
　企業情報交換会
　　日　時　　令和５年１月２７日（金）１７時００分～

　　場　所　　海津市商工会　２階会議室

木曽三川流域商工会連絡協議会
（桑名三川商工会　愛西市商工会　海津市商工会）

企業情報紹介誌
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【参加目的】
a.売込・販路拡張・・・店舗の宣伝。売込商談、新たな販路を探しています。

b.発注・・・・・・・・発注相手(発注先)を探しています。仕事の請負先を探しています。

c.人脈・・・・・・・・人脈を広げたい。情報交換などもしたいです。

d.仕入・・・・・・・・新しい仕入先、仕入商材を探しています。

e.新ビジネス・・・・・当社と新しいビジネスを考えている事業所を探しています。

f.他・・・・・・・・・上記以外

＜本誌の見方＞
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氏　名 事業所名 業　種 ページ

1 伊藤 克彦 有限会社大倉スーパー 各種食品小売業 3

2 伊藤 晴通 株式会社ヒューマック ITコンサルタント 4

3 玉野 英美 たどトラベルサロン 旅行業者代理業 5

4 伊藤 広 株式会社ナガシマ 一般土木工事建築工事業 6

5 野中 了介 エコ建創 建築リフォーム工事業 7

6 荒尾 早苗 結婚相談所アニバーサリー 結婚相談業，結婚式場紹介業 8

7 増田 博一 あおぞら薬局 調剤薬局 9

8 奥田 伸也 公益財団法人産業雇用安定センター 雇用に関する情報提供サービス 10

9 山中 正次 有限責任事業組合アイリスふれあい農園 野菜作・果樹作サービス業 11

10 伊藤 寛起 有限会社ディア保険サービス 損害保険代理業 12

11 桜井 明 株式会社太田製作所 建材部品製造・加工業 13

木曽三川流域商工会連絡協議会

　企業情報交換会参加者名簿（桑名三川商工会）
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事業所名 参加目的 a

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 伊藤　克彦 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味・・・仕事、カラオケ、ゴルフ

会社・店舗外観

ホームページアドレス

ookura.3m4@voice.ocn.ne.jp

・独自性及び得意分野
●小規模ながら機敏な配送を得意として地域に必要とされる利便性の高い卸売りを目指しています。
●地域の特産品を使った桑名コロッケを愛知、岐阜、三重で販売しています。
●新たな事業であるコインランドリー及び地域交流ショップ（カフェ）の複合施設オープンに向けて現在改
修工事中です。

・飲食業、給食関係、ディサービス業などの業者に・仕入れに対する質問やイベント販売について情報交換
したい。また、新たな事業であるコインランドリー及び地域交流ショップの運営についても情報交換がした
い。

　　該当するものに〇印をお願いします。

500万円

8名（内パート 5名） 商品・主要設備・資格

・冷凍業務用食品、魚、精肉、青果品、
調味料、雑貨、酒類
・コインランドリー及びカフェ、地域交流ショップ

企業情報紹介

有限会社　大倉スーパー

〒511-1112 ・一般消費者小売り
・病院、学校、ディサービス、飲食店への卸売
・コロッケなどのイベント販売
・コインランドリー
・地域交流ショップ

三重県桑名市長島町大倉1-406

0594-42-1223

0594-42-3822

昭和 46年 7月
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事業所名 参加目的 a

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 伊藤　晴通 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

最新のITのことを学ぶことが最大の関心事。現在は AI , IoT, DX。
お客様の業種を思い浮かべながら、最新技術や最新アプリの使いみ
ちを探る事が幸せ

セミナーの様子

ホームページアドレス https://humac.info

haru@humac.info

・独自性及び得意分野
主に小規模事業所オーナーの方のIT化のパートナー（相談者）として、PCの種類の選定から、アプリケー
ションの選択、操作方法の指導までIT 化の環境を整え、社内のIT化、情報共有のシステム構築をすることに
より、オーナー様の仕事の効率アップ、ストレスフリーで経営に携われる時間を確保するお手伝いをさせて
頂きます。

IoTに興味のある製造業との情報交換を希望する

1,000万円

1名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

事業経営者様のIT戦略パートナー
社内業務改善支援
ホームページ制作
業務システム開発

企業情報紹介

株式会社ヒューマック

〒511-0105 ITコンサルタント、セミナー講師
PC、iPad、iPhoneのカスタムアプリ制作
ホームページ制作、社内IT研修講師
専門家登録（三重県商工会連合会）

三重県桑名市多度町小山2376-1

0594-48-2395

090-7603-6445

0594-48-2390

平成 1年 3月
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事業所名 参加目的 a

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 玉野英美 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

下手なゴルフと下山中に骨折したためお休みしていた登山を再開し
ようと思っております。

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

ホームページアドレス http://tado-travel.jp/

tadotravel@dune.ocn.ne.jp

・独自性及び得意分野
　　女性ばかりのスタッフできめ細やかな接客を目指しております。
　　私自ら、打ち合わせと添乗し、円滑に旅行して頂けるように心がけております。

最近、副業で始めた喫茶店をどうすると利益を得られるか・・

　　該当するものに〇印をお願いします。

3名（内パート 3名） 商品・主要設備・資格

バス旅行・団体旅行・個人旅行等

企業情報紹介

たどトラベルサロン

〒511-0118 旅行業・喫茶店

三重県桑名市多度町御衣野4022

平成 16年 5月

0594-48-6123

0594-48-6124
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 伊藤　秀和 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ゴルフ

持参する　・　持参しない

info@nagashima-const.jp

全国各地の港湾・ダム・湖上・河川等・しゅんせつ（浚渫）工事

組立台船工事や浚渫工事の他、商圏内における公共・民間土木工事

なども承っております

人材確保等

　　該当するものに〇印をお願いします。

　ISO14001,ISO9001,ISO45001取得

　三重県知事特3第181号

ホームページアドレス https://nagashima-const.jp/

45名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

0594-42-3633 　舗装工事請負業、

　建設機械・船舶リース業

0594-42-3701 　宅地造成

昭和 34年 4月

9,500万円

企業情報紹介

株式会社ナガシマ

〒511-1146 　土木建設請負業、

　三重県桑名市長島町十日外面128番地1 　渫工事請負業、
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事業所名 参加目的 b,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 野中了介 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ 塗装工事

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

お役に立てることの喜び

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

contact@eco-kensou.com

方針　・SDGｓ三重県認証取得　ＳＤＧｓに則った運営をします。

　　　・地域社会に貢献する。

特色　建設全般から店舗まで提案できます。

　　　デパートの外商部の仕事の経験を生かした仕事提案が出来ます。

　　　50年の経験を息子に承継中

仕事を通じ　お役にたちたい。同業系の方の情報交換　協力関係構築

　　該当するものに〇印をお願いします。

職業訓練指導員

ホームページアドレス http：//eco-kensou.com

3名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

所在地同じ ２級施工管理

造園一式（こけの施工可能）

企業情報紹介

エコ建創

一般建築工事（リフォーム）工場増改築・防水工事

〒511-0118 建築工事

桑名市多度町御衣野270 リフォーム

平成 28年 4月

0594-84-6822 店舗工事一式

080-1603-0068 防水工事

0594-84-6850
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 荒尾早苗 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

