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No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
商品情報 商品写真

1 東京特殊印刷
工業株式会社

静電容量式
センサ／スイッチ ものづくり R3-010

PETフィルムに導電インクで回路を印刷した静電容量式センサ。人体（多
くは指）と対象物間の静電容量の変化を検出し、タッチスイッチや非接触
センサを形成することができます。マイコンに接続しコントロールします。

2
株式会社
イノフィス

マッスルスーツ
Every ものづくり R3-012

マッスルスーツエブリィは、空気圧で稼働する人工筋肉により動作を補助
する、着用アシストスーツです。人を抱き上げる、重い物の運搬、中腰姿
勢を保つ等の作業時に腰への負荷を低減し、労働環境改善や人手不足
対策に貢献します。

3
ユーキャン
株式会社

空調機内設置用

UVランプ付き
超音波加湿器

ものづくり R2-080
集中冷暖房空調設備用の超音波加湿器です。エアーハンドリングユニッ
トやパッケージエアコン、ダクト内など様々な空調機に設置して使用しま
す。

4
株式会社

ヘルヴェチア

電力線通信
装置及び通信

モジュール
ものづくり R2-007

本製品は既存の電力線を利用してデータ通信を行う装置で、センシング
機器や制御機器等に接続し、高速電力線通信（HD-PLC:High Definition
Power Line Communication）技術を使用し、電力線（AC/DC) や同軸ケーブ
ル等を介して通信を実現します。既設の電力線等で通信と電源供給がで
きるので、低コストで簡便に接続機器のIoT 化が可能です。監視カメラや
小型機器への接続でFA (ファクトリーオートメーション）、建設物や船舶の
火災検知等への応用が可能です。

5
ハイソル
株式会社

卓上型
フリップチップ
ボンダー M90

ものづくり R2-059

フリップチップボンダーM90 は、卓上に設置できる小型のボンディング装
置です。お客様は低コストの投資で、ミクロンオーダーの高精度なボン
ディングを実現することができます。省スペースで、配線長が短くなり電
気的に低損失なボンディングが可能です。ステージ/ コレットのパーツ交
換により、多様なデバイスに対応します。試作品製作、開発、量産装置
の条件設定に最適です。

6
株式会社
井口機工
製作所

クリーンルーム
向けボール

トランスファー
ものづくり R2-031

本製品は、クリーンルーム内での使用に適した樹脂製のボールトランス
ファー( ローラー）で、世界で初めて樹脂製ボールトランスファーを開発・
販売した弊社独自のクリーン化テクノロジーにより、極限までパーティク
ルの発生(発塵) を抑制。また、大小ボールの循環により、360 度どの方
向にも対象物を動かすことができ作業効率が向上。

7
株式会社

アーク・ジオ・
サポート

海底地形調査
装置(ASVに搭
載) 及び水中調
査業務の提供

ものづくり R2-070

当社は専門資格を有したプロフェッショナルが、高度な技術と自社開発の
小型軽量ASV(自律航行型地形計測システム）を駆使し、高精度な水中
調査及び探査技術を国内外へ提供しています。本製品は、水深0.5m と
いう極浅水域において、三次元地形データの取得を実現した海底地形調
査装置です。調査業務は、港湾・沿岸調査や河川・ダム調査のほか、水
中構造物調査や特殊計測調査など幅広い対応が可能です。

8
大和合金
株式会社

アルミニウム
青銅 HRW-1

ものづくり R2-030

アルミニウム青銅 HRW-1(High Resistance Wear-1) は、優れた機械的性
質（引張強さ640MPa以上、伸び15%以上、硬さ HBW(30/1000)180以上）
と、高い耐摩耗性を兼ね備えた特殊銅合金です。高荷重、軽量化および
小型化が求められる摺動部材（ウオームギア、軸受け、ライナー、ブッ
シュ、ジョイント、ワイパー等）に最適な材料です。

9
株式会社

サーモ理工

超高温
スーパー RTA

装置
SR1800G

ものづくり 31-086

新材料物質の創成研究用熱処理装置です。
・赤外線発生部、試料部を組込架台に収納した卓上型。
・シリコンカーバイト、グラフェン等、先進電子材料の超高速昇温が
できます。
・当社従来品の支援製品赤外線導入加熱装置を改良し,1800℃の超高温
度の熱処理ができます。

10
株式会社

サーモ理工

大気用赤外線
導入加熱装置

GA298
ものづくり 31-087

赤外線を集光機構により１点に絞り込み、試験材料物質に照射昇温可
能な製品です。
・赤外線は導入ロッド先端より加熱試料に照射・昇温
・最高到達温度 1500℃、加熱面積約φ20mm
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カタログ

番号
商品情報 商品写真

11
ハイソル
株式会社

レーザーパッケージ

開封装置
 Laser Decap

PRO 2

ものづくり R2-058

Laser Decap PRO2 は半導体･電子部品の故障解析の前処理に使用す
るIC パッケージ開封装置です。
 IC チップやワイヤーボンディングなどパッケージ内部の解析を行う前処
理としてレーザーで解析対象物のモールド樹脂を除去、不具合品等を傷
つけることなく高精度に解析できます。

12
精電舎電子工
業 株式会社

超音波ウェルダー

SONOPET
新JⅡシリーズ

ものづくり R2-060

誰でも簡単･瞬時に同一品質の溶着が可能な超音波ウェルダー
SONOPET 新JⅡシリーズは、産業用ネットワーク対応機種を豊富に取り
揃えました。
小型部品から大型部品まで幅広いニーズに対応し、ハンド機による小
ロット対応や自動機への搭載など様々な生産ラインで使用されていま
す。

13
ナノダックス
株式会社

プラスチック
成形機用洗浄剤

“ecomaru”
ものづくり R2-064

“ecomaru” は、洗浄剤としては世界で初めてグラスウールを練りこみ、
黒点除去性能を向上させたプラスチック成形機用洗浄剤です。
極細で柔軟なグラスウールが、成形機内の傷つきを抑制しながら、ガラ
ス繊維の角で物理的に不要物をそぎ落すため、高品質の成形品生産に
適しています。

14
株式会社
東洋溶材

ト－ヨ－
クリーンカッパ－

ものづくり 30-132
冷媒用銅配管ろう付け時の酸化防止剤（銅管内面）です。
従来工法の窒素置換法と比較して、作業工数減による大幅なコストダウ
ンを可能にします。

15
株式会社
キャスト

パワー
ブレード

フォークリフト
アタッチメント

ものづくり R2-014

フォークリフトの爪に差し込み付属のラチェットベルトで固定するとブル
ドーザに早変わり。鋳造一体型構造で強度と耐久性が高く、ブルドーザ
用免許不要のため作業内製化が図れ、経費節減が可能です。2.5トン用
と5トン用の２種類のパワーブレードは量産可能、短納期でお届けしま
す。また鋳造の替え刃もご用意あります。

16
ユニカ

株式会社

 
充電インパク
トドライバー用

ドリルビット
(RJ,TJ,MJ,   DJW)

ものづくり R2-015

電動機は大型から小型の時代へ。電動工具技術最先端を行く日本市場
では充電インパクトドライバーが主流となっています。アジアの国々でも
徐々に充電インパクトドライバーが流通し始めており、この機械に使用す
るドリルビットなどのアクセサリー需要も合わせて拡大すると見込まれて
います。

17
マテックス
株式会社

LGH35
ギアヘッド
シリーズ

ものづくり R2-016

創業100周年を迎えるマテックスは、中核製品である遊星歯車のユニット
をギアヘッド化しました。マテックスのギアヘッドシリーズを導入すれば、
小型化や低コスト化を実現でき、マテックス独自の高いギア製造技術を
活用しながら設計工数の削減が図れます。

18
株式会社
特殊阿部
製版所

Tagless
（タグレス）

パッド印刷用
資材

ものづくり R2-044

衣服（アパレル）についているタグの代わりに、繊維生地面にブランドロ
ゴ・素材表示・洗濯表示を直接パッド印刷するためのタグレスパッド印刷
資材（パッド版、シリコンパッドなど）です。タグによる違和感・不快感を解
消できます。パッド印刷は、プレート上の2D画像を3D製品に転送できる
オフセット印刷プロセスの一種です。

19
株式会社

日野エンジニ
アリング

カメラモジュール

MultiFlex-
CAM-1080E

ものづくり R2-057

MIPI入力のCPUボードに対応したMIPI出力のカメラモジュール。画像処
理用のCPUボードに直接組込むことができ、顔認証や画像検査あるいは
防犯用カメラ等様々な用途に対応。高解像度200万画素のフルハイビ
ジョン対応、小型化と高いコストパフォーマンスも実現。

20
協立システム

マシン
株式会社

リアルタイム
設備稼働管理

システム
P@t net-APS

ものづくり R2-056

P@t net-APSは、様々な生産設備の稼働情報をリアルタイムに自動集計
し、その実績や分析結果を可視化する生産効率改善システムです。新た
に、アスプローバ社の生産計画システムとの連携機能を搭載することで、
計画と実績の表示・差異分析が可能となりました。
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21
株式会社

TSP

VIPORE
(Visual Power

Report)
ものづくり R2-045

VIPOREは、AXIS製カメラで撮影された店舗や公共施設の映像をクラウド
上で集計・分析して、人数・属性（性別や年齢）・エリア内の滞留情報など
を統計データとグラフで表示するシステムです。マーケティングレポートや
売上向上・店舗活性化のソリューションを効率的かつ安価に提供します。

22 株式会社
システムブレイン

ナノメンテ
SB-101

ものづくり R2-029

ナノメンテSB-101 は、当社特殊技術で水の分子をナノレベルまで分解
し、次亜塩素酸ナトリウムを純水に溶け込ませた新世代の除菌消臭剤で
す。
塩素特有の臭いもなく、除菌効果を維持して長期保存を可能にしました。
アルコールでは除菌しきれないウイルスにも効果を発揮、人体にも危険
が少なく、手荒れもしにくい製品です。

