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第13回 かわしんビジネス交流会出展者一覧表第13回 かわしんビジネス交流会出展者一覧表  （50音順)

安全な水＋美味しい水＋体によい水＝トータルヘルスウォーター
内容の充実したライフ共済・ホーム火災共済、個人賠償責任補償
企業経営を強力にサポートする社会保険労務士
中小企業のベストパートナー
公益社団法人 愛知建築士会 豊川支部をご存知ですか？
無料で何度でも経営相談できます！愛知県よろず支援拠点
愛知大学の学部及び研究機関、地域連携の紹介
社会保険労務士事務所として地元の企業を支援します
大量調理の現場で活躍するAIHOの業務用調理機械
アイレクススポーツクラブ
健診から治療まで、総合病院のすべての機能で健診をサポート！
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
スイーツ＆ロールケーキ「キャロール」とコーヒーハンバーグ「あらびか」のスイーツとハンバーグ
電気の事ならアンデンへ！
物流相談所(ディストリビューション カウンセリングセンター)
企業に於けるセキュリティ対策
井指園の三角ティーバック詰め放題
屋根のリフォーム110番
鞄から生活を変えてみませんか？
ヒト・コト・モノ＋健康に配慮した省エネ、環境技術を提案
i-move(軽トラックを使用した移動販売車)のPR
お客様の夢を希望へ、希望を製品へ、そして進化へ
『ホームページ作成＆オーダーメイド補助金情報配信』サービス
県下最大級の展示数を誇る、オーダーカーテン専門店
元の家 愛知
人生楽しむ、買うリノベーション
クラウド業務管理ツールBizLib(ビズリブ)のご案内とデモ
お客様が満足できる施工サービス
「迅速」「親切」「丁寧」３拍子揃ったクリーナー屋
低価格と高品質でお役に立ちたい！！
オーガニックとノンシリコンにこだわり煌き素髪と健康を守ります
こだわりの和菓子(亀忠)・こだわりのお漬物(道長)
カム部品の試作を通じて良品を世に出すお手伝い
遮熱・断熱塗装で省エネ叶えます！！
燃費効率が良く効率的な発熱の薪ストーブ・農業機械
キラリと光る企業が集積！新たな工業団地も開発予定
じっくり年数を掛けた、色を操る技術
廃棄物のリサイクル、弊社の先進的な処理をご案内致します
国産ピュアはちみつ販売、レモネードジュース販売
食品リサイクルシステムおよび肥料、飼料の展示
特殊天然鉱石･触媒･遠赤商品(石焼器･土鍋･足浴･機能水等)
ロウ付・熱処理の技術集団
あらゆる企業活動にプラス・ワン
あったかごはんの手作り弁当
ハウスクリーニングで、ずっとキレイな我が家になる！
ツール利用で経費精算周辺をスマートに！！
味に自信のお弁当を個人宅から企業まで電気自動車でエコにお届け
デイサービスふくれみの樹 ～奥三河の歴史を受け継ぐ里山の里～
美味しさと笑顔・元気を届けます
ありがとうと言っていただける製品案内
省エネ・節電工事から修理・改修工事まで！
健康寿命をのばす水(便通・高血圧・血糖値等の改善に！)
まちを元気にする学校
経口毒性値が食塩以下の油汚れに強い洗浄剤「TORNESH」
出向・移籍による失業なき労働移動支援
断熱リフォーム
測定分析データを基に環境・安全・品質に関わる問題解決サポート
ネパールのコーヒー農園
私たちは誇りを持って『手づくりの良さ』を提供します
快適でカラダを包み込む 人生を変えるクッション材
ソーラー発電による水洗トイレと夜間照明
洗浄による再生
プロも絶賛「田原ポーク」を全国に！
特殊素材を使用した充電池
時が見える町 設楽
ラグーナ蒲郡 和スイーツ 月の花うさぎ
電子・電装部品の防水・防塵加工の技術
健康に良いお水＋お部屋に似合うインテリア＝アクアリゾート！
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AREGA販売 株式会社
愛知県共済生活協同組合
愛知県社会保険労務士会 三河東支部
愛知県信用保証協会
公益社団法人 愛知建築士会 豊川支部
公益財団法人 あいち産業振興機構
愛知大学
社会保険労務士法人 愛知労務
株式会社 AIHO
アイレクススポーツライフ 株式会社
総合青山病院 健診センター
株式会社 アジアマシナリー
有限会社 阿羅比加
株式会社 アンデン
井川商会 株式会社
株式会社 井口商会
井指製茶 株式会社
株式会社 伊藤鬼瓦
株式会社 伊藤専商店
株式会社 イトコー
株式会社 伊原工業
有限会社 今泉大伸
インクグロウ 株式会社
株式会社 インテリア・アート メルセ
有限会社 ウケイ美装
H.P.M 株式会社
株式会社 SMB
株式会社 S.C.S
有限会社 エム ジャパン
有限会社 岡崎製版所
有限会社 オシャマワールド
音羽商工会
株式会社 加藤カム技研
株式会社 カトペン
株式会社 加納製作所
蒲郡市
有限会社 神谷塗装工業
加山興業 株式会社
加山興業 株式会社
有限会社 環境テクシス
株式会社 環健スーパーテクノ
株式会社 カンドリ工業
共和印刷 株式会社
クッキングハウス 木の実
