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美濃市、美濃加茂市、各務原市、可児市、下呂市、郡上市、山県市、本巣市、富加町、坂祝町、七宗町、多治見市、瑞浪市、土岐市、
瀬戸市、豊田市、関市東商工会、関市西商工会、美濃商工会議所、美濃加茂商工会議所、各務原商工会議所、可児商工会議所、
多治見商工会議所、瑞浪商工会議所、土岐商工会議所、瀬戸商工会議所、豊田商工会議所、信金中央金庫、
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、N E X C O 中日本名古屋支社、関市教育委員会、岐阜県関刃物産業連合会

商談企業

会場出入口

受付

後

㈱カタログハウス、㈱協和ロジテック、㈱京急百貨店、㈱サザビーリーグ、㈱東急ハンズ、㈱東武百貨店、㈱名古屋三越、
㈱丸金、㈱大和、４７ＣＬＵＢ
（ 岐阜新聞広告部 ）

㈱ビクトリー

2019

出展企業名簿

10（河上薬品グループ）

ドラッグストア・スーパーで
「ピュアの森
（ミネラルウォーター）
」
を見かけたことはありませんか？当社は、
そ
のピュアの森を作っています。当社工場の生産量はどこにも負けません！なんと1分間に500本ものミネ
ラルウォーターを生産することができます！さらに来年春に新しく第二工場が完成し、生産量が倍になりま
す。そんな伸びしろだらけの会社に興味はありませんか？試飲を準備してブースでお待ちしています！

〒501-3 3 07 関市関口町2-1-7

1

ワン・イレブン㈱

製造・建設

ミネラルウォーター製造
（配置薬）

11

☎ 0574 - 49 -986 0

㈱メルシー

管理医療機器開発・販売

当社は
「アルミ・プラスチックで何でもつくる会社」
です。商品のデザイン企画、試作、金型の設計製造、
製品の成形、
二次加工、
組立まで一貫して行うことができます。アルミとプラスチックを組み合わせた商品
も可能です。また、膜構造事業部ではテント倉庫の新築、張替え、間仕切り工事の設計・製造・施工を
お請けしています。

コンパクトマッサージャー
「エスコート・H」の体感ブースです。全身の血行促進・フットケア・むくみ予防・
運動不足の解消など幅広くお使いいただいています。会期中はどなたでも無料でお試しいただけます。
ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

〒505 - 0 03 6 美濃 加茂市山手町3 -26 -1

〒812- 0 016 福岡市博多区博多駅南6 -10 -13

2

㈱関菊水刃物

☎ 0574 -24 -7735

刃物製造

12 トマト工業㈱

☎ 092- 434 -2020

不燃建材製造

創業以来、
ハンチングナイフ、
ダイバーナイフの製造販売をしてきました。現在ではその技術が認められ、
日本はもとよりアメリカ、
フランス、
オーストラリア等の海軍にも供給しています。1980年代からは、漁業
分野に進出して、脚光を浴びました。その後、漁業従事者の減少に伴い、売上も落ちましたが昨年は、新
しく進出した農業分野で新聞4紙に大きく取り上げられ売り上げも増えてきています。

当社は、市内右ウイング津保谷地区でパネル加工を行っている会社です。
①不燃パネル②超小ロット③最短当日出荷④加工幅の広さ⑤全国納品が特徴です！
切削・切断・貼合・化粧・養生・巻込・塗装・設計の全工程が加工可能です！
今年は屋外シャワー、トイレユニット
「スキット」を開発したのでぜひご覧ください。
展示会当日はワークショップでカラフル宝石体験を実施しています！

〒501-3911 関市肥田瀬640 - 8

〒501-3 82 2 関市富之保3 861-1

3

☎ 0575 -2 2- 4 521

ＰＯＬＡ
エステインなゆた

13

美容

☎ 0575 - 49 -3648

㈱ＰＯＬＡ

エステ

エステやカウンセリングを通して、
お客様を綺麗にしていく中で、新人やベテランの教育もしっかり研修があ
り、
お客様にもよりよいサービスを受けていただけます。お店も駐車場もスペースが広く、安心してご来店
いただくことができます。

当社は創業90周年を迎えました。「最上のものを1人1人に合ったお手入れと共に直接お渡ししたい」
と
いう創業者の想いをもとに、
お化粧品からエステサービス、
そして内面からも美しく輝くための食品等、幅広
く取り扱っています。女性の美と健康を願い、常に研究、進化、発信し続けています。より多くの女性に
必要としていただけるよう、
そしてより美を身近に感じていただけるようなお店づくりをしています。

〒505 - 0 071 加茂郡坂祝町黒岩13 87- 6 6

〒501-3 829 関市旭ヶ丘3 -1-18

4

㈱臼田工業

☎ 0574 -28 - 03 3 3

輸送用機械部品製造

14

☎ 0575 -23 - 8686

協同印刷㈱

印刷

当社は工業団地・関テクノハイランドに位置し、皆様に支えられ、来年創業40周年を迎えます。半導体
産業や、
自動車・二輪産業では複雑な試作・開発品の製造を得意とし、
たくさんのお客様から、多くのご
愛顧をいただいています。また、近年は次世代エネルギーの自動車部品の開発に注力し、関から世界へ
発信しています。今回のビジネスプラス展では、
たくさんの記念品をご用意し、皆様との出会いを心より楽
しみにしています。

印刷物はさまざまな要素によって構成されています。組み合わせや加工方法によってその表情を無限に
変えます。製品の魅力をより強くアピールするために。他社との差別化を図り、
お客様のココロをしっかり
とつかむために。チャンスを広げるためのベストソリューションを。情報加工の担い手として、多様化する
ニーズに的確に対応するため、新たな付加価値を創造し感性に問いかける仕事に取り組みます。

〒501-3219 関市のぞみヶ丘20

〒501-3941 関市小屋名13 61

5

☎ 0575 -24 - 5792

丸章工業㈱

刃物製造

15

☎ 0575 -28 -213 6

㈱ＲＯＢＯＺ

ドローンエンターテイメント

SILKY はさみで創業し、90年頃より内製化を図り、
それを応用し2000年頃に MCUSTA ポケットナイフ、
そして2008年頃に三昧包丁を立ち上げ、3つのブランドを持つ刃物メーカーとなりました。CADCAM に
よるデザインから始まり、前半工程は精密機械でしか出来ない加工、後半工程は熟練された手加工で一
本一本仕上げるものづくりをするコンセプトです。 仕上がった商品は機能性もさることながらオリジナリ
ティを持った出来栄えになっています。

日本最大級のドローン専用飛行場を有し、
ドローンパイロット養成スクールとしてジュニアドローンスクール
から国交省航空局許認可取得スクールまで幅広く展開。施設内に併設するドローンショップでは東海エ
リア屈指の品揃えで、初心者向けのドローンから産業用ドローン、
レーサードローン、
ドローンパーツまで取
り扱います。地方自治体や企業とも提携し、
イベントや体験会など数多く実施し、
ドローン人材育成に力
を入れています。

〒501-3217 関市下有知5420 -1

〒501- 4101 郡上市美並町上田1593

6

☎ 0575 -2 2- 0259

㈱シズテック

金属加工

シズテック＝
「難加工金属の特殊部隊」
としてアルミ、
チタン、
マグネシウムなどの加工の難しい金属を
100社以上の協力会社ネットワークを生かし、材料調達から最終表面処理まで一貫生産します。また
「特殊部隊の量産診断サービス」
として金属製品における複雑な形状の実現や難加工金属での量産
可能性・最適加工方法の診断をします。

