静岡県西部地区最大級の総合企業展示会です！
「浜松の魅力！やらまいか 地方創生！」をテーマに掲げ、
ビジネスマッチングを通して地域の活力を創造していきます。
地方創生への取り組みが加速していく中、地域経済の更なる成長には地元の魅力ある企業が集結し、競争力を強化していくことが求められています。
我々は「まち・ひと・しごと」を繋ぐ新たな機会を提供することで、地方創生の実現に向けた取り組みを支援していきます。

K-mixの人気生ワイド番組がいつものスタジオを飛び出して、
ビジネス
マッチングフェアの会場から公開生放送!!番組生出演やパーソナリ
ティによる生コマーシャルなど、
K-mixを使った効果的な広告宣伝手法
をぜひご覧ください。

2017

人気ラジ
オ番

ご来場者 様
全員に無 料配布！

出展企業を完全収録

公開生放 組
送！
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イメージ

イメージ

大手企業ビジネスマッチング

学生・若者のための企業研究ガイダンス
主催：静岡県（雇用推進課）

主催：浜松信用金庫

共催：株式会社三井住友銀行

同 時 開 催

学生等の就職希望者を対象に、企業展示会ブース見学ツアー
を実 施し、企 業・業 界 研 究や 企 業 へ のアプローチの 仕 方を
学びます。

高 度な技 術 力を求める各 業 界 の 有 力 企 業を招 致した個 別
商談会を開催します。

静岡県 産学官技術交流促進事業

知的財産マッチング会

販路拡大のための
大手流通業（卸・小売業）との商談会

主催：静岡県・
（公財）静岡県産業振興財団

主催：浜松信用金庫

大手企業や研究機関が保有する特許等（技術・素材）を紹介
します。技術課題の解決や製品開発等の新事業展開にご活用
ください。

県内外の百貨店や量販店、商社等との取引を通じて、浜松の
良い物を全国の消費者へ広く発信するための商談会です。

※平成29年4月1日現在の同時開催予定事業です。名称・内容等は予告なく変更される場合があります。

主

会

場

アクトシティ浜松
展示イベントホール

〒430-7790
浜松市中区中央3-12-1
JR浜松駅より徒歩約10分

ご来場は便利な公共交通機関をご利用ください。
会場の詳細情報は公式サイト内
「アクセス・会場案内」
をご覧ください。

N

サンクンプラザ

研修交流センター

コングレス
センター

2F 音楽工房
ホール

バスターミナル

2F連絡通路
中
ホール

大
ホール

アクト
タワー

入口 展示イベント

ホール

JR浜松駅
北口
メイワン2F 改札口

2F連絡通路
（動く歩道）

わたしたちも参加しています！
（紹介企業（機関・団体）名）

P-B10044

ご来場お待ちしております

反社会的勢力の入場はお断りします
平成29年4月1日現在

開催パンフレット
（出展企業一覧）

出展企業一覧
事業所名

P ar ti ci pati ng com pany li st

広域

ア 1 アーステクニカル㈱
ｌ
ｏｒｅ
2 ＡＲＴ Ｃｏ

出展テーマ

8
9

広域

出展テーマ

ｓｕＬａｂ．
194 ㈱ＰｒｍａＣｅｅｄＨａｍａｍａｔ

みつける・つながる・つたえる〜未来を創る可能性を生み出す〜
放電加工・各種研磨による高精度加工サンプルの展示

130 テイオー産業㈱

ＵＳＭはスイスのシステム家具 ５０年変わらぬ不遍のデザイン

195 ㈱ブローチ研削工業所

