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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

地域に根差した葬儀社です。故人様とご家族に寄り添ったお葬
儀の提案をいたします。半田斎場や提携ホール「金剛寺会館(半
田市)」での家族葬や、住み慣れたご自宅から送る「自宅葬」など、
さまざまなご要望にお応えすることができます。また、半田市亀
崎/乙川学区の小中学校学生衣料や祭衣装の販売もしています。

知多半島産の食肉を中心に扱う、総合食肉卸売業社です ポン菓子製造・OEM、穀類パフ加工、出張実演、直売店ぽ
んかふぇの運営をしております

創業100年続き食品とアイデアは“なんでも練る”練り物ク
リエイター。知多半島を中心とした一次産業、三次産業のこ
だわりを練り込んで新しい価値を創造し、お客さまとのご
縁を繋ぎます。

https://www.egami-handa.com/

www.298hirayama.jp http://www.pongashi.com

https://nohanpei-nolife.com/

0569-28-0437

0569-62-0059 0569-65-0964

0569-65-2968 0569-65-0323

半田市亀崎町9-31 常滑市住吉町2-94

知多郡南知多町内海亥新

田8-7

知多郡南知多町豊丘37

知多郡南知多町豊浜下大

田面23-3

知多郡南知多町豊丘字駒

帰34-24

小売（店舗・通販を含む） 小売（店舗・通販を含む）

小売（店舗・通販を含む） メーカー

メーカー メーカー

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋
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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

南知多町日間賀島で、しらすを中心とした水産加工業、島
内の東港で島カフェBarca、お土産物販売で丸幸水産を行
なっております。

愛知県豊浜産のいわしを一度素焼きして、骨まで食べれる
様に炊き上げております。

弊社は、発電所やごみ処理場のボイラー設備の建設工事
や定期点検工事の、管工事業、とび土工工事事業を行って
います。また、建設現場や工場などの設備の製作や住宅イ
ンテリアや家具なども、自社にて製作を行っています。

外構工事、住宅基礎工事、土木工事をメインに行っており
ます。

http://marukou-himaka.co.jp http://www.tsukudanikaido.jp

https://www.ichihara-product.jp https://www.ookita-k.com/

0569-68-2355 0569-82-5151

052-602-8875 0120-666-224

0569-65-1172

知多郡南知多町日間賀島

久渕道下34-235-1

知多郡美浜町古布字枡池

6-3

名古屋市緑区大高町字東

正地42-9

常滑市小森22-2

知多市新知東町3-19-20 知多郡南知多町豊丘字堂

ノ上14

メーカー メーカー

建築・設計・塗装 建築・設計・塗装

建築・設計・塗装 建築・設計・塗装

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋
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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

型枠工事をメインにやっています。土木建築工事において
必須となる業種です。

障がい者向けの福祉サービスを提供しております。就労継
続支援Ｂ型　HolD HanDs-ホールドハンド-です。我々は
カッコいい福祉を目指しており、いろんな仕事にも挑戦をし
て、新しい価値を見出すべく日々活動しております。よろし
くお願いします。

https://inks-chita.com

https://kw-exterior.jp/

0562-55-0866 0569-65-1236

0569-28-2016 0569-84-0978

0569-21-1860 0569-68-2733

知多市にしの台4-12-5 知多郡南知多町豊丘新屋

敷34-2

半田市新居町1-51 知多郡武豊町口田17-1

半田市有楽町4-27 知多郡南知多町日間賀島

二ツ谷36

建築・設計・塗装 建築・設計・塗装

建築・設計・塗装 医療・福祉・介護

医療・福祉・介護 飲食

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋
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5 6

7 8

9 10

11 12

13 14
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19 20
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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

日間賀島で家族で島宿やってます♪ 武豊町のビジネスホテル

知多半島の皆様のために一生懸命頑張ります。どうぞ宜し
くお願い致します。

知多市の新舞子から・HP制作・HPアクセス解析・LINE公
式各API構築・Instagram運用代行・YouTube運営・MEO
対策などの事業を行っております。

http://www.yado-takase.com http://hotel-marumiya.com/

https://www.himakakankou-hotel.co.jp

b53539itoo@gmail.com https://free-wpo.com/　(リニューアル中)

0569-68-2453 0569-72-1088

0569-68-2211 0569-68-2407

0569-42-1737 080-4215-4623

知多郡南知多町日間賀島

里中49-1

知多郡武豊町大字冨貴字

笠松30

知多郡南知多町日間賀島

下海59

知多郡南知多町日間賀島

新井浜59-60

常滑市本郷町四丁目178 知多市新舞子出口3-3エ

スパシオ101

飲食 飲食

飲食 飲食

士業 IT・通信

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34
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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