〒501-3264 関市池尻19 0 9 -1

7

☎ 0575 -23 - 6 3 6 6

ツヴィリングＪ. Ａ .
ヘンケルスジャパン㈱

刃物小売・卸売・製造

16

㈱エスウッド

☎ 0120 - 666 -156

木材加工・新木質素材の開発

ヒノキやスギの間伐材を活用したエコな内装用・化粧用素材「国産材ストランドボード」の開発、製造、販
売をしています。建物の内装や家具・什器の材料として使うことができ、温かみのある、居心地のよい空
間づくりにうってつけの素材です。また、
いぐさや茶がら等の未利用植物資源の活用にも積極的に取り
組んでいます。使えていない素材、捨てている素材をボードにすることで新しい価値を生み出します。

〒50 9 - 0108 各務原市須衛町7-74 - 5

17

松田産業㈱ 関工場

☎ 058 -379 -3023

非鉄金属製造
（貴金属リサイクル）

創業以来、
300年近い歴史を積み重ね、世界各国に13の支社を持ち100カ国以上で包丁、
はさみ、鍋、
テーブルウェアを扱うトータルキッチンブランド。日本では1973年に日本ヘンケルス株式会社として設立
し、2004年から岐阜県関市の工場で
「雅」
ブランドや「ボブクレイマー」
シリーズ等を生み出し生産してい
ます。現在では、
ドイツの技術と日本の職人の技が融合した素晴らしい製品として世界的に認められてい
ます。

当社の強み、
資源の有効活用が可能なリサイクルシステムと、
ものづくりを支える産業廃棄物の無害化が
あります！貴金属のリファイナ―（製錬・製品化）
とリサイクラー
（再資源化）
を軸に、① PC 等に含まれる
機密情報の漏洩を防止する高度なセキュリティ管理 ②貴金属リサイクルの最大価値化 ③産業廃
棄物の収集運搬・処分の許認可網を生かした安全・安心・安価な適正処理をご提供します。

〒501-3911 関市肥田瀬40 64

〒501-3219 関市のぞみヶ丘3

8

米 SweetS

☎ 0575 -2 2-1625

菓子製造

☎ 0575 -25 - 0181

㈱ミライコミュニケーション

18 ネットワーク

情報通信

各務原市でアレルギー対応の菓子製造販売をしています。岐阜県産の米粉
（ハツシモ）
を100％使用し
ています。素材にもこだわり、
できる限り岐阜県産の材料を使用。アレルギーの子もそうでない子もみん
な一緒に食べられるお菓子をコンセプトに日々商品開発に努めています。

・ファイルの共有システム（ファイルサーバのクラウド化）
・ファイルのバックアップシステム（バックアップサーバのクラウド化）
・レンタルサーバサービス （クラウド） ・データセンター運用・管理
・各種ネットワークコンサルティング ・ホームページ制作

〒504 - 0815 各務原市蘇原東栄町2-102-1

〒503 - 0 0 0 6 大垣市加賀野4 -1-12

9

㈱フジヨシ

☎ 05 8 -372-2861

保険代理

19

㈱甲山製作所

☎ 0120 -3 01-279

精密機械加工

企業を取り巻く、様々なリスクに対し、適切な保険提案を通じて
「安心と信頼」
をお届けします。全国商工
会議所・全国中小企業団体中央会などの団体加入者に向け、企業防衛、
メンタルヘルス対策をご提案
しています。また、昨年発生した台風などの広域災害時にも社員全員で対応できる体制を整えており、
迅速な対応・行動力でお客様に安心をお届けしています。

展示販売する楽ザイス
「楽ちゃん」
は、
自立支援の電動座椅子です。多くのお年寄りの困りごとに
「立つ
時に膝が痛い、歩く時も痛いから自然と動かなくなる。結果、動かないから足も弱くなり、
よけいに歩けなく
なる」の悪循環があります。「楽ちゃん」
は
「立たせてあげるから歩け！」の手助けをコンセプトに設計・製作
しました。立ち座りが辛い方にぜひ、
お試しいただきたい生活を楽しくサポートする親孝行な椅子です。

〒501-3217 関市下有知397-2

〒50 9 - 0232 可児市二野20 0 0

☎ 0575 -23 -7770

☎ 0574 - 6 3 -13 31

20

ウエルズ
社会保険労務士事務所

専門サービス

30

㈱野田建設

建設

日本初のハローワーク採用に特化した専門書の著者が代表を務める社会保険労務士事務所。求人・
人材採用に困りながらも思うように採用コストをかけることができない事業主・採用担当者様に、無料の
ハローワークを徹底活用した採用支援を行っています。著書「ハローワーク採用の絶対法則」
（誠文堂
新光社）
は、Amazon 売れ筋ランキング
（人事・労務管理部門）
で第1位を獲得するなど注目を集め、既に
重版
（増刷）
も達成。

野田グループは、昭和33年の創業以来60年、
「 誠意と努力」
をモットーに、
お客様、社会、社員の人生の
豊かさを創造することを経営理念に掲げ、
より良い生活環境の実現に取り組んでまいりました。日常の生
活をしあわせに暮らすためには快適な生活環境が不可欠です。室内での日々の暮らしを豊かにする良質
なインテリア、
ガーデニングや家のまわりを演出する個性的なエクステリア、
それらをそなえた住む人のライ
フスタイルを実現する理想的な住居が必要です。

〒50 9 - 0207 可児市今渡394 - 6蘇南ビル2Ｆ

〒501-3246 関市緑ヶ丘2- 5 -78

21 ａｍｉ友（あみゅう）

☎ 0574 - 42- 8195

イベント企画、
アロマクラフト雑貨小売

☎ 0575 -23 - 5555

㈱イマオ

31 コーポレーション

産業機械部品製造

ami 友は癒しと安らぎの専門店として
「癒しの暮らしを考える」
をコンセプトに商品づくりをしています。アロ
マクラフトでは、
ロウや石膏などで作られた芳香剤やボタニカルオイルランプ
（油壷にお花や木の実などが
入っており、香り付きの燃料で火を灯すもの）
などがあります。またランプのホヤ
（炎を包むガラス部分）
に
サンドブラスト加工もできますのでオリジナル商品やノベルティ商品をお探しの方にはぜひ利用して欲しい
一品です。

創業84年。機械周辺器具の分野で長く工業界に貢献する当社は
「ハンドルのイマオ、
クランプのイマ
オ」
として知られています。卓越した技術力と開発力で次々に新製品を生み出し、
お客様の信頼をいただ
いています。当社の製品開発の源泉は、
お客様の声に耳を傾けること。お客様の要望や困りごとの解
決を目標に、部門を超えたプロジェクトを立ち上げて新製品を開発します。その中で誕生した、簡単な操
作で効果的に機能するワンタッチ脱着シリーズは、当社を代表する製品群です。

〒4 87- 0 0 0 6 愛知県春日井市石尾台6 -12-10

〒501-3954 関市千疋 20 02

22

㈱エクシール

☎ 0 9 0 - 4150 - 03 65

ウレタンゲル製品製造

32

☎ 0575 -28 - 4 811

義春刃物㈱

刃物製造

美濃和紙を使用した呉服札の製造で創業しましたが、50年以上を経過した現在は、従来のゴムでは出す
ことのできない柔らかさ、弾力、耐久性を兼ね備えた超軟質のウレタンゲルを扱っています。自社商品の
製造だけでなく、
お客様のお困りごとをひとつひとつお聞きし、
ウレタンゲルで大切なものを
「守る」
ための
製品を
「新しく生み出す」
ことを私たちの仕事と考えています。貴社のお悩みやご提案を一度お聞かせく
ださい。

子ども向け彫刻刀を作らせたら日本一！
「よしはる彫刻刀」
でおなじみの会社です。年間300万本以上生
産する彫刻刀は、今でもすべて関市の本社工場で職人による手仕上げ加工が施されています。今回の
ブースでは、彫刻刀職人による手仕上げをご覧いただき、
どれくらい切れ味が良くなるかを試していただけ
ます。