131 ㈱テクニカルサポート

高速／極低速ダイナモ装置
「ＥＭＯＴＳ」
シリーズ

196 ㈱ペーパークラフトイトウ

似合う色『パーソナルカラー』の活用と可能性を提案します

67 互大商工㈱

優れたコストパフォーマンスを実現した簡易自動洗浄機の登場！

132 ㈱電興社

工程管理を表計算ソフトから簡単に見える化できます

197 ポラリス㈱

68 ㈱コバテクノロジー

現場・現実に目を向けた環境への挑戦

133 ㈱天王製畳

明るい住まいに青畳 日本人ならやっぱり畳でしょう

198 ポリテクカレッジ浜松

能力開発セミナー、人材育成プランを支援します

通信機能を搭載した革新のスーパー防犯灯で地域の安全を守る

134 東海電子印刷㈱

印刷物＝紙媒体だけではありません

199 香港貿易発展局

ビジネスはマッチングからスタート！

プリント基板の回路設計〜実装、組付までトータルサポート

アウトリガー㈱

事業所名

出展テーマ
人と協働できる双腕型産業用ロボットのご紹介

電子回路商品の設計開発からのご提案が可能です

アート電子㈱

7

広域

モノづくりの街
「湖西市」
を紹介し市内企業の販路拡大を行う

4

㈱Ｉ
Ｔサポート

事業所名
129 ＴＨＫインテックス㈱

65 湖西市商工会

光触媒人工植物『光の楽園』
アレンジフラワー＆グリーン

㈱アイ・エフ・アイ

出展テーマ
外国人技能実習制度で人材育成・海外進出を支援します！

66 ㈱コスモ

㈱アートクリエイション

5

広域

日本の伝統工芸、和紙の風合いを生かした新たな空間作りの提供

3

6

事業所名

64 公益財団法人国際人材育成機構（アイム・ジャパン）

サ 69 ㈱サインクリエイト

ＷＯＷ ＰＣＩ 自分の事を知ってもらうための印刷物提供屋さん

島田

マ 200 ㈱マイクロフィックス

市販のステンレス容器を用いた粉体混合機ポットブレンダー

70 ㈱栄商会

マイクロファイバーを使用した商品の展示

135 ㈱東洋鐵工所

多品種・小ロット向け アルミダイカストバリ取り装置

71 税理士法人坂本＆パートナー

あらゆるビジネスの課題解決をワンストップでいたします

136 東和㈱

精密板金加工の技術でみなさまのものづくりに協力いたします

201 前向き住宅グループ

高齢者・障害者と家族が快適に住まえる家づくりグループ

多目的アイアンギアでキャンプが変わる

72 ㈱サツ川製作所

すべての業界の経費節減と環境に優しい経営を実現いたします

137 トキワ印刷㈱

技術と知識、地域に根差した安心感で、確かな製品をご提案

202 松浦計量器㈱

計量器のご提案と計量管理方法でお客様をサポート致します

㈱ＡＧＲＥＹ

静岡県唯一のプロフットサルチーム『アグレミーナ浜松』のご紹介

73 サトーライナー㈱

環境を考えた廃棄物の処理及び、それによるコスト削減のご提案

138 常盤工業㈱

総合建設業として建築・土木・住宅等の御相談に対応いたします

203 ㈱マットエンジニアリング

㈱アジアマシナリー

安いだけ？なんて言わせない！韓国・台湾製の工作機械周辺機器

74 沢根スプリング㈱

各種スプリング短納期対応
（少量・小口品、
３日目発送）

139 常葉大学

健康、医療、
ビジネスの分野で
「知」
の活用を提案します

204 ㈱松永特殊溶接

10 ㈱アスカ

エコ提案と情報戦略

75 三栄ハイテックス㈱

かぼすを使った自社商品と飲食店様向けの業務用商品の紹介

