
1 株式会社
チームゼット 求人

見てみや～　未来がここに　来とりゃ～す 〒507-0033　岐阜県多治見市本町5-6-1
R.Office206号室　
TEL:0572-88-0264
https://team-z.co.jp/

kintone導入・東濃地区で実績多数。ITの力で業務効率化:業種不問で様々な
業務のコスト・時間の無駄をカット！DXオンライン無料勉強会,毎月開催。

2 株式会社
SMC-POWER

求人  
物販

デザインで　売り上げあがる　皆うれし 〒507-0025　岐阜県多治見市宮前町2-47-1
TEL:0572-26-7707　FAX:0572-24-5387
https://smc-power.jp/私たちはマーケティング支援を中心にコンサルティング、作業代行、IT導入支援など総合

デザイン制作会社として中小企業の営業拡大をサポートいたします。

3 オーガスタラボ
株式会社

ITで　未来を創る　お役立て 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵2-3-1
CH桜通ビル4階　　
TEL:052-485-8933　FAX:052-485-8944
http://augusta-lab.co.jp/・システム開発・システム運用保守・RPA導入支援

4 株式会社パケモ
多治見から　ソフトウェアで　恩送り 〒507-0813

岐阜県多治見市滝呂町8-106-11　
TEL:052-325-6789　
https://pakemo.jp/

システム請負開発、スマートフォンなどのモバイル端末用ソフト開発、Webサイトの製作・運
営、業務支援システム提案、ラベル印字パッケージソフト販売、地域医療システム販売

5 株式会社
シューマシステムズ

・Wi-Fiネットワーク構築・IPカメラシステム構築・通信環境の高速化・情報セ
キュリティ製品の販売・その他電気通信工事全般・電気設備工事全般・空調設
備工事全般

〒507-0051 岐阜県多治見市西坂町2-22　
TEL:0572-21-0162　FAX:0572-21-0163
http://www.syumasystems.co.jp

6 ネクステップ
株式会社 求人

皆様と　供に　ネクストステップ 〒486-0851　
愛知県春日井市篠木町6-1643-17　伊藤忠ビル4C
TEL:0568-37-1407　FAX:0568-29-5467　
https://2step.jp

「最新ＯＡ機器販売」 たかが複合機、されど複合機！！複合機で業務改善を
実現。 企業の大切なデータ漏洩・破損から護るセキュリティーシステム等々。

7 岐阜県よろず
支援拠点

最適な　解決策を　ご提案 〒500－8505　岐阜県岐阜市薮田南5-14-53　
OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1088　FAX:058-273-5961
https://www.gifu-yorozushien.go.jp/

国（中小企業庁）の事業である岐阜県よろず支援拠点は、経営上のあらゆる課
題に対して、総合的・先進的なアドバイスを行っています。

8 中部大学
建学の　精神は　「不言実行」 〒487-8501 

愛知県春日井市松本町1200　
TEL:0568-51-4852　FAX:0568-51-4859
https://www.chubu.ac.jp/

1964年中部工業大学を開学、1984年中部大学に名称変更「不言実行、あてに
なる人間」を信条に開学から57年が経ちました。

9
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構　
東濃地科学センター

原子力　意外なところに　スピンオフ！ 〒509-5102
岐阜県土岐市泉町定林寺959-31　
TEL:0572-53-0211（代表）　FAX:0572-55-0180　
https://www.jaea.go.jp/04/tono/

原子力の研究開発から生まれた特許・知財は，日常生活の思わぬ分野で活用
されています。ぜひ，ご自身の目でお確かめください！

10 一般財団法人
日本規格協会

標準化活用、新市場標準作り、競争力強化！ 〒108-0073
東京都港区三田3-13-12　三田MTビル9階　
TEL:050-1744-5213
https://www.jsa.or.jp/

新しい市場の標準を作り競争力を強化！企業自身主導のJIS制定で信頼獲得
やPRを図り自社製品の差別化を。

11 多治見西高等学校 物販
コロナでも　僕らは前に　進まなきゃ 〒507-0072 

岐阜県多治見市明和町1-18　
TEL:0572-27-2547　FAX:0572-29-4390
https://www.tajiminishi.ed.jp

学校では昨年度より多くの行事が中止になってしまいました。そんな中、今回もき業展に
参加できて嬉しいです。全力で頑張りますので、よろしくお願いいたします。

12 富山県砺波市・
砺波商工会議所 物販

深めたい　地域と地域　交流を 〒939-1332
富山県砺波市永福町6-28
TEL:0763-33-2109　FAX:0763-33-4422
http://www.ccis-toyama.or.jp/tonami

富山県砺波市です。多治見、東濃の皆様と交流を深めたいと思っています。令
和４年度となみ産業フェア・パワー博開催予定です。是非ともお越し下さい。

13 株式会社
大竹醤油醸造場 物販

いつまでも　かわらぬあじの　てまえみそ
（いつまでも　変わらぬ味の　手前みそ）

〒509-5121 
岐阜県土岐市土岐津町高山181
TEL:0572-54-2115　FAX:0572-54-3344
http://www.yamagobou.com味噌、醤油、漬物製造販売

14 株式会社
奥村鉄工所

砕石プラント、各種コンベアー、産業機械の設計・製作・メンテナンスを営業とし
てきました。新規事業として自然薯を使った加工商品等を紹介させていただき
ます。

〒505-0126 
岐阜県可児郡御嵩町上恵土字生沢274-1
TEL:0574-67-0505　FAX:0574-67-5751
https://makers-okumura.co.jp

15 大鹿野工房 物販
木を活かす　真心こめた　ものづくり 〒509-2423 岐阜県下呂市蛇之尾1069-576

TEL:0576-27-1808　FAX:0576-27-1808
http://www.ccn.aitai.ne.jp/~ojikano/木の生命力あふれるものづくりをモットーに、広葉樹独特の表情を生かした家