〒501-3771 美濃市大矢田277-1

〒501-3 829 関市旭ヶ丘3 -17

23

☎ 0575 -3 3 - 0872

積水ハウス㈱ 岐阜支店

建設・不動産

☎ 0575 -23 -30 0 0

㈱シャインカービング

33 アカデミー

その他教育

戸建住宅全国着工数1位、累計引き渡し戸数230万戸以上の実績で培われた制震技術と環境技術。
また、
そのノウハウをクリニックや介護施設、店舗、社員寮などに活かしています。阪神・東日本・熊本地
震においてオーナー様宅を全件2回訪問し安否確認、補修を行っています。オーナー様の安心のために
全区に1,500人のアフターサービス社員をエリアごとに巡回し、
きめ細やかな対応を行っています。

彫ることで輝く、
全く新しい彫刻アート
「シャインカービング」のレッスン、
ワークショップを開催しています。あ
らかじめ絵が描かれているビニールシートを彫刻刀でなぞるように彫るだけ。カラフルな色がライト越しに
現れてきます。まだ産まれたばかりのシャインカービング。ご自宅やお店、
イベント会場でワークショップや
教室を開いてくれる先生になってくださる方を募集中です。詳しくはブースでご説明させていただきます。

〒504 - 084 3 各務原市蘇原青雲町3 - 41

〒501-3 824 関市東新町3 -162
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合同会社むすび design

☎ 05 8 -3 89 - 0811

福祉、医療コンサルタント

ICT、
IoT と地域連携を活用した、高齢者の見守りシステムを展開しています。インターネットの普及で、
世の中のビジネスモデルが大きく変わりました。むすび Group が高齢者のフォローのシステムを始めたの
は、多職種連携で各企業が得意な分野、関係する自治体、地域をつなげることで地域の活性化と少子高
齢化と言う社会問題の解決ができればと思って活動しています。

〒461- 0 0 04 名古屋市東区葵3 -23 -3
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一般社団法人
高校生しごとラボ

☎ 052-93 0 - 0 055

情報サービス・キャリア教育・
コンサルティング業

34

☎ 080 - 5049 -3445

㈱ Local Specialty
Products おさかなラボ

魚介類販売

（株）
Local Specialty Products のアンテナショップとして、本町商店街で、冷凍魚を販売していま
す。また、
お客様のニーズに合わせた味付けの注文も受けており、
スーパーや飲食店向けに、味付けをし
た切身の魚を、冷凍・真空パックにして販売しています。さらに、
「川魚の食べ方教室」
を行い、子どもでも
川魚の骨を上手に取り、美味しく食べられるコツを教えています。

〒501-3 8 86 関市本町4 -10
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☎ 0575 -38 -9107

㈲彩光デザイン

和紙照明器具製造販売

地元企業の情報を情報誌とウェブで高校生に紹介する
「高校生しごとナビウェブサービス」
をセットで提案
しています。当日高校生にパソコンを使って仕事の適性検査や就職準備度を検査します。その他、
自
己理解ツール「自己分析すごろく」高校生版を高校で実施。就活支援事業、
キャリア教育を通し、
若年者
が社会、企業にソフトランディングするよう支援します。代表は元ハローワークジョブサポーターで現在も
高校生の就職活動を支援しています。

岐阜の伝統工芸である和紙
（原材料）
と提灯
（技術）
を使ったインテリア照明の製造会社です。和紙作り
から企画、製造まで社内で一貫したモノづくりを行っています。自分でデザインや企画した商品が全国の
販売店で並び、
お使いいただいたお客様のお喜びの声が聞こえると嬉しく思います。

〒50 9 - 612 2 瑞浪市上平町5 - 5 -1

〒501-3954 関市千疋393 -1
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㈱保険ショップ岐阜

☎ 0572- 67- 0770

保険

☎ 0575 -28 - 5852

36 トーカイ㈱

熱間鍛造部品製造

地域の明るい未来を目指して今、私たちにできること・健康に関する正しい知識の情報提供・ライフスタイ
ルの改善と健康維持の推進など、私たちは社会貢献活動を通じて、輝きのある町を創造し
「存在を期待さ
れる企業」
を目指します。

当社は1969年の創立以来、
自動車・産業車両・建設機械向けの熱間鍛造部品を生産しています。主
に自動プレス及び手動プレスを用いて、
オートマチックトランスミッション部品を多く生産しています。また
足回り部品など難形状にも対応できるハンマーラインも保有しており、幅広くお客様のニーズに応えてい
ます。

〒501-3217 関市下有知4702- 6

〒501-3924 関市迫間877- １
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日本輸出刃物工業組合・
協同組合岐阜県刃物会館

☎ 0575 -23 -7507

刃物製造ほか協同組合

37

☎ 0575 -22-3661

㈱ドリームホーム

不動産

日本輸出刃物工業組合は刃物メーカーの工業組合として、刃物の輸出を中心に組合員に対して情報の
提供、市場調査及び会員の教育などを事業としています。協同組合岐阜県刃物会館は刃物の共同販
売・宣伝などを中心に事業を実施しています。

お客様のために、
ご希望の不動産をご提案させていただきます。お客様の希望をかなえるために、
お客様
の話に耳を傾け、
お望みの物件をお探しします。お客様のニーズは非常に多様化しています。たとえ、
そ
のときお客様の希望を叶えられなかったとしても、
その後、
また別のニーズが出てきたときに今度も地元の
ドリームホームに相談してみようと思っていただけるような不動産会社でありたい…これが当社の願いで
す。

〒501-3 874 関市平和通4 - 6

〒501-3217 関市下有知154 -1
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☎ 0575 -2 2- 4941

㈱ヤクセル

刃物製造卸

「より良く、
より美しく」
をテーマに調理器具
（包丁・キッチンガジェット）
の開発・製造・販売を行っています。
キャラクター関連の調理用品やランチ用品も多数開発しています。また、
お客様が求める商品を製品化
する OEM にも力を入れています。

〒501-325 3 関市栄町2- 41
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☎ 0575 -2 2-3 411

長谷川刃物㈱

刃物製造

38

濃飛西濃運輸㈱

☎ 0575 -21-2347

物流

カンガルーのセイノーでおなじみの西濃運輸輸送グループの1社です。昨今、物流業界は様々な問題が
取り沙汰されています。しかしながら、当社は脈々と受け継がれる全国網を駆使し、輸送ネットワークを維
持するとともに、様々なグループと連携をとることで、
トータル物流のご提案・ご提供をさせていただいていま
す。また、深刻化してきている人手不足については、省人化を図るため物流現場での AGV 導入を進め
ています。

〒501-3247 関市池田町1
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㈱サンクラフト

☎ 0575 -23 -1711

刃物製造

岐阜県関市の創業86年になる刃物を製造するメーカーです。ハサミを中心に段ボールカッターなど
「新
しい暮らしを創る」
をコンセプトに商品を提供しています。時代のニーズに合わせたアイデアを組み合わ
せ、満足していただける商品を多く開発しています。グッドデザイン賞も多く受賞しています。
「CANARY」
とユニバーサルデザインの商品を提供する
「HARAC」の2ブランドを展開しています。

当社は、
キッチンツールや包丁を中心に製造しているメーカーです。創業して以来、商品開発においてオ
リジナリティーの追及をしてまいりました。今回のビジネスプラス展では、来場された皆様に当社が開発し
たアイデア刃物
（皮むき、
スライサー等）
の試し切りをできるようにしています。信頼できる日本製の切れ味
を感じていただければと思います。ぜひ、来場者様には当社のブースに足を運んでいただければと思いま
す。