205 ㈱松本会計センター

診療所の事業承継

11 ㈱アスタワン

ゆめを叶える みんなのＩＣＴ

76 三賀㈱

製造業の加工コスト削減と生産性向上設備のご紹介

ドローンパイロットになって、新たなビジネスモデルの構築を！

206 ㈱丸協酸素商会

ガスの様々な活用と今後期待される可能性について紹介

12 ㈱アヅマ

建物のメンテナンスで会社をリフレッシュするお手伝いをします

77 ㈱三共

見守りサービス等、高齢者日常生活支援業、始めました

142 中野ハガネ㈱

金型の細リブ・深リブ お任せ下さい

207 ㈱丸源竹内組

13 アドテック㈱

ガソリン、
ＬＰガスで発電するハイブリッド型発電機

78 国立研究開発法人産業技術総合研究所

産総研の研究成果や連携のメニュー等をご紹介致します

143 中村建設㈱

環境のリーディングカンパニー

208 丸茂商店

ビッグデータと波形解析で
「ものづくり」
を改善
「データの可視化から価値化」
Ｍ２ＭでＩ
ｏＴのシステム化

Ｉ
ｏＴプラットフォームで生産効率ＵＰをお手伝い

140 ドットオノックス㈱

ナ 141 ㈱長尾機設

14 ㈱アライデザイン工芸

看板から販促物記念品グッツまで自社で一貫してもの作りを提案

79 三光製作㈱

今どきのめっき職人たちが、あなたのイメージを形にします

144 ㈱ナユタ

防災・災害医療に強い非常用蓄電システム

209 ミカド㈱

15 ㈱アルシアン

除菌・消臭水セラの製造、卸、販売 殺カビ・防カビ施工サービス

80 三光電機㈱

技術商社として旬の商材をご提案致します

145 ㈱西軽精機 浜松営業所

小ロット・多品種

210 ㈱ＭＩＣＳ

16 ㈱アンドアイ

いま注目のＡＲを活用した手法など、映像・印刷サービスをご提案

81 ㈱サンコー分析センター

分析による
「品質」
の数値化＆環境改善・コスト削減のご提案！

146 西染工㈱

愛媛

テキスタイル

147 ㈱日曜発明ギャラリー

焼津

17 イオインダストリー㈱

金属を代替する樹脂製品の高生産性、高剛性構造体のご提案

82 ㈱サンコルネット

18 池戸電気㈱

スマートシティを目指すための省エネ、
ＥＭＳ導入提案

83 ㈱サンルート

19 ㈱石川商事

ユニフォームの販売・企画・提案で浜松を元気にします

84 ㈱ジーアクト

20 イセキサイド税理士法人

経営戦略・相続対策・国際税務

85 ㈱シービーテック

職人技と先端レーザー加工の融合

21 ㈲岩倉溶接工業所

島田

22 ㈱ウチゲン
23 内田計器工業㈱
24 ㈱ウッドベル

小径の精密金属部品
（複合旋盤）

制菌加工についてのご提案

社会保険労務士の お墨付き 求人サイト
「ホワイトキャリア」
アルミの薄物小物加工を両面テープで貼付、溶剤で簡単剥離

多種材、小ロット 切削加工を高品質で提供

149 日鋳工業㈱

鋳鉄鋳物各種材質を生産から加工まで短納期でお届け出来ます

214 ㈱明和工業

乾式集塵機の各種フィルターを洗浄により新品同様に機能回復

ＳＪ研究所
150 ㈱日本Ｉ

世の中にまだ発表されていない環境にやさしい商材をビジネスに

ヤ 215 ㈱山一木研

86 静岡技研工業㈱

ＬＥＤ面発光照明・ライトパネル

151 日本アイボリー㈱

貴金属・アクセサリーＯＥＭ

216 山内工業㈲

鉄・非鉄・樹脂等の加工品及び自社製品の紹介

ロボット事業始めました ビジネスパートナー大募集！
！

87 静岡技術移転(同)

