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withコロナネットでつなぐ新しい緯！ 

例年、両国国技館で開催していた‘‘ひがしんビジネスフエア’' 

はコロナ禍の状況を踏まえて、今回はオンラインで開催し 

ます。北海道から沖縄の特産品や地域の中小企業の優れ 

た商品や技術・サービスが大集合します。他にも様々なコ 

ンテンツをご用意し、リアルイベントに負けない内容です。 

オンライン物産展 
色々な地域の逸品を 

お買い物していただけます。 

2~21.3.24wed 1 6.30wed 

」］ー 
オンライン物産展で商品を購入して 
いただいた方先着5000名に 
『ひがしんオリジナルエコバッグ』 

をプレゼント！ 

https://higashin.onhine 

轟 
※開催期間以外はご覧いただけません 

妄］湯紗 
新しいビジネスの出会いの場をご提供 

※ビジネスマッチングは当信用金庫の取引先及び、 

全国の信用金庫からの紹介企業が対象になります 

”。・・傘武・ユベシ・ル企・・・・・西幽・プース“A・・・・・ 各~ 

※イメージ 

主催】 夢を夢で終わらせない信用金庫 

e 東京東信用金庫 
F1 30-8545 
東京都墨田区両国4-35-9 

容03・5610・1129 

（銀E~ 
・特設商店街 

・宝さがし 

・スタンプラリー 
など様々な内容をご用意 

後撰：経済産業省関東経済産業局、墨田区、江東区、江戸川区、信金中央金庫、一般社団法人東京都信用金 
ー”一’庫協会、鹿沼相互信用金庫、気仙沼信用金庫、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部、独立 

行政法人 日本貿易振興機構東京貿易情報センター、国立研究開発法人科学技術振興機構、地方独立 
行政法人 東京都立産業技術研究センター、国立大学法人 千葉大学、国立大学法人 東京海洋大学、 
青森大学 東京キャンパス、学校法人 芝浦工業大学、学校法人 電子学園情報経営イノベーション専 
門職大学、学校法人 干葉学園干葉商科大学、学校法人 東京電機大学、東京理科大学 研究戦略・産 
学連携センター、学校法人 東洋大学、泰日経済技術振興協会（タイ王国）、東京商工会議所 墨田支 
部・江東支部・江戸川支部・台東支部ー足立支部・葛飾支部、公益社団法人 向島法人会、公益社団法 
人本所法人会、公益社団法人江東東法人会、公益社団法人江東西法人会、一般社団法人江戸川北 
法人会、ー般社団法人江戸川南法人会、公益社団法人足立法人会、ー般社団法人墨田区観光協会、 
信金キャピタル株式会社、株式会社 日本政策金融公庫東京支店・江東支店、すみだ異業種情報研究 
会、ひがしんビジネスクラブオーロラ、ひがしん若手経営者の会ラパン （順不同） 
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オンラインお買い上げプレゼントキャンペーン 

ひがしん特製トートバッグ 
プレゼント！ 

ご応募方法 商品購入画面で、合言葉を記入するだけ！ 
詳しくは当サイトをご覧ください 

当フェア出展者様の通販サイトにて商品をご購入いただいた方、先着5000名様に 

『ひがしん特製トートバッグ』をプレゼントいたします。 ※応募には条件があります。 

【条件】 
・当フェア出展者様の通販サイトにて商品をご購入いただくこと 

・ご購入の際、応募方法に従い、合言葉をコメント欄に記入すること 

【期間】 
ひがしんビジネスフエア2020オンライン開催期間中（202 1/3/24 -6/30) 

ただし、5000個に達し次第、終了となります。 

【ご注意】 

・期間中、お1人様何回でもご利用いただけます。 

・プレゼントは購入商品と一緒に発送となります。キャンペーンが終了している場合は 

通常通り商品のみの発送となりますので、ご了承ください。 

宝探しに成功した方の中から抽選で 
松山油脂様のハンドソープを 
100名様にプレゼント！ 

、＼、～ー 

オンラインスタシプラリ 
出展者様のページでスタンプを集めて 
特製ひがぴょん壁紙をゲット！ 

裂t:t:a5 -r 
フクチン, 

出展者のページで 

スタンプを集めて 

特製ひがぴょん壁紙を 

ゲット！ 
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オンラインお買い上げプレゼントキャンペーン 
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当フ七乙握慧鷲豊響ートから先着5000名様限定1 
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ひがしん特製トートバッグ 