具や木製品、オーダー家具を創作しています。

16 ココワ製作所 物販
ものづくり　悩み解決　快適に 〒194-0021

東京都町田市中町3-10-6
TEL:090-6485-4306　FAX:042-633-9864ストレス改善の為のワークショップや営業支援。組立検査治具やロボット作動

部品などの設計製作。

17 市原工業
株式会社

求人  
物販

梱包で　困った時の　市原工業 〒507-0026
岐阜県多治見市虎渓町2-43
TEL:0572-22-9461　FAX:0572-24-1202
http://www.ichihara-kk.jp

オーダーメイドでの木製パレット・輸出用木箱の製造・販売及び梱包に関わる省力機械・各種
包装資材の販売をしています。業務用の消毒液等職場環境改善商品も取り扱っています。

18 龍城工業
株式会社

求人  
物販

困ったら　任せてちょーだい　ものづくり 〒470-0206
愛知県みよし市莇生町水洗12-1
TEL:0561-32-1511　FAX:0561-32-1100
http://www.tatsuki.co.jp

電気電子制御機器の開発設計製造を一貫した体制で行っています。また、植
物観賞用ＬＥＤボックスなどＬＥＤを使った商品を製造販売しています。

19 有限会社
山本木工所 物販

家具作り 木らりとひかる 職人技 〒507-0073
岐阜県多治見市小泉町5-136　
TEL:0572-27-3261　FAX:0572-29-3994
https://www.yamamokkou.comオーダー家具・システムキッチン・小物製品 の製造販売

20 岡設計株式会社 求人
機械設計・製作、電気設計・製作ヨロズご相談アレ 〒472-0054

愛知県知立市東上重原4-53
TEL:0566-83-1681　FAX:0566-83-0868
https://www.oka-design.co.jp

弊社は自動車関連の専用機に関する機械・電気の設計・製作を生業としている設計会社です。更に上記の他
もう一つの事業の柱として大手自動車関連企業に対し弊社正社員の技術者派遣事業も展開しております。

21 株式会社
曽我木材工業

間伐材　伐採とおして　森守る 〒509-7204
岐阜県恵那市長島町永田175-3
TEL:0573-25-5855　FAX:0573-25-5858
http://sogamoku.com

東濃ひのきの間伐材の価値を高くすることを目的とし、岐阜の特産材である東
濃ひのきの認知度を高め、自社ブランドを立ち上げる。

22 付加価値
創造合同会社 物販

高年齢　やっぱり大きな文字は必需品 〒466-0037
愛知県名古屋市昭和区恵方町2-36　
TEL:052-680-9099　FAX:052-846-2578　
http://fukakachi.biz

小さな会社の商品開発・販路開拓から展示会の出展支援をさせていただいて
おります。

23 株式会社
イメージ・マジック 求人

簡単に　世界に一つの　プレゼント 〒507-0071
岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-17
TEL:03-6825-7510　FAX:03-3868-3588
https://imagemagic.jp/

私たちは、オリジナル製品のオンデマンドプリントサービスを展開しているソ
リューションカンパニーです。

24 奥村靴工房  物販
1足づつ　愛情込めて　オーダー靴 〒509-0214 岐阜県可児市広見946-1　

TEL:090-7911-3995
https://www.facebook.com/okumurakutukoubouオーダー靴の製造販売 革小物の製造販売  帆布製品の製品販売

79 有限会社 
神戸はしまん

人と人　食卓へつなぐ　箸、笑顔 〒652-0874
兵庫県神戸市兵庫区高松町12-25　
TEL:078-682-0261　FAX:078-682-0351
https://www.hashiman.com/

塗箸・祝箸等の箸・テーブルウェアを中心としたノベルティー商材をご紹介いたします。先様の要望に
合わせたOEM制作を得意としております。多治見の地場産業「陶器」との連携もできると幸いです。

80
株式会社
営業活動
お悩み相談所 

求人
企業の　売上アップ　お手伝い 〒455-0018 愛知県名古屋市港区港明

2-2-6　ザ・マリンクスエア403　
TEL:080-9489-2724
https://www.matsumotorie.com/

製造業の新規顧客開拓専門。営業戦略立案～実行の営業コンサルティングで
御社の営業活動を活性化支援をいたします。

81 樹特定社会保険
労務士法人

求人  
物販

生産性　向上助ける　脳活性 〒507-0053　岐阜県多治見市若松町
3-25-10　良和ビル3F　
TEL:0572-23-6465
http://tatsuki-sr.jp/

最新の脳科学を用いた自分の強みを知る「脳傾向性診断」や、生産性向上に
つながる「人ソノモノ」を活かす新しい企業研修を提供いたします。

82
株式会社日本政策
金融公庫　
多治見支店・岐阜支店

夢を追う　耀くあなた　支えます 〒507-0033
岐阜県多治見市本町2-70-5　東鉄ビル4Ｆ
TEL:0570-049200　FAX:0572-22-3234
https://www.jfc.go.jp

地域の唯一の政策金融機関として、中小企業・小規模事業者・農林漁業者のみなさまや創業を
お考えの方に対する事業資金並びに、お子さまの教育資金の融資などを主に行っております。

83 株式会社
セクテック 求人

防犯で　地域密着　セクテック 〒507-0037
岐阜県多治見市音羽町4-85　
TEL:0572-21-3231　FAX:0572-21-3257当社は、平成9年11月に設立致しました。現在3500社を超えるお客様にセキュリティシステム、防犯カメラシ

ステム、機械警備サービス、AEDレンタルサービス、コール代行サービスをご提供させて頂いております。

84 株式会社
ネットワーク東海

 FreeGroup。誰でも簡単　DX 〒471-0075
愛知県豊田市日之出町1-14-22-605
TEL:0565-35-6826　FAX:0565-35-6827　
https://network-tokai.jp/