静岡ＴＴＯ提携研究機関の技術シーズ紹介

152 ㈱日本Ｍ＆Ａセンター

後継者不在企業に対する事業承継・Ｍ＆Ａコンサルティング

217 ヤマハ発動機㈱ＩＭ事業部ロボットビジネス部

自動化設備のハードルを下げる統合制御型ロボットシステムの紹介

自動化・省力化を目指し、適格な計量システムをご提案

88 静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター

浜松工業技術支援センターの研究成果、支援業務、所有施設の紹介

153 ㈱日本設計工業

人との共存可能な『双腕ロボット合体次世代マテハンシステム』

218 ㈱ユーシン

生産現場の改善からみんなのＫＡＩＺＥＮへ ＯＴＲＳ®１０

89 公益社団法人静岡県国際経済振興会

海外ビジネスをお手伝いいたします 是非ご相談ください

154 ㈱ネクロス

製造業に特化したＥＲＰ生産管理システム
「ＫＯＥＲＵ」

219 ユニヴァーサル商事㈱

介護、福祉ロボット、
ドライビングシミュレータ他

掛川

通販業者様必見！楽天などのネット注文や電話注文をまとめて管理

220 ユニオン印刷㈱

三島

高難度の試作から量産まで 高精度・高品質な小径深孔加工

豊川

ハ 155 ㈱バージョン・ラボ

26 エーシステム㈱

プロジェクト管理ソフトなら
「Ａ−Ｐ
ｒｏｊ
ｅｃ
ｔ」

91 静岡県よろず支援拠点

国が全国に設置した、中小事業者の方のよろずの経営相談所です

156 ㈱ハイタック

27 ㈲エヌ・エス・ジェイ

外壁の青カビ除去に長期間継続する洗剤があるんです

92 静岡産業大学

市場との関係性が創る地域ビジネス

157 パイフォトニクス㈱

28 ㈱エフワイケー

性能評価試験機と省力化設備、専用機の設計製作

93 国立大学法人静岡大学

静岡大学の産学連携活動と静大発ベンチャー企業をご紹介します

158 ㈱萩原鐵工所

29 江間工業㈱

特殊ダイカストの製法をご紹介いただける企業様

94 公立大学法人静岡文化芸術大学

大学紹介及び、産学連携活動・地域連携活動を紹介します

ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
159 ㈱Ｈａｐｐｙ Ｑｕａ

○○×農業で地域社会に貢献！
！

30 ㈱エム・エス・ケー

何でもつくります アイデアのある方、集まろう

95 静岡理工科大学

理学・工学・情報学・建築学の各分野に関する研究シーズ

160 はてなくらぶ

娘の自由研究をヒントに、小さな地球を作ってみました

表面処理に関する新しい技術、ニーズに開発の最前線で応える

96 ㈱システック

ＡＩカメラとＩ
ｏＴで繋ぐ、
ロボソリューション

161 浜北商工会

浜北商工会の頑張る企業応援紹介ブース

高性能セラミックを短納期で加工します １個からOK

97 ㈱システム・ジャパン

見て聞いてまねをして理解を深める自己学習支援システム見聞学

162 浜口ウレタン㈱

ウレタン成形技術が水難から人を守る

ネイルが出来ない方にお爪のおしゃれを楽しんで頂きたい物

163 はましん経営塾

若手経営者の資質向上と会員相互のネットワーク構築を実現します

長野県南部を中心に活躍する若手経営者の会です

164 はましんリース㈱

貴社のビジネスを
「リース」
でサポートいたします

人と人をつなぐ光ホロライト〜安心安全面白い新しい光の使い方〜
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙに富む
鹿沼相互 限界への挑戦設計・製作全てにおいてｖ

33 ㈱エムスクエア・ラボ

農業×ロボットでしずおか農業をカイゼン・カイゼン！

98 ジュネルショップ浜松店

34 遠州織物工業協同組合

技術と感性が紡ぐ繊維、浜松発 世界に向けたファッション産業

99 しんきん若手経営者の会（ＳＹＭＳ)