23 二九精密機械
工業 株式会社

特殊材料ノズル ものづくり R2-028

特殊合金を使用したコンタミ防止･定量分注を可能にする小径ノズル。
医療分析機器、産業・環境分析機器など幅広い分野で用いられていま
す。外径φ6mm 以下のパイプサイズに適応し、独自の内径研磨加工や
表面処理技術によって、パイプ内の残液やコンタミを防ぎます。

24 二九精密機械
工業 株式会社

微小部品判別
装置

(クラベルゾ
ウ)

ものづくり R2-027

クラベルゾウは、サイズ1.0 ㎜ ～ 5.0 ㎜の微細･微小な部品を検査トレイ
に載せて形状を判別することのできる微小部品判別装置です。（判別可
能な材料 SUS, チタン、プラスチック等）
トレイの上に並べれば、作業者の顕微鏡による目視検査では判別が難し
い製品や異物混入を、データとカメラとマイコンで即座に判別します。

25
株式会社

森井製作所

精密切削加工
部品

(鋳･鍛造素材)
ものづくり R2-017

森井製作所は半世紀に渡る経験により培った技術で、鋳・鍛造素材の切
削加工の標準品から異形物まで、多品種少量生産に対応しながら安定
した品質の精密加工部品を提供しています。
単に精密切削加工をするだけでなく、素材調達から加工後の熱処理工
程･表面処理工程まで一貫生産するため、部品の品質を落とさずにコスト
削減を図れます。

26
平和テクニカ

株式会社

切断機
ファインカット
HS シリーズ

ものづくり R2-019

QC/QA、R&D、各種研究機関等で硬度測定・金属組織観察・溶接部観察
用の各種試料片の切出しに最適です。
XYZ 軸移動により任意の位置で切断可能。
ワークテーブル（X 軸）移動によるリピート切断や自動送りにより高速精
密切断を高精度で実現しました。

27 株式会社
日本生工技研

タイムプリズ
ム2019

ものづくり R2-005

映像を使って作業分析や作業過程のカイゼンを行う日本製のカイゼンソ
フトウェアツール︕
製造業はもちろんサービス業など、様々な業界で、作業改善、作業教育
を行う際の支援ツールとして導入されています。

28
セイキ総業
株式会社

モナークグライド
スクリーン ものづくり R2-006

後付け可能な収納式の大型網戸です。
中庭やベランダに面した大開口の窓やドアを開放しておいても、室内に
虫が入るのを防ぎます。蚊を媒介した病気を防ぐ対策になります。また、
朝晩の涼しい風を取り込めば省エネになります。

29
エイスインターナ
ショナルトレード

株式会社

EXLUB®
（エクスルブ）

ものづくり R2-007

・劇的な潤滑効果が長時間持続する日本製の超極圧潤滑剤です。
・オイル成分だけでなく、独自技術により金属表面に形成する被膜が優
れた潤滑効果を発揮します。
・塩素フリーで環境に配慮
・RoHS 指令適合品

30
有限会社
アドバン

マルチポイン
トヒーター
MPH1500

ものづくり 31-085

この製品は、後付挿入部品の、はんだ付けが必要な部分だけを予備加
熱します。　その結果、表面実装部品が受ける熱ストレスはリフロー工程
で受ける1 回だけ。
基板ごとの専用冶具を用いることによって、必要箇所のみ予備加熱でき
るので、熱ストレスを最小限に抑えることができます。
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31
株式会社

エクス
Factory-ONE

GL R2.0
ものづくり 31-088

海外の日系工場向けに開発された製販一体型の生産管理システムで
す。
受注～計画～製造～売上までを一元管理します。在庫管理や原価集
計、ロットトレース機能も標準装備しています。
多言語／多通貨対応し、サプライヤーとのEDI にも対応しています。

32
株式会社

大和バルブ
黄銅ボール
バルブ VEB

ものづくり 31-072

日本の優れた品質を活かしたエコでコンパクトなボールバルブです。

【特長】
■エコ設計
■流量特性に優れたフルボア型
■異常昇圧防止穴付き
■面間が短く、省スペース化に貢献
■低価格で高品質

33
株式会社
ダイアン・
サービス

エア－クエスト
グリーン

ものづくり 31-074

北海道産トドマツの間伐材を加工したエアコン用フィルター。　エアコンの
吸気口に貼るだけで、森林の空気浄化システムをエアコンで再現した製
品です。

・エアコンの吸気口にフィルターをシールのように簡単に貼るだけでお手
軽に取り付けられます。
・天井埋め込み型、天井吊下げ型、壁掛け型などほとんどのエアコンに
取付けられます。

34
株式会社
ダイアン・
サービス

エアーウィング・
シリーズ ものづくり 31-073

今あるエアコンにワンタッチ取り付けで、エアコンの直撃風を解消します。
快適な風を隅々まで循環させて、 お部屋の温度ムラをなくし、省エネに
貢献します。
他社製品にはない結露防止用断熱マットや落下防止用セキュリティキッ
トが付属しています。　大手エアコンメーカー ダイキン工業とコラボ商品
を開発するなどの信頼実績があります。

35
株式会社
イーガルド

UHF/HF Dual
タグ

ものづくり 31-075

日本メーカーにしかできない技術を駆使した非接触IC カード/ タグ。
バッテリー不要の優れた無線通信システム。データ収集に役立つ非接触
IC カード/ タグ。
主に入退室証や会員証として、システムベンダが購入、エンドユーザー
へ販売・使用される。

36
株式会社

マルチブック
multibook ものづくり 31-065

日本企業100 社が15 を超える国々で利用している、クラウド型会計・ERP
システム。
海外現法管理のための、「多言語・多通貨・複数帳簿」を基本コンセプトと
したERP システムで、会計・在庫情報の本社と海外現法でリアルタイムに
共有することを実現いたします。

37
SI　シナジー
テクノロジー
株式会社

AI-NETWORK
TERMINAL

（IT8000-2420）

ものづくり 31-058

Deep Learningとネットワークを融合した本格AI･IoT端末装置 。
学習済みニューラルネットワークを展開した本装置では、現場でのスタン
ドアロン動作を可能とし、リアルタイムのAI･IoT人口知能現場運用を実現
しました。
工場等の生産現場等に於いて、各種センサー情報を学習し解析･推論す
る事により、
1)生産ラインの状況に応じた最適な制御が可能となります。
2)故障予測・予知保全が可能になります。

38
KOMINE工業

株式会社

ケレン
ベントホール

鋳物筆
ものづくり 31-057

ケレン：鉄、非鉄鋳造時に主型の中で中子を固定する役割です。
ベントホール：金型に取り付けガス、エアー抜きとして使用します。
鋳物筆：塗型や離型剤を塗る為に使用します。

自社オリジナルのスパーベントウェーブタイプは、開口率が４０パーセント
と高く、セルフクリーニング機構の為、砂により目詰まりが少なく清掃時間
や回数の削減に効果的です。

39 株式会社
奈良機械製作所

パドルドライヤー ものづくり 31-054

2 軸式の伝導伝熱型乾燥機。
独自開発のクサビ形状の伝熱羽根により伝熱係数が大きく、装置がコン
パクトです。
＜納入事例＞
・食品業界：化学調味料、でんぷん、小麦粉、などの脱水品を乾燥、熱処
理するために使用。
・化学業界：樹脂添加剤、石膏、水酸化アルミニウムなど（無機物、有機
物、金属）を乾燥、熱処理するために使用。

40
金鈴精工
株式会社

トルクデバイス
バインダー ものづくり 31-039

本製品は、主に外科医がPTCA治療（Percutaneous Transluminal
Coronary Angioplasty:経皮的冠動脈形成術)を行う際に使用するガイドワ
イヤーを保持するために使用されます。通常はトルクデバイスと呼ばれ
る樹脂製のキャップに内蔵されます。納入先はガイドワイヤーの付属品
としてガイドワイヤー製造企業です。
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41
秀和工業
株式会社

全自動平面
研削装置

SGM-9000FA
ものづくり 31-053

加工が難しい化合物半導体ウエハーをミクロン単位の平坦度で、ダメー
ジの少ない研削加工する装置です。
【製品のメリット】
・CtoC仕様で研削、リンス洗浄、乾燥までを自動で行います
・砥石軸受けを2軸搭載　粗研削、仕上げ研削を同時に行います
・ダメージの少ない研削が可能
・研磨領域の厚みまで研削加工可能
・面粗さ・平坦度が飛躍的に向上しました

42
ジョルダン
株式会社

動態管理
ソリューション

「モバイル
OA」「ハザー
ドバスター」

ものづくり 31-041

広域エリアに広がった社員・作業員のレポーティングを瞬時に収集。　レ
ポート集計・分析～安否確認まで幅広く対応可能です。
【製品のメリット】
(１) 多地点のレポート情報の一括かつ瞬時収集
(２) レポートの電子化による一元管理、集計、分析
(３) 従業員、作業員の安否確認
(４) 顧客ニーズに応じた柔軟なカスタマイズ対応
(５) 多言語対応可能

43
神威産業
株式会社

LC型
オイルクーラ

ものづくり 31-021

高性能・省スペースのフィンチューブタイプ熱交換器です。

【製品のメリット】
・作動油の温度を適切に保つことで、作動油の劣化を防ぎ、油圧装置の
効率維持、装置の寿命を延ばせる。
・油圧用オイルクーラメーカーとして国外での認知度はトップクラス。大手
企業や電力会社への納入実績多数で信頼性も高い。

44
ネットアンドプ
リント株式会

社

高速2色熱転
写ラベルプリ

ンタ　LP-
812W

ものづくり 31-027

GHS マークに対応する2 色熱転写プリンターです。

【用途】石油化学品の容器ラベル、カートン類の大型ラベル、フレコン・コ
ンテナ等のタグ、銘板ラベル・ステッカー、バーコード・ＱＲコード入り帳
票・現品票作成。
PET・PP 等のフィルムへのプリント、2 色対応のプリント物作成。