〒501-3911 関市肥田瀬3 6 64 -2

〒501-3264 関市池尻1924

☎ 0575 -2 2-1511

☎ 0575 -2 2- 5511
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㈲志津刃物製作所

50

刃物製造

関信用金庫

金融

当社は、刃物のまち、岐阜県関市で包丁を中心とした道具を製造販売しています。関市は鎌倉時代より
刀匠たちが集まり分業により刀を作っていました。包丁もたくさんの工程を経て作り上げられます。
それぞれの工程を専門の職人は作っていく…、私たちはその精神を受け継ぎ、包丁の製造工程一つひと
つをとても大切にしています。使うほどに愛着がわく、長く使っていただけるものをつくる、
それが私達の想
いです。

当金庫は、平成30年9月に110周年を迎えた、全国屈指の歴史を誇る信用金庫です。創立以来、他の
金融機関と合併等を一切行っていない、現在では数少ない単一の金融機関組織です。地方創生・企
業支援といった、預金・融資にとどまらない地域活性化コンサルティングで地域への貢献を目指していま
す。今後も、地元とともに歩み、地域密着型金融活動に特化した信用金庫として、健全経営に努めてま
いります。

〒501-3265 関市小瀬 2771-1

〒501-3 893 関市東貸上12-1

41

☎ 0575 -2 2- 0 956

中洲電機㈱

51

小型精密機械製造

☎ 0575 -21-1118

㈱石川刃物製作所

刃物製造

当社は、世の中にない新しい発明によって、社会に貢献できる製品を生み出す会社です。薬剤師の先
生から絶大な信頼をいただいている
「PTP 除包機パラスター」
と、製造現場を中心に様々な業界におけ
る、搬送や省力化等の課題を解決する
「空間搬送システムのランマスター」
という2つの主力製品によっ
て、医療業界、製造業界等に貢献しています。現在も様々な発明を元にしたユニークな製品を開発して
います。

当社はポケットナイフを製造しています。物を切る刃物は大切な道具ですが、年々刃物を使う機会が減っ
てきています。そんな時代の中「消費し続ける暮らし」
から
「自ら作り出す暮らし」へ、子どもたちに
「モノ」
で
はなく
「道具」
を伝えるため産学官連携で
「ｍｏ
ｒ
ｉ
ｎｏｃｏナイフ」
を開発しました。プロジェクトを通して人類が
初めて手に入れた道具＝ナイフをしっかりと次世代に伝えていきたいと考えています。

〒501-3 803 関市西本郷通7- 5 -3 3

〒501-3217 関市下有知3 6 68 -11
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☎ 0575 -2 2- 5 3 49

宮部建設㈱

52

建築設計・建築施工

☎ 0575 -22-9122

佐藤精密㈱

ダイカスト金型一式製作

注文住宅ブランド
「イエイエ」
を展開し、地震に強い木造住宅をご提案しています。また、当社は一級建
築士事務所も併設しており、設計と施工を学び、建築士の免許取得が可能です。デザイナー、建築家、
建設会社様からの御相談も多く、難易度の高い設計力、施工力を生かし、地域の皆様から支え、育ててい
ただけますよう努力を重ねてまいります。

当社はダイカスト金型一式製作メーカーです。特に自動車部品などの放熱技術について優れた技術を
有しています。自動運転、燃料電池車など未来につながる技術にも関わり、各展示会
（東京ビッグサイト
など）
や企業内覧会では大手企業から高い評価を得ています。また、大学と連携するなど今後の技術力
向上にも積極的に取り組んでいます。

〒501-3217 関市下有知1546 -2

〒501-3217 関市下有知54 8 8 -2
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☎ 0575 -24 - 0123

ナチュラルミネラルウォーター・
清涼飲料水製造販売

奥長良川名水㈱

当社がお届けする関市の名水と言われている
「高賀の森水」
は品質にとことんこだわり、非加熱除菌充
填でボトリングした、
自然のままの美味しさを味わうことができる、完全無菌で高品質な安心安全の天然水
です。当社には研究室もあり、関市の資源の更なる活用として
「逃げない水素水36」
をはじめ、
身体に良
いとされる機能を付け加えた多種の機能水を製造し、2つの大学と共同で日々新商品の開発を進めてい
ます。

〒501-2801 関市洞戸栗原291
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☎ 05 81- 5 8 -9 011

㈱ＫＡＮＯ ＰＲＥＣＩ
Ｓ
ＩＯＮ

53

川一製紙㈱

トイレットペーパー製造

再生紙100％でトイレットペーパーを製造販売しています。日頃皆様がお使いになるような通常のトイレッ
トペーパーの製造はもちろん、
ノベルティや販促品等に利用できるオリジナルのトイレットペーパーも製造
しています。 貰って決して邪魔になることのないトイレットペーパーでオリジナルのものを作ってみません
か？ロットは増えますが紙自体の印刷もできますよ。

〒501-3781 美濃市片知1408
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金属加工

☎ 0575 -24 -1357

☎ 0575 -34 - 0 0 66

㈲コバヤシヒーティング

金属熱処理

昭和36年に関市で創業して以来、平面研磨に特化し、半世紀にわたりさまざまな産業を支える部品加工
に携わってまいりました。主な業務は、金属部品の平面研磨・ロータリー研磨加工です。ステンレス、
チ
タン、鉄、
アルミ、
コバール等、多様な要望にお応えすることができます。ひずみを修正しながら板厚をそろ
えることが可能です。単品、
テスト加工品から月産数万個までの量産品にも対応します。加工が難しい
とされる、
ステンレス、
チタン、
コバール等、研磨加工実績が多数あります。

日本国内のみならず、世界中で愛用される関の刃物。その刃物作りにおいて、鋼に
「魂を吹き込む」
とい
われる
「焼入れ」
を専門に行う地元・関の企業です。鎌倉時代より受け継がれる刀鍛冶の技と文化を現
代の技術に活かし、市内外から集まるはさみ・包丁・つめ切り・ナイフなどの鋼を
「刃こぼれしづらい丈夫な
刃物の土台」
となるよう、誇りを持って関の刃物作りを支えています。（営業品目：焼入れ・焼戻し・サブ
ゼロ処理）

〒501-3210 関市尾太町14

〒501-3 815 関市東町4 -3 -17
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☎ 0575 -2 2- 6 0 0 6

㈱スバル

店頭販促、装飾物企画制作

当社はオリジナル POP の企画・制作をメインとしており、
その経験やノウハウを活用して、軽量で組み立
て設置が簡単、情報の更新や場所移動にも対応できるサイネージを開発しました。価格も安価です。
展示会、
イベント、
ショールームや店頭など、
様々な場所で気軽にお使いいただける魅力的な新商品だと自
負しております。今回はこのサイネージをご紹介します。

〒462- 0824 名古屋市北区芳野3 -12- 6
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㈱ナテック

☎ 052-932-2341

55 56

㈱ブリヂストン
ブリヂストンスポーツ㈱
ブリヂストンＢＲＭ㈱

ブリヂストン ：油圧ホース、樹脂配管製造
スポーツ ：ゴルフボール製造
ＢＲＭ
：リ
トレッ
ドタイヤ製造

ブリヂストンは、ワールドワイドパートナーとして、世界最高峰のスポーツイベントであるオリンピックのサポートをしています。
関工業団地にあるブリヂストングループ3社では、産業資材・住設機器として使用されている油圧ホース・樹脂配管、ゴル
ファーの皆様に欠かせないゴルフボール、安全・安心・環境に優しいトラック・バス用リトレッドタイヤを製造しています。
〒501-3923 関市新迫間20
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プラスチック成形加工

