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BUSINESS
MATCHING

2019年1月15日（火）
AM10：00～PM5：00

あいめっせホール（イーグレひめじ3階）

日 時

会 場

【主　催】 　　姫路市商工会
【後　援】 兵庫県中播磨県民センター、 姫路市、 姫路商工会議所、 日本政策金融公庫姫路支店
　　　　中小企業大学校関西校、 但陽信用金庫、  西兵庫信用金庫、 兵庫県商工会連合会、 中播磨地区商工会連絡協議会

地
元
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業
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出
会
い
の
場
」を

個性あふれる中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示し、
販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供いたします。

ビジネスマッチング商談会

はばたけアイデア
…

つながれ未来！

営業マンのみなさ
ん

フットワークを軽く

ひめじに集合！！

第2回

平成30年度地域活力増進事業

2019
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出展企業一覧

（株）アミューズ２４ 〒679-2323 神崎郡市川町甘地 166-3 0790-26-3009 5

エヌ・ケイ・ケイ（株） 〒671-2423 姫路市安富町狭戸 117 0790-66-3625 5

5

（株）サンライト 〒670-0953 姫路市三条町 1-44 079-222-8807 5

桑路建塗（株） 〒679-2336 神崎郡市川町沢 115-2 0790-28-1388 6

三協フロンテア（株）姫路工場 〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 98 0790-62-0895 6

SKYLAB 〒679-2165 姫路市香寺町恒屋 1046-1 079-232-6666 6

ナカオ塗装 〒671-0231 姫路市御国野町深志野 1434-9 079-280-3914 6

（株）イデア 〒651-2128 神戸市西区玉津町今津 608 078-911-1200 2

温活cafe Pal of ARM 〒670-0016 姫路市坂元町 107 079-287-6702 4

（株）光明兼光本店 〒672-8071 姫路市飾磨区構 5丁目 198 番地 079-234-8880 4

塩田温泉郷ブランド協議会 〒671-2103 姫路市夢前町前之庄 1434-15 0120-136-833 4

日本たばこ産業（株） 〒670-0955 姫路市安田 2-1 079-223-4511 4

（株）オートワークス姫路中央 〒670-0811 姫路市野里 137 番地 1 079-285-4000 6

太平工材（株） 〒672-8064 姫路市飾磨区細江 1210 番地 1 079-233-0921 2

（有）市場印刷 〒672-8049 姫路市佃町 37 079-226-0155 3

（有）エービーユー 〒672-8030 姫路市阿成植木 693 079-231-1023 3

感動会社 楽通 （株） 〒672-8041 姫路市三条町 2丁目 13 079-260-6837 3

〒671-2111 姫路市夢前町杉之内 17 079-336-3221ヒメジ理化（株）

（有）くぼ写真製版所 〒670-0944 姫路市阿保乙 130-1 079-281-1611 3

サントクコンピュータサービス（株） 〒672-8035 姫路市飾磨区中島 1547-1 079-234-3530 3

T.B.G 〒679-2215 神崎郡福崎町西治 2-48 0790-22-7730 2

（株）姫協 〒671-1523 揖保郡太子町東南 139-1 079-277-3411 2

マシナリ・オオツボ 〒679-2153 姫路市香寺町田野 1026 079-232-6658 2

丸福化成（株）／whim 〒679-2215 神崎郡福崎町西治 484-2 0790-23-0667 2

播州調味料（株） 〒670-0811 姫路市野里 948 番地 079-224-1761 4

（有）夢前夢工房 〒671-2121 姫路市夢前町宮置 909-1 079-335-1411 4

〒679-2122 姫路市豊富町御蔭 655 番地 35 079-265-5670 ㈹ 5（株）ミタチ
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樹脂・金属加工・皮革関連