45
有限会社

タケトモ電機
食感物性
測定機器

ものづくり 31-028

咀嚼動作を再現し物理的計測を行い、咀嚼感の数値化をします。
曖昧な官能値を数値化する事により、新商品の開発や品質管理をする
事が可能になります。

【納入事例】
①食品メーカー研究員：新商品開発の為、硬さ、粘り等の咀嚼感を分析。
②食品製造ライン担当者：品質管理の為、咀嚼感の数値をチェック。

46
吉野化成
株式会社

塗装用マスキ
ングフィルム
及びマスカー

ものづくり 31-006

塗装作業者が塗装する際に被塗装面にマスク（養生）して塗料がかから
なくするための特殊加工された塗装養生時の必需製品。
【製品のメリット】
１．作業性に優れている
２．養生効果が高い
３．焼却処分が可能

47
株式会社

シムトップス
ConMas

i-Reporter
ものづくり 30-130

日頃使い慣れた紙やExcel帳票が、そのままタブレットの電子帳票に。
手書き紙帳票の良さを残してそのままデジタル化・ペーパーレス化。
今まで抜け出せなかった紙の手書き業務を電子化し、現場で記録・報告
業務を完結させます。

48
株式会社
丸秀工機

3次元パイプ
切断機

（パイプコースター
 MAシリーズ）

ものづくり 30-123

3 次元CNC パイプ自動切断機です。対話式データ入力によって、複雑な
パイプ同士の相貫曲線を自動演算し、切断作業を行います。
パイプコースターは、様々な産業で世界各国で活躍中であり（建築、圧力
容器、造船、建機、重電関係など）、タイバンコック国際空港、東京スカイ
ツリー、インチョン空港など、数多くのビックプロジェクトにて、使用されて
います。
従来、職人の手によって、切り出されていたパイプ切断加工技術が、パイ
プコースター1 台で対応可能です。

49
東邦シートフ
レーム株式会

社

ﾎﾟﾘｶーｶﾞﾗｽ
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ
複層窓

ものづくり 30-083

●I.G.P(Insulation Glass & Polycarbonate) はポリカーボネート板とガラス
をユニット化することで、耐衝撃性の向上、品質の安定、 対結露性の向
上、軽量化、 取り付け工期短縮を兼ね備えた窓。

　【 用　途 】鉄道車両・バス・船舶（マストランスポーテーション）、建設機
械、工作機械窓

50
トライポッド

ワークス株式
会社

BLUE-
Connect

ものづくり 30-086

BLUE-Connectは、トラックやバス、タクシーなど業務に使用する車両の
統合管理を実現するIoTプラットフォームです。また、工場内のさまざまな
センサーを束ねて管理するためのIoTプラットフォームとしても拡張可能で
す。
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51
株式会社

コスモテック
ウェアラブル

メモ
ヘルスケア R3-013

看護師や介護士等、現場で作業する人の為にデザインされた、身に着け
るメモです。シリコン素材に独自コーティングを施してあるので繰返し使
え、記憶するストレスを軽減します。バンドタイプの他にパッドタイプ等も
あり、医療現場、救助・消防、製造・建設から宅配、調理・買い出しなど、
用途に合わせて幅広く活用いただけます。

52
株式会社

大島製作所
ホットバイオ ヘルスケア R3-004

ホットバイオは温熱導子内部を三層構造にし、従来の発熱体の他に、心
地よいビブラート（振動）刺激を発生させるモーターと温熱持続効果が得
られるコイルシートを内蔵し、治療効果と患者の満足度の向上が期待さ
れる新しいタイプの乾式ホットパック装置です。

53
株式会社
オプティマ

過酸化水素ガス
除染滅菌システム

PASSTECHR
シリーズ

ヘルスケア R2-071

PASSTECH®シリーズは、再生医療や製薬企業等のクリーンルーム施設
の除染( 滅菌)を目的とした過酸化水素ガス除染システムです。
滅菌力の高い高濃度過酸化水素をガス化し、乾いた空気を循環させな
がら対象除染エリアに投入することで、対象空間に対して99.9999％レベ
ルの除染を、安全かつ迅速に行うことができます。

54
株式会社
日向和田

精密製作所

歯科用ダイヤ
モンドバー
MARY DIA

ヘルスケア R2-022

日向和田精密製作所の提供する最高品質のダイヤモンドバー「メリーダ
イヤ」は、独自の熱処理･研削技術により優れた強度と高い回転精度を
実現した歯科用ダイヤモンドバーです。メリーダイヤの使用により滑らか
な歯面を形成できるため、歯科医の先生方に高い評価を頂いています。

55
小林クリエイ
ト株式会社

採血管準備装置 ヘルスケア R2-038

上位システム(HIS/LIS 等) から指定されたオーダーにより、採血管のピッ
クアップから検体ラベルの貼付～仕分けまでを自動的に行うことにより、
人為的なミスを削減します。
　・採血管の選択ミスを防止できます。
　・ラベル貼付業務の負担を軽減できます。
　・トレイ仕分けによる他の患者との採血管の混在を防止します。

56
ユビックス
株式会社

　
MRI 室用生体

情報モニタ
DENALI 6168

μEtCO2

モデル

ヘルスケア R2-065

MRI 検査中の患者の状態を安全かつ簡便に確認できる生体情報モニタ
です。従来製品での主要測定３項目（SpO2：動脈血酸素飽和度、Pulse：
心拍数、NIBP：非侵襲的血圧測定）に加えて、EtCO2：終末呼気二酸化
炭素分圧を追加した新しいモデルのため、患者の呼吸停止などの急変を
即座に感知できます。検査中に静止が難しい小児を麻酔下でMRI 撮影
する場合などに最適です。

57
株式会社
デザイアン

ハイブリッド型
触媒

セルシオン
ヘルスケア R2-036

セルシオンは、従来の光触媒効果を保持したまま光触媒の弱点をカバー
する温度触媒の組合せによって開発された、新触媒技術による家庭用光
触媒抗菌コート溶液です。光の当たらない場所でも、空気中の酸素･水
分･室温の熱エネルギーだけで電子連鎖反応と酸化還元反応により触媒
が作用して、様々な物質を分解し、防菌、消臭、防汚、防カビなどの効果
を発揮します。

58
ジェイケミカ
ル株式会社

非透過性納体袋
セレモバッグ ヘルスケア R2-062

セレモバッグは、特許取得の機能性三層構造フィルムでウイルス・体液・
血液を透過させず、遺体からのウイルス感染を防ぐ非透過性納体袋で
す。
インナーバッグと取手の付いたアウターバッグで構成され、感染症やそ
の疑いのあるご遺体も安全に保管できるため、安心してお見送りできま
す。
各国の基準・サイズに合わせたOEM や、フィルム素材のみの購入も可
能です。

59
センチュリー

アークス
株式会社

KiralyArt マス
クフィルター､
KiralyArt エア
コンフィルター

ヘルスケア R2-043

KiralyArt は、北里大学メディカルセンターで効果を認められた除菌･抗菌
剤Etak® を不織布に塗布したフィルターを使用しています。
マスクにKiralyArt フィルターを貼ると、マスクの抗菌・抗ウイルス効果が
高まります。
また、エアコンの給気口に合わせて貼り付ければ除菌・抗菌機能フィル
ターを通したキレイな空気を排出させることができます。

60
株式会社
ソーケンメ
ディカル

ウィナーライ
ツ

ヘルスケア R2-039

ウィナーライツは、スポーツに求められる認知・判断能力を鍛えるトレー
ニング方法をアプリを使用して行える画期的な認知トレーニングシステム
です。
ウィナーライツはこれまでの実行のみの練習と異なり、スマホ等でビブス
やゴールの色を変えることでローテーション変更など様々なメニューを実
施、AI 解析を活用しながら最新のトレーニングを行えます。
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61
株式会社
志村精機
製作所

医療機器用
金属加工部品

ヘルスケア R2-023

志村精機製作所は､内視鏡や腹腔鏡および輸液ポンプ等の医療機器用
精密部品を供給しています。
CNC マシニングや三次元測定機、治具設計技術等、最先端設備と高い
技術力により複雑形状で微細な精密部品の製作が可能です。

62
株式会社

イナミ
M. Q. A.

スティックスタウト
ヘルスケア 31-079

眼科ドクターの術野確保に役立つ、処置中の体液や水分などを吸収する
メディカル・クイックアブソーバー（特殊急速吸水紙）です。
鑷子などで把持して使用する必要がなく、開封後速やかに使用すること
が可能です。

63
株式会社
京都科学

医学・看護
教育用

シュミレータ
ヘルスケア R2-001

国内トップシェアの医療従事者向け教育用シュミレータ。触感、穿刺感、
超音波画像、解剖学的構造など、人体にかかる様々な特性をリアルに再
現。　　医学・看護等学生および研修医の手技の訓練・向上、並びに標
準化を目的とした実技実習に用いられています。

64
株式会社
ホーマー

イオン研究所

総合治療用
電気刺激装置

G-TES
ヘルスケア R2-003

G-TESは、運動が困難な方の運動代用（筋力トレーニング、有酸素運動）
を行うことができます。整形、リハビリ、透析、ICU、介護など多くの診療科
目で導入されています。
・下肢筋肉全てにアプローチできます。
・装着が簡単で、誰でも同じ施術が可能です。

65 株式会社
フジフレックス

医療用カート
MedionーⅡ

ヘルスケア R2-021

Medion-IIはフジフレックス自社工場で一貫生産している内視鏡用カート
です。最上段の可動アームに取り付けたモニタで内視鏡画像のモニタリ
ングが出来ます。豊富なオプションラインナップで使用シーンに柔軟に対
応します。省スペースで設置が可能、日本国内の病院で広く使用されて
います。