☎ 0575 -24 -762 2

☎ 0575-23-4111

㈱岩田製作所

一般産業機械部品製造販売

ブランド名「ナテックエマージェンシー」
とともに企業防災を主軸とした各種サービスをご提供しています。
当社はプラスチックの射出成形を行うモノづくり屋です。主要商品のホイッスルは、成形から出荷まで社
内で行い、
オリジナルカラーやパッケージデザインの変更・名入れ印刷など柔軟にご対応できます。笛付
きホルダーは、笛とネームホルダーが一体となった画期的な商品で、BCP の一貫としても活用できます。

お客様サポート企業
豊富な標準品と1個からの特注対応で、
お客様の「ものづくり」
をサポート

〒49 0 -1205 あま市花正寺浦55

〒501-3264 関市池尻923 -1
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☎ 052- 4 49 - 62 2 2

㈱ AIR ロボ

ドローン開発・製造、
ドローンスクール、
ＨＰ制作

58

☎ 0575 -23 - 6161

早川工業㈱

プレス金型、
プレス製品製造

◇「Ａ
Ｉ
Ｒロボドローンスクール」運営中
（国土交通省航空局ＨＰ掲載「講習団体」Ｈ29.8.1掲載）
◇無人航空機開発中
（10ｋｇ搭載可能な大型ドローン制作） ◇空撮・ＶＲ360°
カメラ撮影・編集、画
像・動画編集 ◇平成30年からドローンを使った岐阜県の鳥獣害対策に携わる ◇関連会社として、
一般社団法人ＤＲＣ協会
（国土交通省航空局ＨＰ掲載「管理団体」Ｈ30.1.1掲載）
とも協働している

関市にある従業員数27名の町工場です。各々の個性を活かした働き方を目指す当社は、現場で黙々と
作業する人もいれば海外まで出張に行く人もいます。社員の楽しみの1つとして、
製造しているときに出る
スクラップを使ったものづくりを自主的に部活動として行っています。スクラップとして処分してしまうもの
に作り手の感性を溶け込ませています。町工場である私たちができるものづくりを追及しています。

〒501- 42 2 2 郡上市八幡町島谷126 6 -1ING ビル3Ｆ3 03

〒501-3911 関市肥田瀬34 5
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七窯社 鈴木タイル店

☎ 0575 - 65 -270 0

タイル製品製造販売

59

☎ 0575 -22- 5022

関牛乳㈱

食品製造

当社は多治見で三代続くタイルの老舗です。現在、新しい取り組みとして、
タイルの役割である
「装飾す
ること」
をテーマにピアス、
ブローチなどアクセサリー作っています。私どもの商品と仕事を知っていただき
たいです。

昭和13年に吉田牧場として開業後、牛乳・乳飲料を製造しています。牛乳本来のコクや甘みを引き出
す65度30分間の低温殺菌牛乳は、関市のみならず、東海地方の皆さんにご支持いただいています。ま
た牛乳と珈琲をたっぷり使用した関珈琲も人気で、
コンビニや温浴施設、道の駅などで広くご愛飲いただ
いています。

〒507- 0 018 多治見市高田町8 -10 6

☎ 0572-2 2- 03 8 8

〒501-3 8 35 関市観音前41
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建設・電気通信設備・ガラスコーティング

60

㈲ユニオンシステム

「防弾ガラスの技術を応用した、
純度100％無機質ガラスコーティング」。幅広い製品に施工が可能であ
り、
どのような地域・環境でも使用可能。一部抗菌施工が可能。紫外線に強い・汚れにくい・キズがつ
きにくい・剥がれにくい・持続性が高い素材！
「ガラスコーティング」
を通じて、環境改善
（保護、美化、再生
＋抗菌）
及び防災
（飛散防止、防滑）
をご提案！今回はスマートフォン、眼鏡にコーティングが可能
（有料）
です。

〒50 9 - 512 2 土岐市土岐津町土岐口15 89 -1

☎ 0572- 5 3 -2655

☎ 0575 -2 2- 0402

㈱キュリオ

設計・製造・販売

当社は、生活や日常を豊かにする
「のりもの」
を創っています。2009年より前身「高橋製瓦株式会社
のりもの事業部」にて国産ベビーカー
「キュリオ」、2010年より国産実用自転車「ユーティライト」の製
造販売を開始。2017年9月から新会社を設立し、軽量折りたたみ電動車いす
「スクー」の製造販売開
始。いずれもデザイン、使い勝手を追求した商品です。また、各種 OEM、試作設計、量産対応も行いま
す。

〒50 0 - 8441 岐阜市城東通 2-37

☎ 058 -213 -7363

61

㈲三輪塗装

建設・塗装

71

ヘアーズファイン・
ヘアーサロンｆ

美容

昭和37年に初代が塗装の道に入り今年57年になる塗装会社です。現在は2代目の社長になります。
塗装専門会社として公共工事、工場や事務所、一戸建て住宅の外壁屋根塗装・防水工事はもとより、
新築住宅・リフォーム工事を元請施工するなど、総合的に建物に関するご相談にお応えできる建築会社
でもあります。現在の規模は塗装業界においては岐阜県第2位、地元中濃地区では第1位の塗装会社
です。

地域密着型のサロンで、
「 返事・挨拶・後始末・元気・笑顔」
をモットーに、小さなお子様から年配の方ま
でいらっしゃいます。外部講師、
メーカーさんなどを自社に招いた勉強会を定期的に行い、技術アップを会
社全体で行っています。サロン内ではカラー、
パーマ液などの刺激を少なくする取り組みをし、安全、安心
を心がけた技術をしています。

〒501-3 824 関市東新町3 -921- 5

〒501-3 82 2 関市市平賀372- 4

62

☎ 0575 -2 2-3 892

日本トムソン㈱
岐阜製作所

機械器具製造

72

☎ 0575 -25 -28 3 8

Ｍａｋｅ＆Ｈａｃｋ

工業用製品、生活雑貨製品製造

当社の製品は世界中の人々に利便性や快適さを提供するモノや場所で活躍しています。ニードルベア
リング・直動案内機器・メカトロ製品の開発・製造・販売をしており、当社の強みは
「多品種生産」。お
客様のニーズに合ったカスタマイズ製品を多く提供しています。また、社員が安心して働くことができる環
境作りにも力を入れており、離職率はわずか2.6％！社員を大切にする安定した基盤の会社です！

当社では現在、
プロダクト及び DTP デザイン、
オリジナルブランド MUSHA Made In Japan の製造販
売、輸入販売事業、
クラウドファンディングのサポートの4事業を展開しています。地場産業を活かしたモ
ノづくりや、時代のニーズに合ったデザイン展開が得意です。またクラウドファンディングサポートでは経
験をもとにたくさんのクライアント様を成功に導いています。

〒501-376 3 美濃市極楽寺916

〒501-3217 関市下有知492-1

63

☎ 0575 -3 3 -3111

名古路建築㈱

建築

73

☎ 0575 -29 -3850

㈱花井金型製作所

プラスチック製品金型設計製作

NEXIA は
「良質宣言」。高断熱高気密の ZEH（ゼロエネルギー住宅）
の良質な木造の注文住宅を得
意とするあなたの町の工務店です。冬は暖かく、夏は涼しい ZEH の家は快適。安心、安全の耐震等級
3以上。高い断熱性と気密性で家の中の温度差を少なくすることでヒートショックのリスクを軽減するなど
人に優しい家を建てさせていただいています。2018年度、
全国で401社しかないZEHの5つ星ビルダー
にも選ばれました。