ホームページアドレス https://anniversary2015.org/

anniversary0630@icloud.com

企業情報紹介

結婚相談所アニバーサリー

〒511-0935 結婚相手紹介業

三重県桑名市赤尾台７－５７

0594-32-0044

0594-73-0492

平成 26年 12月

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

お世話好きが高じて結婚相談所を起業しました。性格は明るく社交
的で面白いとよく言われます。趣味はペットの世話、食べ歩き、
ガーデニング、１人カラオケです。

会社・店舗外観

・独自性及び得意分野
当社はTBS 『がっちりマンデー‼︎』はじめ数々のテレビ番組で紹介された（株）IBJ 日本結婚相談所連盟の
正規加盟店です。当社は東京大学とコラボして開発された人工知能内蔵の最新マッチングシステムと昔なが
らの仲人が融合したハイブリッド型結婚相談所です。会員さまは結婚相談所に出向くことなくスマホやパソ
コンで２４時間、自由な時間に婚活が出来ます。男女ともに年齢、初婚再婚問わず、料金プランは一つで
す。少人数制で代表自らが出会いからご成婚まできめ細やかなサポートに自信があります。会員さまは独身
証明書、住民票、所得証明者など提出頂いた身元確かな方のみご入会頂いておりますのでご安心下さい。ま
た、当社では消費者が安心して利用して頂ける証として、日本ライフデザインカウンセラー協会から優良結
婚相談所の認証を受けております。『全国商工会連合会から令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金
〈コロナ特別対策型〉の採択を頂きました。これは全国の結婚相談所で唯一アニバーサリーだけでした。
また、加盟するIBJ日本結婚相談所連盟より令和４年度上半期IBJアワードを受賞致しました。約3,400社の企業の従業員を対象に婚活を福利厚生に加えて頂きたい

　　該当するものに〇印をお願いします。

1名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

（株）IBJ 日本結婚相談所連盟　正規加盟店
AI 内蔵最新マッチングシステム
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 増田　博一 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

会社・店舗外
観

代表者顔写真

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

子供が4人います。家内が来年出産予定。

管理薬剤師である家内と

ホームページアドレス https://www.tado-aozora-ph.com

rsk28188@nifty.com

処方箋に基づく調剤業務を中心にご自宅にお薬を持っていき合わせて薬の説明、患者様やお客様のご希望に
沿う市販薬や健康商品を個別に取り寄せる、痒い所に手が届く医療サービスの提供を心がけております。ご
要望によっては休日・時間外も対応しております（要相談）。

処方箋によらない医薬品・医薬部外品・介護用品などの提供（物販提供）

　　該当するものに〇印をお願いします。

3名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

所在地と同じ （医師の処方するお薬以外）
市販薬・健康商品、相談スペース完備

新型コロナ抗原検査キットおいてあります。

企業情報紹介

あおぞら薬局

〒511-0101 調剤・介護業務、市販薬・健康商品販売
お薬や健康に関する相談

（健康サポート薬局・地域連携薬局取得予定）
三重県桑名市多度町柚井1698-1

0594-49-3633

090-6612-1544

0594-49-3635

令和 2年 4月
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事業所名 参加目的 f:雇用に関する相談に対応したい

ため

企業・事業概要

代表者 役職 所長 氏名 藤野　敦 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図 津駅東口より徒歩１分

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

●民間企業出身のコンサルタントが、人材送出企業と人材受入企業(求人企
業)を訪問し、自ら情報収集しています。
また、マッチングが円滑に進むよう求人企業の人事担当者等への助言や各種
支援を行うとともに、登録される求職者へもきめ細かくカウンセリングやア

ドバイスを行っています。

津駅東口より徒歩１分

＜会社・店舗外観＞

三重事務所は、JR津駅の駅

ビルと２階の連絡通路で繋

がっている「アスト津」の

２階にあります。また、

「アスト津」の北側には津

市営立体駐車場がありま

す。

ホームページアドレス https://www.sangyokoyo.or.jp/

at-fujino@sangyokoyo.or.jp

・独自性及び得意分野(ご利用のメリット)

●約５００名の経験豊富なコンサルタント

●全国４７都道府県の拠点・情報網

●利用料・斡旋料は無料

●全国でも稀な出向支援サービス提供機関
・人材受入れを希望される企業様の情報
・人材送出をご検討中の企業様の情報

　　該当するものに〇印をお願いします。

三重事務所10名（センター全体：725名） 商品・主要設備・資格

全国４７都道府県事務所 ●再就職・出向等の人材マッチング(無料)

●人材育成・交流、キャリアステップアップの

　ための出向支援(無料)

●高齢者のためのキャリア人材バンク(無料)

●セミナー事業(人事労務・キャリアデザイン

　　　　　　　 など)(有料)

企業情報紹介
公益財団法人産業雇用安定センター

三重事務所

〒514-0009 人口減少・高齢化が進展する中で、人材の有効
活用や生産性の向上が大きな課題となっています。産業
雇用安定センターは、この社会的課題の解決をめざし、
全国ネットワークで、人材を
送り出す企業と人材を受け入れる企業の間で
様々な人材マッチングを行う公的機関です。

三重県津市羽所町700　アスト津2階

059-225-5449

059-221-6197

昭和 62年 3月設立
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事業所名 参加目的

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 山中　正次 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

野菜作りを楽しみながら日頃のストレスも発散して下さい。野菜作
りは癒しの場です、春の桜、可愛いウサギや農園のアイドル猫たち
が皆さんを迎えてくれます。

・独自性及び得意分野
当貸農園は平成30年３月迄桑名市が運営してましたが平成３０年４月年より私共の組合が事業を引き継ぎま
した。
市民農園法に基づいた貸農園は三重県下最大級の広さで155区画を貸し出しています。
広い駐車場、農業用水や農機具等が完備した公園の様な安心安全な施設です。

企業または個人の更生施設としての利用ができないか

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ホームページアドレス http://www.iris-noen.com

企業情報紹介
アイリスふれあい農園有限責任

事業組合

〒511-0118 ・貸農園
・野菜等の販売
・飲食業(農園喫茶)三重県桑名市多度町御衣野4022

0594-48-7165

0594-48-6124

平成 30年 4月

3名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格
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事業所名 参加目的 ｃ

企業・事業概要

代表者 役職 氏名 伊藤 寛起 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

ホームページアドレス https://diahoken.co.jp/

・独自性及び得意分野
「保険はお客さまのためにある」が弊社の経営理念です。
5年後10年後にもお選び頂けるように、お客さまの安心のために最適な対策と最良の保険を
ご案内します。地域で信頼され、地域に貢献する代理店を目指しております。