66
フジデノロ
株式会社

MRI用磁性体
検知器

MAGGUARD
ヘルスケア R2-002

MAGGUARD（マグガード）は、地磁場の乱れを高感度に検知できる自社
開発高感度磁気センサを搭載した磁性体検知器です。MRI室への磁性
体の持ち込みによるMRI吸着事故やデータロスなどのトラブルを防げま
す。

67 株式会社
フジタ医科器械

自動電子血圧計
VIMMS VM-BP ヘルスケア R2-037

本製品は、軽量かつコンパクトで上腕部から簡単に血圧値を測定できる
可搬型の医療機器です。
対面診療が困難な場合（被災地・医療過疎地・疫病発生地等）でも、通信
機能搭載により遠隔モニタリングが可能な為、医療従事者が被検者の血
圧等の生体情報をリアルタイムに把握でき、迅速かつ的確な処置や対応
の指示を出すことが可能となります。

68 株式会社
小池メディカル

ヨックスディスポ
S711 ヘルスケア 31-096

病院のガス配管設備、またはガスボンベから供給される圧力を利用して
汚物吸引を行う吸引器です。
医療従事者が、患者の汚物、体液を吸引するために用います。
【使用例】
・口腔、気管吸引（主にICU、一般病棟）
・血液・体液・洗浄液等の大量吸引（主に手術室、内視鏡室）

69
株式会社
ハナミスイ

インクリア ヘルスケア 31-080

容器（注射器型アプリケータ）を膣口より挿入し、ジェル状の洗浄液によ
り、膣内を洗浄する医療機器です。
・容器（注射器型アプリケータ）は、誤使用によりピンが膣内に残らない安
全設計。
・わずか1.7ｇのジェル状の洗浄で、膣内を洗浄。
・一般的なビデによる水の洗浄に比べ、膣の負担が少なく、ベッドの上、
トイレなどでも使用できます。

70
日本フォーム

サービス
株式会社

クレーンアーム ヘルスケア 31-082

最大20kgのディスプレイを豊富な取付バリエーションで設置可能です。
安全性、確かな操作性が要求される医療現場、工場設備、監視分野で
のモニタリング環境下に最適です。
卓上の設置だけではなく、壁面、ポールなどへの取り付けも可能です。

7



No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
商品情報 商品写真

71
日本フォーム

サービス
株式会社

ミラアド ヘルスケア 31-081

ミラアドは鏡とディスプレイの２つの顔を持つ新感覚のデジタルサイネー
ジです。鏡から映像が浮き上がってくるミラーサイネージです。
普段は鏡として使用することができ、ディスプレイの電源を入れると、鏡
に映る映像が宙に浮かび上がっているかのような演出を実現します。

72
宮坂香料
株式会社

香料
（香粧品用）

ヘルスケア 31-067

旬のフルーツや花々の香りをベースにした高品質な日本産香料です。
本格的香りづくりで繊細な日本独特の香りもラインナップ。
シャンプーなど各種トイレタリー製品をはじめ洗剤や雑貨にも使用される
表現豊かな香料です（柚子、クチナシ、桜、抹茶など）

73
宮坂香料
株式会社

香料
（食品用）

ヘルスケア 31-066

高い分析力でリアルな香りを実現しました。多様なマスキング香料で美味
しさアップ。本格的香り作りで日本独特の香りもラインナップしています。
飲料、菓子、乳製品、氷菓はじめ各種食品に使用されるリアルなフルー
ツ系香料（柚子、リンゴ、ぶどう、イチゴなど）やマスキング香料（余分な基
剤臭をカット）で好評です。

74 インタークロス
株式会社

ペーストレス
脳波電極

intercross-
810

ヘルスケア 31-061

Gel 形状の脳波電極です。既存脳波計の接続してペーストレス計測を実
現しました。
・全く痛みも苦痛もなく電極設置可能です。
・検査技師が患者に脳波検査を実施する際、Gel 電極を使用すれば頭皮
を汚さず、電極清掃の手間も省けます。
・患者も脳波計測後に洗髪する必要がありません。
・電極間抵抗もペーストと変わりません。
・設置は非常に簡単であり、ディスポーザルなので、メンテナンスの必要
もありません。

75
株式会社

OMGコーポ
レーション

マトリクス・セ
ラ　MTX-03P

ヘルスケア 31-063

直流電流の電気刺激により効果的に身体をケアする、ポータブル型EMS
機器です。小型・軽量化により様々なシーンで使用可能です。
・ヘルスケア：筋強化や姿勢コントロールのために
・美容：フェイス・リフトアップや身体の引き締め、ウェイトコントロールに
・スポーツ：アスリートの運動前後のボディケアやパフォーマンス向上に

76 ドクタージャパ
ン株式会社

Dr.B-Go （医療
従事者用 放射
線防護メガネ）

ヘルスケア 31-050

医療従事者用放射線防護メガネです。
医療放射線での診断および治療の際、ドクターなどの医療従事者は散乱
線を浴びており、眼においては白内障発症のリスクがあります。
Dr. B-Goを着用することにより医療放射線から眼を護り、白内障の発症
リスクを最大限に下げることができます。

77
アルプ

株式会社
レトルト殺菌器
RK/RKZシリーズ

ヘルスケア 31-025

アルミパウチや缶、瓶で包装された食品をそのまま殺菌処理できる装置
です。
【製品の特長】
・温度と圧力を制御することで試料の破損を防ぎ、包装形態のまま加熱
殺菌することができます。
・予備加熱やF 値制御機能（オプション）によって、過熱がもたらす食品成
分の変性を防ぎます。
・RK-3030 型は最高温度140℃で使用できます。　高温設定にすることで
処理時間を短くできます。

78
ノイシュタット

ジャパン
株式会社

キツツキ
モーション

根管コントラ
ヘルスケア 31-024

本商品は上下振幅運動（キツツキモーション）を採用して穿通、拡大そし
て除去ができる世界初の根管コントラです。
【製品の特長】
・上下振幅運動のためコントラに装着したファイルの捩れがなく破折の危
険がありません。
・毎分5000 回の高速振幅で驚異的な穿通力を発揮、治療時間の圧倒的
な短縮が実現できます。

79
株式会社

松永製作所
車イス ヘルスケア 30-128

子供から高齢者にわたり、施設向け車イス、障害者用、競技用、金属探
知検査用、空港用の車イス等幅広く取扱っています。
介助者と使用者両方の視点で使い勝手と自立を目指しリハビリなどと組
み合わせながらトータルケアを提供します。

80
第一医科
株式会社

LEDヘッドライト
EF-LH300

ヘルスケア 31-001

医師の頭部に装着し、鏡筒内部のLED により、患部腔内（耳、鼻、喉）を
観察するための視野を直接照明する医療機器。
＜製品のメリット＞
①ライト部の上げ下げによる点消灯（実用新案取得）を実現。スイッチを
探すストレスから解放。
②長時間の診療にも負担が少ない軽量設計。優れたデザイン性。
③LED 光源を内蔵し、明るい視野を確保。
④LED 光源のため、メンテナンスフリーで長寿命。
⑤汎用品の単三電池及びリチャージャブルバッテリーが使用可能。8



No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
商品情報 商品写真

81
 エレクター
株式会社

温蔵配膳車
「fuu]

ヘルスケア 30-120

病院や高齢者施設などで食事運搬に使用するカートです。
ヒーターパネルと優れた断熱構造により、温かい食事を冷めないうちに
運搬することが可能です。
病院、老人ホーム、レストランケータリング、学校などの厨房で調理した
食事を、別の場所（個室、食堂、教室など）まで保温した状態で運搬する
際に使用されます。

82
株式会社

ランダルコー
ポレーション

カルディオミュー
70/80 ヘルスケア 30-108

超音波心エコー検査時に、検査技師が心臓の検査が必要な患者さんの
心尖部の、より鮮明な画像を抽出するための「心エコー検査用診察台」で
す。

特許機能の「電動式プローブポケット」「バタフライ機能」で患者さんと検
査者をサポートし、より鮮明な画像が抽出可能となります。

83
株式会社

テックコーポ
レーション

ファインバブル
発生器

ファインアクア
インフラ R3-007

ファインアクアは、非常に微細な気泡「ファインバブル」を液中で発生させ
る装置です。通常の気泡は発生後すぐに水面へ浮上し外部に放出され
てしまいますが、ファインバブルは水中に 長期間溶存することができ、溶
存酸素量が高い溶液などを作ることが可能です。
また１０億分の１メートルという微細なファインバブルは微細な隙間に入り
込み、そこにある汚れや臭いの元を吸着させ、剥離します。

84
株式会社

テックコーポ
レーション

電解水衛生環境
システム
守る水

インフラ R3-008

本システムは酸性電解水とアルカリ性電解水を生成するものです。
酸性電解水の成分は次亜塩素酸(HCIO)で、細菌の細胞膜を透過し細菌
を破壊する作用で除菌力を発揮します。
アルカリ性電解水に含まれるマイナスイオンが汚れに吸着すると、汚れ
を剥離・浮かび上がらせて分解し細かく分離して高い洗浄力を発揮しま
す。

85
柴田科学
株式会社

ミニポンプ
MP-W5P

インフラ R2-074

ミニポンプ型サンプラーMP-W5Pは、積算流量測定機能・定流量機能を
内蔵したエアサンプリング用ポンプです。小型・軽量のため携帯可能で、
作業者個人に取り付けて使用することもできます。
個人ばく露測定や作業環境・室内環境・大気環境中のエアサンプリング
等、幅広い用途に対応します。安心の日本製でCEマーキング品です。

86
柴田科学
株式会社

マスクフィッティン
グテスター
 MT-05U型

インフラ R2-075

マスクフィッティングテスターMT-05U型は、マスクの外側と内側の粉じん
粒子数を計測して、マスク内への粉じんの侵入率（漏れ率％）を表示する
測定器です。医療従事者の空気・飛沫感染予防、産業現場作業者の粉
じん予防に効果を発揮します。

