただいております。冶具・金型の設計から部品の製作、組付まで一貫して行え特にパイプの曲げ、パイプの成形、溶接に
関してはなんでも声をかけていただき、何かお役に立てればと思います。
車、生活用品、医療、何かの一部でのパイプ、溶接の需要を探しています。

株式会社 ブレイズ

〒454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町千音
寺狭間4603番地
052-439-0277
岡崎信用金庫
052-439-0278
中川支店
https://www.blaze-inc.co.jp/
tsubasa.noguchi@blaze-inc.co.jp
野口翼

株式会社ブレイズでは、新車、新古車、中古車の販売並びに軽自動車のキャンピングカー（ネクストキャンパー）、本気で遊ぶ！大人の4
輪ミニカー（ネクストクルーザー）、手軽に乗れる！電動折りたたみバイク（BLAZE SMART EV）をメーカーとして手掛ける企業です。
ネクストキャンパー、ネクストクルーザー、ブレイズスマートEVは全国で代理店を募集しております。
今年から大手家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ他）にてブレイズスマートEVを店頭販売開始し、更にAmazonにて販売開始を予定し
ております。
全ての事業で業界No.1を目指し活動しております。
共に事業を進めていくことの出来る企業様を探しております。

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
営業：加藤大貴

岡崎信用金庫
一社支店

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

蒲郡信用金庫
三谷支店

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

岐阜信用金庫
浅井支店

企業ＰＲ
創業64年 繊維の街一宮で撚糸加工や真空スーチームセット加工をしている繊維加工の会社が、昨年より自社の糸の加工のノウハウを駆使しニット部門
を立ち上げました。一本の糸から喜びを分かち合う企業です。
受注したい（売りたい）業務内容
一個から作る「社名やロゴ入り小物ニット製品」（ネックウォーマー・手袋・帽子・靴下等）を素材や編み柄にこだわり品の製造販売しています。また、社員さ
んが業務上での暑さや寒さ対策が必要とされる企業様へのニット商品の支援
事業提携したい内容
介護福祉施設など片手で履ける靴下や抗菌・消臭素材のニット商品に拘って見える企業様を探してます。

株式会社 イケックス。

株式会社 愛河調査設計

有限会社 尾関喜撚糸

〒457-0074
愛知県名古屋市南区本地通6丁目8番地1
052-819-6508
052-819-6509
http://www.aiga-cc.co.jp
s.yamamoto@aiga-cc.co.jp
山本 成竜
〒491-0143 愛知県一宮市浅井町大野223番地
0586-51-5121
0586-78-5306
http://ozekinenshi.co.jp
ozekikinenshi@yahoo.co.jp
尾関 眞
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≪出展者商談情報≫
No.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

金庫名等 出展ゾーン 区分

桑名

⑤機能・性 ガイド
能の高度化 ブック

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

エバ工業 株式会社

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

朝明精工 株式会社

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

桑名

⑤機能・性
出展者
能の高度化

瀬戸

〒458-0814 愛知県名古屋市緑区鶴が沢1-327
052-876-9011
⑤機能・性
052-877-2633
出展者 株式会社 サンリツコーポレーション
能の高度化
http://sanritsu-co.com
nakagaito@sanritsu-co.com
営業 中垣内 敦大

西尾

東濃

東濃

東濃

東濃

東濃

八幡

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性 ガイド
能の高度化 ブック

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性 ガイド
能の高度化 ブック

⑤機能・性 ガイド
能の高度化 ブック

⑤機能・性
出展者
能の高度化

株式会社 ヤマキ

有限会社 ユニオンシステム

大草化学 株式会社

〒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
〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口
1589-1
0572-53-2655
0572-53-2675
http://www.gifu-union.jp/
junko@gifu-union.co.jp
廣畑 淳子
〒509-5402 岐阜県土岐市曽木町579-1
0572-52-3218
0572-52-3210
http://www.okusa-c.co.jp
y-sakai＠okusa-c.co.jp
酒井雄一

信用金庫・本支店

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

桑名信用金庫
本店営業部

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

桑名信用金庫
川越支店

企業PR
当社は、国内外の大手自動車メーカーや部品製造用メーカー向けに、専用FA機械、加工機の設計、製造、組立、納品、据え付けまで一
貫製造体制が出来る会社です。
お客様の「やりたい事」や「形にしたい事」などの要望を聞き、何も無いところ＝ゼロから機械を製造しています。
そのオリジナル機械は各お客様より高い評価を頂き、仕様検討、設計、組立、納品、据付、メンテナンスまで、すべて自社で対応していま
す。
そして、製造・組立した大中小の各機械は、国内のみならず、海外のお客様の各工場内で多岐に渡り活躍しています。

瀬戸信用金庫
神の倉支店

企業PR：当社は、各種産業機器の電気制御設計,制御盤制作及び制御機器の販売をﾒｲﾝに行っておりました。長年培った数多くのﾉｳﾊｳを
最大限に生かし,現在は 電気関係のみならず機械関係の部材もお客様のﾆｰｽﾞに合わせ提案しております。
商談ﾆｰｽﾞ：各種制御盤・設計/制作 各種ﾎﾞﾙﾄ･ﾈｼﾞ緩み止め製品
産業機器に対する、お困り事があれば提案させて頂きます。

西尾信用金庫
寺津支店

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

東濃信用金庫
土岐市駅前支店

(有)ユニオンシステムはG－POWER岐阜県統括代理店として、県内外のお客様のニーズに応えられる様、施工と勉強会を活発に行っています！
★業界初！防弾ガラスの技術を応用したガラスコーティング★
幅広い製品に施工が可能であり、どのような地域・環境でも使用可能です。
（施工例：スマホ・眼鏡・時計・車・トイレ・バス・洗面台・キッチン・床・タイル・大理石・鞄・帽子・食器他）
動植物以外（紙一部除く）にコーティングでき、一部抗菌施工も可能！！
≪代理店募集中≫
特殊コーティングを自社でも出来ます！
「御社技術＋防弾ガラス応用技術＝不可価値 売上UP!」
【環境】保護・美化・再生 【防災】飛散防止・防滑・抗菌

東濃信用金庫
本店営業部

＜企業PR＞
当社は昭和44年創業の発泡スチロール製造会社です。主力製品は衛生陶器や冷凍冷蔵庫及び空調機器に組み込まれる防露材、ロボット対応の精密トレー等の機能製部材や
立体造形のアイテムなどであります。近年こうした製品の形状は複雑化しており、当社は複雑形状の金型による１ショット成形を実現させております。
＜商談ニーズ＞
昨今の弊社取引先企業様からのニーズは“高さがあって、より肉厚の薄い製品”であり、製品の小型化、軽量化等の要求、また立体造形では新しいデザインによる遊び心のある
製品が求められる傾向にあります。当社は“圧力充填による革新的な発泡樹脂成形技術”を活用してこれに対応、生産時の省資源・省エネ化についても実現しております。当社
は発砲スチロールによる成形品を必要とする、あらゆる業界のニーズに対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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
東濃信用金庫
0574-67-5513
下恵土支店
www.kutami.co.jp
m-okada@kutami.co.jp
岡田 稔

電子基板の実装/電子機器の製造を行っております。本業である基板実装や電子機器の組立・アッセンブリはもちろんの事、製品の開発
や設計を含めた上流工程からのご依頼を承っております。近年はIoT製品の開発・製造の依頼を受けることが多く、様々な実績がございま
す。まずはお気軽にご相談ください。

株式会社 フクモク

〒509-0511 岐阜県加茂郡七宗町神渕9767番地
0574-46-1104
0574-46-1594
東濃信用金庫
http://www.fukumoku-kabuchi.com
川辺支店
info＠fukumoku-kabuchi.com
福井 由美子

七宗町神渕にて創業50年の木工技術を生かし、様々な製品を作ってきました。大手メーカーさんの住宅部材（建具・家具・造作）を長年
作ってきた中で、地場の桧を生かしたオリジナル「桧のベッド」を開発しました。桧の成分による香りが快眠を促します。
今後も木を生かすこの仕事を通じ、地域に貢献できる会社でありたいと思います。