オープンソースグループウェア「FreeGroup」の開発・導入支援。名刺管理
「Sansan」の販売。防犯カメラ・ビジネスホンの工事。ITインフラ構築

85 STUDIO Life
株式会社 物販

映像で　たいせつなこと　とどけます 〒486-0816　
愛知県春日井市東野新町1-5-22
STUDIO Lifeビル　
TEL:0568-97-0872　

映像制作会社/プロモーション映像　舞台・コンサート撮影　映像配信
理念『大切な人との、幸せな時間をもっと幸せに』を大切に運営をしております。

86 合同会社Ｍimir 
メタバース　どんどん身近に　なってきた 〒507-0004

岐阜県多治見市小名田町1-3-4　
TEL:0572-74-0673
https://www.mimir.world

VR/3D-CGコンテンツ/3Dモデル/高画質360°画像など。国際色豊かなチーム
で3D/VRに関して専門に制作しています。

87
株式会社
カーネル・ソフト・
エンジニアリング

初期費用￥０！
企業・店舗向けの低価格高品質なホームページ制作サービス

〒453-0042　
愛知県名古屋市中村区大秋町2-51
TEL:052-308-6858　
https://www.kc-hp.com/

88 株式会社
かけはし

ＱＲ　こんなつかいかた　あったのね 〒503-0006　岐阜県大垣市加賀野4-1-7
ソフトピアジャパンセンタービル911　
TEL:0584-83-3750
https://kakehashi-services.com/

QRコードってこんなにいろいろ出来るんですよ？ SNSとはまた違った集客、リ
ピーター獲得の仕組みをご覧いただけます。

89 株式会社
Ｇ－ＴＥＣ 求人

貴社にピッタリの販売管理システムを構築します。
操作指導からアフターメンテナンスまで全てお任せください。
テックの事務コン、テックのＰＯＳレジ、インボイスにも対応！！

〒507-0038
岐阜県多治見市白山町5-10-2　
TEL:090-9180-8245　FAX:0572-23-5145
http://gtec-sys.com/

90 コミタクモビリティ
サービス株式会社 求人

おでかけは　いつも笑顔の　コミタクで 〒507-0074
岐阜県多治見市大原町5-99-3　
TEL:0572-20-1717　FAX:0572-29-4888
http://www.comitaku.com/

企業社員送迎など特定バス、スクールバスや観光・遠征など貸切バス、
デマンドバス・区域限定乗合バス事業

91
岐阜県中小企業
総合人材確保センター
（ジンサポ！ぎふ）

見直そう　自社の魅力は？　ジンサポと 〒500-8384　岐阜県岐阜市薮田南5-14-12
岐阜県シンクタンク庁舎2Ｆ　
TEL:058-278-1146　FAX:058-278-1148
https://www.jinzai-gifu.jp/

ジンサポ！ぎふは、県内企業の人材確保に関するトータルサポートセンターです。個別相談会や各種セミ
ナー、合同企業説明会を開催し、採用力向上・人材獲得の機会創出等を通じて人材確保を支援しています。

92 パーミル
フォトオフィス

最高の　広報写真は　パーミルへ！ 〒507-0828　岐阜県多治見市三笠町4-41-2　
コ・ラボ多治見２Ａ　
TEL:0574-49-9910　　
https://www.demaephoto.jp

広報用写真を出張撮影。社員様、建築物や大型商品等、現地できめ細かな
対応、ドローン空撮も行っています。

93 五十川コンサル
久々に　出展します　きぎょう展 〒492-8212　愛知県稲沢市小沢4-2-22

クレメント稲沢マークス307　
TEL:090-2923-5101　FAX:0587-22-2053企業向け財務コンサル　生命保険・損害保険の総合コンサル

94 株式会社 ATP 求人  
物販

見えてます　ステンの文字と　次のビジョン 〒509-6101
岐阜県瑞浪市土岐町8058-5　
TEL:0572-68-9622　FAX:0572-68-8071
http://www12.plala.or.jp/atp/index.html

・産業部品、工具の販売営業・自社工場で製造する加工品の打ち合わせ販売営業・そして
アクセサリーのデザインから製造、販売を予定しています！

95
株式会社
片岡ケース製作所
/月光工房

物販
くらやみで　きれいにひかる　ぐらすかな 〒507-0054

岐阜県多治見市宝町5-16
TEL:0572-23-3326　FAX:0572-23-3319
http://www.gekko-kobo.com暗闇で幻想的に光る月光グラスの製造販売

96 CEMTech
株式会社

環境を　守るためには　まずコスト 〒507-0831 岐阜県多治見市新町1-23　
多治見市産業文化センター２F　起業支援ルームB室　
TEL:0572-56-2124　FAX:0572-56-2125
http://www.cemtech.co.jp

セラミックスなどのマテリアル加工の専門会社です。マテリアル加工を通じて環境に配慮した設備を提案いたしま
す。・セラミックスの委託加工仲介・汚泥（残渣）の乾燥装置の設計・制作・バイオマスバーナーの設計・制作。

97
Dog Tasukaru
株式会社　
（Dog Tasukaru、Inc.）

物販
思い出を　ドックたすかる　残せます 〒507-0831

岐阜県多治見市新町1-23　
TEL:0572-51-5455　FAX:0572-51-5455
https://dog-tasukaru.co.jp/

愛するペットが、疾病や障害、高齢介護が必要な際、適切な判断で、獣医師、飼い主、私達エンジニア
で安心できる製品を提供致し、大切なご家族との思い出を多くさん残してあげたいと思っています。

98 カッシーニ サウンド ラボ
（Cassini Sound Lab) 物販

お父さんは、オーディオ　子共はNintendoスイッチ　修理する鬼滅隊 〒507-8603　岐阜県多治見市新町1-23
産業文化センター2階　
TEL:090-1284-7942
https://www.cassinisoundlab.com/