18 株式会社 イデア
〒651-2128 神戸市西区玉津町今津 608
　　078-911-1200
　　078-911-1202

http://www.idea-idm.co.jp/
info@idea-idm.co.jp

受 注

TEL
FAX

URL
E-mail

3 T.B.G
〒679-2215 神崎郡福崎町西治 2-48
　　0790-22-7730
　　0790-22-7710

主要出展物

企業概要
金属製品の仕上加工（研磨バフ仕上）
医療用SUSや特殊金属、一般的なステンレスなどの鍛造や削
りだし製品のミラー仕上げ（＃300～＃600）、サテン仕上げ、
一部鉄製品の熱処理前・後のバフ仕上げを得意としています。
『超仕上げにチャレンジ』を現在進めています。

タービンブレード　　人工関節・手術器具
トラック用コンテナ部品　その他

受 注

TEL
FAX

22 主要出展物

企業概要

受 注

発 注 姫路産の革、縫製とコラボレーションが出来る面白いものが
無いか、常に探しています。

発 注 蒸着メッキ

TEL
FAX

TEL
FAX

URL
E-mail

http://whim.co.jp/
info@whim.co.jp

URL
E-mail

http://www.himekyo.com
himekyo@mh1.117.ne.jp

URL
E-mail

2 株式会社 姫協
〒671-1523 揖保郡太子町東南 139-1
　　079-277-3411
　　079-277-2411

主要出展物

企業概要
私たち「姫協」は樹脂から金属まで、あらゆる素材加工に
挑戦し続ける職人集団です。
レアメタルから、CFRP、ガラエポ等の難削材加工までお
任せください。設計から考案、加工、製作、取り付けまで、
社内一貫生産で様々なご要望にお応えいたします。
ものづくりへのこだわり、品質へのこだわり、スタッフのこ
だわり、研究開発への取り組みが、「姫協」の4つの柱です。

会社案内パネル　加工品サンプル　3Dプリンター

1 丸福化成 株式会社 /whim
〒679-2215 神崎郡福崎町西治 484-2
　　0790-23-0667
　　0790-22-2218
　　

主要出展物

企業概要
2013年イタリアミラノで開催された世界最大級の見本市”MIPEL THE 
BAG SHOW”において、チームオールマイティとして入賞を果たす。
2017年には”革新的ものづくり補助金”が採択され、ミシンを多数設置。
小人数からスタートした工房であるが2018年には職人候補を多数採
用し、生産力も大きく向上した。
今後もmade in Japanにこだわり、本物の”ものづくり”を目指す。

主に姫路産の上質な革を使用した小物、バッグ等。
各種縫製、OEM生産、自社商品

受 注 ショップのオリジナル商品（OEM生産）、海外生産から日本製への切り替え、廃業された
メーカーからの移管等ご相談下さい。自社商品の販売、パターンオーダーも承ります。

量産品から単一の特別仕様品まで幅広く対応します。

試作モデル製作に関する事全般

出展企業のご紹介

主要出展物

企業概要
1955年に創業の試作モデルを製作する専門メーカーです。
デザイン検討用のデザインモデル、クレイモデル(粘土模型)、製品の
内部構造を見せるカットモデル、動態確認用のワーキングモデル、各
種検査治具、ＦＲＰ製品等を、デザイン、3Ｄデータ作成、加工から塗
装仕上げまで社内で一貫製作いたします。

試作事例の写真パネル、デザインモデル(飛行機の縮尺モデル）、
ＦＲＰ製品、真空注型品、カメラのカットモデル、塗装サンプル等

受 注

発 注 協力会社を探しています。

発 注 協力工場を探しています。

部品製作ロットは、一個から数千個まで

出展企業のご紹介

マシナリ・オオツボ
〒679-2153 姫路市香寺町田野 1026
　　079-232-6658
　　079-232-5729

http://mashinari-otsubo.com/
o-tetuji@khf.biglobe.ne.jp

長寸用の旋盤(全長6000)の機械を使用しています。
旋盤加工した物でキー溝・穴明加工も出来る仕様にしています。
フランジの穴明・キー加工も出来ます。

パネル
加工品(2点程)
会社案内

当社使用機械加工で出来るもの。

URL

27 太平工材 株式会社 主要出展物

企業概要http://www.taiheijp.co.jp
t-hira@taiheijp.co.jp ステンレス・アルミニウム材料の販売と加工を

行っている会社です。在庫・切断加工・配送と全
て自社で行っています。レーザー切断品は品
質・納期とも高く評価されています。ステンレ
ス・アルミニウムのことならどんなことでもご相
談ください。