プレゼント！ 
ご応募方法 商品購入画面で、合言葉を記入するだけ！ 

詳しくは当サイトをご覧ください 

当フェア出展者様の通販サイトにて商品をご購入いただいた方、先着5000名様に 

『ひがしん特製トートバッグ』をプレゼントいたします。 ※応募には条件があります。 

【条件】 
・当フェア出展者様の通販サイトにて商品をご購入いただくこと 

．ご購入の際、応募方法に従い、合言葉をコメント欄に記入すること 

【期間】 
ひがしんビジネスフェア2020オンライン開催期間中（202 113/24-'-6/30) 

ただし、5000個に達し次第、終了となります。 

【ご注意】 
・期間中、お1人様何回でもご利用いただけます。 

．プレゼントは購入商品と一緒に発送となります。キャンペーンが終了している場合は 

通常通り商品のみの発送となりますので、ご了承ください。 

ひがしん宝探しゲ 
宝探しに成功した方の中から抽選で 
松山油脂様のハンドソープを 

100名様にプレゼント！ 

編 

出展者様のページでスタンプを集めて 
特製ひがぴょん壁紙をゲット！ 

二‘轟醜て 
フクチン, 

出展者のページで 

スタンプを集めて 

特製ひがぴょん壁紙を 

ゲット！ 



「ひがしんビジネスフエア2020
株式会社アーサー 

オンライン」出展者―覧 
株式会社ACEHIGH 株式会社菓房山清 【気仙沼】 

株式会社ア一トランド aequus 鎌ケ谷観光バス有限会社 

ア―トランドジュエリー 株式会社エクセレント CALDO ・・・TOKYO JAPAN 

株式会社ア一トワ一クス エスエ一ジ一バル一ンズ株式会社 有限会社環境衛生 

株式会社ア一ネット 有限会社エスエス 神田興産 【コザ】 

相生ュニビオ株式会社 【西尾】 SMBC日興証券株式会社 関東食肉株式会社 

会津天宝醸造株式会社 熱中小 株式会社STM 観葉植物レンタルのグリ一ン・ポケット 

iMel株式会社 STD株式会社 株式会社キ一ストン 

アイラボコスメ 株式会社エストワーク 株式会社キシモト 【愛媛】 

合同会社アイランド 【気仙沼】 株式会社エスポール 株式会社緯 

アキバクリ一ニング 株式会社エス・ワイ・エム 北星鉛筆株式会社 

秋葉商店 株式会社越後みそ西 【柏崎】 Kimily 

秋山自動車飯金 Coating Pro Shop Akiyama 株式会社江戸まとい 株式会社ギャザリング 

株式会社アクテイブ・ジエネレーション 株式会社エヌ・ケ― 木山興産株式会社 

有限会社あけぼの電気 株式会社エヌテイサ一ビス 株式会社キャメル鉛筆製作所 

浅草鳥越おかず横丁松屋 株式会社エフドットハ―ト 共栄火災海上保険株式会社 

株式会社浅草むぎとろ エリアネットワ一クノコ口ナ対策事業部 京都・きん家 

旭紙エ株式会社 【大阪シテイ】 株式会社エリナ 業務用きりみ専門店 きりみ屋 

アジアトップトレ一デイング 遠赤青汁株式会社 【愛媛】 霧下そば本家 

株式会社アシスト 縁の木 KURAMAE+Coffeeプ 口 ジエクト 株式会社キリンヂャカ―ド 

有限会社アジャスト oimo lab. 株式会社近畿日本ッ一リストコ一ポレートビジネス 第1営業支店 

株式会社ASQUA 欧風洋菓子店Shimizu 株式会社ク一ネルワ一ク 【三条】 

株式会社東あられ本鋪 株式会社オ一エ一プラザ 有限会社クエストワ一クス一級建築士事務所 

株式会社吾嬬製作所 株式会社OG ~ クオリテック株式会社 

有限会社東屋 株式会社オ一タニ 久慈フア一ム有限会社 【盛岡】 

アドバンス 株式会社オートクラブオオッカ 靴エ房トモエ 

アフラック生命保険株式会社 オーナーズ・ステ一ジH. T. M 靴の製造卸 株式会社たかしコーポレーション 

アポ口印刷株式会社 向嶋言問姐さん事務局 株式会社大山 株式会社クニョシ 

株式会社アポ口製作所 株式会社オ一ルラック クボデラ株式会社 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルJNC. 岡本硝子株式会社 株式会社クライテリア 