オーディオ装置のメンテナンス、装置開発を提供。
また任天堂スイッチのゲーム機のメンテナンス提供します。

99
有限会社新世紀
工房－白川茶製
造元「茶蔵園」

物販
白川茶　百年先へ　繋げたい 〒509-1301

岐阜県加茂郡東白川村越原1061　
TEL:0574-78-3123　FAX:0574-78-3139
http://www.chanosato.gifu.jp/

白川茶製造元「茶蔵園」と道の駅「茶の里東白川」を運営しています。
茶の小売販売、卸売、ＰＢ商品製造など承ります。

100 アンジェミエル 物販
ウエディング事業、レンタルドレス事業、ケータリング事業、フォト事業、ネット商
品販売事業

〒509-5122　
岐阜県土岐市土岐津町土岐口2493-1　
TEL:0572-53-3200　FAX:0572-53-3213
https://ange-miel.jp/

101 中部食産
株式会社 物販

ご家庭で　少しリッチな　お食事を 〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1204-78　
TEL:0573-25-5344　FAX:0573-25-6990
https://www.chubushokusan.com/

食肉加工品を中心とする各種加工食品及び食材の企画・製造・販売・卸売 及
びその事業に付随する事業

102 株式会社
イフ商会 物販

記念日は　ワインを飲んで　素敵な日 〒487-0034
愛知県春日井市白山町5-9-25
TEL:0568-51-9428　FAX:0568-51-8225
https://www.ifu-wine.co.jp/心豊かにする飲み物として選りすぐりの高品質ワインを皆様にお届けします。

AA

株式会社
多々楽達屋

多々楽達屋　ああ、たたらちや　tataratiya

〒509-5401
岐阜県土岐市駄知町896－3
TEL:0572-56-0515
FAX:0572-56-0516
https://www.tataratiya.com

ドライフルーツ・ナッツを扱う専門店です。
百貨店を中心に日本全国15店の常設店を展開しています。

陶磁器とドライフルーツのセット販売がキッカケだった。陶磁器製造からドライフルーツ製造へ思い
切った業態転換し、“砂糖不使用”と“素材”にこだわった商品が全国の百貨店を中心に大ヒット！！新しい
ことには躊躇せず突き進む姿勢で、“人を笑顔にさせることができる”商品を続々と打ち出し続ける。

DD

株式会社
三千盛

からくちの　酒がほしいな　三千盛

〒507-0901
岐阜県多治見市笠原町2919　
TEL:0572-43-3181
FAX:0572-43-3183
https://www.michisakari.com/

多治見市で200年程前から日本酒を製造している。
2021年「東美濃ノ華　鉄盛」という新ブランドを発表した。

すっきりした超辛口が人気の多治見の造り酒屋「三千盛」の７代目蔵元が立ち上げた新ブランド「鉄
盛」。原料や酵母にこだわり「華やか」×「重厚」×「辛口」×「フルボディ」をテーマにした「鉄盛」が
クラウドファンディングで大ヒット！！コロナ禍でも自己研鑽に徹し、更なる味のブラッシュアップに
も取り組む。

FF
株式会社
トーカイ薬局

多治民と　お店をつなぐ　Tajimingo
（たじみんと　おみせをつなぐ　たじみんご）

〒487-0011
愛知県春日井市中央台7-9-2　
TEL:0568-91-8191
FAX:0568-91-8172
http://www.tokai-pharmacy.com/

「多治見市限定のECモールと配送システム」
スーパーや薬局・飲食店など市内の様々なお店が参加します。

新型コロナウイルスの打撃を受けた保険調剤薬局が直面した「医薬品のデリバリー」という課題を地域限
定のＥＣサイトを構築して実現した。コロナ禍での新事業を可能にしたのは、運送会社やスーパー・飲食店
という異業種との事業連携だった。事業再構築補助金の後押しを受けて本格始動後は、このプラットフォー
ムの更なる拡大に取り組む。

BB

株式会社井澤
コーポレーション

美濃焼を　世界に伝える　会社です

〒507-0071
岐阜県多治見市旭ヶ丘１０-6　
TEL:0572-27-5635
FAX:0572-27-5104
http://www.izw.co.jp/

『世界一の食文化を創る』をビジョンに美味しいとは何かの研究と持続可能な
窯業の実現を目指し美濃焼の産地商社として事業を行なっております。

新製品開発補助金「セラミックバレー補助金」を活用し、機能性・デザイン性を高めたeco超軽量食器が
大ヒット！！それを実現できたのは東海湖の恩恵を受けた美濃焼の産地の土を再認識することだった。
今後も「セラミックバレー」をキーワードに窯業界全体を盛り上げるアイデアを出し続ける。

EE

株式会社
丸朝製陶所

現代の 暮らしに寄り添う いいうつわ

〒507-0811
岐阜県多治見市星ケ台3-8　
TEL:0572-22-8287
FAX:0572-24-1447
https://www.maruasa.jp

「あなたの暮らしに、365日寄り添ううつわ」をコンセプトに、
デイリーユースなうつわを企画・販売しております。

丸朝製陶所とライフスタイルメディア『cocorone』がタッグを組んだ"あなたの暮らしに、365日寄り添う
うつわ"がコンセプトの『きほんのうつわ』が大ヒット！！産地の文脈から着想を得た商品を、過程も含めて
伝えたことがその魅力をより一層際立たせる。こだわりの商品をとことん突き詰めて作り出す側、その魅力
を最大限発信する側がそれぞれの力を発揮して、今後も新たな挑戦を続ける。

CC

株式会社
丸モ高木陶器

美濃焼を　世界に広める　このしかけ

〒507-0814
岐阜県多治見市市之倉町1-12-1
TEL:0572-22-3810
FAX:0572-24-1336
https://www.marumo1887.com