株式会社 クリーンハウスTRUST
株式会社 クレディセゾン
ケイフードサービス(割菊屋)
株式会社 甲樹
株式会社 皓介
後藤コンクリート工業 株式会社
株式会社 サイテックス
有限会社 栄商会
学校法人 桜丘学園 桜丘中学校・桜丘高等学校
三愛クリーナー 株式会社
公益財団法人 産業雇用安定センター
有限会社 三京住宅
株式会社 サンコー分析センター
株式会社 ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ ＦＡＲＭ
三和木工 株式会社
株式会社 シーエンジ
Ｇテクノ 株式会社
株式会社 シービーテック
株式会社 Ｇ・ファーム
株式会社 ジェイテック
設楽町
株式会社 シャンドフルール
松栄電工 株式会社
株式会社 白木屋
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新城南部企業団地・新城インター周辺企業用地のご紹介
身体の形を整え、美しい姿勢と素敵な毎日を！
印刷に関する新しい事業のご紹介
ローコストでも高品質！ぽんたのいえ
天然岩塩・スキンケア
J-Quality 日本品質の介護用品
オーダースーツであなたの好感度ＵＰさせます！！
できたてバウムクーヘンの試食販売
コーティングをはじめ、トータルでカーケアをサポートします！
ハンドスパ5分体験会「マイクロバブル」驚異のパワーを体感しよう！
地元豊川の佃煮メーカーです
料亭の味をご家庭に
さまざまなイベントに「食」を通じて盛り上げます！
家計と環境に優しいエコ商材を中心としたご提案盛り沢山！
私たちが未来に今できること。「エコ安全ドライブ」
おいしい水の宅配便
フランス車 プジョー・シトロエンの正規輸入ディーラー
地域に根付く！インテリアの総合専門店大丸カーテン
お客様のモノづくりを支えます
ユニフォームの販売・卸 メイド・イン・バングラデシュ
自動販売機設置のプロデュース
(有)高橋養鶏 直売所 たまごと
えびせんべい、いかせんべい
エコー葬祭なら安心です！「家族葬」「一般葬」お値打ちです！
会計・相続のことなら、当事務所へお任せください
中部地区最大級の臨海工業団地
おもてなしの場を華やかに彩る寿司・ニーズに合わせた各種弁当
パソコントラブルの迅速な解決と業務効率化をお手伝いします
千両芋スイーツ即売会＆PR
千両さつま芋で町おこし
(一財)茶臼山高原協会(芝桜の丘、スキー場、温泉)
信頼できるパートナーとして納税者をサポートし社会に貢献する
中京大学紹介および研究シーズ事例紹介
中小企業を日本の原動力に
中部大学における産官金学連携への取り組み
豊川市障害者共同販売店「ちょいすとっぷ」
『直虎も愛した？小腹の味方！優しい干しいも＆ドライフルーツ』
TKCのフィンテックサービス、ローカルベンチマーク対応
医療機器がメディカルベットに！メディカルルームに！
無垢の木のぬくもりをもっと身近に
～想いをカタチに～ スワロフスキーデコオリジナルオーダー制作
とよかわ羅針盤を活用した提携企業の募集！
あなたの人生を楽しむために！！！！
東栄町
ロイヤリティー0円 リスクの少ないコインランドリー
東海典礼が誇る≪生花作品≫をご覧ください
『とっておきfoods』ブランド商品の販売
三河の絶品海苔問屋 戸田理平商店
会社・店舗・工場内で使用する看板のご提案
三大都市圏を結び製造業・物流業の未来を築く豊川市
とよかわブランドの発信
貴社のお役にたちます！シルバー人材センターです
地域社会から求められ、信頼される会議所を目指して
自社で求める人材育成・確保にジョブ・カード制度を
健康コンサルタント
無料相談！ＦＰに聞く、家計ダイエット
豊川名物 豊川いなり寿司 お寿司屋さんのいなり寿司
アロマセラピー・メイクセラピー「出張美容レッスン会」
やね・かべ・雨どいの修理ならおまかせください！
身近な光学・精密部品のご紹介
愛知のてっぺん とよね村
販促・印刷のことならトヨインへ
『大切な「人ともの」を守るおてつだい』
先端農業・バイオリサーチセンターの研究開発と人材育成事業
ねじ・機械工具・建設資材総合商社～更なる飛躍へ～
活力あふれる物流・新産業創出拠点を目指す中核都市 豊橋
豊橋創造大学の研究紹介および地域連携の取組紹介
ハートに優しい大麦生活
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新城市
しんそう療方®
株式会社 シンプリ
伸和建設 株式会社
株式会社 スエヒロ産業
有限会社 スギウラクラフト
鈴豊キープ 株式会社
株式会社 鈴屋総本店
STAR☆POLISH Y's
株式会社 誠一建設〔ロイヤルハウス豊川店〕
株式会社 セキヤ食品工業
株式会社 千賀屋
千寿
有限会社 創電
損害保険ジャパン日本興亜 株式会社
ダイシンガス 株式会社
太平自動車商会 株式会社
株式会社 大丸カーテン
株式会社 タカギスチール 豊橋営業所
株式会社 タカギユニフォーム
有限会社 タカシマプロジェクト
有限会社 高橋養鶏
株式会社 辰屋
株式会社 田中仏具店 八幡エコー葬祭・豊川エコー葬祭