丸健製陶 株式会社

〒507-0813 岐阜県多治見市滝呂町１５丁目１３
１
0572-22-5518
東濃信用金庫
0572-22-5545
笠原支店
http//:www.marukenseitou.com
marukenseitou@gmail.com
長江 朋弘

「水を吸う、陶磁器！」
当社の製品「スウセラ」は高い吸水性を発揮する、当社オリジナルの土で作った「水を吸う、セラミック」です。
「スウセラ」の吸水率は一般陶磁器の0.1％に対して、19.0％と非常に高い吸水性を持っています。
また優れた蒸発性や抗菌効果も認められている製品であります。
高温焼成していることから、発色もよく強度もありますので、現在は加湿器や、せっけん皿、除湿器などを製造販売しています。
当社の製品に興味のある企業さまだけでなく、素材の特性を生かして協力しあえる企業さまとの商談も希望します。

株式会社 ＲＯＢＯＺ

〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田１５９３
0120-066-156
0575-79-3893
http://www.roboz.co.jp
info@roboz.co.jp
石田宏樹

全国最大級のドローン専用一体型施設「１５６ＤＲＯＮＥ ＳＴＡＴＩＯＮ」を運営。屋外１５００坪、屋内６０坪の広大な敷地でドローンの操縦技
術を訓練できます。
また、提携行政書士との連携により、包括飛行申請代行までワンストップで対応します。
ドローン部「Road」、ドローン女子部「Road Queen」、ドローンレース部「156Racer」、空撮部隊「R-Type」、ドローン制作部「Play Road」、キッ
ズドローンスクール「Ｋ-Road」などのドローンコミュニティーを展開し、ドローン業界に携わる人材育成を強化しています。
更には災害対策、検査・調査業務等のドローンの活用や導入コンサルティングも行います。

八幡信用金庫
美並支店
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≪出展者商談情報≫
No.

71

72

73

金庫名等 出展ゾーン 区分

豊田

豊田

北陸地区

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

⑤機能・性
出展者
能の高度化

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

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
http://apuren.com
apuren@nifty.com
渡部 幸雄

豊田信用金庫
高橋支店

タイルラボ 株式会社

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4
エグゼ丸の内7階
0120-932-930
豊田信用金庫
052-308-6533
杁ヶ池支店
http://tile-lab.jp/
contact@tile-la.jp
小鹿 利高

【サインタイルラボ】
駅・歩道・公共施設のサインとして、位置案内、交通案内、規制等、各種啓蒙ピクトサインや絵柄を、無機顔料を使用してセラミックタイルの表面に８００度で焼き付け、その保護層として釉薬を超耐摩耗性のノ
ンスリップ加工として施した、次世代のセラミック製サインタイルのことをいいます。高性能なオリジナルのタイルを１枚より注文が可能です。
【リペアタイルラボ】
マンション・住宅の壁面タイルとして、 小ロットから注文が可能な高品質プリントタイルです。
デジタル処理で色管理を行い、無機顔料を使用して セラミックタイルの表面に８００度で焼き付けるので 従来のタイルと同等の品質になります。
見本製作のデジタル化でカラー表現を【数値管理】することで 【短納期】を可能とした次世代のリペアタイルです。
【オーダータイルラボ】
１枚からオリジナルで作成ができる内装向けのプリントタイルです。表面に内装向けの特殊コーティングを行うことで長期的に利用ができるオリジナルタイルを制作が可能です。

宮越工芸 株式会社

〒933-0951 富山県高岡市長慶寺995番地
0766-20-3854
0766-20-3855
http:www.miyakoshikogei.co.jp
soumu@miyakoshikogei.co.jp
高瀬 篤

弊社は、ビル建材、住宅エクステリア、生活雑貨まで、様々な物へ着色する塗装総合メーカーです。
東京スカイツリーや東京ガーデンテラス、GINZA SIXをはじめ、台湾台北市内にある超高層ビルでも弊社塗装技術が採用されるなど施行実績があります。
「塗装のことなら何でもおまかせください」をモットーに、形状、ロット、納期、コストに適した生産体制と独自の仕上色による付加価値製品製造をサポート致
します。
木目・石目、鉄錆調等の意匠性塗装を得意としており、建材製品や非建材製品など外観化粧を必要とする様々な分野での製品受注を求めております。
また、弊社独自のクラフト製品の紹介も予定しております。

74

その他

⑥コスト削
出展者
減・効率化

株式会社 しんきん情報サービス

75

その他

⑥コスト削
出展者
減・効率化

一般財団法人
省エネルギーセンター東海支部

76

77

78

79

80

愛知

遠州

掛川

⑥コスト削
出展者
減・効率化

⑥コスト削
出展者
減・効率化

⑥コスト削
出展者
減・効率化

デュプロ販売 株式会社

株式会社 エル・ティー・シー

司工業 株式会社

関

⑥コスト削
出展者
減・効率化

ワン・イレブン 株式会社

桑名

⑥コスト削
出展者
減・効率化

丸北研磨株式会社
（桑名三川商工会）

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

弊社は工場の現場の作業者の方の負担を減らす、過酷な作業から転換することを常に念頭におきまして、日々、エアーハンマーの製作に
取り組んでおります。低振動技術で特許を取得し産業用ロボットや設備機械に取り付けれるようになったのもその賜物です。人と環境にや
さしい誰も作らなかったエアーハンマーです。ご興味をお持ちになられましたら、お立ち寄りください。

高岡信用金庫
本店営業部

〒108-0075 東京都港区港南1-8-27 日新ビル
12階
03-5462-3376
03-5462-3379
http://www.shinkin-sis.co.jp
it@shinkin-sis.co.jp
決済関連事業部 決済ビジネス推進部 梅田
〒460-0002 愛知県名古屋市中区三の丸３－２３
－２８ イトービル
052-232-2216
052-232-2218
https://www.eccj.or.jp/
te.noda@eccj.or.jp
野田 哲生

「しんきんコンビニ収納サービス」
お客様のライフスタイルに合わせて、いつでも・どこでも・簡単に、全国のコンビニが２４時間３６５日、貴社に代わって集金します。
●身近なコンビニエンスストアが集金窓口です。ー全国で約62,000店舗ー
●コンビニ本部と直接契約する必要はありません。●バーコード付き払込票の作成も専用ソフトで簡単に行えます。●スピーディーにお客
様のお支払が確認できます。●入金消込が簡単に行えます。●請求件数が少量でもご利用可能です。●お客様の支払方法の選択肢が
増えることによりサービス向上します。●スマートフォンを利用した「モバイルレジ」でのお支払いも可能です。

国の省エネ事業を通して中小企業の無料省エネ診断を実施しています。中小企業様に対して省エネ相談の窓口、開設。現地省エネ診
断。診断に基づく中小企業様の省エネ活動の支援。

〒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
tt-0456@duplo.ne.jp
課長 田村 哲也

愛知信用金庫
本店営業部

デジタル印刷機をはじめ、出力機や後処理を自動化する機器を取り扱っております。また、人気上昇中の「郵便料金計器」や「封入封か
ん機」をはじめ、低コストの高速インクジェットプリンターのご紹介も行っております。業務改善、効率化をお考えの方は、お気軽にお立ち寄
りください。

〒438-0231 静岡県磐田市豊岡６０８０－１
0538-66-5025
0538-66-7835
http://www.laminex.co.jp
h-suzuki@laminex.co.jp
鈴木 秀樹

遠州信用金庫
豊田支店

近年、通販の普及などにより発送業務が増加している中で、梱包作業の為の緩衝材の需要が高まっています。また、梱包方法によって事
故が起こったり、商品価値が変わってしまうことも考えられます。現在、様々な緩衝材がありますが、かさばる為保管の為のスペースが必
要などの問題点があります。今回販売を開始します「TRIPOD」はエアー緩衝材を必要な時必要なだけ製造をする事が出来る緩衝材製造
機です。従来より高額な機械は販売されておりますが、「TRIPOD」はコンパクトで低コストを実現しました。スペース削減、作業性アップな
どコスト削減にお役立てください。また、販売に協力していただける方も募集しております。