87
DD マシン
株式会社

冷媒攪拌装置
α－ＨＴ １００

０
インフラ 31-018

α-HT は冷媒の循環配管（液管側）に設置する効率化デバイスです。冷
媒循環を促進し効率アップで電力の節電・省エネを大幅にアップさせる日
本特許製品です。
α -HT は冷媒と潤滑油を撹拌することにより、冷媒の循環を促進し安定
動作と効率アップをはかり、節電を実現します。また空調機器への負担も
軽減します。

88
エクセン
株式会社

リレーノッカー
RKV/RKD/RK
VSシリーズ

インフラ R2-061

リレーノッカーは、粉粒体を貯蔵するホッパー・サイロ・シュート等の設備
で発生する閉塞や付着の問題を解消する装置です。
本装置は、圧縮空気の力でピストンにハンマリングのような衝撃を発生さ
せ、ホッパー等の壁面を勢いよく叩き粉粒体の閉塞や付着状態を解消し
ます。
セメント･小麦・トナー等の粉体やペレット等の粒体の取扱い現場で幅広く
使用できます。

89
株式会社
エーエス

アスクロン
シューター

インフラ R2-055

アスクロンシューターは、プレスと連動させ、プレスで打ち抜く際に出るス
クラップを自動的に所定の場所までエア搬送する装置です。
回収搬送作業の自動化が図れるため、電気部品や自動車部品などの製
造業のプレス工場で活躍します。

90
株式会社
セコニック

光学式マーク
読み取り装置

(OMR)
インフラ R2-020

試験採点の「時短、手間短」に貢献するマークシート読み取り機です。主
に教育市場で、学校の教員が試験採点業務を効率化するために、また
大量処理が必要な試験を短時間で効率的に採点するために、本製品を
ご使用いただいております。
・読み取り精度99.99%を実現しており、採点ミスのリスクが低いです。
・ソフトウエアで自動生成される分析レポートを活用して、授業や指導の
質を高められます。

9



No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
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91 つくばテクノロ
ジー株式会社

小型X線検査
装置TXR-

C1R180P-01
インフラ 31-097

予熱不要で省電力、小型軽量で高線量。
カーボンナノ構造体を採用した冷陰極Ｘ線管を搭載し、小型軽量、高線
量を実現しました。高所、狭所の現場でのＸ線検査に最適です。

92
株式会社
ミラクール

ミラクール インフラ 31-094

塗るだけで省エネ。ミラクールは中空セラミックバルーンと特殊顔料の相
乗効果によって太陽光を効果的に反射します。
負荷軽減による効率と寿命の向上により空調負荷を40％削減します。

93
株式会社

トップウォー
ターシステムズ

ミニピュアー
060CT(RO)

インフラ 31-048

卓上型　無菌調乳水製造装置。
新生児に安全な無菌調乳水システムです。新生児の粉ミルク用無菌水
を供給に使用されています。
病院、産婦人科、クリニック、老人ホームなどでミルク水、薬水、飲料水な
どに利用しています。

94
株式会社
サンワ

ステアエイド
SA-S

インフラ 31-049

車いすのまま階段の昇り降りが可能です。
【製品のメリット】
・設置工事不要で導入後すぐお使い頂けます。
・操作は1人で行い、ボタンを押すだけなので力は不要。
・強力ブレーキのおかげで階段走行中に手を放してもその場で安全に停
車。
・バッテリー式なので、停電時でも使えます。
・エレベーターに比べ導入費用も格段に安価。
・ハンドルは脱着式で車載も可能。

95
 ケイエルプラ
ント株式会社

オイルバク
ターシステム

インフラ 31-047

オイルバクターシステムは地球環境に配慮した、油脂を含んだ排水の処
理システムです。
活性汚泥法に代わる革新的な排水処理法で、排水処理に伴って発生す
る汚泥が発生しません。
主として食品製造メーカーが排水処理に使用しています。

96
株式会社

近計システム

サージタイプ
フォルトロケータ
(SFL-2000）DI付

インフラ 31-038

数十～数百km の長さの送電線で発生する事故点を±200m の誤差で標
定可能です。
【製品のメリット】
①送電線の故障点を精度高く標定する事により、復旧への時間の短縮
が見込める。結果、顧客満足度の向上とコスト削減につながる。
②保護リレーに付属している故障点の標定システムは様々な設定要素
が必要であり複雑であるが、サージタイプの本製品は設定要素が少な
い。
③デジタル入力（DI）により片端標定可能となった。

97
インテックス
株式会社

捕虫器 インフラ 31-035

LED誘虫灯を使った捕虫器です。　虫を引き寄せる最適波長色のライトを
搭載しより誘虫効果をアップ。
長寿命LED使用によりメンテナンスの手間を大きく低減します。
水銀を使用する従来型蛍光灯光源は生産中止（2020年）となりLEDへ転
換が進んでいます。

98
バスタ技研
有限会社

雷警報器サン
ダーメーター

TM-5E
インフラ 31-034

半径40キロメートル以内の雷を検知し落雷10分～15分前に危険を知ら
せます。
屋外アンテナと室内警報器本体より構され、警報音とランプで危険を知ら
せます。　屋外パトライトや放送設備に連動可能です。
ゴルフ場・グラウンドなどの管理者はプレーヤーの安全を経験や勘に頼
らず守ることが出来ます。

99
株式会社

拓和
ゲート開度計 インフラ 31-045

洪水監視システムや水資源管理システムにおける、ダム、河川の水門に
取付ける開度計測器です。
【製品のメリット】
・ ゲート（水門）の開閉を1cm 単位で計測可能です。
・的確なゲート操作が可能になり、水の有効利用、災害防止に寄与しま
す。
・様々なゲート構造に合わせた豊富なラインアップと多彩なオプションが
あります。

100
株式会社

拓和
水晶式水位計
QS シリーズ

インフラ 31-044

高精度で長期安定した測定が可能な水晶式水位計です。
河川洪水予警報システム、灌漑水管理システムなどにおいて、自動水位
観測・リアルタイムデータによって利水・治水をおこないます。データ蓄積
によって将来の水資源管理計画に役立ちます。
【製品のメリット】
世界最高精度の測定が可能です。最高精度0.01%F.S (Full Scale)

10
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101
株式会社
研電社

クリーンセーバー インフラ 31-030

スリットセーバー、スクリーン等で除去出来ないような微細な粒子が混入
した液体を、凝集剤を用いて分離可能なフロックを形成させ、スリットセー
バーで分離・脱水まで行なうシステムです。

【用途】
・メタン発酵残渣消化汚泥処理　　　・加圧浮上フロス脱水
・畜産糞尿処理　　　　　　　　　　　　・水産加工夾雑物除去、汚泥処理
・食品工場夾雑物除去、汚泥処理　・し尿、生活排水処理
・その他（バレル研磨、染色、グリストラップ、水性塗料等の排水処理）

102
武蔵塗料
株式会社

ネオラバサン
N781-ライン

インフラ 31-015

ネオサバランは触感、視覚に特長を持たせ、他製品との差別化、高付加
価値化に貢献するソフトフィール塗料です。耐加水分解性に優れ、高い
耐久性を有します。
ソフトフィール塗料の課題であった加水分解性の問題をいち早く解決し、
多分野で多数の採用実績を持つ次世代の塗料です。
耐久性に優れたソフトフィール意匠により製品の高付加価値化に貢献
し、PC、スマートフォン、デジタルカメラ、自動車内装部品( スイッチ類な
ど)、衣類ボタンなど、多分野で多くの採用実績があります。

103
東京精電
株式会社

耐電圧試験機
TWVシリーズ

インフラ 31-017

耐電圧・絶縁抵抗試験器。

電気製品、部品には絶縁性に関わる安全規格があります。求められた絶
縁体性を試験し、規格に準拠していることを確認する為に用いる機器。
上限・下限値に対しての合否判定機能、タイマー機能付き。
耐圧試験において出力電圧が基準電圧の+/-5%に届くまで試験を開始し
ない電圧コンパレート機能により正確な試験が可能。

104
株式会社

エムダイヤ
エコセパレ®
分離・破砕機

インフラ 31-011

エコセパレ　は、1 台の機械で、異素材混合物を、特定のサイズに破砕し
同時に素材別に分離できる破砕機です。
< 分離・破砕例>
＊小型家電の電子基板( 樹脂、金属部品、その他に分離)
＊廃タイヤ( ゴム、鉄芯に分離)、光ケーブル( 樹脂、鉄芯に分離)
＊ラジエータ（アルミ、銅に分離）
＊自動車部品( 樹脂、金属に分離)
＊木材パレット（木材、釘に分離）

105 株式会社
田中電気研究所

DDM-TMA1ｃ:
海外向け白濁排
ガス用ダスト濃度

計

インフラ 31-010

脱硫装置により蒸気白濁した排ガス中の煤塵濃度を連続測定します。
【製品のメリット】
・検出部で蒸気を瞬間気化し散乱光を光ファイバー経由で電気信号変換
する機構は世界無二。
・計測誤差が無いノンサンプリング（非吸引）方式。
・機器構造が簡単で、設置・保守性が良い。

106
エコソフィ
株式会社

エコソフィ インフラ 30-080

ホテル・ビル・マンション・空港・駅など清掃業務用洗剤です。　環境にも
人にも優しく、高い洗浄力を誇ります。

作業者の安全安心と作業効率性（洗浄力・洗浄後水によるすすぎ不要な
ど）を求めるビル清掃業者に広く支持されています。

107
株式会社

鎌倉製作所
COOLEX-1 インフラ 30-111

COOLEX-1 は、チラーにより冷却された冷水をウェア内に循環させ酷暑
現場における作業者の身体を効率的に冷却することができる次世代の
身体冷却システムです。

＜主な使用現場例＞
ガス溶断工程、溶接工程、塗装工程など

108
エンビック
フォーラム
株式会社

シリホス エン
ビック システム

インフラ 30-105

ドイツで開発された給水用防錆剤シリホスを用いた防錆システムです。
※シリホスはＷＨＯ（世界保健機関）で安全性が確認されているポリリン
酸ナトリウムを主成分に、水道水に含まれているカルシウム、マグネシウ
ム、シリカで構成。
①赤水の現象を止める効果
②給水管内に発生した赤錆の除去
③導入以降の発生を防止する効果を有する唯一の防錆剤