もしもの時など従業員への補償はどのようにされて
いるか、どのように考えていらっしゃるか？

　　該当するものに〇印をお願いします。

300万円

9名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

富田（四日市市富田1丁目） 損害保険
自動車・火災・傷害・業務災害・賠償責任など
生命保険
がん・介護・認知症・収入保障・終身・医療など

多度（多度町多度）

企業情報紹介

有限会社ディア保険サービス

〒510-0069 保険代理店業
下記保険会社の保険契約締結の代理または
媒介を行います
 損害保険ジャパン株式会社
 SOMPOひまわり生命保険株式会社
 第一生命保険株式会社

三重県四日市市幸町1-2 北勢綜合リースビル３F

059-355-6565

059-355-6571

平成 15年 10月
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名
桜井　明　（MIN

THEIN）
事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味：　サッカー

特技：　トリリンガル（日本語、英語、ミャンマー語）

曜日大工（会社の応接室、トイレを手作りしました）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

ホームページアドレス https://oota-seisakusyo.com/

独自性及び得意分野

弊社は創業時から建設材プレス加工をはじめ、上記のものを制作しております。グループ
会社で精密加工品、各後工程（焼き入れ、メッキ、ASSY等）迄出来ますので、弊社で一
括で対応させて頂きます。従来の第1も工場に加えて、隣に第2工場を新設し製缶品の受注
も増えております。

仕事の受注及び依頼をしたい。

　　該当するものに〇印をお願いします。

700万円

7名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

建材プレス品、製缶品、加工品（鋼材、樹脂、ゴ
ム）パイプ、クランプ、ワイヤークリップ等、プレ
ス機7台、プレス盤2台、旋盤1台、ボール盤1台、
アーク溶接機2台、半自動溶接機2台、ネジ切り機
1台、シャープカッター1台

otaseisakusyo@abeam.ocn.ne.jp

企業情報紹介

株式会社太田製作所

〒511-1127 建材プレス加工

三重県桑名市長島町殿名６９３ 製缶、溶接、TIG 溶接、ねじきり、

0594-42-3137 特定技能管理団体、有料職業紹介事業

090-6087-3773

0594-42-3589

昭和 39年 4月
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氏　名 事業所名 業　種 ページ

1 水野 善弘 有限会社　水野製作所
金属加工機械
製造

15

2 加賀 隆 愛商　株式会社
土木工事
資材卸売

16

3 浅井 郁雄 浅井造園 造園、外構工事 17

4 早川 昭光 有限会社　ハヤカワ美石工務店
墓石小売
土木工事

18

5 佐藤 精一 株式会社　SKデザイン 織物見本製造 19

6 加藤 智裕 有限会社　大加建設
建設業
設計・施工

20

7 野田 たゑ子 株式会社　野田工事
土木・管・
水道工事

21

8 中島 一彦
有限会社　なかしま
ベンリー事業部

ハウスリフォーム
遺品・不用品整理
あーと畳事業

22

9 横井 直 よこい特許商標事務所 特許商標事務 23

10 渡辺 盛時 NPO法人障害者雇用創造センター 障害者就労支援 24

11 細川 勝矢 BHK　株式会社 不動産賃貸業 25

12 梅田 省吾 株式会社　CTS 電気通信工事業 26

13 吉野 邦雄 有限会社　吉野電設
電気工事
不動産全般

27

14 横田 大輔 有限会社　大伸
金属(ステンレス)加工業
３D図面設計製作

28

15 野口 伊佐雄
株式会社　ユームアイトック
ユームゴルフ練習場

ゴルフ練習場 29

16 鈴木 康夫 株式会社　スズキプレス金型
プレス用金型および治具等の設
計・製作

30

17 大野 サンタ 有限会社　サンキョージャパン 中古自動車等販売、輸出 31

18 佐野 正智 デザインオフィス　えむさの 各種グラフィックデザイン 32

19 太田 猛 みす幸酒店 学生衣類、酒類、食品小売 33

　企業情報交換会参加者名簿（愛西市商工会）

木曽三川流域商工会連絡協議会
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事業所名 参加目的 b,c

企業・事業概要

代表者 役職 取締役 氏名 水野善弘 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

釣り・ゴルフが趣味です

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

mizunoseisaku@snow.plala.or.jp

単品、小ロット、治工具、試作品の部品を作っております

工作機械関連の油圧、空圧機器を得意としています

　　該当するものに〇印をお願いします。

YamazakiMazak:複合旋盤：INTEGREX j-200

INTEGREX 200-Ⅲ

ホームページアドレス https://www.mizunoseisaku.com
OKUMA:NC旋盤：LB3000EXⅡ、LB3000EX

山崎技研:NCフライス盤、OKUMA:立型M/C

7名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0567-28-5974 旋盤、フライス、MCなどの機械加工を行っています

0567-24-7214

昭和 37年

300万円

企業情報紹介

有限会社水野製作所

〒496-0946 製造業（金属加工用機械部品製造）

愛知県愛西市立田町北郷附50 切削加工
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事業所名 参加目的 c,d

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 加賀　隆 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味：ゴルフ、野球観戦

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

aisho178@gmail.com ・環境衛生対策商材各種

顧客ニーズに合わせた資材・商品等を多くの当社取引専門業者より選別しタイムリーに提案納入させて頂く

ことと合わせて、建築・土木工事において一次下請として杭工事・土木工事にも取り組んでおります。また

業種にかかわらず工場・店舗・施設におけるエネルギーコスト削減についての提案や店舗・施設の環境衛生

対策事業もすすめております。

建設関係市場動向、エネルギーコスト削減、施設の環境衛生について

　　該当するものに〇印をお願いします。

・建設業許可

・生コンクリート、コンクリート二次製品

ホームページアドレス
https://namacon-ichiba.jimdofree.com/ ・セメント、骨材、地盤改良材

https://aisho.biz ・既製杭、現場打杭工事、コロンブス工法

4名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0567-32-3119 ・環境事業

090-3567-2152 ・エネルギーコスト削減の提案

0567-31-0104

昭和 52年 11月

1,000万円

企業情報紹介

愛商　株式会社

〒496-0921 ・建築、土木資材の卸売

愛知県愛西市大井町七川北75 ・土木工事、地盤改良、杭工事
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事業所名 参加目的

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 浅井　郁雄 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

sugoiyatsugayattekita@gmail.com

造園、外構工事ならおまかせ！

最近は盆栽にも興味があり、商売につなげたいと思っています。

造園、外構工事等を考えている方

盆栽について

　　該当するものに〇印をお願いします。

ホームページアドレス

0名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0567-37-2025 樹木管理

0567-37-2139

昭和

企業情報紹介

浅井造園

〒496-8036 造園、外構工事

愛知県愛西市二子町丸島78 石組、エクステリア（アルミ全般）
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事業所名 参加目的 a

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 早川昭光 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

biseki6820@clovernet.ne.jp

・独自性及び得意分野

先々代から１００年を超える石屋です。

何でもやります。

石工、土木造園全般について。

　　該当するものに〇印をお願いします。

ホームページアドレス

300万円

1名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

墓石、石工、土木造園

企業情報紹介

有限会社ハヤカワ美石工務店

〒496-0942 墓石小売

愛知県愛西市山路町西新田83-5 土木工事

明治 40年

0567-28-4878

090-3157-4200

0567-28-4803
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事業所名 参加目的

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 佐藤　精一 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ゴルフ