田中靖直税理士事務所
田原市
株式会社 チアフル
株式会社 地球屋
千両芋スイーツ情報発信実行委員会
農業法人株式会社 千両会
一般財団法人 茶臼山高原協会
税理士法人 中央会計社
中京大学
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部
中部大学
ちょいすとっぷ
株式会社 月と蛍
TKC中部会
株式会社 ティシュラー
ティンバーランバー
デコレーションアートアカデミー豊川校 Deco mee
デジタルバンクジャパン 株式会社
DECKER
東栄町
東海機材 株式会社
株式会社 東海典礼
トーアス 株式会社
株式会社 戸田理平商店
豊川印刷 株式会社
豊川市
豊川市観光協会
公益社団法人 豊川市シルバー人材センター
豊川商工会議所
豊川商工会議所 愛知県地域ジョブ・カードサポートセンター
豊川商工会議所伴走型小規模事業者支援推進事業 高次元研究所
豊川商工会議所伴走型小規模事業者支援推進事業 末広ライフパートナーズ 株式会社
豊川商工会議所伴走型小規模事業者支援推進事業 有限会社 千石寿し
豊川商工会議所伴走型小規模事業者支援推進事業 有限会社 マルヤマ
豊川商工会議所伴走型小規模事業者支援推進事業 やねのにっぽう 有限会社 日豊製作所
株式会社 トヨテック
豊根村
株式会社 豊橋印刷社
豊橋音響通信 有限会社
豊橋技術科学大学 先端農業・バイオリサーチセンター
株式会社 豊橋三商
豊橋市
豊橋創造大学
豊橋糧食工業 株式会社
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直虎・虎松 タイガープロジェクト
牛久保ゆかりの牧野屋：越後長岡からの贈り物
銅の加工ならお任せください
～豊橋うなぎ・地産地消～
アレルギーに優しい家づくり
生産管理システムERPパッケージ「KOERU」
モノのインターネット(IoT)による新ビジネスの可能性
豊橋産うずら卵と牛乳を使ったうずらプリンです
新発売！！野菜のディップ
田原野菜を食べて、知って、もっと元気に！
英国マーマレードアワード金賞銀賞受賞のジャムたちです
東三河県庁では販路拡大に意欲的な事業者を支援しています！
愛知県蒲郡産メヒカリ製造・販売
三河の豚肉を使った安全な手作りハム・ソーセージ
田原の食材を使ったシフォンケーキ
「made in 田原」商品群の販路拡大
室内アクアポニックス栽培システムを知っていますか
「香り」で企業価値を高め、居心地の良い空間をデザインします
最新の入退室管理システム、最新LED照明
新しい考え方と価値観から生まれたマグネシウム空気電池
ステンレスバスケット設計・製作
遊休地の有効活用はコインランドリーで決まり！
防災用ハイブリッド発電機 東三河初出店
あなたの身近にベストなひまわり
美食一品献上 平松食品
太陽光発電修理、サポート
プロバスケ 三遠ネオフェニックス～笑顔で活力ある街に！～
「あたらしいを普通に変える」地域に溶け込む家・街づくり
環境と健康を考慮した都市型農園
小型濁水処理装置「きよみずくん」のパネル展示と説明
私たちが未来に今できること。「エコ安全ドライブ」
日本・世界各地の感動を販売しております
豊伸リースは、リースを通じ効率経営をサポートします
～あなたの大切なものをしっかりガードする～
世界で１つだけの特別な美味しいデザインケーキをお作りします！
「お客様のイメージを形に変えるお手伝い」
炭火姿焼き鰻・鮮魚・仕出料理・お弁当・手作り惣菜の人気店
錦爽名古屋コーチン、三河赤鶏、錦爽どりの加工品を実演販売
スーパーアルカリイオン水生成機
重量100ｋｇ！おおきな氷柱花はいかがですか？
「人」と「情報」の新たなるネットワークづくりを目指して
中小企業を元気にする会社“Mideco”です
「安心・安全・清潔」なサービスと製品の提供
どんな小さなお仕事にも妥協しない、町の建築お助けマン！
老舗料理店の味をお気軽にお楽しみ下さい！！
ジオラマ＆アミューズメント「ミニチュアワールドカフェ」の紹介
介護用ベッドサイド水洗トイレのご案内
Peace of Mind ～いつもあんしんと一緒～
雄大な三河湾を望む絶景温泉宿『明山荘』
情熱・真理・共生で取出機新事業
世界の皆さんの心豊かな暮らしの為に100年企業を目指す
コンプレッサーは企業の心臓・クレーンは企業の手足
昔も今も変わらぬ旨さ！豊橋名産ヤマサちくわ
日常、レジャー、仕事に。気軽な“足”としてHonda車を！！
地元で愛され６７年。パンの横綱で知られるヤマトパン
粉付めひかりIQF
障がい者雇用制度、充足に協力いたします
遊休資産の高価買取、良程度の中古機械販売をする専門商社です
美味い！安い！便利なお弁当！
湯谷温泉の紹介
ウッドデッキのあるライフスタイルをご提案いたします
感動リフォーム
地域密着・安心自社施工：小さな事から何でもお気軽にご相談ください
小さな工事から、大きな工事までお電話一本でOK！
毎月の光熱費と通信費、下がったら嬉しくないですか？
広告制作・イベント設営・プロデュース
芳ばしく香る珈琲から始まる豊かなカフェ文化の創造