掛川信用金庫
吉田支店

機械設備全般です。設計、製作、現地据付工事、機械メンテナンス等、多岐にわたるお仕事を行ないます。
大型、溶接及び機械加工・重量物据付工事（実績２５ｔまで）、大手製造メーカーの機械メンテナンス、改造工事、機械設備製作が得意で
す。
また、自社製品の小型異形部品の供給搬送装置（特許取得済み）があります。

関信用金庫
金山支店

オーダーメイドのプラスチック・アルミ・テントハウスの設計・製造・施工（テントハウス）。
オーダーメイドプラスチックは、小ロットから大口のご注文にも対応。中国金型会社と連携し、低コストの金型、商品によって中国生産・国
内生産を選択できます。
オーダーメイドアルミは、自社のオリジナルフレームを1㎜単位で自由にカットができ、設計・組立まで行うことができ1台から制作が可能で
す。
テントハウスは、全国各地どこでも施工可能です。自社の合計3645㎡のテントハウスの見学もでき、実際にテントハウスを体験していただ
くことができます。

桑名信用金庫
多度支店

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

〒421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉５４１８－
３７
0548-32-2221
0548-32-3711
http：//tsukasak.jp/
tsukasa＠tsukasa.jp
内田和也
〒505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町3丁目261
0574-24-7735
0574-24-7736
http://www.one11.kpot.co.jp
n-oiwa@kpot.co.jp
大岩 伸行
〒511-0123 三重県桑名市多度町北猪飼678番
地
0594-48-3230
0594-48-5395
http://www.ccnetmie.ne.jp/marukita/
marukita@ccnetmie.ne.jp
水谷 敏史
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≪出展者商談情報≫
No.

81

82

金庫名等 出展ゾーン 区分

東濃

碧海

⑥コスト削
出展者
減・効率化

⑥コスト削
出展者
減・効率化

出展者名

株式会社 エーワンパッケージ

株式会社 ＦＡＳＴ

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者
〒509-0214 岐阜県可児市広見字五反田130217
0574-63-1671
0574-63-1678
http://www.a1package.co.jp
yo-matsuoka@a1package.co.jp
企画開発部 松岡洋平
〒474-0011 愛知県大府市横根町坊主山1-364
0562-85-5102
0562-85-5103

信用金庫・本支店

東濃信用金庫
可児支店

豊富なカラーバリエーションで、様々な質感が活かせる美粧段ボール。印刷から打ち抜きなどの加工に至るまで、一貫した製造ラインを構
築しています。環境・コスト面はもちろんのこと、機能や美しさにもこだわり、大切な品物を包む箱（パッケージ）やオリジナルの製品を制作
いたします。

【知恵をカタチに！】弊社は、生産性と品質の向上でお悩みの企業様のお手伝いしております。
生産工程で効率よく良品を生産するために何が必要か？を考えカタチ（設備・治具化）にいたします。
具体的には、生産ラインを構築するためのライン（設備レイアウト）構想を具体化し、コンベア搬送から手持ち工具（治具）などを設計製作
いたします。
品質の向上においては、不良の発生原因を追究し不良撲滅のお手伝いをいたします。原因から対策までどの様な仕組みが必要かを提案
し
ポカヨケ装置（治具やゲージ等）を設計製作いたします。
当社は製造業様向けに加工設備や検査装置、搬送装置、各種治具類といった生産設備を設計から現地据え付けまでをさせて頂ただいて
おります。長年培った経験やノウハウを基盤に昨年から自社オリジナルブランドとしてSAMMLEON（サムレオン）シリーズを展開いたしてお
ります。このサムレオンという商品はお客様のご要望を基に専用機をより短納期で安価にご提供できるように弊社にて各モジュールを用
意して必要なモジュールを選択して仕様決めして製作できるシステムです。さらにこの度、サムレオンシリーズにお客様の声から生まれた
卓上バリ取り機をリリースしました。こちらはポータブルなボディサイズに小型ユニットを用意している為たくさんのお客様からご好評いただ
き、このSM200を並べてラインを構成しようというお客様もいらっしゃいます。ぜひ一度実機をご覧いただき、そのメリットを感じてください。
以下SM200の特設ページです。http://www.sammleon/com
物流業界の労働力不足を解決します！

碧海信用金庫
大府支店

sho5@fast-eng.com
髙濱正吾

83

84

85

86

碧海

⑥コスト削
出展者
減・効率化

北伊勢上 ⑥コスト削
出展者
野
減・効率化

いちい

いちい

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

有限会社 中島精工

〒444-1222 愛知県安城市和泉町大海古６－８
0566-79-2155
0566-79-2156
http://www.nakashima-seiko.co.jp (会社メインサ
イト)
info@nakashima-seiko.co.jp
中島正春

有限会社 伊藤鈑金工作所

〒510-0033 三重県四日市市川原町33-1
059-331-3731
059-333-7730
https://inno-sup.com
info-ito@inno-sup.com
住田 良平

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9-11
0586-43-1235
0586-46-1144
yucoh@sa5.gyao.ne.jp
岩田 哲典

さんわ機工 有限会社

〒492-8054 愛知県稲沢市下津片町四番地
0587-32-6415
0587-23-0107

碧海信用金庫
碧南中央支店

ハイエースやキャラバンといったバンタイプの小型商用車に荷物を積み込む際、より楽に積み込めるように開発された、革新的なパレット/
北伊勢上野信用金庫
貨物ローダーの『イノリフト』をご紹介します。
川原町支店
「ハンドリフト」と「リアゲート」の機能を合わせたもつ世界で唯一、車に積み込む事が出来るリフトです。フォークリフト免許が不要で、サイ
ズも非常にコンパクトな上、操作方法が簡単なイノリフトは、高齢者、女性、腰痛が不安な方でも重い荷物を簡単に運ぶことが可能。
ブースにて、実際に『イノリフト』が車に積み込まれる様子ををご覧ください！

いちい信用金庫
大和支店

『人に優しく』の考えで商品を揃えています。全ての商品は触れても口に入っても安全です。
・『するピカ』ガラス製品などを皮脂付着防止、静電気防止抗菌効果などの機能で綺麗な状態を維持させるシリコーンコーティング剤
・『フィトンの力』天然由来成分を使った、ほのかな木の匂いが香る除菌消臭剤（4大悪臭・大腸菌など）
・『Ｙ－１００』強アルカリ性還元水で除菌、悪臭をマスキングではなく基から消臭する洗浄剤（肌に触れると弱酸性に変化）

いちい信用金庫
稲沢支店

ものづくりを通じ、お客様によりよい品質を提供することをモットーにしています。
環境浄化水「銀の
一撃」を販売していたける取引先を探しています。※「銀の一撃」とは・・・抗菌・防カビ・ウイルス・花粉・洗濯の生乾きやその他嫌な臭い対
策が出来る銀イオン水（無臭）です。

n-inoue@intsurf.ne.jp
井上 直哉

87

88

89

90

その他

⑦エネル
出展者
ギー・環境

岡崎

⑦エネル
出展者
ギー・環境

岡崎

⑦エネル
ギー・環境

蒲郡

ガイド
ブック

⑦エネル
出展者
ギー・環境

愛知県田原市

有限会社 ハヤック

有限会社 青山商店

加山興業 株式会社

〒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/
kigyotai@city.tahara.aichi.jp
企業立地推進室 主任 彦坂洋二郎
〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字森下９番地
１
0564-66-0660
0564-25-5856
http://www.shouene-hayack.com
info@hayack.co.jp
法人営業担当 伊藤義朗
〒444-0825 愛知県岡崎市福岡町字大唐田21番
地2
0564-51-9331
0564-53-6300
http://aoyama-shoten.com
taro.aoyama@nifty.com
青山太郎
〒442-0008 愛知県豊川市南千両２丁目１番地
0120-053-381
0533-84-3739
http://www.kayama-k.co.jp
suzuki@kayama-k.co.jp
鈴木基生