逢楽オンラインショップ 小川畳店 有限会社クラウン商事 

alohaloco 株式会社オキシー 【金沢】 副assy株式会社 

AHN DESIGNS JAPAN株式会社 尾久キャストエ業有限会社 株式会社クリア― 

株式会社アンドインタ一フエイス 織田幸銅器 【高岡】 株式会社グリ一ンフイ一ルド 

株式会社アンドュウ 【川口】 お庭の玉手箱 【西尾】 CLIQUE.JAPAN 

株式会社イ一アクセス 株式会社小野田商店 株式会社クリンネル 【西京】 

イージーカスタマイズ株式会社 有限会社オフス 株式会社クルス 

株式会社イ一スト 恩田金属製作所 Gluten Free T's Kitchen 

株式会社ETPI カ―テンエ房M 株式会社クレイス 

株式会社飯沼 【鹿沼相互】 CA P0 LA VO RO 【西京】 株式会社ク口スサイド 

医建エンジニアリング株式会社 海京株式会社 株式会社黒沼染エ場 K*R*E*D 

株式会社石井大一商店 国立研究開発法人科学技術振興機構 黒船イノべ一ションズ株式会社 

有限会社石内自動車 加賀木材株式会社 【金沢】 株式会社桑原ハム 

石垣いちごの山内屋 【しずおか焼津】 鍵屋製菓有限会社 有限会社ケイ・ピ一・デイ 

石川金網株式会社 有限会社カゲャマ製本社 株式会社ケテル 

伊勢元 谷 商店 菓子道楽 新野屋 【柏崎】 株式会社構研 

―豚入魂 リキフ―ヅ 菓匠 青柳正家 株式会社KOU KEN 

株式会社井上商店 熱中小 株式会社柏屋 株式会社宏昌食糧研究所 【西尾】 

今代司酒造 有限会社力ズコーポレ一ション 有限会社紅日裁断 

Earlouch かっおぶしの相模屋 光洋エ業株式会社 

株式会社イワモト かっぱ村粋品店 高麗エ芸社株式会社 【西尾】 

イントレイド（SUBSリサイクルサンダルジャパン） 割烹なかざと 郡 東京店 

VARCO 有限会社カトリッチゴ一ルド 国産黒毛和牛専門店いにしえの牛肉さとう（吉祥寺さとうYahod店） 

有限会社ヴイルゴビ―ル 門脇硝子加工所 小島食品製造株式会社 【西尾】 

株式会社ウイング 有限会社金山製作所 株式会社コスモテック 

植田製菓エ場 かに猿 株式会社コネクトクル― 

Warm Heart Coffee 株式会社金子製作所 株式会社小林酒店 【鹿沼相互】 

臼井産業株式会社 株式会社CAPAZ 有限会社小林商店 

内田商店 株式会社臥猫庵 株式会社小林縫製エ業 【栃木】 

有限会社内田縫製 【津山】 Caf Sucre 小春スクリ一ン株式会社 

ウリスル・ジャパン株式会社 Caf6&Dining 0li'ilio オリ イ一リオ K・BEAM 

株式会社永伸社 cafe de Chanoma 株式会社コヒナタ 

【 】は広域連携先の信用金庫からの出展者です。 
【足立成和】足立成和信用金庫【石巻】石巻信用金庫【愛媛】愛媛信用金庫【大阪シテイ】大阪シテイ信用金庫【柏崎】柏崎信用金庫【金沢】金沢信用金庫【鹿沼相互】鹿沼相］ 
【しずおか焼津】しずおか焼津信用金庫【諏訪】諏訪信用金庫【高岡】高岡信用金庫【高山】高山信用金庫【津山】津山信用金庫【栃木】栃木信用金庫【西尾】西尾信用金庫 