・

・

・

・

・

・

直虎・虎松 タイガープロジェクト
長岡商工会議所（越後長岡物語in豊川）
株式会社 ナツメ
株式会社 夏目商店
株式会社 夏目デザイン
株式会社 ネクロス
株式会社 ネットコム
農商工連携商品販路拡大支援事業 アイプロ 有限会社
農商工連携商品販路拡大支援事業 彩農園
農商工連携商品販路拡大支援事業 合資会社 雅風
農商工連携商品販路拡大支援事業 Jam&Marmalade Nui
農商工連携商品販路拡大支援事業 東三河県庁
農商工連携商品販路拡大支援事業 まんてん.
農商工連携商品販路拡大支援事業 もりウインナー
農商工連携商品販路拡大支援事業 山本屋
農商工連携商品販路拡大支援事業 遊食ダイニング 風雅
有限会社 パーフェクト
ＨＡＮＡイノベーション 株式会社
浜島防災システム 株式会社
株式会社 ハモコ・ジャパン
林ステンレス工業 株式会社
有限会社 パル・ネットワーク
株式会社 ピーステック
ひまわり農業協同組合
株式会社 平松食品
有限会社 ファーミイ
株式会社 フェニックス
藤城建設 株式会社
株式会社 プラネット
株式会社 ホウショウEG
豊伸 株式会社
豊伸トラベルサービス 株式会社
豊伸リース 株式会社
株式会社 眞興業
Macohaha Tomiti Design Cakes
松井建具店
マルシン鮮魚 株式会社
丸トポートリー食品 株式会社
株式会社 マルトモ
丸八氷店(有限会社 丸八)
ミカワリコピー販売 株式会社
有限会社 水野印刷工芸
光田屋 株式会社
御津町商工会伴走型小規模事業者支援推進事業 林建築
御津町商工会伴走型小規模事業者支援推進事業 有限会社 まる屋料理店
ミニチュアファクトリー 株式会社
ミヤチ 株式会社
宮地総合保険
株式会社 明山荘
有限会社 森設備研究所
山口化成工業 株式会社
山崎産業 株式会社 愛知営業所
ヤマサちくわ 株式会社
株式会社 ヤマト(Honda Cars 愛知東)
ヤマトパン 株式会社
山本水産 株式会社
特定非営利活動法人 ユアウェルフェア
株式会社 ユーマシン
有限会社 豊給食
湯谷温泉発展会
ランバード(LUMBIRD)
RIO
リフォームファクトリー
合同会社 リフォームLet's
Real CASITA
株式会社 ワタナベ企画
ワルツ 株式会社
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