ステンレス・アルミニウム材料の切断品サンプ
ル・会社案内・カタログ等

発 注

受 注

ステンレス・アルミニウムの板金加工・切削加工

ステンレス・アルミニウム・その他非金属材料・切削加工

TEL
FAX E-mail

〒672-8064 姫路市飾磨区細江 1210 番地 1
　　079-233-0921
　　079-233-0926

TEL
FAX
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情報・通信・印刷関連

5 感動会社 楽通 株式会社
〒672-8041 姫路市三条町 2丁目 13
　　079-260-6837
　　079-260-6839

主要出展物

企業概要

http://www.rakutsu.jp
rakutsu@live.jp

姫路の広告代理店。印刷物、Web、SNS、イベント、コンサル
を通じて、お客様の想いをカタチにします。

販促支援、求人対策セット、企業映画化ポスター、結果が出
る企業サポート、Web制作、ポスター、会社案内、クリアファ
イル、カレンダー、看板、各種チラシ

7
〒672-8035 姫路市飾磨区中島 1547－1
　　079-234-3530
　　079-233-2296

主要出展物

企業概要
http://www.santoku-cs.co.jp
sales@mail.santoku-cs.co.jp

山陽特殊製鋼グループの情報システム部門として、姫路を
拠点に業務システムの構築やセキュリティー対策など展開
しております。課題解決やセキュリティ対策などお客様の視
点でご提案いたします。

TEL
FAX

URL
E-mail

パネル展示、カタログ
スライドショー（会社紹介、開発実績紹介）
モバイルＰＣ

TEL
FAX

URL
E-mail

19 有限会社 くぼ写真製版所
〒670-0944 姫路市阿保乙 130-1
　　079-281-1611
　　079-281-1650

主要出展物

企業概要
http://www.kubonet.jp/
mail@kubonet.jp

当社は創業45年以上の地域密着型の印刷会社です。近年、デジタル化と
ともに印刷物の需要が減ってきている中、紙での表現方法（風合い・デザ
イン・製本等）にとことんこだわりつつ、紙以外の素材にプリントするUV
印刷サービスを始め、お客様にご好評を頂いております。“地域一番信頼
される印刷会社”を合言葉に印刷物作りの道案内が私達の仕事です。

UV印刷で作成したオリジナル販促物、オンデマンド印刷（型抜き名
刺）、“kamikatsu舎”商品のご紹介
当社オリジナルキャラクター販促物紹介（ひめじぃ）

発 注
受 注

紙・資材関係・外注様を探しています。

発 注 住宅会社様の来場プレゼントやイベントの集客に使える商品
やアイデアを探しています。

UVインクジェットプリント商品の販売・企画の提案、ただ者
じゃない名刺など印刷物や販促物のことなら何でもご相談下
さい。

発 注

受 注

ビジネスを一緒にしてくださるパートナー企業を募集してお
ります。
お客様の会社に合わせたシステム構築をご提案いたします。

TEL
FAX

URL
E-mail

発 注

受 注 販促・求人のお困りごとなど何でもご相談ください。

ギフト化（ノベルティ）に出来るいろいろな商品やサービス
をおもちの企業様を探しています。

サントクコンピュータサービス 株式会社

出展企業のご紹介

8 有限会社 市場印刷
〒672-8049 姫路市佃町 37
　　079-226-0155 
　　079-226-0156

主要出展物

企業概要

ichiba-printing.com/
ichiba18132@leto.eonet.ne.jp

スタッフの大部分がデザイナーとして仕事が出来る集団です。
お客様の想いをカタチにし、伝え、つながることを目指しています。
「集客をしたい」「売上UPの為の販促ツールを作りたい」「イベントを
したい」など、お気軽にご相談下さい。