信用金 庫 



株式会社小鮒ネーム刺繍店 お店・会社のPR動画をできるだけ低価格で作りたいあなたへ】スタジオaria（アム） 株式会社DVC 

有限会社小堀加工所 

こめ倶楽部 

株式会社Golgene 

コンフォルマ株式会社 

株式会社昆布森 

西京漬・粕漬専門店 きりみ屋 

有限会社斎藤金物 

サイバースタイル株式会社 

財布ベルトの専門店東京リッチ 

サェクコマース株式会社 

株式会社さかえ屋 

坂部達夫税理士事務所 

樫井産業株式会社 

桜なべ中江 

株式会社サトー 

Selam Store Trading合同会社 

サルサカバナ 

有限会社サンアイ 

有限会社三栄美術印刷 

三興物産株式会社 

三裕製菓株式会社 

GFプランニング株式会社 

椎名切子 

ジーパンセンターサカイ 

JKN select 

J:COM すみだ・台東局 

株式会社JTB 

株式会社ジェイテック 

株式会社ジェーピィーアール 

株式会社ジェットワークス 

株式会社シオモト製紐 

株式会社シカルナ・エ房 

実川製作株式会社 

chicje 

株式会社シナジーコンサルティング 

医式会社信濃 

芝浦工業大学 

柴又帝釈天門前店 まめ板 

シフレオンライン 

ジャパン・オートプレス株式会社 

合同会社Japan Cut Glass Studio 

ジャパンフューチャーエナジー株式会社 

株式会社秋東精エ 

有限会社秀和巧芸 

しゆくる 

昇栄産業株式会社 

株式会社城北商会 

昭和商事株式会社 

株式会社昭和ファーム 

shop sunrise 

有限会社白井中央交通 

しんきんアセットマネジメント投信株式会社 

株式会社しんきんカード 

しんきん証券株式会社 

信金中央金庫 海外業務推進部 

―般社団法人しんきん保証基金 

真珠葬（虹の守珠） 

有限会社新生紙エ 

新東京物産株式会社 

【愛媛】 

【金沢】 

【石巻】 

【金沢】 

【岐阜】 

【岐阜】 

伸東養魚有限会社（新居町商工会）【浜松いわた】 

有限会社神保栄三久商店 

株式会社菅崎電気商会 

【鹿沼相互】 

stax tools 

スタンバイ株式会社 

株式会社ストロング 

スポーツランド 

墨田革漉工業株式会社 

墨田区保健所（墨田区） 

株式会社すみだ瑚緋 

株式会社精エドリル 

誠品国際株式会社 

有限会社関装身具製作所 

株式会社セキュリティージャパン 

瀬味証券印刷株式会社 

全国熱中小学校 

全国保証株式会社 

千住宿 喜田家 

センチュリー21草加市民ハウジング 

株式会社相馬 

株式会社ソネット 

損害保険ジャパン株式会社 

株式会社第ータイムリー 

株式会社ダイエー 

株式会社DAlCO 

ダィショウ株式会社 

大成技研株式会社 

株式会社タイムリー 

株式会社太陽テント 

平ら寿し本舗 

大和建商株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

ダイワファーム 

高岡熱中寺子屋 

高久産業株式会社 

たかさご商会 

熱中小 

【足立成和】 

【鹿沼相互】 

参科高原バラクライングリッシュガーデン 

有限会社高田紙器印刷工業所 

高橋電設運送株式会社 

株式会社高橋発条製作所 

高山酒類卸株式会社 

卓竜添 

タケダワイナリー 

税理士法人田尻会計 

株式会社辰巳菱機 

株式会社ダブルアステ 

有限会社玉井マテリアル 

株式会社田巻屋 

珠陽工芸 

タミコーフーズ株式会社 

株式会社田谷漆器店 

株式会社たゆら Peek a Boo 

ダンス＆シューズ アユザワ 

地域商社SUWA株式会社 

【高岡】 

熱中小 

熱中小 

【高山】 

【山形】 

【興能】 

【諏訪】 

地域商社つやまエリア・株式会社曲辰（かねたつ）【津山】 

地産工房 KAN（漢） 

千葉大学環境健康フィールド科学センター 

ちゃんこ巴潟 

中小企業基盤整備関東本部 

千代田化学株式会社 

有限会社津久井酒店 

佃煮 有明家 

九十九 

株式会社っり吉 

株式会社T. M. A. 