あなたのすぐ隣にあるプラスチック製品。おそらくそれは
「金型」
を使用して作られたものです。私たちの
身の回りのほとんどの物に金型は使用されています。私どもはその中でも、複雑な形状・高機能の金型
設計・製作を得意としており、
パチンコ・電設資材・刃物等、様々な業種の企業様と取引があります。金
型製作で培った技術の展示と、体験コーナーをご用意しています。0.01mm の世界を体感してください！
！

〒501-395 3 関市千疋北2-7-2

〒505 - 0 051 美濃 加茂市加茂野町鷹ノ巣878－1

☎ 0575 -28 -3 3 05

64 ＣＣ &ＳＣ

知財コンサル、卸売

大同

74 プレーンベアリング㈱

☎ 0574 -27- 4666

輸送用機械器具製造

①自社開発製品の夕陽や朝日の眩しさを防ぐ世界初の特許製品
（商品名 : スカイバイザーⓇ）
及び補助
バイザー等の卸販売業 ②企業の知的財産部及び技術統括部等の企業経験を活かした開発及び知
財コンサル業

当社の主力製品である自動車エンジン用軸受けは、国内すべての自動車メーカーと海外の主要メーカー
に採用され、高評価をいただいています。また、現在の自動車用ハイテクエンジンにおける高次元の要求
に応えるため、高精度な加工技術を築き上げてきました。当社の若き技能者たちは、
その確かな技術力を
持って、海外拠点においてもグローバルに活躍しています。

〒50 9 - 02 23 可児市羽生ヶ丘1-7

〒501-3219 関市のぞみヶ丘8 - １

☎ 0574 - 62-9239

㈱ナガセ

65 インテグレックス

工作機械製造

ナノメータの面粗さ、
サブミクロンの形状精度を実現する超精密研削盤をはじめ、世界最高の精度・能率
を追求した工作機械づくりを行っています。機械を販売するだけでなく、
「 加工ソリューション」
までご提供
します。設備検討、仕様決め、
テスト加工の時点から最適なご提案ができる様に、一つひとつの要素技
術を細かく研究・開発し、
お客様にとって有益な価値をご提供しています。

〒501-2697 関市武芸川町跡部13 3 3 -1

66 かみのほゆず㈱

☎ 0575 - 46 -2323

ゆずの生産、加工、販売

生産から加工、販売までを展開しています。栽培は安心安全にこだわり農薬不使用です。体に良い天
然材料を使用して無添加、
ゆずいっぱいの新ドレッシング、新ゆずぽんずも自慢の商品です。今人気の
柚子胡椒は汗と涙の力作です。コラボレーションした商品も多々あり、中でも舩坂酒造さんのゆず兵衛
（リキュール酒）
は世界11カ国に輸出されています。また、明宝ハムさんとの柚子胡椒フランクなどの人
気商品があります。

〒501-3 6 01 関市上之保150 6 0

67

☎ 0575 - 47-2 256

中日本航空専門学校

教育機関
（専修学校専門課程）

75

☎ 0575 -23 - 408 3

㈱オンダ製作所

非鉄金属製造

蛇口をひねれば、当たり前のように流れる水。スイッチを押せば、勝手に沸くお風呂。私たちの商品であ
る継手やバルブは、水、
お湯、
ガス、灯油などを、住宅などに張り巡らせるために使われています。シェアは
トップクラス。あなたも、知らず知らずのうちに使っていると思いますよ。「企業は人なりの信念」各種資
格の所得のサポート、研修会や海外も含めた展示会への積極的参加等、社員が成長するための投資は
一切惜しみません。

〒501-326 3 関市広見8 51-3

☎ 0575 -24 - 8189

76 ＮＡＴＵＲＡＬ・ＬＥＡＦ103

革製品製造

革製品＆オーダーメイドのショップです。長財布、
スマホケース、
ブレスレット、手帳カバー、
キーケース、名
刺入れなどレザーアイテムのオーダーメイドがメインで、
ライフスタイルに寄り添いながらお客様にあった革
アイテムを製作しています。レザーと異素材
（ダマスカス、
デニム等）
を組み合わせたアイテムも展開して
います。

〒501-3265 関市小瀬98 8 - 5

77

☎ 09 0 -9123 - 8843

㈱レミックマルハチ

生コンクリート製造販売

航空業界への就職者数は12,000名以上で、8年連続就職率100％、大卒就職率を上回る高い実績を
誇ります。飛行機・ヘリコプター 28機、
Ｂ737・Ｂ777フライトシミュレーター、
オートクレーブ、CATIAV5、
空港特殊車両、
Ｂ777客室モックアップなど充実した教育設備が整っています。

インフラ整備や住宅基礎に欠かせない生コンクリートを製造しています。他の生コン工場では製造してい
ない、透水性コンクリートや庭砂利の販売など、
エクステリア商材に力を入れています。日本に数台しかな
い、移動式の生コンプラントによる特殊コンクリート製造など、新製品開発を行い、新しい生コン業界を常
に創造します。また、
コンクリート廃材やペットボトルのリサイクルを行うことで、限りある資源を有効利用し
ています。

〒501-3924 関市迫間1577

〒501-3954 関市千疋108 8 -3

☎ 0575 -24 -2521

68 おきなや㈱

製麺・卸売

78

緑と花の坂井

☎ 0575 -28 - 40 08

小売り・サービス

創業100年を越える、老舗の製麺工場です。岐阜県の学校給食をはじめ全国に麺を届けています。身
近なところではスーパーなどで販売されている、
「焼そば」
や「うどん」
も製造しています。岐阜県観光連盟
推奨観光土産品「手もみ造りせいろ蒸し製法 関の孫六焼そば」
も製造販売しています。

当社は祖父が「花の坂井」
として創業、父の代で観葉植物のリース事業を譲り受け
「緑と花の坂井」
とし
て地元の企業や店舗に緑とお花をお届けしています。近年では、
お祝い事に重宝される胡蝶蘭や様々
なお花のお届けから、季節を彩る花壇のお花や植栽のメンテナンスなど、様々な緑とお花のサービスを提
供しています。今年は一般のお客様にご来店いただけるようなお店作りと商品の充実を計り、
植物を扱っ
たワークショップなどの開催準備をしており、地域に根ざしたグリーンショップを目指しています。

〒501-3955 関市下白金1198

〒501-3252 関市山王通1-9 -24
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☎ 0575 -27- 0 02 2

㈱キラックス

卸売

79

岐阜化繊工業㈱

☎ 0575 -23 -3351

不織布製造

100％無機原料を使用した親水性の塗料をコーティングします。親水性の効果により水で汚れを浮かし
て落とすことができるほか、耐久性が高く、
キズもつきにくくなります。

当社は1954年設立したニードルパンチ不織布の製造メーカーです。アパレル、産業資材、手芸、農業、
土木、建材など幅広くお使いいただいています。また現在はＢｔ
ｏＣ向けに開発しました
（特許申請中）
不
織布と生地を合わせた
（クリサンセマム）
帽子とスリーウエイ巻きスカートの販売を開始しており、不織布の
可能性を追及しています。

〒4 55 - 8 577 名古屋市港区土古町4 -1

〒504 - 08 54 各務原市蘇原野口町5 -116

70

㈱グリーンベル 関工場

☎ 052-3 81- 0140

金属製品加工

80

㈲中村鉄工

☎ 058 -382-2373

精密機械部品加工ほか

当社は岐阜県関市に自社工場を持ち、伝統の刃物の技術に、最新のデザインや技術を加え、品質と実
用性に優れた刃物を製造するメーカーです。商品は
「ステンレス製爪切り」
をはじめ
「驚きの毛抜き」
「G
マーク受賞商品」
など他社にないこだわりを持った新機能で高品質な製品を多く製造しています。特に
熟練のマイスター
（技術者）
によって一本一本丁寧に刃付け、仕上げられたステンレス製爪切りは心地よ
い切れ味が人気です。