109
ハネクトーン
早川株式会

社

スクールファッ
ション ネクタ

イ・リボン
ライフスタイル R3-015

老舗スクールネクタイメーカーが作る（ファッション）ネクタイ・リボン。90年
以上続く当社の製品は、永年に亘り、多くの学校で採用して頂いていま
す。当社製品は形がきれいで見栄えが良いので多くのメディアでも採用さ
れています。JKファッションのマストアイテムともいえるリボンに本物志向
のリボンを選べば、他とは一線を画すJKファッションになること間違いなし
です。

110
株式会社
研恒社

スライド式
リングレスノー

ト
ライフスタイル R3-014

SlideNoteは、 ファイリング機能とノート機能の双方を兼ね備えています。
フレームをスライドするだけでセットした用紙を「挟む/取り外す」が簡単に
できます。穴のない用紙もファイリング可能です。丈夫な樹脂素材を表紙
に使用しているので、資料を保護するだけでなく、立ったままメモを取るこ
とも快適に行えます

11



No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
商品情報 商品写真

111
株式会社

クロイスター
ズ

UVケア製品
BRISA

MARINA
ライフスタイル R3-008

BRISA MARINAは、炎天下に長時間いることの多いプロアスリート向けに
開発されたUVケア製品です。水・汗に大変強く、加えて保湿成分や大気
中の汚染物質から肌を守る成分を配合。紫外線による日焼けや炎症か
らのパフォーマンス低下を心配することなく、屋外スポーツやアウトドアラ
イフを楽しみ、人生を豊かにしてほしいという思いが込められています。

112
キョーラク
株式会社

EASY!
MiCOOKER

(EMC)
ライフスタイル R3-006

EASY! MiCOOKER(EMC)は、当社独自の蒸気放出技術によって、フィル
ムや袋を開封せずにそのまま電子レンジで加熱調理ができる画期的な
食品包装シリーズです。手間もかからず、密封したままで加熱調理がで
きるため、衛生的にも安心です。タイの自社工場での生産も可能です。

113
ファイン

株式会社
竹の歯ブラシ
FINE eco41

ライフスタイル R2-012

地球の資源を大切にしながら、人にとって健康と幸せを大切にした製品
を作りたいという思いから生まれた竹の歯ブラシ。バイオマス（植物資源）
を使用しているため、使用後は土にかえるのでプラスチックごみにはなり
ません。化学物質過敏症の方、ヴィーガンの方、脱プラスチック生活をし
ている方にも安心して使用頂けます。

114
株式会社

ケープランニ
ング

日めくり
カレンダー

ライフスタイル R3-003

himekuri は365日、絵柄が全て異なる日めくりカレンダーです。毎日違う
イラストが楽しめるうえ、付箋加工が施されているので、剥がした後もノー
トに貼ってオリジナルの手帳や日記を作る、食品に貼って開封日を記録
するなど、使い方は無限大。可愛いもの好き、文具好き、自分だけのオリ
ジナルが好きな人、SNS 好きな方にぴったりの商品です。

115
株式会社
エーゾーン

竹製の
高級クラフト
wa-gu-mi

ライフスタイル R3-005

wa-gu-miは日本の伝統的なデザイン「和柄」をレーザーカットで緻密に表
現した製品です。環境に優しく、生命力の象徴である竹を素材に使用。工
具や接着剤無しで手軽に組立てられるwa-gu-mi は、仕上がりの
精度も高く、自分で作る楽しみも得ることができる満足度の高い製品で
す。

116
日本生化学
株式会社

Do Fresh
シリーズ

ライフスタイル R2-067

Do Freshシリーズは、二つの酵素を配合した洗顔パウダーと、当社が独
自に開発した3D-coreR(日本製) を配合したローション＆クリームです。
3D-coreRは、超微細なプラチナ/ ゴールドの周囲に有効成分を配置した
オリジナルの多層ナノカプセルです。一般的な美容液タイプ(非ナノカプセ
ル) に比べ、約3.7 倍の浸透力があります。

117
シロカ

株式会社

おりょうりケトル
ちょいなべ
(SK-M251)

ライフスタイル R2-078

ケトルなのに料理もできる︕お湯を沸かすだけじゃない、食卓がもっと楽
しくなるおりょうりケトル。これ一台で「作る」「食べる」「保存」が可能で、食
卓で調理してそのまま食べられ、余ったらフタをしてそのまま冷蔵庫で保
管も。1200Wの高火力で温度調整付きなので多彩な料理に活躍。これ一
台で時間も場所も大幅節約︕もちろん、毎日安全に使っていただくため、
安全装置も備えています。

118

ロータス・
ラボラトリー

ズ
株式会社

超銅力マスク ライフスタイル R2-079

医療に従事する医師や看護師の方々の声を反映し、改良に改良を重ね
て完成させた「超銅力® マスク」。「通気性がいい」、「息がしやすい」、「着
けていて楽」など、「従来使用していたマスクと比べて、長時間装着しても
快適だった」という評価を得た、抗菌・抗ウイルス力を持つ銅繊維シートを
内臓した唯一のマスク*です。
＊本製品は医療用マスクではありません

119
株式会社

西尾硝子鏡
工業所

ハーフミラー
を活用した内
照式ショーケー

ス DUAL

ライフスタイル R2-066

明るい側から見ると鏡になり、暗い側から覗くとガラスのように向こう側が
見えるハーフミラー。DUALはこの特性を用いた内照式ガラスショーケー
スです。ハーフミラーの効果より作り出される幻想的かつ重厚感のある
演出は展示物をより魅力的に。職人の知恵と技によって高い精度で接着
されたDUALは気泡の入らない美しい仕上がりのケースで、主要商品の
展示に最適です。展示物のみならず店舗にも高級感をもたらします。
DUALにはサイズ・形の異なる５タイプがあります。

120
株式会社
シンメイ

プリンター
SMP-350P
シリーズ

ライフスタイル R2-069

袋詰め商品の袋の表面に、商品内容を直接印字するサーマルダイレクト
プリンターです。プリンターと袋を自動供給するフィーダーから構成される
自動印刷を実現しました。ラベルが不要で自動印刷のため、大幅な効率
化、省力化、費用削減ができます。
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No. 支援企業名 商品名 商品分類
カタログ

番号
商品情報 商品写真

121
株式会社

セイワ

モニタリング
ダイレクトソケット

F307
ライフスタイル R2-050

モニタリング ダイレクト ソケットは、ダイレクト プラグタイプのUSB ポート
搭載ソケット充電器です。
車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認でき、バッテリー上がり(＝停
止)を未然に防げます。USB ポート2 個付きでスマートフォン等の充電も
できます。

122
株式会社

セイワ

保冷保温
ホルダー

Z105
ライフスタイル R2-051

保冷・保温機能があり、オールシーズン使用できる車載用ドリンクホル
ダーです。車のドリンクホルダーに設置でき､コンビニコーヒーからペット
ボトルまで幅広いドリンクに対応しています。フロンガスなどの冷媒ガスを
使用しないペルチェ方式を採用し、静かで環境にやさしい製品です。

123
株式会社

グラスアート黒
木

谷口榮
「時空の旅」

シリーズ
ライフスタイル R2-054

日本の「現代の名工」＊１ガラス工芸作家 黒木国昭唯一の継承者である
谷口榮が作り出すガラスアート作品。ガラスに古典的な水墨画のタッチを
取り込みながら、現代的でもある「日本の美」を表現した作品です。
「キキョウ」「都忘れ」「スミレ」「花鯉」から成る「時空の旅」シリーズの、ガ
ラスで語られる「彩り」と「豊かさ」をお楽しみください。

124
株式会社
グレインズ

ハポコボCP
美容液

 シャンパン酵母
エキス配合

ライフスタイル R2-063

ハポコボCP 美容液はシャンパンの香りやテイストを醸し出すと言われる
酵母から抽出したシャンパン酵母エキスを配合。シャンパン酵母を採用
することで酵母エキス特有の臭気を抑え、肌を保湿し美しく整える効果だ
けでなく、心身ともにリラックスしたスキンケアをお届けします。

125
株式会社

トーヨ
ネオテックス

ペーパータオル
ライフスタイル R2-052

ネオテックスは、高い吸水力と抗菌性を兼ね備えた機能性ペーパータオ
ルです。　高品質の再生紙を利用することで、肌ざわりの良さと環境負荷
の低減を実現しました。
抗菌試験( ハロー法)で実証されたトーヨの高抗菌力ペーパータオルは、
水分を衛生的に素早く拭き取ります。

126
廣田硝子
株式会社

花蕾(Karai)
シリーズ

ライフスタイル R2-026

花蕾シリーズは、花の蕾のような柔らかで優美なフォルムに、廣田硝子
が積み重ねてきた伝統的な硝子表現（江戸切子、大正浪漫、江戸硝子、
貫入硝子）をあわせた製品です。
口元のすぼまった形は、ワイン、ブランデー、日本酒、焼酎など香りの豊
かな飲み物にもおすすめです。

127
株式会社

山櫻
アコーディオ
ンノート・メモ

ライフスタイル R2-048

アコーディオンノート・メモは、様々な記録を俯瞰できるじゃばら状のノー
ト・メモです。
・１ページに収まらないものでも、ページをまたいで使用できます。
・ページをめくらず自由に書き込め、アイデア帳やプロジェクト用ノートに
おすすめです。
・ノートと異なり綴じ部がないため、コピーやスキャンも手間取りません。