オリジナル商材（一例）のご案内
①ウルトラDMセット　　③就活情報誌 タブロ
②ポケットチラシ　　　  ④ホームページ無料診断　等

受 注 販促企画等のご相談はお気軽に
貴社の社外販促企画部としてご活用下さい。

TEL
FAX

URL
E-mail

6 有限会社 エービーユー
〒672-8030 姫路市阿成植木 693
　　079-231-1023 
　　079-233-3337

主要出展物

企業概要http://www.abu.co.jp/
y-aburatani@abu.co.jp 私ども有限会社エービーユーは、基幹システム・WEBシステム・クラウドシス

テムなどのシステム開発と販売を行っています。システム業界を取り巻く環
境の変化は大きく、またスピードも速い中、お客様の様々なご要望に迅速に
お応えすることがますます重要になってきております。わが社の最大の特徴
は、お客様のご要望・疑問といった声を反映させることで、お客様に合った
使いやすく 他社にはないオンリーワンの商品を提供できることであります。

指静脈認証を用いた勤怠管理システム・企業パネル

受 注 販売管理システム　　勤怠管理システム　　　
配車管理システム　　生産管理システム　　等

TEL
FAX

URL
E-mail



4

食品・健康関連

25 塩田温泉郷ブランド協議会
〒671-2103 姫路市夢前町前之庄 1434-15
　　0120-136-833

受 注 卸売企業の販路を開拓しております。
小ロットでの受注もお受けいたします。

23 日本たばこ産業 株式会社
〒670-0955 姫路市安田 2-1
　　079-223-4511 
　　079-223-4561 erika.ushimaru@jt.com
TEL
FAX E-mail

11 播州調味料 株式会社
〒670-0811 姫路市野里 948 番地
　　079-224-1761
　　079-282-5491

http://www.bansyu-chomiryo.co.jp
bansyu-t@f3.dion.ne.jp

受 注 お客様のご希望の味を共同開発・製造いたします。

受 注 ロット数や数量に応じてお見積もりさせていただきます。

受 注 ご希望がございましたら、直接お伺いさせていただきます
担当：牛丸絵梨佳（090-5324-9616  erika.ushimaru@jt.com）  
までご連絡ください

TEL
FAX

URL
E-mail

20 有限会社 夢前夢工房
〒671-2121 姫路市夢前町宮置 909-1
　　079-335-1411 
　　079-335-1036

http://y-yumekoubou.net/
info@y-yumekoubou.net

TEL
FAX

URL
E-mail

http://www.koumyou-honten.com
oue@koumyou -honten.com

10 株式会社 光明兼光本店 
〒672-8071　姫路市飾磨区構 5丁目 198 番地
　　079-234-8880
　　079-234-8870

受 注 フルカラー着色と固着は弊社独自の技術です。

発 注 tekizamiの存在をアピール出来る手法を探しています。

TEL
FAX

URL
E-mail

http://pal-of-arm.business.site/
onkatu.cafe.pal.of.arm@gmail.com

4 温活 cafe Pal of ARM
〒670-0016 姫路市坂元町 107
　　079-287-6702
　　079-287-6702
TEL
FAX

URL
E-mail

出展企業のご紹介

主要出展物

企業概要
PDP関連製品使用による温活の提供。
温活することにより、体温を高め免疫力を高め病気（特にがん）になりにく
い身体づくりを目指します。身体が温まると血の巡りがよくなって新陳代
謝も活発に。内蔵の血行も良くなり身体の中から健康になっていきます。