精密機械部品加工、専用機設計・製作
（包丁の口金 R 研ぎ機「NTG2017 職人くん036」
・包丁の口
金外周研ぎ機「NTG2018 職人くん2」
・スピンドル研磨機など）
。精密機械の部品加工をしながら、
お
客様のニーズに対応した半自動化の専用機の設計、製作も行っています。地場産業に貢献できるもの
づくりを目指しています。また自社開発の機械も特許を取得し、
お客様から高い評価をいただいています。

〒501-326 3 関市広見東水上1923 -10

〒501-326 3 関市広見1270 -1

☎ 0575 -23 -1177

☎ 0575 -24 - 5 818

81

㈱サニー建築設計

建築設計

今年で創業35年、岐阜県を中心に多くの作品を残してまいりました。金融機関やオフィス、工場、個人
住宅、
クリニック、
福祉施設等、
用途や規模にこだわることなくお客さまのニーズにお応えし続けています。
「建物は社会の顔である。人の顔がそれぞれ違い、2つとして同じものは存在しないのと同様に建物もそ
れぞれ違って当たり前だ」
というポリシーのもと、
ニーズや想いをカタチに変えていく会社でありたいと思っ
ています。

〒50 0 - 825 8 岐阜市西川手7- 61

82

☎ 05 8 -277-3 3 39

㈱大映ミシン

家庭用・工業用ミシン販売・修理

創業67年、関市の老舗ミシン屋です。店内をリニューアルし、新品に限らず、中古の家庭用ミシン・工業
用ミシンも販売しています。店内には新品や中古の家庭用ミシンが豊富に展示してありアフターフォロー
も万全。中古の家庭用ミシンも3カ月保証付き。また家庭用ミシン試し縫いブースやキッズスペースも設
置し、
お子様連れのお客様にも安心してミシンをお選びいただけます。現在、
家庭用ミシン使い放題プラン
（有料）
を検討中。

〒501-3214 関市貸上町52-1

83

☎ 0575 -2 2- 0705

㈱大野ナイフ製作所

刃物製造

創業１０３年目の当社は、
１００年以上に渡り受け継がれてきた伝統技術と、
ＣＡＤ・ＣＡＭ化、
ロボット化に
よる最先端テクノロジーを融合して
「世界一の包丁」
を製造しています。常に
「世界一のものづくり」
を意
識しＩＯＴ・ＲＰＡを導入しての生産性向上も力を入れています。社員全員が一丸となって新しいことに挑戦
し進化をし続けています。

〒501-3217 関市下有知4164 -1

☎ 0575 -2 2-3 4 4 8

84 カイ インダストリーズ㈱

刃物製造

カミソリ・ツメキリ・カッターナイフ・ハサミ・包丁・メディカル用品・業務用刃物などの刃物をはじめ、
キッチ
ンウェア、
ビューティケア用品、製菓用品などの製造販売をしている KAI グループの製造会社です。人
にやさしくユニークでパテント性が有りデザイン性と機能性にも優れたモノ創りをモットーとしています。

〒501-39 92 関市小屋名1110

85

☎ 0575 -28 -3 46 8

関市障がい者総合支援協議会
就労支援部会

障がい者支援サービス

当部会では、年6回部会を開催し、就労に関する地域の情報共有や就労している障がい者及び企業が
実際に困っている課題に対して相談に乗り、福祉関係機関を紹介するなどの支援をします。また、不定
期にマッチング会議を開催し、障がい者の支援機関等と障がい者を雇用したい企業の採用担当者様と
のマッチングを目指します。

〒501-3 894 関市若草通3 -1

☎ 0575 -23 -9 032

86 ＰＬＵＳ㈱

農業、食品製造

◇農作物の栽培、販売 ◇野菜、果物の減圧乾燥、製粉 ◇米粉商品の製粉、加工・販売 ◇商品
企画 ◇作業受託 ◇グルテンフリーライスパスタ
（乾麺）
を得意とする。原材料は、世界農業遺産認
定地域
（清流長良川上中流域）
にて岐阜県 GAP のもと、
自社栽培した岐阜県の代表品種ハツシモ米
100％を製粉したもののみ使用することにこだわっています。米粉専用工場にて製造
（岐阜県 HACCP
認定工場）

〒501-3954 関市千疋818 -1
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☎ 0575 -3 6 -2124

㈱佐竹産業

刃物製造卸

91 ニッケン刃物㈱

刃物製造・卸売・販売

ハサミを中心とした刃物や医療用器具を製造販売。当社独自の刃体が反ったハサミは、
引切り効果によ
り対象物を逃がさず、
スムーズにカットできます。また、近年発売された日本刀はさみや名刀ペーパーナイ
フは、若手により開発されたデザイン性の高い商品で、刃体の反りや刃紋、鞘の結びまで日本刀を忠実に
再現しています。また、
クラウドファンディングを利用した商品 PR など先進的な取組みを積極的に挑戦し
ています。

〒501-3213 関市東貸上12-16

92

☎ 0575 -24 - 0161

㈱ツカダ

金属プレス加工

プレス業として、主に刃物関連・事務用品・建築金物部品・ＦＡ用部品・自動車関連部品・水栓関連部
品等を生産しています。約3年前に自社商品をクラウドファンディング
「マクアケ」
にて2,300名以上の方
にご支援いただき、成功させ
「ガイアの夜明け」
などメディアにも取り上げられました。現在では自社ブラン
ド
「OSUO」
を立ち上げ、鍵型便利ツール Key-Quest ／極薄スマート名刺入れ KEEP SMART を展開
中！
！

〒501-3265 関市小瀬554 -1

☎ 0575 -23 -2376

10金

ビジネスマッチング（企業お見合い）

10:00 〜 11:25 ／ 13:00 〜 16:40
せきしんふれ愛アリーナ
（総合体育館）
・サブアリーナ
企業同士１対１、
１コマ4０分の商談会（事前調整）

バイヤー企業
【㈱カタログハウス、
㈱協和ロジテック、
㈱京急百貨店、
㈱サザビーリーグ、
㈱東急ハンズ、
㈱東武百貨店、
㈱名古屋三越、㈱丸金、
㈱大和、
４７ＣＬＵＢ
（岐阜新聞広告部）
】
との商談もあり

11土

ワークショップ（ものづくり体験教室）
10:00〜15:00

せきしんふれ愛アリーナ
（総合体育館）
・サブアリーナ
○ａｍｉ友

「 木の実やお花を入れたボタニカルオイルランプをつくろう！」

○㈱石川刃物製作所

「 m o r i n o c o ナイフで削ってみよう」

○㈱エクシール

「 フェイクスイーツを作ってみよう！」

○㈱シャインカービングアカデミー

「 輝きはまるでステンドグラス！彫るアート シャインカービング ワークショップ」

○㈱大映ミシン

「 みんなでチャレンジ！ミシンでかわいいポケットティッシュケースを作ろう！
なんとワンコインでネーム刺繍も！！」

○トマト工業㈱

「 カラフル宝石制作体験で宝石マイスターになろう！
ケイカルブンブンコマ体験で回転コママイスターになろう！」

○名古路建築㈱

「 大工さんと作る

木工教室 」

昭和22年創業。常により良い刃物を創ることを目指し、技術革新を繰り返し、時代に合った製
品を作ってまいりました。今後も、常に消費者の皆様のニーズに合った商品開発を行っていき
たいと考えています。