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

モノづくり産業と再生可能エネルギー産業が共生する田原市工業団地の分譲用地を販売しています。ニーズに応じた区画分割が可能な
大規模区画や、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。
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。

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。
岡崎信用金庫
美合支店

事務所，工場，倉庫などの雨漏りでお困りでしたら、ハヤックにお任せください。雨漏り診断士が雨漏りの根本原因を究明し、その具体的
な解決策を提案いたします。
また、夏場の職場の暑熱でお困りでしたら、遮熱・断熱塗装，断熱ガラスコートによる職場の暑熱対策で環境整備をお手伝いいたします。
加えて、LED照明等による光熱費の削減策の提案をいたします。

岡崎信用金庫
福岡支店

現在、廃棄されているもののうち利用可能なエネルギーを畜産に飼料として、あるいは農産物に肥料として利用したりすることで、ひとつで
も多くの『もったいない』をなくせたらと考えています。
例えば、食品製造メーカーより排出される副産物をどう処理したらよいか、どのように無駄なく利用できるか、このような問題を共に考えて
いく企業です

蒲郡信用金庫
豊川北支店

弊社は、環境ソリューション企業として、廃棄物リサイクル業務を中核に、環境事業も展開しております。
●100％自然エネルギーの電力「GREENA」の販促。
●避難トイレを中心とした防災グッズの販売。
●環境に負荷をかけない除菌タオル「プールス」の販売。
●チップ/RPF燃料の販売。
●解体事業。
●遺品整理。
CSRの取組みのひとつである「ミツバチプロジェクト」から
「国産ピュア蜂蜜」の販売もしております。
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≪出展者商談情報≫
No.

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

金庫名等 出展ゾーン 区分

岐阜

岐阜

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
大垣西濃
出展者
ギー・環境

大垣西濃

知多

中日

東春

東濃

東濃

東濃

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
ギー・環境

ガイド
ブック

⑦エネル
出展者
ギー・環境

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

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
kenzai@kurimoto-bm.co.jp
建材部 課長代理 見神正純（ミカミマサズミ)

岐阜信用金庫
笠松支店

住み良い環境・街づくりを、建設資材や専門工事を通じてサポートしています。通常は建材商社として、土木・建設会社様の資材調達を
代行する役割を果たすべく、様々なメーカーや商社からの仕入ルートを確保して期待にお応えしていますが、最近では地域の住まいの困
り事相談窓口としての機能も強化し、工務店さんに依頼するほどのことではないような些細な修繕なども引き受けています。当社が紹介す
る商品は、身近な住まいの問題解消に役立つと思えるものを選んで展示していますので、是非足を留めてご覧になって下さい。

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

弊社は30年以上、「水」と「土」を研究してきました①農業用土壌改良剤「息吹ＬＤ」は少量で簡単に大規模農地を改良できる資材です。そ
の特長を生かし、日本はもちろん、世界中の農地に普及させるため、農業と直接関係のある輸出に強い企業様を募集いたします。国際機
関ＡＰＯ認定、特許取得済み、発明奨励賞他、多数受賞の商品です。②当社が持つ「浸透力」の技術と、農業分野で培った「フミン酸」のノ
ウハウを生かした、新しいタイプの化粧水を販売。昨年度10月より販売開始した新商品です。すでに初期ロットは完売し、リピーターも多数
です。この商品の販売代理店様を募集いたします。

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
kenzai@kurimoto-bm.co.jp
建材部 課長代理 見神正純（ミカミマサズミ)

大垣西濃信用金庫
柳津支店

住み良い環境・街づくりを、建設資材や専門工事を通じてサポートしています。通常は建材商社として、土木・建設会社様の資材調達を
代行する役割を果たすべく、様々なメーカーや商社からの仕入ルートを確保して期待にお応えしていますが、最近では地域の住まいの困
り事相談窓口としての機能も強化し、工務店さんに依頼するほどのことではないような些細な修繕なども引き受けています。当社が紹介す
る商品は、身近な住まいの問題解消に役立つと思えるものを選んで展示していますので、是非足を留めてご覧になって下さい。

大垣西濃信用金庫
笠郷支店

・節電・省エネ対策・働く環境対策でお悩みの担当者様へ
節電・省エネ・働く環境対策には『遮熱塗料エコガラスコート』
をご提案致します。
窓に塗るだけで20～25％のエアコン電気代削減、紫外線99％
カット、結露の削減など皆様のニーズ・お悩みにお応え致します。

トーエイ 株式会社

〒470-2105
愛知県知多郡東浦町藤江ヤンチャ２８－１
0562-83-3880
0562-83-8911
http://www.toei-eco.co.jp
info@toei-eco.co.jp

知多信用金庫
東浦支店

環境総合サービス業、トーエイでは色付きガラスびんなどの１００％リサイクル原料の人口砂、「サンドウエーブＧ」の生産、販売をしております。
特殊加工により、ガラス由来でありながら手で触っても切れることはなく、あらゆる自然砂工事の代替品として利用いただけます。使い方は自然砂とまっ
たく同様でありながら、工業製品なので常に品質が安定し、また高い透水性（空隙率３０％）によって地盤改良、暗渠排水、配管等の各種埋戻し、豪雨対策
等様々な用途で活用されてます。
地表面に使用すれば、養分がまったくないことから雑草の繁殖抑制にもなり、ソーラーパネル下や駐車場などの防草対策にもご利用を頂いております。
その他にも、各種不用品処分、リサイクルなど、お困りごとございましたらお気軽にご相談ください。

有限会社 トーユウ

〒463-0043 愛知県名古屋市守山区喜多山南
12-30
052-796-1525
052-728-0161
http://www.e-toyu.com/
info@e-toyu.com
石原透雄

中日信用金庫
守山支店

無公害で低コストのリサイクル技術、次世代型有機物減容装置ERCM。補助燃料を使用せず有機物を劇的に減容します。廃熱や有毒ガ
ス、騒音、振動を出さずにごみを再資源化します。処理が困難とされるものでも直接投入ができ処理が可能。それらが不均一な混合状態
でも投入できます。

三友工業 株式会社

〒485-8531 愛知県小牧市大字舟津1360
0568-72-5601
0568-76-0888
東春信用金庫
http://www.sanyu-group.com/dynamo/index.html 本店営業部
asami@sanyu-group.co.jp
浅見 満広

株式会社 大光テクニカル

株式会社 ニュークリエイト

株式会社 伊藤商会

株式会社 エムエムシー

〒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
furuichi@daiko-tec.co.jp
古市 弘光

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-122
王子不動産名古屋ビルＢ1階
0568-85-2646
0568-82-4166
http://www.geocities.jp/newcre2646
hamakawa2646@mail.goo.ne.jp
浜川忠宏
〒507-0033 岐阜県多治見市本町2-6 伊藤商会
ビルディング5F
0572-22-4335
0572-22-4390
www.itoshokai-g.co.jp/
info＠itoshokai-g.co.jp
伊藤 謙一
〒487-0023 愛知県春日井市不二ガ丘1－20
0568-37-2010
0568-37-2011
http://m-m-c.jp
mmc@m-m-c.jp
宮内忠久

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

【企業ＰＲ】
三友工業は、創業以来、最優先課題として“機電一体”を掲げています。エネルギー事業、ゴム射出成型機、ＦＡ、環境保全設備、航空
宇宙機器産業などの幅広い分野で最先端技術、新鋭設備を導入し、高い技術力を提供する企業です。
【受注したい（売りたい業務）の内容】
耐震性能に優れた小型非常用発電装置 Cute Power を取扱っており、BCP対策の一つとして停電対策に是非PRさせてください。
小型非常用発電装置 Cute Power を販売していただける取引先も探しています。

東濃信用金庫
八田支店

『エコタッチ』は使用感を損ねない節水装置。平成20年省エネ大賞受賞。全国5,000箇所以上の施設様での導入実績。大量に水道水をお
使いの医療施設様、福祉施設様、ホテル様、飲食店様等の節水による経費削減とＣＯ2削減に貢献します。

東濃信用金庫
本店営業部

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

東濃信用金庫
八田支店

省エネ照明化をお考えの企業様に朗報です。水銀灯に替わる無電極ランプ、MMCオリジナルLEDランプなど他社にはできない省エネ提案
ができます。
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≪出展者商談情報≫
No.