天狗中田宝船路町店 

株式会社展示構成 

天津飯店 

有限会社天地堂 

株式会社トイパッククリエーション 

株式会社東亜海上商事 

株式会社ドウ・イット 

東葛工業株式会社 

東基工業株式会社 

株式会社東久製本紙工業 

株式会社東京ウォータウェイズ 

有限会社東京ェクセル 

東京小田バス 

東京電機大学 

東京堂乳業食品株式会社 

【金沢】 

【川口】 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

株式会社東京ビルサービス 

東京べ一ぐる べーぐり 

東京理科大学 

東京和晒株式会社 

東信工業株式会社 

東武トップツアーズ株式会社 

東宝建設株式会社 

東洋住販株式会社 

株式会社トーエー 【西京】 

Toぬo Cyber Port powered by東京海上日動 

トーホーエ業株式会社 

床井柚子園 

株式会社トマック 

株式会社鳥居口ーソク本舗 

株式会社トレーン 

永野印刷株式会社 

有限会社中村鉄エガラス機エ 

中村銅器製作所 

ナチュエル クリスタルショップ 

株式会社ナナエージェンシー 

株式会社ナルシマ 

MKI Hil島ヴィレッジ 

株式会社西川精機製作所 

ニシノホールディングス 

有限会社西野屋 

有限会社西村製作所 

西脇製函株式会社 

日光・乙女チーズ 

日光ゆば製造株式会社 

日光ろばたづけ 

株式会社ニッシン 

株式会社日悌 

【鹿沼相互】 

【金沢】 

【鹿沼相互】 

【鹿沼相互】 

【鹿沼相互】 

【しずおか焼津】 

株式会社日本オフィスオートメーション 

公益財団法人日本相撲協会 

株式会社日本政策金融公庫 

日本特種ボディー株式会社 

日本ユニシス株式会社 

日本ロードネクス株式会社 

株式会社乳糖製菓 

株式会社Nextー~ 

株式会社ネクストステージ 

株式会社ネモフアー Chaleur 

株式会社NOLEDGE 

株式会社ノジマ 

有限会社ノマタ酒店 

野村讃券株式会社 

【柏崎】 

株式会社杉野ゴム化学工業所 

株式会社ZUSHIN 

有限会社T.M.Y's 

DB MODEL CARS 

株式会社パートナー 

株式会社ハイドローリック 

【川口】川口信用金庫【岐阜】岐阜信用金庫【気仙沼】気仙沼信用金庫【興能】興能信用金庫【コザ】コザ信用金庫【西京】西京信用金庫【さわやか】さわやか信用金庫【三条】三条信用金庫 
【花巻】花巻信用金庫【浜松いわた】浜松いわた信用金庫【飯能】飯能信用金庫【北海道】北海道信用金庫【盛岡】盛岡信用金庫【山形】山形信用金庫（順不同） 