128
株式会社

山櫻
ちいさいおくり
ものシリーズ

ライフスタイル R2-049

ちいさいおくりものシリーズは、ちょっとした贈り物やお土産などに添えて
楽しい、贈る人も貰う人も思わず「うふっ」となるちいさなラッピング、カー
ド製品です。
・普通のカード等と違ってちょっとしたサプライズが施されており、贈り物
を華やかにします。
・大きすぎない「ちいさくてかわいいサイズ感」でシーンに合わせて様々な
アイテムが選べます。

129
渡邉製本
株式会社

BOOK  NOTE ライフスタイル R2-047

熟練の職人が1冊ずつ手作業で仕上げた360度折り返して使える丈夫な
ノートです。表紙に適度な硬さがあるため、机のない所でも手に持って書
くこともできます。図面には方眼タイプ、イラストには無地タイプ等と用途
に合わせてあらゆるシーンで使えます。書く、持つ、めくる、すべての心地
よさを兼ね備えた、使い手に寄り添う美しい文房具です。

130 株式会社
スガイワールド

環境に優しい
ファイバー文具

シリーズ
ライフスタイル R2-034

生分解性ファイバー紙素材を使用した、動物モチーフのかわいいデザイ
ン文具です。当社の製品は5 分ほど水に浸けると形状を自由に変えられ
るので使い勝手がよく、オフィスでも楽しく活用できます。
機能性と可愛さを兼ね備えたアイデア文具はプチギフトにも最適です。

13
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131
中橋莫大小
株式会社

merippa ライフスタイル R2-033

スリッパのようでスリッパじゃない、靴下に見えて靴下じゃない。
軽くて柔らかく靴下のように足を包み込む新感覚のルームシューズ、そ
れがmerippa です。
豊富な素材と色柄のバリエーションで、季節に合わせた暮らしや旅先の
道具として楽しんだり、贈り物としてもお使いいただけます。
merippa は、デザインから縫製まで一貫して国内自社工場で作られてい
ます。

132
ハリウッド
株式会社

アヴァンセ ライフスタイル R2-025
ハリウッドのロングセラー。
発毛促進、育毛、抜毛に効果のある薬用育毛料。毛髪の成長を活性化
し、より長くボリュームアップ感を引き出します。

133
ハリウッド
株式会社

オーキッド酵
素パックシ

リーズ
ライフスタイル R2-024

オーキッド酵素パックは角質除去と保湿が同時にできる酵素化粧品で
す。
お肌に合わせて使用直前に酵素とクリームを混ぜ合わせることで酵素の
力を最大限に引き出して、お肌の古い角質を取り、洗顔では落としきれな
い毛穴の汚れを穏やかに落とすだけでなく、くすみのないキメ細かな肌に
整えて透明感を蘇らせます。オーキッドの酵素パックは肌質、性別、年齢
を問わずお使いいただけるハリウッドのロングセラー化粧品です。

134
株式会社
東京丸惣

USHOT
一枚張り折畳傘

ライフスタイル R2-011

USHOT は東京丸惣が特許を保有する世界初の一枚張り技術による折り
畳み傘です。　切れ目がなく、傘を開いた時にシームレスにきれいな画像
を楽しめます。インクジェットプリンタでプリントが可能で、一本から生産で
き、張り合わせ等で絵柄がずれることもないため、個人の趣味から法人
のプロモーションまで、アイデアを活かして広く御愛用いただけます。

135
株式会社
東京丸惣

UVION  NEW
PREMIUM

WHITE 晴雨
兼用傘

ライフスタイル R2-010

UVION NEW PREMIUM WHITE は白い生地で99% 以上のUV カットを可能
にした晴雨兼用の折畳み傘です。
従来の黒い生地は蓄熱してしまいますが、PREMIUM WHITE は白い生地
でマイナス10℃の遮熱効果があるため、頭部温度の上昇を抑制し、熱中
症予防に有効です。
耐久軽量カーボン骨を使用した日本製の折畳み傘は軽くて丈夫なので、
雨の日にも使えます。

136 株式会社
東京企画販売

化粧品、フェイ
ス、スキンケア

シリーズ
ライフスタイル 31-102

あなたのお肌をやさしく潤おすスキンケア商品です。

●おこさまクリーム
●アロエ化粧水
●ヒアルロン酸配合アロエクリーム
●シアバター全身保湿クリーム

137
株式会社

TSC
AAB668
（アーブ）

ライフスタイル 31-071

アルコール・次亜塩素酸不使用の668 菌に効果のある、環境・人にやさし
い除菌抗菌剤で、以下のような場面でご利用いただけます。

・食事前後の手指の除菌
・トイレや浴室など生活空間の除菌
・衣類やテーブル等の生活用品の除菌など

138
引地

株式会社
身体にやさしい
リュックサック

ライフスタイル R2-018

このリュックサックは健康運動指導士 黒田恵美子氏とのコラボレーション
により、女性の骨格に着目して設計されました。
肩や腰にかかる荷物の重さを分散することにより、身体への負担をでき
るだけ軽減し、心地よく正しい姿勢での歩行に導くバックです。

139
アクモホール
ディングス
株式会社

マグネシウム
発電機

ひかりSUN
ライフスタイル R2-013

ひかりSUN は塩水 注入だけで稼働する非常用発電機で、マグネシウム
棒を交換して繰り返し使用できます。単層式はランタン照明、マグネシウ
ム棒でオンオフできる簡単なスイッチで、読書可能な明るさを長時間確保
できます。
多層式はUSB ポートを備えており、非常時のUSB 機器の充電に最適、
スマホ充電なら１日最大30 台もの充電が可能です。

140
株式会社

大多摩ハム
小林商会

日本国産豚肉
JAS上級直火
式ベーコン

ライフスタイル 31-098

厳選した国産豚肉を時間をかけて熟成、ドイツ伝統の直火式スモークを2
昼夜施し、旨味を凝縮させました。
ドイツのマイスターの元で修業をした創業者が1932 年に会社を設立して
以来、本場の非加熱製法を守り続けています。
高品質のベーコンは2017 年に経済産業大臣表彰を受賞した大多摩ハム
の自慢の逸品です。
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141
株式会社
TRINUS

KATAMAKU
カタマク

ライフスタイル R2-009

廃材をアップサイクルしたエコ製品 KATAMAKU シリーズ は､ カードケー
ス､ブックカバー、ドキュメントフォルダ、ペンケースを展開。
縫製や接着剤が一切不要で耐久性に優れ、シンプルなデザインは老若
男女を問わず長い間ご愛用いただけます。

142
有限会社

正次郎鋏刃物
工芸

総火造り
包丁類

ライフスタイル R2-004

刀鍛冶を活かした伝統の総火造り技法。
弊社の製品は1 本1 本手造りで、伝統の総火造りを活かし、鋭い切れ味
と長い間切れ味が持続します。

●万能包丁（お肉・お野菜・魚などに使用）
●ペティナイフ（小ぶりで果物の皮をむいたりするのに最適です）

143 有限会社
ヴィルゴビール

北斎麦酒 ライフスタイル 31-101

葛飾北斎の浮世絵ラベルのクラフトビールです。
東京で好評を得ているクラフトビールを、墨田が生んだ世界中で人気の
ある葛飾北斎の浮世絵ラベル付の瓶にボトリングしました。
まさに「made in Japan」のビールをアピールできる商品です。

144
株式会社
おちゃらか

フレーバー
日本茶

ライフスタイル 31-100

目・鼻・口で味わうオリジナルフレーバー日本茶です。
日本茶世界への入り口として、果実、花、よもぎや昆布といった日本独特
の植物の香りを緑茶やほうじ茶につけたオリジナルフレーバー日本茶を
開発、提供しています。

145
株式会社
ティ・カトウ

ティ・バランス ライフスタイル 31-099

飲食店での日々のお掃除等、テーブルを移動した際に発生するガタつき
を自動的に安定させるテーブルアジャスターです。
床の凸凹に合わせて油圧システムで自動的に調整、テーブルのガタつき
を数秒で安定させます。
調整時に手で触れることがないので衛生的です。

146
ダイヤロン
株式会社

TARTEC
ターテック

ライフスタイル 31-093

「畳」の良さ―サラサラソフト感をそのままに、誰でも・どこでも・手軽に使
えるようにした新感覚の和モダン床材です。

- 専門業者を介さず自分でリフォームできます
- 和の空間が簡単にできます
- 柔らかい床が簡単にできます

147
株式会社

Green Flash
STUDY
HOLIC

ライフスタイル 31-092

STUDYHOLICは「学び」がテーマ。未知なる世界を知るワクワク感を届
け、あなたの知的好奇心をくすぐるブランドです。
幅広い方に持っていただける文具シリーズです。
プレゼントやご自分用に購入頂き、普段の勉強や仕事を楽しくします。

148
株式会社

Green Flash
Animal Series ライフスタイル 31-091

動物たちの愛らしさやウィットさをシンプルに表現したスタイリッシュなデ
ザインでロングセラー。
シンプルでありながらも魅力が色あせないデザインをコンセプトに、その
動物が好きな人を想像しながら細部のデザインまで気配りをしています。

149
ヤマト

株式会社
テープノフセ

ン
ライフスタイル 31-090

携帯に便利なポケットサイズのロールフセンの紙タイプ。

●コンパクト設計で携帯に便利。
●フセンの裏は全面のり付で、ピッタリ貼れる。
●カッター付なので、好きな長さに簡単カットができる。
●カラフルで目立つ４カラー。　「ライム」「レモン」「オレンジ」「ローズ」

150 株式会社
青木染色研究所

ショルダーポーチ
(サコッシュ)

ライフスタイル 31-078

江戸小紋・江戸更紗ショルダーポーチ(サコッシュ)です。
伝統工芸士青木啓作の染めた絹を使っています。
軽くて身体に馴染みます。
金具は使っていないので優しい印象です。
世界に一つだけのバッグです。
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151 ビーエイチエヌ
株式会社