演劇鑑賞

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

sato@sk-design.jp

弊社はスーツ、婦人服、学生服や企業の制服、車の内装やシート、医療関係などの生地の試作品を製造

しております。具体的には糸から織り上げる生地には様々な柄や素材の相性があり、実際に生地を大量

生産する前にしっかりとした設計をもとに試作品を作って吟味してからではないと量産に移ることがで

きません。弊社ではそのような量産前の試作品を製作して生地メーカーに提供しております。

　　該当するものに〇印をお願いします。

資材生地、カーシートなど

ホームページアドレス www.sk-design.jp

1,000万円

23名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

紳士服生地、婦人服生地、ユニフォーム

企業情報紹介

株式会社SKデザイン

〒496-0906 織物見本製造業

愛知県愛西市日置町山の池149 大量生産前の糸から生地を織る仕事のサンプル作り

昭和43年

0567-28-5674

0567-28-9422
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事業所名 参加目的 c,e

企業・事業概要

代表者 役職 取締役員 氏名 加藤　智裕 事業内容 建築設計施工

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味はBBQ、映画鑑賞、ドライブ。

家族で楽しめるものが最近の癒しです。

持参する　・　持参しない

daika.archi@gmail.com

建築相談から、設計施工まで幅広く対応しております。

また、市街化調整区域に身を置く設計事務所として、各種開発・建築許可の相談・申請も対応しています。

誠心誠意施主様にとってベストな回答を模索し、二人三脚で進めてまいります。

新規設計・申請業務などご相談があれば。

　　該当するものに〇印をお願いします。

愛知県愛西市日置町本郷1134 一般建設業許可・一級建築士事務所

3級損害鑑定人

ホームページアドレス http://daikarchi.web.fc2.com/

3名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0567-28-7344 開発・建築許可等・建築計画の初期からご相談に対応

しています。

0567-28-6580

大正

企業情報紹介

有限会社大加建設

〒496-0906 (有)大加建設・DAIKA建築設計工房

愛知県愛西市日置町本郷1134 建築一般の設計施工事業を営んでいます。
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事業所名 参加目的 親睦

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 野田幸雄 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

社長夫人

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

noda5838@abeam.ocn.ne.jp

当社は小さな規模でありますが、きらりと光る、ちょっぴり辛い会社です。

いつも初心を忘れずに頑張っているところです。

従業員には少し厳しく、時には優しく大事にしています。

また、家庭的な雰囲気をモットーとしています。

そんななか、社長夫人は一人頑張っています。

　　該当するものに〇印をお願いします。

愛知県知事建設業許可

ホームページアドレス

2,000万円

７名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

重機・ダンプ・トラック他

企業情報紹介

株式会社　野田工事

〒496-0935 土木工事・とび土工工事・管工事

愛知県愛西市下一色町宮内110 水道施設工事、解体工事

昭和 20年 9月

0567-28-5838

0567-28-5868
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事業所名 参加目的 c,e

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 中島　一彦 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

tsushima@benry.com

・ワンストップサービスで1つの窓口で色々な事が解決、相談出来る事が強みです

・新事業としてアート畳を展開（写真やイラストを畳に印刷出来ます）

・特にこだわり無し

　　該当するものに〇印をお願いします。

愛知県津島市橘町３丁目４３番地 ・遺品整理士　・生前整理士　・一般廃棄収集運搬業

・産業廃棄物収集運搬業

ホームページアドレス http://tsushima.benry.com/
・古物商許可証

10名（内パート 5名） 商品・主要設備・資格

0567-22-3715 ・不用品処理、遺品整理

090-3256-2321 ・解体工事、空き家対策、各種クリーニング等々

0567-22-3716

平成 12年 6月

300万円

企業情報紹介

有限会社なかしま　ベンリー事業部

〒496-8047 ・生活支援サービス　・遺品整理　・生前整理

愛知県愛西市立石町宮西２番地 ・白アリ、害虫、害獣、害鳥駆除
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事業所名 参加目的 営業・交流

企業・事業概要

代表者 役職 所長 氏名 横井直 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真会社・店舗外観

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ホームページアドレス http://yokoipat.jp/

office@yokoipat.jp

知的財産権に関する知識を得た人材は少なく、企業でも教育により専門性を持つには時間と労力が掛かりま
す。当所は、今まで培ってきた２０年以上のキャリアを活かして、知的財産権を通じて近隣企業のお役に立
てることを目指しています。
また、発明品は、発明しただけではヒット商品とはならず、ブランド戦略、デザイン戦略及びこれらのプロ
モーションが噛み合ってヒット商品が生まれます。これらヒット商品が出来るようにアドバイスだけでな
く、今まで培ったネットワークを通じて、当所の特徴は、出願業務だけでなく発明品やブランド品を事業化
から収益があげることができるようなるまで、販路開拓や製造面での技術的なアドバイスもできるようにお
手伝いもしています。更に、当所では国際化にも対応しており、世界の主要各国に出願実績の豊富な提携事
務所（アクトエース国際特許商標事務所）と連携して国際化の対応を行っています。

知的財産権に関する相談等

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

企業情報紹介

よこい特許商標事務所

〒496-0902 知的財産権に全般に関するコンサルティング業務（特
許、実用新案登録、意匠登録及び商標登録の出願に関す
る代理業務、知的財産権に関する係争に関するアドバイ
スやコンサルタント業務、特許及び商標等の調査業務）

愛知県愛西市須依町前田面56の5

０５６７－７４－０７７２

090-3456-6049

0567-25-7782

平成 28年 1月

2名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

弁理士登録（２０１０年登録）
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事業所名 参加目的 情報交換

企業・事業概要

代表者 役職 理事長 氏名 渡邉　盛時 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味　ゴルフ、料理

会社・店舗外観

　　該当するものに〇印をお願いします。

弥富市佐古木 オリープ　弥富市西中地 フレーベル ・ノベルティ―グッズ制作

東京都台東区 ラムダ ・ECサイト運用管理、制作、コンサルティング

watanabe@npo-csr.jp

「社会で活躍できる人材と環境を創造する」を理念に掲げ、働く意思を持つ障害のある方々と、まずは何を
今後の目標とするかを一緒に考え、働くチャンスと働き続けられる環境づくりをすることで、障害のある
方々の活躍の場を広げる取り組みを行い、障がいのある方の自立の支援に取り組んでいます。

特にこだわりはありません。

ホームページアドレス https://npo-csr.jp/
・チラシ、パンフレット、WEB制作

・軽作業業務請負

・相談支援事業所

13万円

48名（内パート 24名） 商品・主要設備・資格

平成 23年 7月

0567-33-1236 ・就労継続支援A型事業所

090-9904-9579 ・就労継続支援B型事業所

0567-33-1236 ・就労定着支援事業所

企業情報紹介

NPO法人障害者雇用創造センター

〒496-0922 障害のある方への就労支援サービス

愛知県愛西市大野町茶木73番地 ・就労移行支援事業所
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事業所名 参加目的 企業間交流を深める為