株式会社パウ―ト 株式会社フ口ンテイアゲート めぐあす株式会社 

株式会社ハウスinケア へア一モ一ドケイ株式会社 有限会社メニサイド 

萩ライフ 熱中小 株式会社別子飴本舗 【愛媛】 有限会社本橋化成工業 

ハコショウ食品エ業株式会社 【花巻】 ペットフ一ド・ペット用品 cocoro 【鹿沼相互】 モリセイ0リング（モリセイカコウ） 

箱義桐箱店 株式会社ホクシン 株式会社森製作所 【柏崎】 

株式会社バサラスタ― 株式会社北陸サンライズ 【金沢】 門前おくでらブル一べリ一園 【盛岡】 

株式会社ハシラス 保護フイルムのColorful 屋形船 晴海屋 

蓮見製作所 有限会社ポスト・インデポ 焼肉スタミナ苑砂町店 

株式会社ハセッパ一技研 株式会社細谷ゴム工業 八広油脂株式会社 

長谷煉瓦株式会社 【西尾】 POTPURRI 山久木材株式会社 

はっや Polaris Infotech株式会社 有限会社山口金属塗装 

PATISSERIE LES PLANETES 【西京】 ホリゾン株式会社 株式会社山香煎餅本舗 

株式会社はな 株式会社堀他 【金沢】 山崎産業株式会社 

株式会社花くめ 株式会社ボロ一ニャFC本社 有限会社ャマサ水産（新居町商エ会）【浜松いわた】 

株式会社バナナトリップ 株式会社ホワイトスタ― 株式会社YAMASHO 

花菱産業株式会社 マイク口システム株式会社 株式会社山全 

有限会社ハナヒデ花園 マイスタ一ズグリット株式会社 山田モ一タ―ス 

花屋まこと マエダウエ一ブ株式会社 【金沢】 株式会社やまと市川センタ一 

ハニカムフアクトリ一株式会社 牧口ゴム株式会社 株式会社山之内製作所 

株式会社浜の院 株式会社マキタ 有限会社山之口畜産 

株式会社浜野製作所 牧野窯 熱中小 株式会社山平屋 

ハャシフル一ッ 【さわやか】 損野産業株式会社 URG株式会社 

株式会社原製作所 牧野精エ株式会社 UWSエンタ一テインメント 

パワーッ一ルショップ テクノケイ MASANA 米田税務会計事務所 

株式会社阪急交通社 株式会社町田精機 ラ―メン天狗山総本家 【山形】 

B.K.C Okawa 有限会社松丸建具店 雷神ぎようざ 

株式会社日浦 【北海道】 株式会社松茂良 ライノジャパン株式会社 

美究株式会社 松山油脂株式会社 ラウンドインタ一ナショナル株式会社 

株式会社ビギン 株式会社間中木エ所 有限会社羅針盤 

有限会社樋口エ作所 株式会社マリ―バ 株式会社ランド 【西尾】 

ビケングラフイック株式会社 株式会社マリスcreative design 株式会社リアス・海藻専門店たまも 

七福醸造株式会社 【西尾】 まるあ秋元運送有限会社 株式会社リヴ 

日の出乳業株式会社 円甘味 【北海道】 株式会社リヴイテイエ 

株式会社ヒ口・コ一ポレ一ション 丸井発酵パ一ク 【諏訪】 株式会社リキッドブルー 

備長木炭専門問屋 魔備 マルエ製菓株式会社 リグラスショップ・ウチャマ（内山硝子株式会社） 

株式会社フアースト 丸慶精機エ業株式会社 【柏崎】 株式会社LYST 

FASHION ROOM かやま 丸源飲料エ業株式会社 株式会社リデイアワークス 

PHILOCOFFEA 有限会社丸越商事 リボンドネ一ション 

株式会社フ一ルミ一ソリューションズ 丸三建設エ業株式会社 株式会社凌雲物流（ハトのマークの引越センタ―) 

株式会社フエ一ズ・ワン 有限会社丸清永井水産 株式会社ルデイウス 

フオアマン 株式会社丸千 株式会社レガリア 

株式会社ForeRise 株式会社マルミ魚新 【北海道】 株式会社レゾネスト 

440Project 有限会社三浦エ業 株式会社レポック 

フオーリ一フク口一バ一株式会社 ミズホ金属株式会社 レントオ一江戸川 

フ力コラ一ゲン化粧品MARINUS 【気仙沼】 みずほ証券株式会社 口イャルテックス 

フコクしんらい生命保険株式会社 株式会社ミズホラヴア― 企業組合口マン交通 

株式会社フジカエ業 【川口】 株式会社道奥 【花巻】 ワ―クショップニコ― 

株式会社フジコ―プ 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社WORLD商社 

株式会社富士精機 【飯能】 株式会社ミッション 株式会社ワールドデイスプレイ 

有限会社富士製作所 三菱U日モルガン・スタンレー証券株式会社 有限会社ワイ・ア一ル・テイ 【金沢】 

株式会社フジプ口 株式会社みどりインタ一ナショナル ワイエムジ一ワン 

富士防災設備株式会社 株式会社南繊維 【大阪シテイ】 株式会社ワイズ・インフイニテイ 

株式会社藤村エ業 株式会社ミャカン 【気仙沼】 ワイズテイーネットワ一ク株式会社 【栃木】 

双葉計器エ業株式会社 宮津商店（高岡市） 【高岡】 有限会社ワカオ― 

フダャドットコム ミコ一キアクリル 株式会社若山商店 【鹿沼相互】 

株式会社フッラ 株式会社ミョシ 株式会社和漢生薬研究所 

船橋屋 有限会社三好蒲鉾 熱中小 和気食品 

株式会社ブライトニング ミラ口ボRPG 有限会社ワクイ 

フラワ一ミャザキ 株式会社ム一ムJapan わくい煎餅 

株式会社プラン卜 有限会社村井染エ場 株式会社ワタト― 

フリーパ―ク むらのもちや 【興能】 ワタナべ企画工業株式会社 

株式会社ブリットハウス 株式会社明治座 

572社※2月26
Blue THE Berry 株式会社明祥 

フル―ッ 株式会社メイプルフ―ズ 
日現在 

Break Parking メガネ通販 ピッキ一ズアイ 

「熱中小」は熱中小学校からの出展者です。 ※諸般の事情により、開催内容や出展者に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 