丸モ高木陶器は市之倉で1887年に創業。宮内庁ご用達店を介し
即位の礼の器を収めるなど、輝かしい実績を残してきました。

古くからあった温感・冷感釉薬を現在のニーズにあわせてデザインし直し、桜の盃がステイホームでのお
花見グッズとして大ヒット！！桜、花火、紅葉、雪の四季に合わせたシリーズや富士山などを続々発売。ア
イデアのヒントは海外営業で培った海外から見た日本の魅力。今後も温感・冷感技術とアイデアで直感
を刺激する製品を作り続ける。

主催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催
第19回「き」業展実行委員会　多治見市　　　多治見商工会議所 東濃信用金庫

後援
愛知銀行 大垣共立銀行 岐阜信用金庫 十六銀行 関信用金庫 瀬戸信用金庫 東海労働金庫 東春信用金庫 陶都信用農業
協同組合 豊田信用金庫 名古屋銀行 日本政策金融公庫 三菱ＵＦＪ銀行 恵那商工会議所 大府商工会議所 岡崎商工会議
所 各務原商工会議所 春日井商工会議所 可児商工会議所 江南商工会議所 小牧商工会議所 鈴鹿商工会議所 関商工会
議所 瀬戸商工会議所 土岐商工会議所 豊田商工会議所 中津川商工会議所 羽島商工会議所 瑞浪商工会議所 美濃加茂
商工会議所 美濃商工会議所 旭商工会 足助商工会 稲武商工会 恵那市恵南商工会 小原商工会 尾張旭市商工会 笠原町
商工会 川辺町商工会 北名古屋市商工会 郡上市商工会 下山商工会 白川町商工会 富加町商工会 中津川北商工会 東白川
村商工会 藤岡商工会 御嵩町商工会 みよし商工会 八百津町商工会 岐阜工業高等専門学校 岐阜大学 中部大学 名古屋工
業大学 公益財団法人あいち産業振興機構 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 公益財団法人ソフトピアジャパン
独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部 岐阜県 各務原市 春日井市 四日市市 岐阜県中小企業家同友会 岐阜県中
小企業団体中央会 中日本高速道路株式会社 信金中央金庫 岐阜県信用保証協会

お問い合わせ
多治見市役所経済部産業観光課　☎︎0572-22-1252　FAX　0572-25-3400

このパンフレットは1部当たり37,37円(税込)で、10,000部作成しています。　障害者優先調達法に基づき、障害者支援施設にて制作されました。

物販

物販求人

物販求人

求人

ブース番ブース番号号
5511・・6622

表記変更
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就労継続支援A型
Hitsujigumo.
Sun

物販
昼の空　じっと眺める　羊雲 〒507-0033

岐阜県多治見市本町3-3-5　
TEL:0572-25-3485　FAX:0572-44-9200廃棄されるエアバッグを使って様々な商品を作っています。

26 株式会社
キラックス

嫌なことも　水で流せる ゼロクリア 〒455-8577 
愛知県名古屋市港区土古町4-1　
TEL:052-381-0242　FAX:052-383-2324　
https://www.kiracs.co.jp/ 完全無機塗料「ゼロクリア」の製造販売・加工

27 中津紙工
株式会社

熱中症　対策するなら　アルミの力 〒508-0012
岐阜県中津川市津島町3-24　
TEL:0573-65-6630　FAX:0573-65-5876　
http://www.nakatsu-shiko.co.jp/

各種紙、フィルムの裁断・加工・製袋，ポケットアルバムの製造・介護用品
紙おしぼり・物流資材・熱中症対策資材の販売

28 26hold クライミングホールドの製作、販売
〒501-3601　
岐阜県関市上之保1945-2　
TEL:090-2350-4745　

29 グラニット 物販
人生は　越えて楽しい　壁がある 〒507-0071 

岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-57 山浜商店2F 　
TEL:0572-44-8176
https://www.t-granite.com

老若男女を問わず多くの方にボルダリングを楽しんでいただけます。
個別レッスンや貸切利用もできます。

30 ホワイトマップ 物販
こどもたち　良い体験を　安心して 〒458-0013　愛知県名古屋市緑区ほら貝, 

1-116　ほら貝ハウス303号室　
TEL:052-878-8303　
https://slow-toy.com/愛知・岐阜の素材・製品を使った子ども向け商品の企画販売

31 POLA　
エスティン なゆた

求人  
物販

受けてみて　笑顔と化粧を　今すぐに 〒505-0071 
岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字東野1387-66　
TEL:0574-28-0333　FAX:0574-28-0333エステ、化粧品の販売。肌プランニングで肌と心をリフレッシュさせます。

32 おりべネットワーク
株式会社

ケーブルテレビ事業、インターネット事業、固定電話事業、携帯電話事業、
動画制作、CM制作・放送

〒507-0037
岐阜県多治見市音羽町４-71-1　
TEL:0572-24-7733　FAX:0572-24-7735
https://oribe-net.co.jp/

33
APCエアロ
スペシャルティ
株式会社

しめすへん　しんにょうに換え　アフターコロナ 〒509-0145
岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-26
TEL:058-370-5711　FAX:058-370-5745
http://www.apc-aero.co.jp/

航空、宇宙機器輸送コンテナ及び地上支援器材の設計製作、航空機エンジン
の部品加工、機械装置の設計製造及び販売

34 明和工業
株式会社 求人

40年　感謝の心で　発展を 〒507-0901
岐阜県多治見市笠原町993　
TEL:0572-43-5181　FAX:0572-44-2588
http://www.kojima-tns.co.jp/meiwa/index.html

トヨタ自動車様の一次メーカーである小島プレス工業のグループ会社で、自動車内装部品
であるカップホルダー、小物入れ、加飾部品等の開発・設計・製造を行っています。

35 昭和建設
株式会社

ドローンから　撮ったパネル　キラッキラ 〒501-6232
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1374　
TEL:058-392-7778　FAX:058-392-7470
https://hashima-showakensetsu.co.jp/