101

102

103

104

105

106

107

金庫名等 出展ゾーン 区分

東濃

110

ガイド
ブック

有限会社 尾藤梱包工業所

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町3983-11
0572-44-2151
0572-43-6331
bito-konnpo.com
t-koubou@crocus.ocn.ne.jp
尾藤綾花

株式会社 中田建設

〒504-0826 岐阜県各務原市蘇原早苗町40
058-389-3450
058-389-3478
http://www.kangaroo-house.com/
info@nakada-kensetsu.co.jp
中田博久

信用金庫・本支店

東濃信用金庫
笠原支店

東濃信用金庫
蘇原支店

岐阜県南部・愛知県北部にて新築・注文住宅とリフォーム全般の適確・適正化を普及させています。万全の工事体制を整え、自社施工に
よるコスト削減を常に心掛け、お客様の希望される住宅・リフォームを出来る限りお値打ちな金額でご提供させて頂く工務店です。
おしゃれで住みよい空間を。それが株式会社中田建設です。ご家族のライフスタイルを考えた最適プランの新築・注文住宅とリフォームを
ご提案いたします。家づくりを通して得られる忘れることのない感動と”わくわく体験”を提供する工務店です。
(株)中田建設は、これまで創業以来５４年間に渡り、工務店としてお客様のご満足を一重に追求してきました。豊富な経験、知識と確かな
技術にて、今後一層のさらなる品質向上に努めて参ります。新築・注文住宅とリフォームをご検討の際は、是非お気軽にお声をお掛け下
さい。地域一番の顧客満足度を、必ずお約束致します。

浜松

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-6
NBF 名古屋広小路ビル9F
052-209-9100
⑦エネル
浜松信用金庫
出展者 フィリップモリスジャパン 合同会社 052-203-8030
ギー・環境
法人営業部
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us
Toshihiro.Sakakibara@pmi.com
榊原 聡啓

豊橋

豊田

豊田

岐阜

瀬戸

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑦エネル
出展者
ギー・環境

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑧信頼性・
出展者
安全性

株式会社 アルクス

株式会社 大栄製作所

T-MAX 株式会社

株式会社 日東コンクリート工業

株式会社 向田工業所

レスキュードローン 株式会社

株式会社 フェアウィンド

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町猫田10-1
0564-32-4101
0564-32-1617
http://www.e-arcs.co.jp
info@e-arcs.co.jp
白井 健一

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

⑦エネル
ギー・環境

碧海

ガイド
ブック

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

東濃

108 しずおか

109

⑦エネル
ギー・環境

出展者名

碧海信用金庫
矢作支店

「煙のない社会」実現に向けて、企業様における喫煙環境改善の無料コンサルティングを行っております。
自社内の喫煙環境の改善を協働できる企業様を探しております。

■レーザー洗浄出張サービス
全国的にも珍しい、レーザーブラストの訪問洗浄サービスをご紹介します。
レーザーの力で母材をほとんど痛めることなく、様々な汚れを落とします。特に、サビや塗料の除去に効果を発揮します。
他のブラスト工法と比較しても、２次廃棄物の発生がほとんどないため、環境にとてもやさしい工法です。
ぜひ一度お試しください！

〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字外ノ谷279番
地
0532-41-7878
豊橋信用金庫
0532-41-6789
二川支店
http://www.daiei-tha.com
n_ito@daieiseisakusho.com
伊藤紀仁

世界で唯一の気体溶解技術を使って健全な地球環境の構築へのお手伝いをしたいと願います。農業（水耕栽培・溶液栽培）、水産養殖
業、工場畜産排水処理、河川湖沼浄化、機能水事業など様々な分野で活躍できる高濃度気体溶解装置酸素ファイターをご紹介させて頂
きます。

〒448-0006 愛知県刈谷市西境町前山9-1
0566-62-7077
0566-62-7087
http://www.k-tmax.com
Ota.j@k-tmax.com
太田潤

豊田信用金庫
八橋支店

弊社の取り扱っている銀鏡塗装とは”銀鏡反応”という無電解メッキを利用した塗装方法です。
対象物に鏡を製造する際の化学薬品を塗布することで銀の皮膜を作り、その上から塗装することで輝きを作り出します。
従来のクロームメッキとは異なり有害な金属を使用せず、さらに使用した排水は処理費払うことなく排水処理して、含まれる銀を有価証券
として換金し利益に還元できます。
環境問題が重要視されている現在、銀鏡塗装は時代の先を見据えた新しいメッキ塗装技術だと考えます。

豊田信用金庫
浄水支店

豊田で生まれた新触感軽量モルタル「ＡＩＳＥ］を紹介します。
ＡＩＳＥは、建築廃ガラスを粉砕後ボール状に焼成加工した発泡軽量骨材を主骨材として、セメント・高炉スラグ微粉末・シリカフューム
・その他天然素材を配合し練り混ぜ後、型枠成型する軽量モルタルです。また、樹脂溶剤を含有しないのでリサイクル性を高めています。
ＡＩＳＥは、配合条件により水１ℓ当たり1.3㎏/ℓ～0.75㎏/ℓと軽くすることが出来ます。 また、高性能な粉末体を使用するため
型枠成型において凄くなめらかな仕上がりとなります。
ＡＩＳＥは、いろいろな可能性を秘めた軽量モルタルです、このＡＩＳＥに共感を持っていただけるデザイナー様を探しいます。

しずおか信用金庫
藤枝水守支店

当社は金融機関様、地方自治体様へ現金輸送箱や投票箱などを提供しています。その他、書類や貴重品などの搬送・保管を必要とされ
ている方にも搬送箱の提供をしています。
材料を仕入れ、商品まで一貫製造していますので、お客様のニーズに合ったサイズ・仕様でお作りいたします。多品種、小ロットを得意とし
ています。
ケースをお探しの場合は是非お声かけをお願いします。
また、販売に協力していただける方も募集しています。

岐阜信用金庫
可児支店

災害救助ドローンの開発、ドローンスクールのフランチャイズ展開など、ドローンを使用した各種サービスを展開中！街のDRONE
STATIONを目指しています。今後、ドローンは空撮のみならず、輸送、害虫駆除、災害救助等の分野でも大きな需要が見込まれまれる事
から、合わせてドローン操縦士も増加が見込まれます。当社は、ドローンパイロット養成スクールを開始する為のインストラクターの教育や
運営ノウハウの伝授、スクール開校後のサポートを行います。他にもドローン機材の販売、空撮による企業プロモーションビデオの撮影等
の事業を行っております。ドローンに関する事は是非とも当社にご相談下さいませ。

瀬戸信用金庫
名古屋支店

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

〒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
〒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
向田 博
〒509-0214
岐阜県可児市広見5-91 ベルコートビル401
0574-49-9790
0574-49-9790
https://rescue-drone.co.jp
info@rescue-drone.co.jp
田村 忍
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１－１２
ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見３F
052-219-7510
052-221-5630
http://www.fair-wind.co.jp
info@fair-wind.co.jp
堀江 公仁子
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113

