かすがいビジネスフォーラム 2019 出展者一覧

矢留工業㈱
アロマエアー事業部

㈱内職市場

労働力を求める企業と働きたくても働
く環境がない人々をつなぐ内職市場

㈱ユニバースパッケージ

創造力ある商品を創ります

モノ創りプロデュース

中津川包装工業㈱

強化段ボール「ナビエース」で物流を
トータルで革新します！

ら

リノべ不動産／
㈱協和コーポレーション

中古マンション購入＋リノベーション
工事をワンストップでお手伝いしま
す。

サラヤ㈱ 中部支店

世界の衛生・環境・健康の向上に貢献
します

中日本ハイウェイ
・エンジニアリング名古屋㈱

私たちは、高速道路の保全点検業務を
行う「道のドクター」です。

わ

㈱ワイズトップ

集客へ導くプロフェッショナル！タペ
ストリー、のぼり等を製作しています。

あいおいニッセイ同和損害保険 当社は損害保険事業を営んでおりま
す。
㈱ 愛知北支店

㈲シーズン

さあ、オープンしよう

愛知㈱

集いと学び空間をデザインする

㈱ JTECT

スマホの写真を思い出の品に！！

NPO 法人あいちかすがいっこ

家族がもっと幸せになる企業と一緒に
春日井市を元気にします

㈱清水屋

清水屋オリジナル イージーオーダー
スーツ＆パターンオーダーシャツ

㈱アイルス

手加工、内職ならアイルス

㈲ジュボウ事務機

低単価を実現する高速カラー印刷機の
実演。名刺のデータ化及び共有システ
ム

アクサ生命保険㈱
春日井営業所

お客様の意向に合わせご提案させてい
ただきます。

アドバンス電気工業㈱

Challenge for the Future

は展示（ミニブース）のみ

■企
あ

さ

業

超親水性無機塗料「ゼロ・クリア」
、
天井クレーン安全システム「zen」

㈱サカモト工芸

（福）春生会 あさひが丘 /
しょうなあさひが丘

㈱一榮食品

「和顔愛味」和やかで親しみやすく、
あたたかい心でおもてなし

㈱市原商店

オフィスや工場の “ 困った ” を解決し
ます

STUDIO Life

伊原電子工業㈱

ハード・ソフト設計から、製品の完成
まで 電子機器の開発はお任せ下さ
い！

大切な人との幸せな時間を、もっと幸
せに。心を大切にする映像制作会社で
す。

㈱セルビア珈琲商会

飲食店経営・開業希望・コーヒー好き
な方、なんでもご相談下さい

㈱イフ商会

造る人の心を伝える厳選品ワイン輸入
元

超！

全国トース技術研究組合
（ATTAC 工法）

ATTAC 工法による雨水抑制と温暖化
抑制

㈲エイワ通信

うたと音楽の「力」で地域社会の活性
化‼

超！

（公社）全日本不動産協会
愛知県本部尾張支部

街と人の未来をつなぐ 公益社団法人
全日本不動産協会愛知県本部尾張支部

㈱昭和電機製作所

超！

な

超！

中日本ハイウェイ
・メンテナンス名古屋㈱

超！

（協）長屋グループ

超！

笑顔あふれる憩いの空間
新製品の開発・製造を当社がお手伝い
します！

昭和精機㈱

㈱エフ・タカハシ 東海ブライ ㈱平安閣グループ 結婚相談事業部、
愛知県認定、安心登録、早期成婚可能。
ダルサポート OGGI

か

㈱五合

超！

産業用電気制御機器は当社にお任せく
ださい！

2018 ビジネスフォーラム大賞受賞企業

ものづくりのプログレス。〜踏み出し
た一歩をカタチに〜

御 社 の イ メ ー ジ を 香 り に し ま す！
「コーポレートイメージアロマ」

東洋電機㈱

2017

広陽商工㈱

超！

特別高圧のプロフェッショナル集団。
選ばれる理由はこれでした！

：当日の物品販売

地域情報誌ハッピーメディアで地域を
元気に！

飲食業界を応援し やくにたつ 企業で
あり続けます！

東春電気工業㈱

超！：超！ビジネスマッチング商談会への参加

月刊はるる & 月刊ぶるぅむ

超！

超！

超！

㈱空空

補助金・助成金活用！御社の魅力を世
界に広げ、強い会社作りに貢献します

超！

ダイコク電機㈱（PE 推進室）

ロボティクス時代を見据え、人とロ
ボットの多様な関わり合い方をご提
案！

超！

■行政・支援機関

「安全・安心・快適」な高速道路の維
持管理をしています。
小ロットから大ロット印刷が得意で、超！
紙製ノベルティの提案が生きがいで
す。

西日本電信電話㈱名古屋支店

NTT 西日本は ICT で社会課題の解決
に貢献します！

あいち産業科学技術総合センター

私たちは、企業の皆様と地域を支える
技術パートナーです !