プラチナダイヤモンドフォトン（PDP）製品
PDPは、最先端のナノテクノロジーによって誕生した次世代型新素材。
PDPから放射されるエネルギー「生命の光」は生物に有効なさまざま
な働きをもちます。

主要出展物

企業概要
周年や式典用の記念品としては勿論、各種お祝い事や販促ツールと
してイベントキャラクター・会社名などを刻む事で、大変驚かれる商
材です。凹凸があること、ガラスには難しい色付けが綺麗に丈夫に定
着していることで、宣伝効果は大きいです。

酒瓶（中身入り）等に彫刻し、フルカラー着色した弊社オリジナル製
品「tekizami」（手刻み）

主要出展物

企業概要
癒しのひとときをお楽しみいただけるスキンケアのオリジナルブランド
「夢色」シリーズです。塩田温泉、姫路ゆめさき川温泉、雪彦温泉の鉱泉と、
夢前町山之内地区で自然栽培のハーブを活用したナチュラルコスメ商品
です。塩田温泉郷は、300年前元文の頃から湯治で利用された良質の温泉
です。姫路の奥座敷『塩田温泉郷』からの贈り物を、どうぞお試しください。

夢色の湯（入浴剤）　
夢色クリーム（保湿クリーム）
夢色石鹸（洗顔用石鹸）

主要出展物

企業概要
姫路で創業５３年。主に食品メーカー様向けに、たん白加水分解物
を製造・販売しています。
今回は、創業当初より製造しております、液体・小袋スープのご提案
及び、同品のOEM対応についてご提案致します。

〇めんつゆ・そばつゆ等の液体スープ・粉末スープ等
〇液体・粉末の小袋スープのOEM対応について

低温加熱式たばこPloom TECHの商品紹介
分煙コンサルタントによる喫煙環境相談

主要出展物

企業概要
農産物の生産と直売所、レストランの運営をしています。
農地面積は60ha。農薬や化学肥料にたよらず自然環境に
やさしい農業をめざしています。

防草シート　夢そば　夢みるきなこ　イチゴのパウダー
　

主要出展物

企業概要
国内たばこの製造・販売
たばこを吸われる方と吸われない方が協調して共存できる社会の実
現をめざしています。
その中でも特に、喫煙環境改善のために、無償で低温加熱式たばこ
Ploom TECHを活用したオフィス環境の改善のご提案や、分煙コンサ
ルティング活動を行っています。
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環境関連

産業機械・器具関連

出展企業のご紹介

16 主要出展物

企業概要
太陽電池関連商品の開発をベースに省エネルギーや省資源化に対
応する製品づくりをいちはやく推進してきました。
自然のエネルギーを効率よく蓄電して、LEDを点灯させるシステムで
夜の景観を鮮やかに演出し、人と自然に優しいシステムです。

［ソーラーLEDビーム（防護柵）］ 平成30年度助成金 ひょうご科学技
術協会、とくしま産業振興機構
［LED道路灯］ 平成28年度 姫路市ものづくり授賞
ソーラーLEDアプローチライト他、ソーラー、LED、蓄電池を使用した商品

受 注 量産品OEMから発注者のニーズに合った特注品、1台からの
特殊仕様にも対応可能です。

TEL
FAX

URL
E-mail

14 エヌ・ケイ・ケイ 株式会社
〒671-2423 姫路市安富町狭戸 117
　　0790-66-3625
　　0790-66-3650

主要出展物

企業概要

http://www.nkk-aerosol.co.jp
m.sugimoto@nkk-aerosol.co.jp 

1942年に設立された製缶とガス充填を行なっている企業です。
主力生産品であるノンフロンダストブロワ̶は、市場の70％のシェ
アを誇ります。

2007年に「地球温暖化防止環境大臣表彰」を受賞したノンフロンダ
ストブロワ̶、各自動車メーカーに供給しているフロンサービス缶
やエアコンオイルを展示いたします。