○ＮＡＴＵＲＡＬ・ＬＥＡＦ10 3

〒501-3242 関市東福野町6 -21

○ヘアーサロンｆ・ヘアーズファイン

88

☎ 0575 -2 2-16 31

㈱杉山製作所

鉄家具製造

当社では、創業以来、鉄の加工・溶接を専門に培い、
自動車部品・列車車両部品などの製作を行ってき
ました。そしてその熟練した技術と設備を生かし現在では、鉄へのこだわりをもった製品づくりを行ってい
ます。2019年1月に工場併設のアンテナショップ「アイアンインテリア tetsukurite（テツクリテ）
」
をオー
プンし、鉄製の雑貨や家具などを販売しています。鉄家具のショールームも併設しています。

〒501-3 829 関市旭ヶ丘3 -13

89

☎ 0575 -2 2- 0554

ぎふ技術革新センター運営協議会・
岐阜県工業技術研究所

官公庁

岐阜県工業技術研究所は、地域に根ざしたものづくり加工技術研究と質の高い技術支援を通じ、県内
中小企業の技術向上、成長分野への展開に寄与しています。ぎふ技術革新センター運営協議会は、
「ぎふ技術革新センター
（岐阜県工業技術研究所内施設）
」
を核とした産学官連携による組織です。
炭素繊維複合材料の成形・加工機器から航空機の部材認証に必要な規格等に準拠した試験や高度
な品質評価試験ができる機器を整備しています。

〒501-3265 関市小瀬128 8

90

☎ 0575 -2 2- 0147

東海理研㈱

セキュリティー商品開発製造販売

フレキシブルな創造力で製品をコーディネートする・・・当社はそんな開発提案型企業です。多様なニー
ズに応えた製品群は、数多くの企業で活躍しています。その背景には、
お互いの可能性を尊重しあう、明
るく和やかな社風と団結力があります。200件以上の特許を取得した多彩なアイテムが自慢です。詳し
くは、HP http://www.tokairiken.co.jp をご覧ください。

〒501-26 01 関市武芸川町谷口59 9

☎ 0575 - 46 -1111

「 カラフルコインケースづくり」

○早川工業㈱

「 ハンドメイドアクセサリー体験 」
「 やってみようヘアーアレンジ」

○松田産業㈱ 関工場

「 ご家庭で使用されているパソコンから貴金属の元が取れるリサイクル解体体験 」

○ワン・イレブン㈱

「 オーダーメイドで自分だけの植木鉢を作ってお花を植えよう！！」

展示・体験
10:00〜16:00
学習情報館・エントランスホール
○中日本航空専門学校

「 フライトシミュレーター体験 」

○㈲シオン

「 コマまわし体験 」

その他催し物
13:30〜14:00
学習情報館・多目的ホール
○関商工高等学校

吹奏楽演奏

※内容を変更する場合がありますので、ご了承願います。

Jur
u...

飲食店

G

ふじきフーズ

フランク、
イカ焼、焼きそば、
お茶

自慢の味を提供します。
〒501-3955 関市下白金13 8 -3

A

H

ピッツァ マルゲリータ、ジェノベーゼ、
キノコのピザ

Pizza Maru-Sun

☎ 0 9 0 -7318 - 8 392

関牛乳㈱
立ち飲みミルクバー

牛乳、
お菓子

本格的、薪窯で焼いたアツアツのピッツァを堪能してください。

関牛乳では、牛乳本来の美味しさを引き出すために、低温殺菌にこだわっています。

〒50 9 - 0115 各務原市緑 苑南2-170

〒501-3 8 35 関市観音前41

B

Mory's
1pound steak

☎ 05 8 -370 -3116

I

１ポンドステーキ

☎ 0575 -2 2- 0402

フランス菓子
パリブレスト

ワッフル、
マカロン、
モナカアイスなど

ワンポンドはなんと約４５０ｇ！赤身肉を豪快に焼き上げ提供します。お手頃サイズも！

赤ちゃんからお年寄りまで、真実と幸せを呼び込む、
とびきり美味しいお菓子です。

〒504 - 082 2 各務原市蘇原栄町2-10 -1

〒501-3256 関市巾3 -34

C

☎ 05 8 -371-9 037

J

鶏ちゃんからあげ、
オムそば、
広島焼き、
カキ氷

ぶん家

☎ 0575 -24 - 4330

カフェ・アダチ

アダチブレンド、
アイスコーヒー

ヤマコ醤油とハチミツで漬け込んだ逸品。色々な味も取りそろえた鶏ちゃんからあげです。

焼きたて、挽きたて、淹れたての香り高い自家焙煎コーヒーを丁寧にドリップします。

〒501- 6121 岐阜市柳津町上佐波4 -75

〒501-3265 関市小瀬18 3 3

D

㈱フレシュール

☎ 05 8 -279 - 0 9 05

K

関ぷりん

☎ 0575 -23 - 05 39

角丸㈱

うな丼弁当

関牛乳㈱の低温殺菌牛乳、地元の有精卵を使用し、濃厚なめらかとろ～りに仕上げました。

創業明治7年。秘伝のタレとやや強火の炭火焼が脈々と受け継がれた、
おいしいうな丼弁当です。

〒501-3 824 関市東新町7-2-2

〒501-3 8 3 8 関市東門前町21

E

そば処山久

☎ 0575 -24 -76 0 0

L

自家製ポークカレーライス

☎ 0575 -2 2- 0415

㈲ふる里農園美の関

弁当、
いちご大福、野菜

懐かしいレストラン山久の大正の味。ルウから手作りするカレーソースをご賞味ください。

農園で愛情をこめて育て収穫した採れたてのイチゴを使用したいちご大福などを販売します。

〒501-3 819 関市西町15

〒501-392 2 関市大杉567-10

F

☎ 0575 -2 2- 0128

かみのほゆず㈱

M

ゆず五平餅、柚子こしょうフランク、
ゆず商品など

☎ 0575 -25 -1588

駄菓子屋カフェＣＨＡＢＵ

駄菓子屋さんの愛情たません、
出張駄菓子

大好評のゆず五平餅と柚子こしょうフランクを外のブースで販売します。ぜひセットでご賞味ください。

地域の子育ての場、駄菓子屋さんの愛情たません＆なつかしさいっぱい！出張駄菓子屋。

〒501-3 6 01 関市上之保150 6 0

〒501-3 8 86 関市本町2-18

☎ 0575 - 47-2 256

☎ 080 - 6911- 0847

わかくさ・プラザ

せきしんふれ愛アリーナ・メインアリーナ
学習情報館・多目的ホール

至美濃市

市役所前

関市役所

関信用金庫
至岐阜市

関シティ
ターミナル
文化会館

10 ▶11

5/

10 : 00 ― 17 : 00（11日は16：00まで）

入場
無料

156

岐阜県関市若草通2‒1
催／

ビジネスプラス展 in SEKI 実行委員会

問い合わせ／

事務局 関市産業経済部商工課 TEL : 0575‑22‑3131

Facebook／

http://www.facebook.com/business.plus.seki

文化会館

安桜山

248

関市・関商工会議所・関信用金庫

企画・運営／

関市役所

中濃厚生病院

関
至 岐阜

津保
川
百年公園

東海北陸自動車道

主

市役所前

バロー

わかくさ・プラザ 「せきしんふれ愛アリーナ・メインアリーナ」

卍
関善光寺

わかくさ・
プラザ

関信用金庫

至 美濃

関警察署

2019

N

関

わかくさ
トンネル

コンビニ

関商工会議所
シネックス
マーゴ
マーゴ

刃物
会館前

フェザー
ミュージアム

刃物会館

安桜小学校

旭ケ丘
中学校

関口

長良川鉄道

関IC

access

■お車でお越しの方 東海北陸自動車道「関IC」より約10分
■電車でお越しの方 長良川鉄道 関市役所駅下車 徒歩約10分
■バスでお越しの方 岐阜バス・関シティバス わかくさ・プラザ、市役所発着