㈱ニュークリエイト

エアコンだって洗ってほしい！

超！

超！

初期投資０円で始められる W 削減

㈱フジドリームエアラインズ

県営名古屋空港から国内 8 都市へひ
とっ飛び

㈱プラスワン

置くだけで簡単に、バルコニーを素敵
な空間に演出できます。

㈱ホテルプラザ勝川

婚礼・宴会・宿泊・レストランの総合
施設

丸水設備㈱

ZEB プランナーとしての省エネルギー
事業への取り組み

さ

（公財）産業雇用安定センター

企業間の人材マッチング支援を行って
います！！

た

（独）中小企業基盤整備機構
中部本部

すべての中小企業のために、できるこ
とすべてを。

超！

超！

大和エネルフ㈱

市民・行政・企業が参加できるリサイ
クル循環のご提案

マロニエスパリゾート㈱萬代

天然温泉付き 会員制スパリゾート
3 ホテル相互利用できる共有システム

㈱奥村鉄工所

楽しい家庭菜園しませんか！

㈲田口商店

オトナの「隠れ家和室空間」創ります！

三上税理士法人

地域密着型！気軽に立ち寄れる、アッ
トホームな総合税理士法人

㈲カジウラビジネス

文書の効率的な保管・活用を実現する
情報管理システムで、働き方改革を支
援

知多鋼業㈱

QCD いずれにおいても競争力№ 1

㈱水友

本来あるべき水の姿を追求する・・・

春日井印刷㈱

デザイン・印刷から情報発信へ

中部ケーブルネットワーク㈱
春日井局

いつでもどこでもケーブルテレビ！防
災・防犯情報をいち早くお届けしま
す！

㈲ミナミクリーニング店

作業着のクリーニングで、快適環境
を！配達いたします！

超！

㈱中部レキセイ

50 周年！ 中部レキセイは、人と環
境に優しい会社を目指しています。

超！

㈱美濃商会

メニュー帳やカタログ、証書入れなど
ファイルを作っています

超！

御菓子処 美濃屋

お菓子を通して豊かな生活と笑顔を届
けます

名空ハウス工業㈱

①折りたたみ式アルミ製やぐらステー
ジ
②人や物の階段昇降作業の新提
案

注文家具 森英

あなただけのこだわりの逸品を手作り
します。

世界初
る。

木質流動成形技術で挑戦す

超！

春日井市商店街連合会

商店街＝公共・文化・コミュニティの
核

JTB 総合提携店
㈱ツーリストアイチ

旅は人生のスパイス！夢と感動を見付
けよう！企業は社員旅行をしましょ
う！

超！

国産・無農薬きくらげで春日井を元気
に！！

㈱ TDS

お客様の期待を超える仕事に挑戦し、超！
選んでいただける存在へ

次世代型有機物減容装置 ERCM

デュプロ販売㈱

帳票の印刷・加工・読み取りを自動化
し業務カイゼン

春日井ファーム
（ホンダロジコム㈱）
㈲カツミ工業
㈲カワイ建築

『時を紡ぐ、美しい木の家』をつくり
ます。

木野瀬印刷㈱

高卒採用を就職応援本「Start ！」で
お手伝いします！

東栄㈱

印刷技術で、人と人、心と心を繋ぐ力
に。

春日井市 市民生活部
男女共同参画課

ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けた取り組みを支援しています！

春日井市消防本部・消防団

守る。私の町。消防団員募集！

春日井商業高等学校
（HAL-SHOP）

な

中部大学との産学連携
ニュー

名古屋市工業研究所

ものづくり企業の技術課題を解決しま
す。

名古屋造形大学

多彩なメ

超！

ま

名古屋大学

名古屋大学 COI 人がつながる “ 移動 ”
イノベーション拠点

日本政策金融公庫
名古屋中支店