114

115

116
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119

120

金庫名等 出展ゾーン 区分

知多

知多

東濃

碧海

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑧信頼性・
出展者
安全性

⑨業務支
いちい 援・デザイン 出展者
性

⑨業務支
いちい 援・デザイン 出展者
性

愛知

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

愛知

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

岡崎

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

蒲郡

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

出展者名

株式会社 カナマル

株式会社 ベアリッジ

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

〒475-0942 愛知県半田市松堀町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

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

知多信用金庫
常滑中央支店

弊社の『B-EAR 小電力同時通話トランシーバー BRIDGECOM X5』（以下X5）は、最先端の技術が搭載された多人数同時通話トランシーバーです。
マイクイヤホンを装着して使用するので、手が塞がっている状態でも、ハンドフリーで作業を止めることなく電話のように通話できます。高音質で混信や雑音の心配がなく、通話時間に制限がありません。
・ 同時通話は最大5人、グループは最大40グループ
・ 最大100人間で自由に通話・傍聴ができるマルチトーク
・ 会話と傍聴をワンプッシュで切替できます。同時通話者が上限の5人ですが、6人目が参加する場合には、1人と入れ替わりとなります（通話者を限定する設定も可能）
・ 超高性能ノイズキャンセリングにより100dB程の騒音下でもクリアに通話可能
・ 非常に軽量（88g）で、小さく（名刺サイズ）
「火災現場等において無線機器等の音声を支障なく聞き取る手法」というテーマにおいて内閣府オープンイノベーションチャレンジ2017認定企業を頂いております。
今後、全国の消防、警察、自衛隊、海上保安部等での導入に向けて上位機種を開発中です。

〒479-0847 愛知県常滑市新浜町1丁目5番地
0569-89-7969
0569-89-7967
www.bearidge.com
info@bearidge.com
中橋康太郎、木下希美

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町７４４番地の
４
0572-43-3303
東濃信用金庫
0572-43-4851
笠原支店
http://www.marutasekitouzai.co.jp/
info@marutasekitouzai.co.jp
大岩永政

天然石材加工を主力事業とする弊社では主に大理石の加工に力を入れております。昔ながらの職人仕事からコンピューター制御をされ
た機械までを駆使してお客様のニーズにお応えします。特にオーダー加工製品を得意としておりますので、お客様のこだわりの一品を作
製させて頂きます。中でもウォータージェットカッティングシステムという機械を導入しておりますので、複雑な表現も天然石材を使って表現
致します。天然石材をつかってこんな家具、什器が作ってみたい。こだわりのダイニングテーブルの天板が欲しいという方がみえましたら、
ぜひご相談下さい。

株式会社 神清

〒475-0807 愛知県半田市八軒町２８番地
0569-22-4711
0569-22-9367
http://www.kamisei.co.jp
info@kamisei.co.jp
神谷環光

碧海信用金庫
高浜支店

防災ペレットストーブ「ペレック」。ペレックは燃料にペレットを使用したストーブです。特徴は、電源を必要とせずに暖がとれます。ペレットを
燃料にしているので、火起こしも簡単にできます。もう一つの特徴が調理も可能なグリル機能を有しています。１．ストーブ機能 ２．焼く
３．煮る ４．焚く ５．茹でる ６．燻製 ７．お湯を沸かす ８．ピザも焼ける 多様な機能を有したグリル付のペレットストーブです。人の力
で持ち運びもでき、野外でのバーべーキューはもちろん、キャンプなどでの使用も出来ます。また、ご自宅のお庭でも簡単に調理が可能で
す。炭を使ったバーべーキューでは火を起こすのも大変ですが、ペレットは「アっ」という間に火が起きます。燃えカスもごく少量になる為ゴ
ミ袋に入れて処理もできます。南海・東南海・東海地震と防災への備えが唱えられている今、防災備品としてピッタリです。価格もお値打ち
となっています。

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

いちい信用金庫
本店営業部

愛知県一宮市でポリエステルを中心にした布の印刷から加工まで一貫製造している製造業です。布へのデジタルプリントの専門工場を２拠点持ち、インターネットを活用したデジタルプリントグッズの製造シス
テムのご提案とサポートをしております。
＜企業や商品のPR資材＞
のぼり旗、横断幕、懸垂幕などの広告宣伝幕や、はっぴ、Tシャツなどの制作
＜展示会出展や就職活動向けブース資材＞
テーブルクロスや、バックバナー幕、バナースタンドなど布製の持ち運べる資材を揃えています。
＜アニメグッズやWEBを使ったグッズ制作システム＞
アニメグッズの量産OEM製造から、1個から制作できるオリジナルグッズ制作システムのご提案が可能です。

いちい信用金庫
西江南支店

弊社は、お客様のニーズに合わせた3Dプリンターの開発・設計並びにオリジナル3Dプリンターの販売及びサプライ用品販売をいたしてお
ります。あわせて3Dプリンターの導入を検討しているが導入に対しての不安、運用の仕方等に不安があるお客様に対しての導入支援・運
用サポート業務及び3Dプリンターによる試作品の提供など幅広いサービス展開を行っています。また、別事業部として自動車関連企業様
との設計・開発及び支援業務も展開いたしております関係がございますので、3D-CAD(CATIA）を駆使した樹脂製品の設計・開発から試
作、量産品までのデータの作成、手配等へのお手伝いにもお応えしており自社ノウハウを加味したサービスを提供させていただいており
ますので新製品開発等に向けた新たなパートナーとしてお付き合いいただけます企業様も合わせて探しております。この機会に是非とも
お声かけくださいませ。

愛知信用金庫
金山支店

企業のSNS運用代行・SNS運用コンサルティングをおこないます。facebook、インスタグラム、ツイッター、LINE＠に対応しています。月１度
の定例報告会や対面のコンサルティングでSNSの疑問点等、安心して解決出来る環境を用意しています。

愛知信用金庫
西大須支店

【企業PR】
ホワイトボード・黒板・チョークの製造販売メーカー
【受注したい(売りたい)業務の内容】
ホワイトボード、掲示板、黒板、ボード文具
【紹介文】
早い！きれい！使いやすい！レーザーによる罫線加工で業務改善に。お客様のご希望に合わせてオリジナルのホワイトボードを作成致します。
【発注したい(買いたい)業務の内容】
特になし

岡崎信用金庫
日名支店

株式会社アイザワ内で「+マニア」というブランドを立ち上げ、初めてのBtoCに挑戦し、インテリアラックの開発をしています。50年以上続く
精密板金の技術とそこから学んだことを生かした設計力で「こうだったらいいな」というアイディアを形にしています。+マニアの商品でお客
様が満足できる暮らしを提供し、喜んで頂けることをモットーにしています。
受注したい業務の内容は、弊社の技術を生かしたデザイン、機能性があり、簡単に組み立てられるラックを販売していただける取引先を
探しています。

蒲郡信用金庫
緑丘支店

簡単・自由に活用できる デルターのホームページ
いまはホームページがあるのは当たり前。でも、気持ち良く活用できてますか？ デルターのホーム－ページなら、お客様の手で簡単に、画像の差し替え・
文字の修正・ページの追加などができます。コストや時間の効率化はもちろん、ご自分のアイデアを反映させて活用してください！
私たちが得意とするのは、広報用のホームページです。必要な情報をきちんと発信したい！ と思っているのなら最適です。水族館や交通機関などの大規
模サイトから、詳しい製品情報を伝えたい個人系のショップまで、規模にかかわらず便利にご活用いただいています。
すでにホームページをお持ちなら、素材を活用した「引っ越しプラン」がオススメ。急げば３日で終わります。もちろん時間をかけて一部をアレンジしたり、す
べて新しく作ることもできます。スマートフォンには標準対応。ログ解析もついています。しかも試作は無料です！ 詳しくは会場で。

丸太石陶材 株式会社

株式会社 ルナクラフト

株式会社 カプセル

株式会社 馬印

株式会社 アイザワ

デルター 株式会社

〒483-8257 愛知県江南市上奈良町神明１２５番
地
0587-53-4445
0587-53-4448
http://www.lcft.jp
saiyou@lcft.co.jp
3Dプリンター事業部 マネジャー 東克典
〒456-0018 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-69 金山大和ビル６階
052-680-6620
052-680-6621
http://capsulegraphics.jp
info@capsule-g.co.jp
代表取締役 小濵 季史
〒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
営業第1グループ 桐生聖子
〒444-2147 愛知県岡崎市西蔵前町字岩鼻1114
0564-64-1277
0564-64-7220
http://www.plusmania.jp/
kana@aizawa-tk.com
岩倉 可奈
〒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
牧野順一
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≪出展者商談情報≫
No.