アイコラグル
タ

ライフスタイル 31-089

低分子コラーゲンとグルタチオンが配合されている、美肌と美白に特化し
た製品です。
毎日飲み続けることで、加齢と共に減っていくコラーゲンを補うことがで
き、その結果、お肌のハリツヤを保ち、しわや乾燥を防ぎます。　さらに、
グルタチオンの効果で美白効果もあります。

152
株式会社

ジャパンヘナ
ヘアカラー

トリートメント
ライフスタイル 31-083

・1 度で髪カラー・頭皮パック・髪のトリートメントを同時に行える植物のカ
ラートリートメントです。
・白髪や色むらを消して、髪にコシと自然なツヤを出します。
・ 美容材料商からは美容室やエステへ、バラエティーショップやドラッグ
ストアではホームケア用として、ネットショップでも一般販売及び業務用商
品として販売されています。

153
有限会社
湯島アート

加飾紙と加飾紙
加工製品

ライフスタイル 31-070
伝統手加飾技法での襖絵を壁飾り等に仕立てることができます。
日本では平安時代に紙の加飾が始まり継承しています。
和の室内装飾をご要望、伝統工芸にご興味のある方に。

154
イチバンライフ

株式会社
アーユルマス
ター シリーズ

ライフスタイル 31-064

古くから美容・育毛に良いとされるインド伝統ハーブ300 種類を輸入し、
現代科学的に解析し、最適なハーブの組み合わせを考案しました。
・けしん： 8 種類のハーブとビタミンやアミノ酸を配合し、頭皮環境を
　　　　　 健やかに保つ頭皮美容液です。
・リジュビクリーム： 10 種類のハーブと5 種類の天然オイルを配合した
　　　　　　　　　　　  オールインワンのナイトクリームです。

155
ランドポート
株式会社

キャリー・ザ・
サン

ライフスタイル 31-069

ミニマルデザインで折り紙のように畳める太陽光充電のLED ランタンで
す。
・アウトドア／軽くて持ち運びに便利。防水仕様なのでどこでも使用可能
・防災用品／乾電池不要、熱くならずに落としても壊れないので安心
・インテリア／クリーンエネルギーを利用したオシャレな灯りとして
・ノベルティ／環境を意識する企業のギフトや記念品に最適

156
株式会社

ソニックウェ
ア

モバイルシン
セサイザー

ELZ_1
ライフスタイル 31-068

多彩なサウンドエンジンを搭載した、いつでもどこでも演奏を楽しめるモ
バイルシンセサイザーです。
・M 音源、8BIT 波形メモリ音源、ノイズ音源、グラニュラーシンセなどの
音源エンジンをゼロから開発
・独自の音声合成方法で音声を生成する仕組みを搭載

157
株式会社

Duke
Duke x 日本
伝統工芸品

ライフスタイル 31-060

Dukeがめざすもの。それは日本の美をまとったプロダクトを、国内外を問
わず現代の暮らしに溶け込む“価値ある実用品”として提供し、伝統工芸
の未来を新たなステージへと導くことです。
日本の有名伝統工芸技術を継承する著名な作り手の方々とのコラボ
レーション作品を制作し、他では買えない弊社オリジナル商品をご提供
致します。

158 株式会社
谷口化学工業所

エクセレントク
リーム、エクセ
レントワックス、
エクセレントリ
キッドクリー

ナー

ライフスタイル 31-059

一般の方が大切な革靴に靴クリームを塗布する事で、革に栄養を与え長
く履き続けられます。

・エクセレントクリーム・・・塗りやすく伸びやすいよう開発し、革靴に潤いと
光沢を与えます。
・エクセレントワックス・・・より強い光沢と防水性を革靴に与える事ができ
ます。
・エクセレントリキッドクリーナー・・・汚れを落とし、革靴を元の状態に戻し
リフレッシュさせます。

159
株式会社

トライキッツ
CARBON-izm ライフスタイル 31-052

「CARBON-izm」は、独特の素材感を持つ「カーボン」を使用した商品ブラ
ンドです。
カーボン素材により、高級感漂う製品に仕上がりました。
ステーショナリーをはじめ、モバイルグッズ・インテリアグッズ・バッグや雑
貨等を豊富に取り揃えています。

160  株式会社
ミューテック35

the BLOSSO ライフスタイル 31-022

創業60 年の精密金属加工会社の最新テクノロジー× 職人技術× 女性
の感性が誕生させたステンレス製「オリジナルコスチュームジュエリー」で
す。
【製品の特長】
・ステンレス製なので変色せず、大きくても軽くて丈夫です。錆びません。
・マグネットで装着でき着脱が簡単です。
・冬のコートやダウンジャケットにも適応します。
・ファッションとしてだけでなく、インテリアとしてもお楽しみいただけます。
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161 ラムズ・マークス
株式会社

フコイダン
保湿ローション

ライフスタイル 31-023

アレルギー性皮膚炎、乾燥肌、敏感肌の為に開発した保湿ローション。
長時間保湿、バリア効果、肌の修復に優れたトラブル肌の悩み改善の為
の全身ローションです。
【製品のメリット】
・保湿持続力が優れている為、朝と夜の1 日2 回で一日中うるおいが持
続します。
・寝ている間も保湿力続き、夜中にかゆくて目が覚めることも無くなりま
す。
・保湿が長時間持続します。約12 時間程度。

162
株式会社
STARTTS

ビジネスバッグ
YAWARA
シリーズ

ライフスタイル 31-033

ビジネスマンを中心に、学生から、普段使いにも適しているデザインの日
本製ビジネスバッグです。
【製品のメリット】
■柔らかく、軽く、強い、雨を通さない素材を使用し、YKK 撥水ファスナー
を使用した「雨に強い」日本製ビジネスバッグです。急な雨やゲリラ豪雨
などにも安心して使用できます。
■表面には有害な溶剤を95% 除去し、環境に配慮した新製法で作られた
ポリウレタン素材(DULON) を採用。ゴムライクなタッチながら、傷がつき
にくい防水素材です。

163
株式会社

ドリマックス
野菜スライサー ライフスタイル 31-026

【製品の特長】
 F-2000S/D 　　     ： 1 台3 役の匠カット（右図）
 DX-100 とDX-50T ： 丸刃自転公転特殊切断技術使用( 特許）
 DM-91D              ： 汎用性が高いカットパフォーマンス
 S19D 　               ： 手動スライサー

164
株式会社
カジワラ

加熱攪拌機 ライフスタイル 30-134

●クッキングミキサー　OAM
・オールインワンバッチの自動化により省人化・無人化を推進
・蒸気加熱. 缶体容積 : 590 – 6,000L
●大型炒め機KRS+M
・世界一大きなフライパン
・ガス加熱. 缶体容積: 200 – 500L
・高温加熱で 短時間仕上げ

165 伊藤景パック
産業株式会社

業務用ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ
容器類

ライフスタイル 30-116

製菓、製ﾊﾟﾝ業界にて使用される焼型およびｼｰﾄです。　ﾒﾆｭｰや目的に
応じて新IFﾄﾚｰ（ 合成樹脂）・HPﾄﾚｰ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ紙）・SIﾄﾚｰ（ｼﾘｺﾝ）やﾍﾞｰｷ
ﾝｸﾞｼｰﾄ類という多様な商品群をﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ。　いずれも焼く・蒸すに最適
で、生産性の高い業務用ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ資材です。
ﾄﾚｰ類は数回～数十回の使用が可能な中で、今注目のｼﾘｺﾝ素材のSIﾄ
ﾚｰは、250 度C の高温焼成に耐え、標準使用で約750 回使用可能で
す。

166
株式会社
WASARA

高級紙食器 ライフスタイル 30-115

WASARA はデザイン性が高く、且つ、生分解性の環境に優しい紙皿、紙
コップ、カトラリーです。
いままでの紙の器にはない豊富なバリエーションをご用意。　おもてなし
の料理を気軽に美しくコーディネートすることができるため、家族やゲスト
との大切な時間をゆったりと持つことができます。
軽くて丈夫、洗浄の手間がないので、イベントやアウトドアなどにも重宝
いたします。

167
ののじ

株式会社
調理器具 ライフスタイル 30-112

●「キャベツピーラースーパーライト」は包丁では難しい極薄・ふわっふわ
の「千切りキャベツ」を、ご自宅で簡単に作ることができるピーラーです。

●「サラダおろし」は食材をすりおろすだけで簡単に、短時間で均一な野
菜の細切りが出来ます。

168
ののじ

株式会社

ソフトスプーン
（小児用・幼児

用）
ライフスタイル 30-113

皿状部の回りに縁があり食べこぼしが少ないスプーンです。

【効果・メリット】
★スープがこぼれにくい
★対面で食べさせやすい
★食材をきれいにカットできる
★口当たりが柔らかくなめらか

169
ニットーパック

株式会社
レトルトパウ
チ（NHR®）

ライフスタイル 30-133

通常のアルミ箔を使用したレトルトパウチと、透明な高いバリア性を持つ
レトルトパウチです。

●アルミレトルトパウチ
安定した品質の商品を提供できる為、製造時のロスが低減する。
●透明レトルトパウチ
通常の透明レトルトパウチに比べ、賞味期限が長くなる（フードロスの低
減）。金属探知機を使用することができ、安全な商品を消費者へとどける
ことができる。

170
天保堂

株式会社
日本茶（緑茶

類）
ライフスタイル 30-084

産地を明確にした高品質緑茶。　茶葉の持つ各種栄養素・効能を手軽に
おいしく摂取できます。

フレッシュな茶葉を産地で加工、工場直送の川根茶・狭山茶・抹茶・有機
栽培粉末緑茶など豊富なラインナップ。
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171
株式会社

大王製作所
十二支守り ライフスタイル 30-110

亜鉛合金で作成した十二種類の干支のマスコットに、金めっきを施したお
守りです。

・根付紐と鈴が付いているので、キーホルダーとしても使えます。
・デザインは各干支毎に2 種類（リアル型、ポップ型）あります。
・４か国語（和・英・中・韓）表記の十二支説明が付いています。
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