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 細川勝矢 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

代表著書の『不動産のことがどんどん好きになる本』が

絶賛発売中です。また、２０２３年春に２冊目の著書が

発売予定です。ぜひお手にとってご覧下さい。

持参する　・　持参しない

fudousan_sos@yahoo.co.jp

私共は『人と人との架け橋へ』をコンセプトに、日々活動しています。

社名ともなっているＢＨＫとは、「Bridgebuilder for HumanKind」　＝　「人と人との架け橋」

という意味です。

人と人との架け橋、お客様と幸せの架け橋になれるような企業に成長すればという希望がこめられて

います。不動産賃貸業・コンサルタント・結婚相談所事業はまさに人と人とをつなぐ仕事です。

切手印紙販売やギフトの販売も行っております。よろしくお願いします。

様々な業種の方のお話しをうかがいたいです。また、法人様でコストダウン・収益アップを考えて

不動産部門を立ち上げたい方はぜひご相談下さい。　（関連会社：株式会社不動産ＳＯＳ）

　　該当するものに〇印をお願いします。

蟹江町本町６－２９ 切手印紙・カタログギフト・タオルギフト

ホームページアドレス
宅地建物取引士・競売不動産取扱主任者

空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

4名（内パート 2名） 商品・主要設備・資格

０５６７－２８－７３９９ 切手印紙の販売

０９０－９８７３－２８１１ カタログギフトの販売

０５６７－９４－００３９ タオルギフトの販売

平成 22年 12月 結婚相談所事業

100万円 リフォーム工事

企業情報紹介

BHK株式会社

〒496-0905 不動産賃貸業

愛西市北一色町西田面１０７－１ 起業コンサルタント・不動産コンサルタント
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役社長 氏名 溝口　隆 事業内容 建設業：通信・電気、派遣業

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図参加者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

いわゆる四十肩を患い、運動といえば愛犬と散歩する日々。
10年ほどゴルフクラブが眠っていますが、漸く回復の兆候があ
り、暖かくなるのを期に再開しようと辛抱しているところです。

モバイルツール（iPad）に資料準備します。　持参する　・　持参しない

東京支店（東京都千代田区外神田6-16-9） 電気工事士　第１種10名・第2種24名

工事担任者　総合19名・１級デジタル9名

umeda@c-cube-g.co.jp 建設業経理士　２級3名

社会生活に欠かせない携帯電話やインターネットですが、当社はこれらサービスや回線を提供する通信事業
者様の設備構築（工事）を主な事業としております。そのほかに学校や官公庁などの公共関係施設、また法
人ではオフィス・工場といった施設のネットワーク整備や電話システム構築の需要にお応えしております。

電気設備また電気通信設備の構築や施工に関することで、
地域の皆さまのお悩みに少しでもお役に立てることできれば幸いと考えています

　　該当するものに〇印をお願いします。

ホームページアドレス https://www.cts-com.jp/
第1級陸上特殊無線技士　6名

NEC　UNIVERGE　CE　1種3名・2種4名

8,000万円

53名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

平成 1年 8月

0567-55-8838 LAN・Wi-Fi・電話の工事、電気工事など

090-7027-3497（統括部　梅田省吾） 携帯キャリア・防災に関わる無線通信設備の施工

0567-69-5544 データセンター・電話局の構内通信設備の施工

企業情報紹介

株式会社ＣＴＳ

〒496-0924

愛知県愛西市善太新田町古株64－2 津島ビル4F 公共・法人施設における

ＣＴＳ

近鉄富吉

(株)CTS 統括部 梅田省吾
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事業所名 参加目的 情報交換

企業・事業概要

代表者 役職 取締役 氏名 吉野邦雄 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

info@yoshino-fd.com

何事も前向きに進める。

出来るだけ、お客様の要望に応えたい。

これから先の方向性、又は展望などのコミュニケーション

　　該当するものに〇印をお願いします。

宅地建物取引主任者・キャリやパーソン有資格者

ホームページアドレス
建設業許可（電気・管）

300万円

1名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

第一種電気工事士

企業情報紹介

有限会社吉野電設

〒496-8008 電気工事業

愛知県愛西市北河田町郷前453-3 不動産全般

平成 6年 11月

0567-28-1001

090-3933-3484

0567-28-1314

 27

mailto:info@yoshino-fd.com
mailto:info@yoshino-fd.com
mailto:info@yoshino-fd.com
mailto:info@yoshino-fd.com


事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役社長 氏名 横田大輔 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯 アウトドア製品
製造・販売

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

好きなこと：ゴルフ・馬・中日ドラゴンズ・BBQ

家族構成：妻と3人の娘

創業25年で、私は2代目で2018年に父から事業承継

持参する　・　持参しない

info@daishin-st.com

主に自動車関係の工場で使われる治具と呼ばれる、洗浄やメッキ加工をするときに使う入れ物をつくって

います。この業界は部品ごとの形状に合わせて、ほぼオーダーメイド作るために職人さんが

一品一品手作りで作っています。新たな分野への挑戦として2021年からアウトドアブランド

「サスラヲ」を立ち上げ、主に焚き火グッズの製造・販売を行っております。

直近の実績ではクラウドファンディング　「マクアケ」にて2度目標達成をさせて頂き

TV・新聞・ラジオ・雑誌などに取り上げて頂けるようになってきております。

引っ越して４年で大半がコロナ禍なので、地域の企業の皆さんと交流したいです。

　　該当するものに〇印をお願いします。

主要設備

ホームページアドレス http://daishin-st.com
TIG溶接機、各種曲げ機（ブレーキ・ベンダー）

切断機（プレス・シャーリングなど）

300万円

6名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

ステンレス製治具（用途：熱処理・塗装・メッキ・洗
浄）・アウトドア用品（焚き火グッズ）

http://sus-rawo.jp

企業情報紹介

有限会社大伸

〒愛西市見越町前田125-1 金属（ステンレス）加工業

（主に自動車産業向けの治具を製作）

平成 16年 2月

0567-22-5550 ３D図面設計～製作まで

080-5119-2065

0567-22-5551 ブランド名：サスラヲ
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事業所名 参加目的 異業種との交流

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 野口　礼子 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

華道・手芸・オーナメント

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

noguchi0619@yahoo.co.jp

　　該当するものに〇印をお願いします。

ゴルフの練習をする設備及び必要なゴルフショップ

ホームページアドレス http://www.yu-mugolf.jp/

12名（内パート 11名） 商品・主要設備・資格

（0567）28-8801 9ｍのゴルフ版ストラックアウトが設置してあります。

又、クラブハウスには7ｍの２段グリーンになった

（0567）28-8802 パター場もございます。イベントは頻繁に開催しており

平成 6年 6月 アットホームな練習場です。

1,000万

企業情報紹介

株式会社ユームアイトック

〒496-8003 ゴルフ練習場です。打席は60打席ネットまでの距離は

愛知県愛西市千引町郷前37 160ヤードです。フィールド70ヤードの位置に高さ
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事業所名 参加目的 b