日間賀島の高台で「癒しの宿 風車」という宿をやってます。
宿泊以外にも予約制のランチもやってます。

愛知県知多半島の南、美浜町にて減農薬のお米と無農薬
の野菜を生産・販売しています。可能な限り農薬を使わぬ
手法にて栽培し、美味しさと安全性、経済性を兼ね備えた
「続けられる農業」を目指します。

株式会社 知多アグリでは、徹底した衛生管理のもと、新鮮で安全・安心な美
味しいたまごとお米を生産しています。飼料には阿久比町や知多半島産の飼
料米を使用し、お米には自家製有機堆肥を使用して育てています。阿久比町
特産の化学肥料なし100％有機肥料で減農薬・レンゲの花を肥料として育て
る『阿久比米れんげちゃん』の生産・販売も行っています。

まちを明るくする電気屋さんです

https://www.fusha.co.jp

http://ainann.pya.jp/ https://www.facebook.com/sugiurafarm.chita.mihama/

https://chita-agri.com/ http://www.kouden-hp.com/

0569-23-6722 0569-68-2149

0569-82-2231

0569-48-0729 0569-48-6939

半田市瑞穂町5-6-2 知多郡南知多町日間賀島

下海47

知多郡美浜町古布平井10 知多郡美浜町布土大池

129

知多郡阿久比町横松字中

側43

知多郡阿久比町横松宮前

68-2

出版・印刷 スポーツ・レジャー・観光

農業・林業・漁業 農業・林業・漁業

農業・林業・漁業 電気・ガス・水道

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋
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知 多 青 年 同 友 会

☎ ☎

☎ ☎

☎ ☎

弊社では、ウェアや帽子、マグカップやトートバッグなどさま
ざまなものにマーク加工をする会社です。スポーツ関係、企
業ウェア、バイクジャケットなどへネームを入れることが出
来ます。最近では、ブランドを立ち上げたい方のサポート
や、企業様のオリジナルグッズ販売に力を入れています。

新車・中古車販売買取　修理・板金塗装　事故・保険修
理　カスタム・レストア　カーラッピング　カーコーティン
グ　レンタカー貸出　レッカー搬送

自動車整備、車検、カスタム、買取、販売、廃車買取、レッ
カー

知多半島一の地産料理とおもてなしを目指して、お客様の
大切な余暇にご満足して頂く為に全力を尽くしています。

http://hikarimk.net/office.html https://booth-is.com/index.aspx?p=2

https://earthclean-mihama.co.jp/ https://www.onoura.jp/

0569-43-2688 090-2923-5970

0569-84-1771 0569-65-0537

0569-83-5881 0569-87-0368

知多市日長字会ケ前41-2 常滑市広内19-2

知多郡南知多町山海高座

61

知多郡南知多町豊浜鳥居

89

知多郡美浜町奥田三ヶ市

43-2

知多郡美浜町小野浦風宮

崎2-1

マーク加工業 自動車板金塗装

自動車整備 水産加工、鮮魚販売

清掃業 旅館業

江上　雄 羽佐田　英統

平山　晴基 家田　翔悟

石黒　直樹 大岩　祐一郎

北川　敏康 濵本　宝弘

市原　啓太 大北　康平

小林　浩史 齋藤　勝也

中野　正行 山下　弘治

渡邊　明博 畑中　千寛

伴野　妙子 大田　卓弘

高瀬　広充 張　おさむ

中山　幸彦 宮地　勝雅

伊藤　達哉 菊池　平祐

冨田　啓嗣 齋藤　和弥

齋藤　岳士 杉浦　大地

杉浦　康治 水野　慎一

戸田　利加 岩川　修士

前田　祐旗 與吾　泰史

畑中　俊彦 原　一臣

有限会社エガミ 英羽キャピタル株式会社

有限会社平山ショップ 家田製菓株式会社

株式会社豊浜水産 鯛祭り広場 株式会社

丸幸有限会社 株式会社浜幸

株式会社ICHIHARA 株式会社大北工務店

株式会社浩友工業 有限会社　栄春工務店

株式会社インクス 有限会社 山盛建設

KWエクステリア株式会社 特定非営利活動法人友遊舎

株式会社camphor tree 季の島宿大田

民宿たかせ 株式会社まるみや

有限会社日間賀観光ホテル 民宿庄次郎

伊藤達哉法律事務所 Web Planning Office FREE

有限会社クイット 有限会社 風車

有限会社アイナン産業 杉浦農園

株式会社　知多アグリ 有限会社光電

株式会社光マーク BOOTH IS

Re:flag 有限会社まると水産

株式会社アースクリーン 有限会社旭洋
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