舗装・土木・建築・環境（太陽光）の施工業務を通じて皆様の暮らしを支え、
安全で快適な毎日を過ごしていただけるよう、努めてまいります。

36 西濃建設
株式会社

子や孫に　残してあげたい　より良い環境 〒501-0697
岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野128
TEL:0585-22-1001　FAX:0585-22-2595
https://www.seinokensetsu.jp/

社会全体で、CO2削減に取り組むように太陽光発電を中心に蓄電池、V2Hの
販売促進を行っています。

37 SAKAOKA PAINT
 from  W8W 物販

職人に　創り出される　イロカタチ 〒507-0814
岐阜県多治見市市之倉町11-192-180　
TEL:0572-74-5535　FAX:0572-74-5535
https://sakaoka-paint.com建築塗装、特殊左官、特殊塗装

38 永冶建築研究所 
風景に　馴染む姿の　建築を 〒507-0831 岐阜県多治見市新町1-23 多治

見市産業文化センター2階　
TEL:090-4864-7343
https://www.yn-a.com建築設計監理、デザイン(家具、プロダクト)、リノベーション等

39 有建築設計舎
こどもたち　心豊かに　木の家で 〒507-0828

岐阜県多治見市三笠町4-41-2　
TEL:0572-23-2240　FAX:0572-23-2241
http://www.yu-arch.com/

木造専門で住宅を主に設計しています。Revitという3D CADで図面を描いているので、簡易VR
や3Dパースなどで"伝わる"設計を強みに、お客様に"寄り添う"設計デザインをご提案します。

40 株式会社
大島電氣工事 求人

困ったな　そのひとことで　かけつける 〒507-0055 岐阜県多治見市喜多町1-99　
TEL:0572-24-1087　FAX:0572-24-4616
https://www.ohshimadenki.co.jp/電気設備の省エネ提案、土地建物から様々な工事まで取り扱っています。

41 合同会社
セイルミツギ 物販

テレワーク　おれのパスワード　誰が知る 〒421-0404
静岡県牧之原市静谷1445　
TEL:0584-822-7803　FAX:050-3488-4896
http://sil.sub.jp/

ゼネコン.建設機械リース株式会社を主に油処理剤・コンクリート洗浄剤他　洗浄剤
を販売しております。 昨年より、折りたためる仮設ハウス販売を始めました。

42
矢留工業株式会社
アロマエアー
事業部

求人  
物販

売上を　アップさせる　アロマあり 〒486-0801　
愛知県春日井市上田楽町291　
TEL:0568-31-8152　FAX:0568-32-5986
https://www.aroma-air.net

売上を増やしたい、顧客満足度UP、来店率UP、人材確保したい・・・そんなお悩みをサポートします！業
務用アロマで集客UP!デモ機を無償で1ヶ月お貸しいたします。是非天然アロマの香りをご体感ください！

43
株式会社丸統建
(フィアスホーム
可茂店)

求人
個だわりの　住まいづくりを　ご提案 〒509-0206

岐阜県可児市土田5268　
TEL:0574-24-3370　FAX:0574-24-1256
http://www.fiacehome-kamo.com/

ＬＩＸＩＬグループFC加盟店（フィアスホーム）戸建て新築住宅の販売・増改築・不動産
売買・仲介

44 株式会社サニー
建築設計 求人

毎日が　Sunnyに光る　街の顔 〒500-8258
岐阜県岐阜市西川手7-61
TEL:058-277-3339　FAX:058-277-3338
http://www.sunny-ao.co.jp/

「構造」、「機能」、「意匠」の建築の三要素を兼ね備え、お客様のご要望にプラスαしたもの
を実現していく建築事務所でありたいと考え、愛情と情熱をこめて設計しています。

45 東春電気工業
株式会社 求人

超酷使　電気設備に　潤いを 〒487-0004
愛知県春日井市玉野町557-3　
TEL:0568-51-3311　FAX:0568-51-3990特別高圧のメンテナンスと工事をしています。変電所のメンテナンスと取替工事。一般企業

の特別高圧設備のメンテナンス。再生可能エネルギーの電気設備メンテナンス

46 平井精密工業
株式会社

短納期　高品質　高付加価値 〒503-0944 
岐阜県大垣市横曽根5-145　
TEL: 0584-89-2394　FAX:0584-87-0114
http://www.hirai.co.jpフォトエッチング加工品、機械加工品、メッキ加工品、セラミック基板

47 合同会社
もふもふ 物販

クチコミで　地域活性　三方よし 〒509-5401
岐阜県土岐市駄知町2179-8　
TEL:050-5240-5586　
https://mofu-mofu.info/

月間100万PV以上見られている情報ポータルサイト『ホービィ（ライフスタイ
ル）』と『てっぱん（グルメ）』の正規代理店です。

48 株式会社
トーノーセキュリティ

求人  
物販

守りたい　あなたの笑顔と　日常を 〒507-0027
岐阜県多治見市上野町5-38-1　
TEL:0572-24-3535　FAX:0572-25-8890
http://www.tsc-security.co.jp

本業のセキュリティはもちろん、他にも建物設備管理、IT技術の提供など皆さ
まが思ってみえるより色々なことができる会社です。

54 有限会社
インテックス・ケイ 求人

何事も　利他の心を　忘れない 〒509-0238
岐阜県可児市大森1746-2
TEL:0574-64-3011　FAX:0574-64-3012
https://rexcentcorp.wixsite.com/intex-k

複数の装置や機械を連動させて高品質なもの作りをする上で欠かせない、ワイヤーハーネスの加工業をしております。
時代や環境の変化に合わせ、多品種少量生産に対応できるよう、IT化をはじめ様々な課題に挑戦し続ける会社です。