35 遠州紙工業㈱

トータルパッケージでお客様のご要望にお答え致します

100 ㈱スカイプランニング

スカイトップライトで昼間の照明エネルギーを大幅カット！

165 ㈲浜名湖ファーム

浜名湖の自然を活かした、地域ブランド
『浜名湖ｆ』の創生

36 遠州工業㈱

熱処理技術とタッピング盤を含む新商品のＰＲ

101 杉山メディアサポート㈱

ＤＭでお客様の販促をお手伝い！封入封緘機導入で迅速サービス！

166 ハマニ化成㈱

生活に彩りと遊び心を デザイン力のチームハマニです

37 遠州スプリング㈲

ＳＰＲ
ＩＮＧ ＳＰＲ
ＩＮＧ ＰＲＯＪＥＣＴ

102 ㈲鈴上電気

38 遠州西濃運輸㈱

【輸送立国】 物流を通じて国家・地域に貢献します

103 ㈱鈴木商店

飯田

焼津

月々５００円高機能見守りサービス◆お部屋の見張り番ＣＳ５００

167 国立大学法人浜松医科大学

医工連携の進め方や事例、イメージング研究や共用施設のご紹介

新しいめっき技術をここ浜松から 高耐食ＬｏｎＧｏｏｄのご紹介

168 浜松液化ガス㈱

ＬＰガスと新電力 ガス、電気料金見直し支援します

39 ㈱エンブレム

印刷で感動を創る！

104 ㈱鈴木スプリング製作所

各種スプリングの特殊形状精密加工

169 ㈱浜松太田印刷

カレンダー、
うちわ等販促品のご提案をいたします

40 ㈱応用技術研究所

広域の地域連携や異業種の事業者連携による商品開発の提案

105 ㈱鈴木電工

電気のチカラで、地域に貢献する

170 浜松学院大学 現代コミュニケーション学部

地域に即した学びと大学の地域貢献に関する展示

41 オーエフシステム㈱

太陽光発電、蓄電池、浄水器等で、防災・環境・省エネを提案する

106 ㈲鈴精機

治工具等の開発の試作・小ロットの機械加工、ゴム金型設計製作

171 ＮＰＯ法人はままつ子育てネットワークぴっぴ

防災を啓発し、災害時にも役立つ支援パックとマークのご案内

42 大野ビジネスサポート事務所

いい会社＆人材＆管理職をつくるカードゲーム感覚のツールの紹介

107 ㈱スズトヨ

モルタル造形を駆使したガーデニングウォールの提案

172 一般社団法人はままつ資産承継相談所

未来のために今できることを一緒に考えてみましょう

43 ㈱大野屋本店

家庭用および業務用品まで幅広い商品供給が可能です

108 ㈱スター精機

車部品・空調・ソレノイド部品・ダイカスト部品の製造工場です

173 はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点

「はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点」
のご紹介

44 ㈲大橋商事

廃棄物リサイクルについて、安全で安価なご提案を致します

109 スナオ電気㈱

５０周年を迎えるスナオ電気のタイマースイッチ勢揃い！

174 浜松市役所 産業総務課

元気で魅力ある出展企業を見て聞いて知ろう！企業研究＆就労相談

45 ㈱小楠金属工業所

タンク清掃の新しい解決策

110 ㈱スプラウト

椅子の張替えを浜松発信の文化に！
！

175 ㈲浜松浄水器

ご自宅の水道水からピュアウォーター(純水）
が簡単にできます

46 御前崎港振興会

世界につながる御前崎港の魅力をご紹介します

111 須山建設㈱

環境にやさしい須山建設からの提案

176 特定非営利活動法人浜松ソフト産業協会

諏訪

ＩＣＴ全般に関わる課題にお応えします

世界につながる御前崎港の魅力をご紹介します

（フレンドハウス）
112 創生商事㈱

自分専用の椅子をカスタムオーダーできる
「ｂｏｋｕｎｏ｣

177 浜松損害保険サービス㈱

御社の損害保険・生命保険の見直し、不動産等に関するご相談

オフィス作りのワンストップソリューション

113 ㈲曽根田工業

切削工具で新たなチャレンジ