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 鈴木　康夫 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

yasuo.suzuki@suzuki-press.co.jp 三次元測定機　　　　　　　　　　　　　　１台

自動車部品はもとより、幅広い分野において、お客様のニーズに合った設計及びプレス金型を製作

しています。

信頼されるパートナーを目指し、品質、精度、安全な金型を供給する企業です。

特に自動車部品、建機部品金具の順送型及びトランスファー金型の異形品、絞り製品を得意として

おります。

プレス用金型および治具等の設計、製作の受発注に関する情報

今後、幅広くプレス金型メーカーとして御協力させて頂ける企業様を探しています。

　　該当するものに〇印をお願いします。

プレス成型シミュレーション(P-form)　　　1台

マシニングセンター　　　　　　　　　　　 ３台

ホームページアドレス http://www.suzuki-press.co.jp
ワイヤーカット放電加工機　　　　　　 　　3台

精密平面研削盤　1000・600　　　　　各1台

20名（内パート 4名） 2D　CAD (CADPAC)　　　　　　　　 　 7台

0567-25-6900 商品・主要設備・資格

090-4406-8121 ハイフレックスプレス　300ｔ・55ｔ　　各1台

0567-25-6966 3D　CAM (VISI)　　　　　　　　　　 　　1台

昭和 26年 1月 2D　CAM (CAMCORE)　　　　 　　　 　2台

1,500万円 3D　CAD (シマトロン)　　　　　　　 　　２台

企業情報紹介

株式会社　スズキプレス金型

〒496-0943 プレス用金型および治具等の設計・製作

愛西市森川町堤外117-2
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 大野　サンタ 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

キャンプ・釣り・BBQ・旅行・ドライブ

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

sankio@mug.biglobe.ne.jp
santasama390@icloud.com

 資材置場①立田大橋北②愛西市消防署南③津島高校西

創業当初は中古車の輸出販売をメインに、各オートオークション会場の正会員となり、事業展開を

しておりました。その後、愛西市内にある広い資材置場を生かし、各種機械・重機・海上コンテナ・

プレハブ倉庫などを販売。さらに近年増加した、顧客ニーズに応え、各種用途へ改造し納品する事業も

しております。

　　該当するものに〇印をお願いします。

愛西市立田町富安119-1 中古自動車・トラック・バス・重機・工作機械・建築

資材・農業機械・プレハブ・海上コンテナ・倉庫等

ホームページアドレス
中古車オークション正会員（USS/JU/CAA/TAA/

NAA/ミライブ） 輸出用コンテナピットＷ装備

2名（内パート 0名） 商品・主要設備・資格

0567-22-2239

090-8547-2694 海上コンテナの改造（倉庫・事務所・住居用等）

0567-22-2240

300万円

愛西市立田町富安147-1 海上コンテナ・倉庫等の販売・買取・輸出

平成 12年 10月

企業情報紹介

有限会社サンキョージャパン

中古車・重機・工作機械・農業機械・プレハブ・海上コンテナ・倉庫等の販売・買取・輸出

〒496-0946 中古自動車・重機・工作機械・農業機械・プレハブ・
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 佐野　正智 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ＰＣに囲まれて仕事しています。

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

msano@scram.ne.jp

2次元の設計に始まり、3次元のモデリング、パース等を作成。立体のノウハウを生かした模型等も制作。

イラストや写真の制作編集。似顔絵やロゴマークの制作及び看板サインなども手がけています。

自社で制作し、短納期・ローコストを可能にするために、機械やＰＣで効率化を図っています。

文書、企画書、プレゼン資料作成、図面、イラスト、ロゴマーク、3Ｄパース、模型、映像制作、と当社の
業
務は多岐にわたります。クライアントも、広告代理店、展示施工業者、ディーラー、自治体、印刷会社など
各
方面にわたります。

デザイン、パース、設計、パンフレット、カタログ、似顔絵、イラスト

　　該当するものに〇印をお願いします。

デザイン事務所、工房 ＰＣ8台（Mac＆Win）

IJPrinter,各種模型制作機器、

ホームページアドレス
映像制ソフト各種、

液晶ペンタブレット、タブレット

1名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0567-33-3028 フォトショップグラフィック

090-1984-2720 動画・音声編集、模型、ＣＤ・ＤＶ制作、企業ロゴ・

0567-33-3028 マーク作成、企画書作成、チラシ・リーフレット作成。

平成 11年 4月 など。

100円

企業情報紹介

デザインオフィス えむさの

〒496-8044 3Dモデリング、パース、ＣＡＤ、イラスト、スケッチ

愛知県愛西市江西町宮東28 エクセル表計算・グラフ、ワード文書、パワポプレゼン
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 氏名 太田　猛 事業内容 小売業

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ラジオ鑑賞・読書・日帰り温泉

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

takeshi3985@docomo.ne.jp

・独自性及び得意分野

幅広い年齢層のお客様に寄って頂ける雑貨家

色々の業種の事業主様からの動向

　　該当するものに〇印をお願いします。

酒類

ホームページアドレス
食品

100万円

　名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

愛知県愛西市北一色町北田面１１４ 学生衣類

企業情報紹介

みす幸酒店

〒496-0905

愛知県愛西市北一色町北田面１１４

昭和 32年 3月

0567-26-9613

090-1989-8286

0567-26-9613

佐屋中学校 佐屋小学校

佐屋
児童館

中央
図書館

グ

ラ

ン

ド

愛西市役

所
（本庁）

文化会館

みす幸

酒店

名古屋銀行 ファミリーマート

コ
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氏　名 事業所名 業　種 ページ

1 岡田 均 岡田段ボール株式会社 段ボール紙器加工販売 35

2 伊関 学 サカイ住設 住宅設備、上下水道施工 36

3 水谷 浩 みかん本舗でんえん
イベント事業、キッチンカー移
動販売車災害支援

37

4 内藤 正志 Design Site7110
デザイン及びデザインコンサル
ティング

38

5 鈴木 健太郎 株式会社アトラスジャパン岐阜支店 リネンサプライ業 39

6 髙田 昌弘 たのしげ製作所
キッチンカー・キャンピング
カー製造、アルミ加工

40

7 園田 涼平 Web Coodinate Lab
ホームページ制作、インスタグ
ラム設計運用

41

8 服部 道弘 服部縫製株式会社 縫製業 42

9 古川 正和

10 鈴木 樹子

11 角田 一夫 角田ミシン商会 家庭・工業用ミシン販売、修理 44

12 伊藤 弘道 藤井ハウス産業株式会社（海津営業所）
集成材、インテリア、ネット販
売

45

南濃不動産 不動産業

木曽三川流域商工会連絡協議会

　企業情報交換会参加者名簿（海津市商工会）

43
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 岡田　　均 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