55 八ヶ岳創響 物販
革新的なデザインで　奏でる音は超リアル　心を癒し空間を潤す 〒399-0101

長野県諏訪郡富士見町境7132-6
TEL:090-3504-7366
https://2ars2.audio八ヶ岳産の唐松を加工したハンドメイドスピーカーの製造販売。

56 多治見市役所
福祉課 物販

委託して　繋がる福祉　広げよう 〒507-8787
岐阜県多治見市音羽町1-233　
TEL:0572-23-5812　FAX:0572-24-1621
https://www.city.tajimi.lg.jp/

障がいのある方たちが就労する施設の紹介や、委託の相談、施設で作られる
製品の紹介、販売を行います。

57 社会福祉法人
陶技学園 物販

東濃へ　地域福祉は　陶技発 〒507-0061
岐阜県多治見市姫町2-2
TEL:0572-29-2039　FAX:0572-29-1388
https://tougigakuen.jp/

（福）陶技学園を基盤に地域の障がいのある方への就労と生活面の一体的な
相談・支援を行なっています。

58 株式会社
ダイトー

ウィズコロナ　「電解水」が　活躍中！ 〒481-0043
愛知県北名古屋市沖村佐渡113
TEL:0568-23-7511　FAX:0568-23-7120　
https://kakejiku-senka.com/lp/

環境衛生ビジネスに取り組んでおります。「除菌・消臭・洗浄」に有用な「電解水」を活用した衛生
管理対策や新型コロナウイルスをはじめとする様々な感染症対策などのご提案をさせて戴きます。

59
一般社団法人
地域Ｅスポーツ
教育推進協会 Elespo

物販
若者で　盛り上げて行く　ｅスポーツ 〒507-0831　岐阜県多治見市新町1-23

多治見市産業文化センター２階D室　
TEL:080-4665-0445　
https://twitter.com/elespokyoukai

ｅスポーツの普及・指導及びイベント企画運営。地域経済の活性化と、県外流出の顕著な若い
世代への相互に繋がる場の提供や、学校との提携による教育現場での活用を目指しています。

60 多治見
スマートクリニック

新しい スマート医療を みなさまに 〒507-0015 
岐阜県多治見市住吉町7-27-27　
TEL:080-4957-7622スマート医療を通じて「つながり」を生み出していくクリニック。また社会で活躍する方々が、より元気に社会

を生み出すための「活力」を整形外科手術、消化器内視鏡検査、手術を通じて提供させていただきます。

61 株式会社
エネファント 求人  

地域エネルギーベンチャー。地域内での再生可能エネルギーの有効な活用方法の確立に取り組んでいます。・地域で電
気を「創る」再生可能エネルギー事業・創った電気を「配る」小売電力事業　(たじみ電力)・電気自動車を蓄電池として捉
え電気を「蓄える」レンタカー事業　(働こCAR)。この3つの事業をコアとして、ITシステムを活用し各事業を繋ぎ最適に
運用していく事で、エネルギーの地域内循環・地産地消を通じた「日本一電気代の安い街」の実現を目指しています。

〒507-0812
岐阜県多治見市下沢町3-35-1　
TEL:0572-26-9336
https://enephant.co.jp/

63 ヤマコー
株式会社

木のうつわ 団欒（だんらん）さそう 臺處（だいどころ） 〒509-9298
岐阜県中津川市坂下275-1　
TEL:0573-75-3470　FAX:0573-75-4650
https://yamaco.jp

木製品を中心に天然素材を生かしたものづくりをしております。ホテル・レストラン様向け
の業務用製品を中心に店舗内装・雑貨等を取り扱っております。

64 Miz-design
デザインで　想いが伝わる　ひとびとに 〒507-0027 

岐阜県多治見市上野町1-10　
TEL:090-9919-2244
http://miz-design2018.com

「想いが伝わるデザインを」を企業理念に企業様の魅力が効果的に伝わるサポートをしています。製作可能な
ものとしては・チラシ ・パンフレット ・名刺 ・冊子 等印刷物全般。その他ロゴ制作やHP制作も承ります。

65
NPO法人
Mama’s Cafe
（Balloon Aid事業）

求人  
物販

バルーンで　社会貢献　SDGｓ 〒507-0041 
岐阜県多治見市太平町2-39-1　
TEL:0572-26-9992　FAX:0572‐26‐9992
https://www.mamascafe-plus.com

【Balloon Aid】プロジェクトは、子育て支援のNPO法人Mama’s Cafeが手掛ける寄付つき商品販売。 売上の５％が
子どもの貧困支援団体に寄付されます。・イベントにおけるバルーンー装飾 ・バルーンノベルティの企画提案、販売

66 NPO法人G-net 求人  
地域こそ　今が狙い目　兼業市場 〒500-8844

岐阜県岐阜市吉野町6ｰ2 ブラザービル2F　
TEL:058ｰ263ｰ2162　FAX:058ｰ263ｰ2164
https://gifist.net/

中小企業に特化した副業兼業人材のマッチング支援・採用支援・インターンシップ導入支援を
実施。DX対応や商品開発、新規事業推進など、専門家が伴走しながら丁寧にサポートします。

67 ジーアップ
クリエイトラボ

仕事する　喜び感じる　人育て 〒507-0831　岐阜県多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター２階
TEL:090-6363-0358
https://gup-lab.com

健康で働くためのスキルを身につけ、主体的に仕事に取り組める社員研修を作
り提供しています。

68 スマートツール
株式会社

通信費　経費削減　お手伝い 〒500-8234
岐阜県岐阜市芋島3-6-20　
TEL:058-337-7778　FAX:058-259-2551
http://smarttool.jp