178 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構

中小企業支援施策・補助金活用事例等を紹介します

49 蒲産業㈱

電動工具によるチップソーの金属加工

114 ㈱ソルエナジー

太陽光発電、蓄電池、
ＬＥＤ・無電極ランプ等省エネ商品のご提案

179 ㈱浜松チップソー

難切削材に対応し、お客様のニーズに対応します

50 神谷理研㈱

６価クロムフリー環境対応型亜鉛ニッケル合金めっき

導電繊維を用いた超軽量・耐屈曲ケーブル

180 浜松まちなかにぎわい協議会

まちのコミュニティスペース
「Ａｎｙ」
などを運営しています

51 カメイ㈱ 浜松営業所

お客様のニーズに併せ、商品やサービスを複合的に提案します

116 大同ばね㈱

各種精密線ばね、異形線強力ばね

181 ㈱ビー

味メールとは

52 ㈱鴨川塗装

遮熱塗料で長期の節電塗装・雨漏り対策・ハト除け工事

117 ㈱鷹匠

伝統の技を現代に生かす

182 (学)光産業創成大学院大学

やらまいか 未来創成 光 から

ｉ
118 ㈱Ｔａｋａｙａｎａｇ

Ｍａｄｅ ｉ
ｎ Ｈａｍａｍａ
ｔ
ｓｕ
！

183 ㈱平野工業製作所

４輪カスタマイズショップオーナー様へ、
オリジナルパーツ

119 ㈲竹下塗装

環境・省エネ・エコ商品の施工、販売、
レンタル

184 ㈱ＦＵＮ ＣＵＢＥ

見てワクワクするヨーロッパの最新の健康グッズ

120 ㈱田中建設

土木建設と農業、林業、漁業の６次産業で新たな事業を展開中

185 ㈱フェイス２１

防錆、防カビ、抗菌、遮熱、撥水等特殊施工でお悩みの企業様向け

53 ㈱カルックス

鹿沼相互 高品質の発泡スチロール容器を多品種揃え、少量から販売します

54 川口細巾織物㈱
55 ㈱絆

ベルトによる防災商品の提案
ｉ
ｇｈｔＭａｒｂ
ｌ
ｅ
東京東 ボードに貼れる天然石不燃パネル／Ｌ

タ 115 大東特殊電線㈱

ものづくりを文化に！

三島

121 タマチ工業㈱

城南

臨床現場のニーズを設計能力と超精密加工技術で実現します

186 フカヤ㈱

既設の建物を洗浄剤、
コーティング剤で美しさを復活します

真空配管、真空部品、真空装置のことなら紀和産業まで

122 ㈱中遠熱処理技研

掛川

金属熱処理加工についての提案

187 ㈱フクダサインボード

最大効果を狙うフクダがクリエイトする看板・イベント

58 ㈱倉本産業 浜松支店

自社開発粘着シートのご紹介『安全から外装加飾までのご提案』

123 中小機構 関東 浜松イノベーションキューブ

188 袋井市産学官連携推進協議会

袋井市内のものづくり企業の情報を発信します

59 ㈱クリエイティブ・システム

人と一緒に働く
「協働ロボット」
による生産システムの提案

124 中部印刷㈱

販売促進・イベント・印刷の企画制作と総合プロモーションの展開

189 ㈲富士産業

着物の生地をそのまま活かし鏡面塗装で仕上げた新しい建材

60 ㈲ケアテック浜松

快適と安全を届けるオーダーメイドの在宅介護用木製品

125 一般財団法人中部電気保安協会 静岡支店

環境・省エネコンサルト 太陽光発電設備の監視と緊急対応

190 フジホームサービス㈱

遮熱シートサーモバリア遮断熱工法・スカイ工法

ヘルスケア分野への事業創出を専門家がサポートします！

126 ㈲つかもと印刷

191 ㈱プラテック

３Ｄプリンターを活用した試作サービス

61 ㈱ケアフォート
62 京葉興業㈱

「物流×提案」
共に考え共に創り上げるオーダーメイド物流

京都

東京東 軽くて強い樹脂製敷板 敷き鉄板の１２倍運べる現場養生の革命！

63 (独)国際協力機構 中部国際センター（ＪＩＣＡ中部）

中小企業の新興国・開発途上国での事業展開を支援します！

（独）中小企業基盤整備機構が実施する中小企業支援施策について

しずおか 浜松城クラフトキット

127 鶴賀電機㈱