shinosuk@poem.ocn.ne.jp

　　当社では、機械に加え必要な際は、手作業で施すといった製造過程により、ニーズに沿った

　段ボール作成、加工、小ロットの需要にも対応できます。

　　該当するものに〇印をお願いします。

　プリンター、平盤打抜機

ホームページアドレス
　スロッター、断裁機、

　ステッチャー

1,000万円

26名（内パート 12名） 商品・主要設備・資格

　プリスロ、半自動グルア

企業情報紹介

岡田段ボール株式会社

〒 503-0641  段ボール紙器加工包装資材製造・販売

岐阜県海津市南濃町駒野１１１－１

昭和 48年 4月

0584-55- 0261

090-8499-9581

0584-55-1887
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事業所名 参加目的 c,e

企業・事業概要

代表者 役職 代表者 氏名 伊関　学 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

　　マイティーに対応が可能な総合力を兼ね備えております。

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

音楽

パソコン、IT

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

info@jyusetsu.com

◇方針　１．お客様の希望を正確、迅速にくみとり、親切丁寧に助言し、誠実に工事を完成させる。

　　　　２．お客様を第一とし、常にサービス向上に努める。

　　　　３．常に誠意をもってことにあたり、技術を軸に社会に貢献する。

　　　　４．社員ひとりひとりが、プロとしての能力、心構えを身につけ自ら考え行動する。

◇特色　建設業に関する、、電気・土木・管工事・消防設備・水道設備工事など、あらゆる資格を有し、

　　豊富な経験を積み、個人の方はもとより、事業所様、また、市役所等の公共事業に至るまで、オール

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

ホームページアドレス http://www.jyusetsu.com

3名（専従者含む） 商品・主要設備・資格

0584-56-2020 電気、空調設備工事・設計施工・保守

090-3467-4494 新築・増改築・リフォーム全般

0584-56-2734 消防設備工事設計・施工・保守点検

昭和 55年 4月 造園・土木・外構・エクステリア工事設計・施工

企業情報紹介

サカイ住設

〒503-0534 上下水道工事・設計施工・保守

岐阜県海津市南濃町境2533番地 住宅設備機器施工・修理・保守
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 水谷　浩 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

地域の発展、観光事業の創出、関係事業の仕掛け、地産商品など。

熱い人との語り、SNS,スポーツ全般。マルシェ、イベントの企画・運営・移動販売車の

配車　自主開催の基礎わんこマルシェのオリジナルアプリのリリース

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

mizutani@anshin-anzen.net

　独自性及び得意分野

30年以上前から、地産の南濃みかんの特産加工品として取組んできた菓子製造としての経験あり。

自主開催の木曽三川わんこマルシェや鈴鹿わんこマルシェ、地元の海津アクアマルシェの運営、キッチン

カー出店事業に取り組んできました。

災害支援移動販売車グループを設立、海津市と協定を締結。

特産商品の交流、イベント

流域でのイベント開催の共有と連携。事業者でのイベント・祭り・感謝祭の規格、運営、配車

　　該当するものに〇印をお願いします。

・美濃唐揚げ、南濃みかんのくずバー（海津の逸品認定)

・木曽三川わんこマルシェ（全国公園財団夢プラン入賞）

ホームページアドレス https://www.instagram.com/mizutanih2018
海津アクアマルシェ、鈴鹿わんこマルシェ、落合わん

こマルシェ

7名（内パート 5名） 南濃みかんの地産菓子製造販売

0584-56-0714 キッチンカーでの販売

090-1824-8299 イベント事業

0584-56-0714 デリバリー

商品・主要設備・資格

・味感ちっぷ（岐阜県特産品開発コンテスト大賞受賞）、

企業情報紹介

みかん本舗でんえん
（木曽川三川ミーツプロジェクト）

〒503-0413 からあげ店

海津市南濃町羽沢572の1 菓子製造販売
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 内藤 正志 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

休日にあてのないドライブをしながら、その土地の特産品を見つ

けたり、美味しいものを食べたりすることを楽しんでいます。

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

info@ds7110.jp

上場メーカー、デザインファームで25年以上のデザイン経験と実績を積み重ねたデザイナーが御社の

ビジネスのお力添えをいたします。

ご要望の内容から課題の本質を掘り起こし、適切な方策をデザインの視点からご提案します。

事業者様によって適切なデザインはそれぞれ異なります。

単なる押し付けではない、寄り添った解決策を一緒になって考えます。

新たな取引先の開拓、どのような課題を抱えられているかの情報収集

　　該当するものに〇印をお願いします。

ー

ホームページアドレス https://ds7110.jp

1名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

090-1419-7110

同上

なし

平成 4年 3月

30万円

企業情報紹介

Design Site 7110

〒503-0531

岐阜県海津市南濃町安江1142番地16

グラフィックデザイン
・カタログ、広告、名刺、会社案内などの各種印刷物
　デザイン制作
・ホームページ制作、運用サポート
・ソフトウェア、操作卓画面などのUI/UXデザイン制作
・会社、ブランド、商品などのシンボルマーク・ロゴ
　タイプデザイン制作
・ブランド構築、CI構築
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事業所名 参加目的 a,c

企業・事業概要

代表者 役職 営業部長 氏名 鈴木健太郎 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

持参する　・　持参しない

愛知県を中心におしぼり・タオルのレンタル業を行い、今まで一部の岐阜県や三重県にも配送しておりま

したが、今回新たに岐阜に拠点を構え、より幅広いエリアや販路の拡大が出来ればと考えています。

飲食店をはじめ美容院や法人様への様々な商品案内・提案

岐阜や三重のエリアではどのようなお取引業者様や店舗様がいらっしゃるかなど、その地場の方々から

些細な情報を頂けたり交流が持てたらと考えています。

　　該当するものに〇印をお願いします。

本社（名古屋市港区）東支店（天白区）

西支店（西区）三河営業所（安城市）

ホームページアドレス https://www.atlas-japan.co.jp

184名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

0584-53-0547 飲食店・美容院向け商材販売

090-1620-4719 リラクゼーションオイル販売

0584-53-4356 次亜塩素（ビージア水）製造・販売

平成 7年 11月 害虫駆除・ウォーターサーバー

1,000万 レジかご洗浄　etc.