ソフトバンク法人営業部です。会社のスマホ化・通信費削減・業務効率化など。
ＬＩＮＥ Ｗｏｒｋｓ King  ｏｆ time

69 株式会社
日東製陶所 物販

いろどりを タイルでプラス パーフェクト 〒507-0072
岐阜県多治見市明和町1-125　
TEL:0572-27-2155　FAX:0572-27-9089
http://www.nittoseitosho.co.jp/

タイルで美しい空間を！ セラミックタイルの製造販売。タイルで空間に彩を＋し
てみませんか。ご相談お待ちしております。

70
七窯社
（有限会社
鈴研.陶業）

求人  
物販

新しく　楽しいタイルの　使い方 〒507-0018
岐阜県多治見市高田町8-106
TEL:090-3582-3705　FAX:0572-22-1728
https://nanayosha.com

七窯社は、美濃焼タイルの新しい楽しみ方を発信するブランドです。
タイルをジュエリーとして価値を高める取り組みを見て頂きます。

71 丸健製陶
株式会社

届けたい　吸うセラミック　新時代 〒507-0813
岐阜県多治見市滝呂町15-131
TEL:0572-22-5518　FAX:0572-22-5545　
https://www.marukenseitou.com/

スウセラ®︎（多孔質陶器）製の自社開発商品やOEM商品を製造、販売しております。
スウセラ®︎は1200度で焼成しても高い吸水性、蒸発性に優れ強度もある優れ物です。

72 株式会社
カクジン

求人  
物販

ご希望の　どんな色でも　造ります 〒509-5402 
岐阜県土岐市駄知町315-1　
TEL:0572-59-2625　FAX:0572-59-4684
https://www.kakuzin.co.jp/タイルの表面に塗って美しい色合いを出す「釉薬メーカー」です。

73 株式会社
昭和企画

真冬でも　河童を探す　美濃路かな 〒492-8439　愛知県稲沢市七ツ寺町
地蔵前70-4　昭和ビル2階　
TEL:0587-36-3271　FAX:0587-36-0361
http://www.showakikaku.co.jp講習会サービス 積算ＣＡＤソフト

74 多治見商工会議所
ビジネスの　ワクチン接種は　会議所へ 〒507-8608

岐阜県多治見市新町1-23
TEL:0572-25-5000　FAX:0572-22-6100
https://tajimi.or.jp

多治見市内の中小企業・小規模事業者の経営全般の「かかりつけ医」です。ビジネスのワ
クチン接種は無制限ですので、経営の免疫力を高めたい方はお気軽にご相談下さい。

75 株式会社FEA
名古屋中央支社 求人  

ひだまりＰ　凍えし手足　胸熱く 〒460-0002　愛知県名古屋市中区
丸の内2-13-18 mic丸の内ビル5階
TEL:052-688-3652　FAX:052-688-3563生命保険、損害保険、ほぼ全ての保険会社を扱う総合代理店。

法人、個人全ての方に最適な保険のご案内をする会社です。

76 中部電力パワーグリット
株式会社 多治見営業所

街のため　安全・安心　届けます 〒507-8527 
岐阜県多治見市上野町5-1
TEL:0572-23-5508　FAX:0572-25-8217
https://powergrid.chuden.co.jp/service_solution/

電力の安定供給に加え、保有リソースの活用や様々なパートナーとの協働により、地域の安全・安心をお届けす
るサービス等、地域のニーズに寄り添ったサービスを展開することで、地域の未来像実現に貢献します。

77 行政書士法人ＫＩＳ
名古屋事務所

今だから　求める人材　明確に！ 〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内
2-2-7丸の内弁護士ビル201・202号
TEL:052-898-0939
https://kis-nagoya.com/

コンプライアンスを重視した外国人材の採用・雇用・生活の支援を行っています。経営者層には
外国人材は外国人であることが「専門性」であるとして経営管理に取組んでいただいています。

78
石川特殊特急製本
株式会社 本社 
商品開発部

物販
コロナ禍に　救いを求めて　御朱印巡り 〒540-0014　大阪府大阪市中央区

龍造寺町7-38　
TEL:06-6762-5851　FAX:06-6764-4181
https://www.issmain.co.jp/c9-company//

製本加工を主に図面のファイリング、印刷全般（企画から印刷、製本まで）。近年、自社製品(御朱印帳、
プレミアムコースター等)をＥＣサイトやＯＥＭ対応にて販売、自社ブランドの開発に力を入れている。

52 有限会社
誉工業所

ものづくり　丸投げサービス　日本一 〒386-0033
長野県上田市御所133-1　
TEL:0268-22-7826　FAX:0268-23-8760　
https://www.homale.co.jp

金型の設計製作からアルミ鋳物の鋳造・納品　シェル中子成形までの一気通
貫を実現

53 株式会社
理工電気 求人

経済を　活性化させる　自動ロボット 〒141-0022　東京都品川区東五反田
5-22-37　オフィスサークルＮ五反田ビル　
TEL:03-6869-2581　FAX:03-6869-2582
https://rikohdenki.jp部品製造から全自動機ロボット制御自動化で経済振興させます

49 東濃信用金庫
コロナ禍で　WEBでつながる　ビッグアドバンス 〒507-8702

岐阜県多治見市本町2-5-1
TEL:0572-22-1151
https://www.shinkin.co.jp/tono/

東濃信用金庫の「Tono Big Advance」は経営に関する情報をワンストップで
提供するクラウドサービスです。

50 東海西濃運輸
株式会社 求人

「ありがとう」 感謝の言葉が　ガソリンです。 〒509-5202 
岐阜県土岐市下石町西山304-912　
TEL:0572-57-3535　FAX:0572-57-2200
http://www.tokai-seino.co.jp

商業物流Ｎｏ１を誇る、セイノー輸送グループで岐阜県・愛知県・長野県のエリアでトラック輸送を担当しています。全国のお
客様にお届けをする絶対的な輸送ネットワークを活かして、輸送を通じて多くのお客様、そして社会に貢献している会社です。