受 注 認知症の徘徊で困られている病院、施設様
高額商品の防犯に安価で対応したい商店様

TEL
FAX

URL
E-mail

13 株式会社 アミューズ24
〒679-2323 神崎郡市川町甘地 166 番地の 3
　　0790-26-3009
　　0790-26-1806

主要出展物

企業概要

http://amuse24.net/
azumi-s@amuse24.co.jp

病院、介護施設、または自宅における認知症の徘徊を防止するシス
テム、（高額商品の防犯にも対応）等のご提案。館内の除菌、脱臭の
安全安心対策。さらにお風呂場スベリ防止畳、すのこの販売等、
介護～環境衛生の安全に取り組んでおります。

・病院、施設などでの徘徊者の見失い防止システム
・館内の除菌、脱臭の安全安心対策

病院、施設の全館徘徊防止対策から個人の徘徊防止レンタル
商品まで対応いたします。

TEL
FAX

URL
E-mail

株式会社 サンライト
〒670-0953 姫路市三条町 1-44
　　079-222-8807
　　079-222-8817

http://www.sunlights.co.jp
k-arai@sunlights.co.jp

URL

URL

17 株式会社 ミタチ 主要出展物

企業概要
http://www.k-mitachi.com
g.taniguchi@k-mitachi.com

エンジニアリング会社として、創業時よりの機械
設計・プラント設計事業。自動化設備の設計・製
作・据付までのＦＡ化を行うＦＡ事業。各分野
を問わず、お客様のご要望に合ったご提案を致
します。いっしょに夢づくりしませんか。

安全意識の向上、あるいは安全対策の措置・指
導等にお役立に立てる商品のパネル展示及び
動画。

発 注

受 注

加工部品全般、自動化省力化設備の設計製作業務。

自動化省力化設備全般生産設備。設備の移設改造業務。

TEL
FAX E-mail

15 ヒメジ理化 株式会社
〒671-2111 姫路市夢前町杉之内 17
　　079-336-3221
　　079-336-3223

主要出展物

企業概要http://www.himejirika.co.jp
hsumekage@himejirika.co.jp 操業以来ガラス加工を中心に製造しております。

また、ガラス加工の製造設備は内製しており、そこで培っ
たノウハウで自動化装置などの設計組立て販売も行って
います。今後は装置、ユニットなどの設計組立て販売を強
化したいと考えています。

会社案内、会社紹介パネル、製品紹介パネル、石英ガラス
製品、小型装置

TEL
FAX E-mail

〒679-2122 姫路市豊富町御蔭 655 番地 35
　　079-265-5670 ㈹
　　079-265-5678 ㈹

出展企業のご紹介
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建設関連

車両関連

9 SKYLAB
〒679-2165 姫路市香寺町恒屋 1046-1
　　079-232-6666
　　0790-27-8454

主要出展物

企業概要http://www.skylab-seiwa.com/
info82@skylab-seiwa.com 当社は、建設にICT技術を導入した新しい取り組みをしてい

ます。その中の一つがドローンを活用した測量や3次元モデ
リングです。様々な技術を応用し、人手不足解消や生産性の
向上を目指しています。
また、安全第一をモットーにしたドローンスクールを運営し
ています。

ドローンを活用した、事業のご紹介とご提案
3Dモデリングや農業への活用

受 注 建設業だけにとどまらず、点検業務や広大な敷地の3次元モデル化な
ど、様々な分野からの受注があります。お気軽にお問い合わせください。

発 注 新たな企業様とのビジネスマッチングを進めていきたいと
考えております。お気軽にお問合せください。

TEL
FAX E-mail

21 三協フロンテア 株式会社 姫路工場
〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 98
　　0790-62-0895
　　0790-62-0912