121

122

123

124

125

126

127

128

129

金庫名等 出展ゾーン 区分

岐阜

岐阜

知多

東濃

尾西

尾西

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

⑨業務支
ガイド
援・デザイン
ブック
性

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

碧海

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

豊橋

⑨業務支
援・デザイン 出展者
性

いちい

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

⑩産官学連
130 しずおか 携・企業支 出展者
援その他

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、商談ニーズ、etc

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

愛知県一宮市でポリエステルを中心にした布の印刷から加工まで一貫製造している製造業です。布へのデジタルプリントの専門工場を２拠点持ち、イン
ターネットを活用したデジタルプリントグッズの製造システムのご提案とサポートをしております。
＜企業や商品のPR資材＞
のぼり旗、横断幕、懸垂幕などの広告宣伝幕や、はっぴ、Tシャツなどの制作
＜展示会出展や就職活動向けブース資材＞
テーブルクロスや、バックバナー幕、バナースタンドなど布製の持ち運べる資材を揃えています。
＜アニメグッズやWEBを使ったグッズ制作システム＞
アニメグッズの量産OEM製造から、1個から制作できるオリジナルグッズ制作システムのご提案が可能です。

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

お客様のあらゆる拘りにフレキシブルに対応できる優れたSPグッズを数多く」取り揃えお客様のニーズに合わせた効率的で効果的な商品
管理、印刷、アソート、物流等をオプションで選択できます。

知多信用金庫
加木屋支店

印刷業であるユーズは、独自の商品開発をしています。
・のり不要のポチ袋「ポチタ」
・濡れても安心、破れにくい紙でできた名刺・カード入れの「ふうか」
・オリジナル魚のイラストのポスター・シール
・会話・営業につながる切り抜き名刺
封筒のことなら「封筒請負人」で、低価格・高品質の封筒をご提供
「百聞は一見にしかず」まずは、いらっしゃい。
☆販売代理店募集中です。

東濃信用金庫
本店営業部

＜企業ＰＲ＞
創業７１年の実績と経験を活かし、マグカップ、サラ、鉢（和陶、洋陶）をはじめ土鍋、塩・砂糖ポットなど、多様化するニーズに応えスピー
ディーな生産体制で素早くマーケットに供給しており、またオリジナルグッズ制作やOEM制作ノベルティーなどの陶器製作のことなら多品
種少量を得意としており、社会に必要とされる会社を目指しております。
＜商談ニーズ＞
新商品の開発に常に前向きに取り組み、異業種（異素材）とのコラボで今までにない商品の開発に意欲のある企業様を探しております。

株式会社 ユーズ

京陶窯業 株式会社

〒478-0011 愛知県知多市原２－２－７
0562-34-2000
0562-34-4330
http://www.use2000.com
use@use2000.com
新海 容三
〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘9丁目4-8
0572-20-2280
0572-20-2281
http://www.ask-kyoutou.co.jp
umeteru2288@yahoo.co.jp
梅田 照夫

〒462-0011 愛知県北名古屋市北区五反田町77
052-909-5600
052-909-5610
尾西信用金庫
www.aichi-metal.co.jp
名古屋山田支店
madoguchi@aichi-metal.co.jp
手島 久藏

企業PR
創業以来、「丁寧な仕事をしよう」の行動規範を大切にし、デザイン・設計から製作・施工、アフターケアまで一貫して自社にこだわり、細部
にわたって真摯に取組み続けています。金属の可能性を追求し、金属が住まいを彩る豊かなライフスタイルの提案します。
商談ニーズ
ドイツ生まれの特殊メタルコーティング「veroMetal」ヴェロメタルの販売、および周知。芸術系・DIY関連等のコラボを募集中

株式会社 スバル

〒462-0824 名古屋市北区芳野３丁目１２番６号
052-932-2341
052-932-2343
尾西信用金庫
http://www.subaru-pop.jp
名古屋西支店
subaru-sat@h5.dion.ne.jp
齋藤 泰

店舗・ショールーム・展示会等での幕や旗などオリジナル装飾品全般を企画から製作まで引き受けます。

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
碧海信用金庫
0564-43-5831
中島支店
http://www.lgcs.co.jp
lgcs.oomi@lgcs.co.jp
大見 篤司

私たちは中部地区を中心に、九州から北海道まで全国11ヶ所の倉庫拠点を構えている総合物流会社です。中部地区ならではの自動車
部品で培ったノウハウを中核に、「必要なものを」「必要な場所へ」「必要な時間」にお届けできるジャストインタイム体制を整え最適な物流
提案を致します。また倉庫内荷役、貨物の保管、運送までワンストップサービスを得意分野とし、品質の高い検査作業や流通加工にも対
応致します。新規事業として、倉庫を借りたくて探されているご担当者様、倉庫の空きスペースを有効活用したいオーナー様のご希望に応
える「ロジ庫」サービスも行っておりますのでお困りの際は、是非展示ブースへお越しください。

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

豊橋信用金庫
西支店

「アニバーサリーマット」は、創業・周年・受賞等、会社のおめでたい節目に、「想い」を「カタチ」にして後世まで残すことができる記念品で
す。大手企業や一流ホテル高級店、行政機関など多くのお客様から信頼と実績を積み重ねて98年のモップ・玄関マット専門メーカー日之
出株式会社の長年の高級オーダーメイドフロアマット技術を活かし、デザインに「想い」を込めたストーリー性のある「アニバーサリーマッ
ト」を開発しました。創業の「想い」や「理念」を後世まで残したいとお考えの経営者様、記念行事の実行担当者様に喜んでいたただいてい
ます。また、大切なお客様のために、ありきたりでない、世界で一つだけの贈物をお探しの皆様にもお勧めします。

いちい信用金庫
起支店

中小企業の事業承継支援に注力している税理士法人です。税務のみならず、組織・金融面を含めたサポートを提供いたします。

しずおか信用金庫
業務サポート部

「よろず支援拠点」は、国が全国に設置する経営相談所です。中小企業・小規模事業者の皆さまの売上拡大、経営改善など経営上のあら
ゆるお悩みに対応しています。各県に1ヶ所ずつ設置されており、静岡県では静岡商工会議所に設置、袋井商工会議所のサテライトオフィ
ス、県内20以上の認定支援機関にて県内全域で個別相談会を開催しています。
相談内容は、売上拡大・販売促進・販路紹介等に関連したものが約3割と一番多く、それ以外では経営改善・資金繰り、創業、広報戦
略、ものづくり関係、IT活用、デザイン、地域資源活用、廃業など幅広い相談に対応しています。

株式会社 アイチ金属

日之出 株式会社

ＮｅＸＴ朝日税理士法人

静岡県よろず支援拠点

〒491-0873 愛知県一宮市せんい2-9-16
ササキセルムビル２Ｆ
0586-75-5415
0586-75-5405
http://next-asahi.jp/
tyamada@next-asahi.jp
山田 武弥
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20番地の
8
054-253-5117
054-253-5515
https://www.shizuoka-cci.or.jp/yorozu
t-takeshima@shizuoka-cci.or.jp
竹島寿夫
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≪出展者商談情報≫
No.