企業情報紹介
株式会社アトラスジャパン

岐阜支店

〒503-0641 貸おしぼり・レンタルタオルの製造及び賃貸業

海津市海津町内記131-1 紙おしぼり　製造・販売
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事業所名 参加目的 a,c,e

企業・事業概要

代表者 役職 氏名 髙田昌弘 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯 アルミ溶接加工

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

乗り物全般　BBQ  お酒

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

masahiro0209@icloud.com

満足する商品を提供し、売りっぱなしのお付き合いをしない。

困った時に力になれる所

楽しそうと思われる場所

高あし君の販売について

キッチンカー製作　キャンピングカー製作

　　該当するものに〇印をお願いします。

tig溶接機

ホームページアドレス

１名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

高あし君　BOX独立スタンド

企業情報紹介

たのしげ製作所

〒503-0305 キッチンカー製作　販売　修理

海津市平田町者結580-1 キャンピングカー製作　販売

令和 4年 5月

090-5454-8393 トレーラー製作

090-5454-8393
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 園田涼平 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

・４歳、１歳の2児を持つ父親です。
・学生時代は野球と硬式テニスをしておりました。
・週刊少年ジャンプのナルトという漫画が好きで、ある技の印を覚
えて、こそっと術を発動してました。

会社・店舗外観

令和 3年 10月

塗装、リフォーム、飲食業

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

ホームページアドレス https://lin.ee/srrjY4vr

r.sonoda.20123@web-coordinate-lab.com

「この人だから買った」という経験はありませんか？
情報や商品が溢れている現代において、他社との差別化を図るには、自社のブランディングが大切です。そ
ういったブランディングを高めるための設計、強みの発掘により、狙いたいターゲット層に絞った集客対策
を行っております。

-

0名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

自宅 ・Instagramの運用支援、代行

企業情報紹介

Web Coordinate Lab

〒503-0304 Instagramを活用した店舗への集客支援を中心に行って
おります。その他、ホームページやGoogleマップ対策
などについてもサポートしております。岐阜県海津市平田町幡長522

080-3589-5120

↑こちら

クレール平田

約1km
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事業所名 参加目的 c

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 服部道弘 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

読書、娘のピアノ演奏を聴くこと

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

JDQ06411@nifty.ne.jp 他

社是　「楽しくはたらき　豊かなこころで　愛をひろげる」

　　　人と人の出会いに彩りを添える

当社は、アパレル製品（主に婦人服）の仕上げプレスを主な業務としています。

お客様の笑顔を思い浮かべながら、1着1着丁寧に仕上げをすることを心がけています。

百貨店向けの高級ゾーンから量販店向けのボリュームゾーンまで幅広いアイテムを手掛けています。

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

仕上げ用　アイロン　6台

ホームページアドレス
ハンガー運搬車両　3台

検針機　2台

1,200万円

１４名（内パート ８名） 商品・主要設備・資格

仕上げ用　フィニッシャー　1式

企業情報紹介

服部縫製　株式会社

〒503-0615

海津市海津町日原４７ 婦人服　プレス仕上げ

昭和 51年 8月

０５８４－５３－２２８８ アパレル製品　流通加工

０９０－３２５３－２７３５

０５８４－５３－１６５０
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事業所名 参加目的 a

企業・事業概要

代表者 役職 代表 氏名 古川　正和 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

趣味：ゴルフ、旅行

会社・店舗外観

持参する　・　持参しない

kaizushi@nannou2103.com

当社は海津市の物件が多く、その他地域一円を営業エリアとし活動しております。

お客様は神様と思って誠心誠意接客に努めております。

感謝を持ってお客様をお待ちしておりますので、是非、お問合せください。

不動産に関することはもちろんですが

多くの皆様と様々な情報交換をさせていただきたいと考えております。

　　該当するものに〇印をお願いします。

土地・建物（工場・倉庫・住宅）

保有資格

ホームページアドレス http://www.nannou2103.com/
宅地建物取引業免許

　岐阜県知事免許番号（9）2860号

2名（内パート 1名） 商品・主要設備・資格

0584-55-2135 営業エリア

090-5100-6662 　岐阜県輪之内町、羽島市、養老町、

0584-55-2164 　愛知県愛西市、三重県桑名市

昭和 61年 5月

企業情報紹介

南濃不動産

〒503-0411 　土地・建物の売買・賃貸の仲介、住宅用地の

岐阜県海津市南濃町駒野726番地の2 　開発・分譲
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事業所名 参加目的 a,c,e

企業・事業概要

代表者 役職 氏名 角田　一夫 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図

代表者顔写真

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

〈信頼〉
依頼されたからには徹底的にやらせていただきます。絶対的な自信と顧客満足度を優先した角田ミシン商会
がお客様の思いに応えます。
〈技術〉
年代物のミシンから最先端のミシンまでどんなミシンでも修理できる腕があります。
大手ミシンメーカーではもう直せないようなレトロなものまで修理することができ、すべて手作業です。
又、豊富な部品の在庫がありますのでなんでも修理致します。
＜サービス＞
年中無休で迅速な対応。
宅配修理サービスも行っており、送っていただきましたら、すべて修理いたします。

kazcobo@gmail.com

ブラザー、ジューキ、三菱、ヤマト、ペガサス、

ホームページアドレス http://www.kakuda-mishin.jp

　名（内パート 名） 商品・主要設備・資格

昭和 22年 4月

0584-55-0171

090-3151-6136

0584-57-2960

企業情報紹介

角田ミシン商会

〒503-0411 家庭用・工業用特殊ミシン　販売・修理・改造

岐阜県海津市南濃町駒野698-1
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事業所名 参加目的 a,b,c,d

企業・事業概要

代表者 役職 代表取締役 氏名 藤井博美 事業内容

所在地

ＴＥＬ（代表）

携　帯

ＦＡＸ

創　業

資本金

従業員

主要事業所

（本社以外）

Eメール

当社・当店の

方針、特色

情報交換を

したい内容

会社案内等

の資料の有無

地　図 （本社）

代表者顔写真

　　該当するものに〇印をお願いします。

持参する　・　持参しない

代表者の落書き（趣味・娯楽等なんでも）

会社・店舗外観

ホームページアドレス http://www.fujiihouse.co.jp

yoiie@fujiihouse.co.jp

環境、これからの住宅業界は環境問題を抜きにしては生き残れません。人が豊かさの代わりに失ってきた環

境の大切さに気が付いたからです。住宅は住む人に一番身近に影響を与える環境です。

当社は創業より半世紀以上にわたり、自然と社会生活の調和を理想とし、自然の木を利用した環境に優しい

集成材を提供してまいりました。又、インテリア事業部においてはリフォーム・内装工事・住宅建築・建具

家具工事など集成材のご提供に合わせ、住む人が幸せになれる住宅建築のお手伝いをさせて頂いておりま

す。これからも当社は環境問題に真剣に取り組み、集成材専門メーカーから総合住宅メーカーへの飛躍に挑

戦してまいります。今後とも藤井ハウス産業（株）をどうぞよろしくお願い致します。

建築材料・建築

4,820万円

130名（内パート 10名） 商品・主要設備・資格

海津営業所 積層・化粧集成材製造・無垢材加工・階段プレカット・
家具・建具・襖・太陽光発電・蓄電池・DIY商品・NC
ルーター４台・プレーナー２台・プレス５台・サンダー
４台その他

海津市海津町内記101

企業情報紹介

藤井ハウス産業株式会社

〒503-1316 《集成材事業部》積層材造作材・化粧張り造作材・無垢
材造作材製造販売・賃加工

《インテリア事業部》新築リフォーム建具家具襖・障子
張替、製造・太陽光発電・蓄電池・オール電化
《ネットショップ》木材加工.comフリー版.com
フジイの集成材　材木商店

岐阜県養老郡養老町押越1974

0584-32-1241

090-7302-6472

0584-32-1566
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