主要出展物

企業概要http://www.sankyofrontier.com/

三協フロンテア株式会社は、ユニットハウスの製造・
販売・レンタルを行っています。姫路工場（宍粟市山
崎町上比地98）では生産拡大に伴い生産活動や運
搬に従事いただける協力会社様を募集しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

・工場内作業協力会社様募集のチラシ
・ブース内にて作業内容に対するご相談

発 注 板金、溶接、組立などの工場内作業、施工現場作業、
運送トラック

TEL
FAX

URL

URL

12 桑路建塗 株式会社
〒679-2336 神崎郡市川町沢 115-2
　　0790-28-1388
　　0790-28-0138

主要出展物

企業概要

http://kuwaji.com/
brb53736＠oasis.ocn.ne.jp

桑路の技術は、建築現場における左官工事全般か
ら、一般住宅の内・外装仕上、外構工事まで幅広く対
応することができます。

「ＨＴＣスパーフロアー」  この技術により仕上がっ
た床は、「美観性」「平坦性」「耐摩耗性」「メンテナン
スコストの低減」「高いエコロジカル性」等のメリット
を作り出します。

受 注 倉庫・工場の床でお困りの方は是非お話をお聞かせくださ
い。また、新築・増築で倉庫・工場をお考えの方には「HTCの
スーパーフロアー」をご提案します。（改修・修繕工事に比べ
て低価格で施工できます。）

TEL
FAX

URL
E-mail

出展企業のご紹介

26 株式会社 オートワークス姫路中央
〒670-0811 姫路市野里 137 番地 1
　　079-285-4000
　　079-285-4002

主要出展物

企業概要

http://www.himeshaken.com/
himeji.higashi.shaken@gmail.com

創業55年の高い技術力と豊かな経験でお客様のカーライフをサ
ポート。特にトラック、バン等の社用車を所有されている法人のお客
様に向けたメンテナンスに力をいれております。また、トラックの鈑
金塗装、ボディーの加装修理まで全ておまかせいただけます。

法人メンテナンスパック （会社のトラック、バン等の社用車の点検メ
ンテナンスを一括でお任せ頂けるお得なパック）
法人従業員様サポートパック （会社まで引取にお伺いし、車検、修理
等を1日で完了させ、納車するサービス）

TEL
FAX

URL
E-mail

出展企業のご紹介

24 ナカオ塗装
〒671-0231 姫路市御国野町深志野 1434-9
　　079-280-3914
　　079-280-3924

主要出展物

企業概要http://himeji-nakaotosou.com
fukugen0138@ybb.ne.jp 独自のルートを使用して特別な価格で仕入れておりますので、余計

なコストがかからず、お客様に質の高い施工を提供しております。
ナカオ塗装は、誇りをもって塗装という仕事をしていけるよう、技術・
オリジナル塗装・業界最先端の技などを吸収し、お客様に満足して
頂ける塗装を施してまいります。

・アートコンクリート　・造形モルタル　・外壁塗装

受 注 住宅のことでお困りの方をサポート致します。

TEL
FAX E-mail

URL
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あいめっせホール（イーグレひめじ3階）
姫路市本町６８番地２９０
JR「姫路駅」より北へ徒歩10分

会場アクセス

会場内ブースのご案内

お問い合せ

姫路市商工会 　

大手前公園

大
手
前
通
り

み
ゆ
き
通
り

姫路城

●郵便局

●市民会館

●
テラッソ姫路

好古園●

山陽姫路駅

国道2号線

十二所前線

N●三井住友銀行

至神戸
JR姫路駅

イーグレひめじ

姫路市夢前町前之庄1434-15
TEL.079-336-1368　FAX.079-336-1130
URL.http://himeji-shoko.jp/
E-mail:yumesho1368@alto.ocn.ne.jp

●
ホテル

モントレ姫路

ドローン
飛行テント

入
口

受
付

入
口

受
付
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4

20 21 22

16 15 14 13

17 18 19
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▶会場出入口
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商談コーナー