金庫名等 出展ゾーン 区分

131

その他

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

132

桑名

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

後援

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

133

134

135

136

137

後援

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

後援

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

三重

瀬戸

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

⑩産官学連
138 大垣西濃 携・企業支 出展者
援その他

139

140

東春

碧海

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者
信用金庫・本支店
〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19
名古屋商工会議所ビル8階
052-211-3110
052-220-4005
日本弁理士会東海支部
http://www.jpaa-tokai.jp/
info-tokai@jpaa.or.jp
東海支部室長 西澤
〒497-0040
愛知県海部郡蟹江町城一丁目214番地
0567-95-1809
桑名信用金庫
0567-95-1883
蟹江町商工会
蟹江支店
http://kanie-sci.com/
info@kanie-sci.com
野尻 昌孝
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1丁目4番6
号
052-202-0601
株式会社 中部しんきんカード 052-201-8293
https://www.chubu-shinkincard.com/
t-miyamichi@chubu-shinkin.co.jp
宮道
〒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
052-715-3188
公益財団法人 あいち産業振興機構 052-563-1431
http://aibsc.jp/
http://www.aibsc.jp/tabid/483/Default.aspx
愛知県よろず支援拠点コーディネーター

中部経済産業局 中小企業課

OKKO真珠 株式会社

株式会社 千年社

特許業務法人
広江アソシエイツ特許事務所

ユーアイ精機 株式会社

ARMS 株式会社

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸２－５
－２
052-951-2748
052-951-9800
http://www.chubu.meti.go.jp/

企業ＰＲ、商談ニーズ、etc
弁理士は、知的財産の専門家として、特許（実用新案）、意匠、商標、国際出願、著作権、不正競争等に関する事項を幅広く取り扱っています。
日本弁理士会東海支部では、中小企業の知的残産権制度および弁理士への理解を深めて頂くため、知財経営サロンを始めとする中小企業向けの支援
活動を積極的に行っております。
当日は、東海支部の支援活動等をご紹介するパネル展示、パンフレットの配付を行います。特に、今年で９年目を向かえます知的財産経営サロンについ
て、中小企業の皆様への浸透を図るべく、ＰＲさせて頂きます。
このほか、相談ブースを設け、知的財産に関するあらゆるご相談に個別に応じます。個別相談は、事前申込み制となっております。別途、申込み書をご用
意しておりますので、必要事項をご記入のうえ、お気軽にお申し込みください。

地域資源の「白いちじく」を活用した特産品のＰＲと販路拡大
及び地域企業のＰＲ強化による経営支援。

当社は､東海地区(静岡･愛知･岐阜･三重)の38信用金庫を母体として､1984年 6月に設立された銀行系クレジットカード会社です。
信用金庫の顧客ニーズに応えるため世界を視野に利便性の高いVisaカード及び国内最大のJCBカードの普及に積極的な活動を続けて
います｡
キャッシュレス社会の実現に向けて、クレジットカード加盟店推進を図っています。
クレジットカード加盟店についてご検討されている企業様・店舗様からのご連絡をお待ちしております。
当機構は愛知県100％出資の公益法人で、知事から指定された県内唯一の中小企業センターとして、中小・小規模企業の皆様の経営上のあらゆる相談
に応じています。
経営改善、売上拡大、事業承継、設備投資、技術、IT活用、海外展開、助成金活用、知的財産、創業・新事業など、どんな相談にも無料で何度でも14名
の愛知県よろず支援拠点コーディネーターや５名の統括・担当マネージャー等それぞれの専門家がしっかりとサポートいたします。
親身になって解決するまでとことんサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
また、三河地域の企業様にもお気軽にご利用いただけるよう豊橋駅前にも愛知県よろず支援拠点豊橋サテライトを設置し、10名のコーディネーターによ
り相談に応じております。
ぜひご利用ください。

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。

〒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

真珠製品だけでなく、宝飾品、通販向けアクセサリー、販促品全般に対応可能です。
企画・デザイン・製造を自社で行っているため、中間コストをカットすることにより高品質の商品をリーズナブルな価格でご提供させていた
だけます。
日本製としての高品質な物作りを志しており、クライアント様のあらゆるニーズにお応え致します。
また、宝飾品催事等の企画も行っており、店舗での小規模な催事から、イベントホール等での催事までご提案させていただきます。

〒461-0013 愛知県名古屋市東区飯田町３８番
地
052-939-0757
052-939-0758
www.1000nensha.com/
sennen@sweet.ocn.ne.jp
藤田賢一

瀬戸信用金庫
車道支店

集客にお困りの店舗経営者様・自社商品の販売でお困りのメーカー経営者様､一度当社にご相談ください｡ビジネスチャンスを広げます｡

大垣西濃信用金庫
岐阜支店

◆特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所は、各技術分野毎のエキスパートによる強力なチームワークと、世界各国に広がる海外ネットワークを活か
し、他の特許事務所には決して真似のできない質の高いサービスで、皆様の知的財産戦略をサポートいたします。
◆これから知的財産を活用されようとしている企業の方だけでなく、すでに知的財産をビジネス戦略に取り入れておられる企業の方にも十分ご満足いただ
けるサービスをご提供させていただいております。
◆また、特許の実務者の方を対象とした「パテント研究会」・「知的財産戦戦略講座」、企業経営者の方を対象とした「知的財産実務セミナー」、初心者の方
を対象とした「知的財産権早わかりセミナー」を開催し、皆様に知的財産に関する知識を深めていただくための活動にも力を注いでいます。
◆特許・商標・著作権など、知的財産権に関してご質問やご不明点がある方は、お気軽に担当「早川」までご連絡下さい。無料相談・無料調査を実施して
おります。

東春信用金庫
守山支店

当社は、1969年に創業者の水野照夫が事業を開始しました。
現在、第50期となり50周年事業を計画しました。
当社は、2012年より取り組んでいる鉄の1/4の重さの「マグネシウム合金プレス加工」の研究に取り組んでいます。
そのマグネシウム合金を使用し、当社の技術を象徴する製品を企画しました。
「マグネシウム合金シューホーン」（靴ベラ）
ご期待ください。

碧海信用金庫
富士松支店

新入社員に必要な専門知識や資格取得、社会人としての心構えまでしっかり教育。助成金申請のお手伝いもし、企業様の経費負担を軽
減した人材育成を支援します。職業能力基礎講習として、ビジネスマナーなどはもちろんの事、事務・営業・金属加工・樹脂加工・設計・建
築・小売り・介護などそれぞれの職種業種に合った教育をご提供。フォークリフトや玉掛けクレーンなどの技能講習などの資格取得も可能
です。2017年度は165社705名の新入社員をお迎えして盛大に開講しました。新入社員の教育を自社で済ませていませんか？多くの企業
様が助成金を活用した人材育成に取り組んでいます。例えば、30日間（240時間）30万の受講料で受給できる助成金は約80万です。「人
材育成にはお金がかかる」のイメージを払拭。助成金の活用方法を始め、人材育成の取り組み方など、お気軽にご相談ください。

〒500-8368 岐阜県岐阜市宇佐三丁目４－３
058-276-2122
058-276-7011
http://www.hiroe.co.jp
hayakawa@hiroe.co.jp
早川正広
〒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
〒472-0023 愛知県知立市西町亀池41番地1
0566-81-7477
0566-81-9008
http://arms.co.jp/
saito@arms.co.jp
研修課長 齋藤 美智子

14

≪出展者商談情報≫
No.
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金庫名等 出展ゾーン 区分

豊橋

⑩産官学連
携・企業支 出展者
援その他

⑩産官学連
北伊勢上
142
携・企業支 出展者
野
援その他

出展者名

住所・電話番号・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail・担当者

信用金庫・本支店

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
0532-44-1111
0532-44-1122
http://www.tsc.co.jp/
harada@tsc.co.jp
原田公孝

豊橋信用金庫
幸支店

〒510-1234 三重県三重郡菰野町福村871-1
059-393-1050
059-393-4270
http://www.komono.org/
komono.syoko@gmail.com
水谷 奨

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

菰野町商工会
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企業ＰＲ、商談ニーズ、etc

東三河地域の農業を含めた産業の活性化を目的に、異業種交流等を通じて技科大等の大学と連携し、新技術・新事業の創出支援を致し
ます。
産学官金の連携の実績を含め、お客様のニーズに合わせた支援活動を行っております。お気軽にお越しください。