Ｊ
Ｉ
Ｓ準拠

128 ㈱ディアス

科学技術文献の翻訳と通訳

ＷＢＧＴ指数計をご提案致します

192 フルテック㈱

水の力で業務改善！高圧洗浄からミストまで当社にお任せ下さい！

193 プレサイスゲージ㈱

ロボットの関節やジンバル機構に最適な新しい自在軸受け

城南

金属バフ研磨を基軸としたアルミダイカスト製品の一貫生産
楽器の町木工の町浜松、今回その最たる技術木工塗装をテーマに！

業界最速！翌日発送！ＵＶニス圧着ハガキ！
！

ラ 221 リコージャパン㈱ 静岡支社 浜松事業所
222 ㈱リサイクルクリーン

ものづくり現場での改善活動から商品化された無人搬送機
解体工事のご相談、お受けいたします

223 ㈱レンダー商会

各種イベントの企画・設営・運営を通じお客様の想いを形にします

224 ロボキャラ家康くんプロジェクトチーム

ワ 225 ㈱ワイテック

「家康くんロボット」
完成しました まだまだ、進化します
精密部品の量産加工及び特注品
（単品加工）
の更なる挑戦

第4回

特設

最終審査会進出企業
創業部門

● 鈴木
● 西澤
● 山田

1

00 浜松マッチング産業㈱

専用ブース

※各部門 50 音順

新事業展開・新技術開発部門

理恵 ● ㈱里灯都
潤一 ● ロボセンサー技研㈱
裕介

解説

● イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー㈱
● ㈱エム・エス・ケー ● ㈱田中造園
● ショーダテクトロン㈱ ● 羽立工業㈱

2
信金名

自社開発・特許取得
「マッチング工法」

3

1

…事業所名

出展を予定している全事業所について、50 音順で掲載しています。

2

…広域連携

広域で連携・交流のある信用金庫の紹介による事業所について、
紹介元信用金庫の名称を掲載しています。

広域連携 参加信用金庫（全 14 金庫 /25 企業・団体）
【栃木県】
鹿沼相互
（2）【東京都】
東京東
（2）
・城南
（2）【長野県】
諏訪
（1）
飯田
（2）
【静岡県】
しずおか
（4）
・三島
（2）
・島田
（2）
・焼津
（2）
・掛川
（2）
・富士
（1）

新しいギフトの形絵手紙感覚で真心を全国へ

57 ㈱紀和産業

56 ㈱キャリスター

中小企業の人事評価・賃金制度構築ソフト；
「楽勝人事シリーズ」
アルマイトでアルミの未来を切り拓く

213 ㈱メイワ

保証相談・経営相談コーナー

カ 48 ㈱金指商会 フィーリン

211 ㈱ミヤキ
212 社会保険労務士法人村松事務所

90 静岡県信用保証協会 浜松支店

47 御前崎港ポートセールス実行委員会

除菌消臭・防藻防カビ対策の新しい御提案

富士

輸送機器メーカーの協力工場向けソリューションのご紹介

世界のバイヤーに売り込めネット上仮想見本市ＷｅｂＥｘｐｏｏ

飯田

快適建設ソリューション・遮熱対策・発電及び蓄電池設備

しずおか 輸入紙材を得意としています 是非ご相談下さい

熱中症に注意しましょう！
ＴＯＫＹＯ２０２０応援 クールビット

『実現力』をモットーに様々なご要望を期待以上のカタチにします

31 ㈱エムイーシー

金属加工部品のコンビニエンス工場

しずおか 金型溶接＆各種金属、異種金属の肉盛り、溶接

148 ニッコウプロセス㈱

「食」
「サービス」
を通じて人と人やモノをつなぎます

しずおか 「医食住同源」で「企業が変われば社会が変わる！」

25 エイグローブ㈱

32 ㈱エムケーセラ

品質管理用検査システム 磁気応用製品

【愛知県】
豊川
（1）【京都府】
京都
（1）【愛媛県】
愛媛
（1）
※金融機関コード順 ※名称後部の数字は出展企業数・団体数

3

…出展テーマ

当該事業所が展示紹介を予定している主な内容です。

※平成 29 年 4 月1日現在の出展予定企業一覧です。
※出展企業（表記含む）
・出展テーマ等は、予告なく変更される場合があります。