小規模事業者・創業支援を応援！！お
子様のいるご家庭を応援！！

名城大学

企業に学び、社会で活かす

春日井商工会議所

商工会議所は、事業者の皆様を応援し
ています。

SDGs とは ”Sustainable Development Goals” の略称で、2030 年までに持続可能な社会を実現するための目標です。
2015 年 9 月にニューヨーク国連本部で開催された国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
で、SDGs が掲げられました。
「誰ひとり取り残さない」という理念の下、持続可能な社会を実現するためには、国家・行
政機関だけではなく、社会・環境・経済に大きな影響を及ぼしている、民間企業の取り組みが非常に重要となります。今
回出展企業には、右の１７項目より今後積極的に取組んでいく予定のものを３つあげてもらいブース配置や当日会場内にて
ＰＲしています。

超！

『木とこども』をテーマとしたインテ
リア家具

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外ビジネスを成功させたい皆様、ま
ずはジェトロに相談してみませんか？
名古屋貿易情報センター

S DGsを活用したブース配置・PR を行います

超！

笑顔！元気！若さ全開！！
（16 日（土）のみ出展）

中部大学

エスディージーズ

㈱テラ・ラボ
Think of TERRA from Universe.
（一財）日本ドローン振興協会

自らを琢く

高齢・障害・求職者雇用支援機 ポリテクセンター中部は、産業の基盤
構愛知支部
中部職業能力開発促進センター を支える人材の育成を支援します！

暮らし目線で、木のある暮らしを。新
築、リフォームの大柳製材所です。

チヨダ工業㈱

心を育て

㈱ヒロセ

か

超！

春日井市 産業部 経済振興課・
がんばる企業を応援しています！
企業活動支援課

㈱大柳製材所

周辺環境と調和した快適でうるおいの
ある ものづくりの拠点 神屋工業団地

春日井工業高等学校

そろそろ、植木やお庭をなんとかした
いと思ってる方！

伝えたい想いをビジュアルに表現しま
す。

春日井市工業団地協同組合
春日井神屋工業団地連絡会

青森県のものづくり企業のご紹介、企
業進出のご案内をします。

㈲東野造園

マルワ工業㈱

環境事業部

青森県名古屋産業立地センター

印 象 ア ッ プ は Happy coordinate に
お任せください‼

安心・快適・省エネで貴社をサポート
させていただきます！

超！

中小企業、小規模企業の経営相談なら
「愛知県よろず支援拠点」へ

Happy coordinate
( ハッピーコーディネート）

大進電気工業㈱

春日井環境アレルギー対策センター 日本唯一！空気質の測定総合商社

（公財）あいち産業振興機構

「もっと安全に、もっとスムーズに」

省エネ照明に切り替えるなら今です。 超！
毎日使う照明は省エネの一番の近道。

超！

働く人の健康づくりを応援します！
事業資金をお求めの中小企業・小規模
事業者のみなさまへ

㈱エムエムシー

超！

愛知県春日井保健所
・春日井市健康増進課
愛知県信用保証協会

その樹脂加工大丈夫！！早くて正確、 超！
変幻自在な巧の技

ま

あ

名古屋自動車学校春日井校は、準中型
免許の取得が出来ます。

㈲エフ・アール・ケイ

た

㈱やくだちや

名古屋自動車学校春日井校

NEXCO 中日本

は

「世界が求める高機能タイヤ試験機」

や

超！

