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災害時に体温低下を防ぐ保温具

東日本大震災で活用された世界初の実例紹介

防災・防犯

防災用保温具「サーマルバッグ」

強化ダンボール製品

たたむと A4 サイズで重さ
250g です。
段ボール 1 箱に
50 人分収納できるので備蓄
スペースをとりません。外気
温零度でも、サーマルバッグ
を着用すると 10 分程度で
バッグ内が 15℃前後に上昇
するため、体温低下を防ぐこ
とができます。防水はレイン
ウェア並みで、着用時のガサ
つく音も小さくしています。

東日本大震災の直後に仙台市や石巻市内の被災した多くの小中学校や高
校で活用された強化ダンボール製の資材および製品についてご紹介いた
します。行政主導でこのような資材が学校教育環境に正式に導入された
事例は過去にないと言われます。そして事後対策の事前準備の必要性を
ご提案させていただきます。

興亜化工株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-13-9
TEL

03-5835-2921（担当：長谷川）

FAX 03-5835-1045 E-mail：hasegawa@koa-kako.co.jp
URL：http://www.koa-kako.co.jp
事業内容

今野梱包株式会社

〒986-0311 宮城県石巻市桃生町太田字袖澤52番地4
TEL

0225-76-3056（担当：今野 英樹）

FAX 0225-76-3060 E-mail：info@k-konpo.co.jp
URL：http://www.k-konpo.co.jp
事業内容

船舶、航空機用救難火工品の製造販売、及び企業・学校向け防災用品の製造
販売。防災用品は、「サーマルバッグ」のほか、1箱で3日分のコンパクト
サイズの非常食「救難食糧セブンオーシャンズ」や、波風の音にも負けない
115デシベルの音が出せる「SOS笛」の取扱いが中心。

取扱い資材のメインは強化ダンボールであり、主に重量物梱包および海外輸
出用資材として利用されています。リサイクル性に優れた環境資材としても
注目を集めており、製造業企業から一般家庭用途まで幅広く対応していま
す。現在は梱包用途に限らず強化ダンボール製の遊具や小道具、災害対策品
のカテゴリーまで多彩な商品開発、モノづくりを行っています。

こんな発想、見たことない

床面を広告活用できる転倒防止効果シート

デザイン性の高い、家具等転倒防止具

家具等転倒防止って、
あれでイイんですか？…当社の答えは、
『NO』です。
『デザイナーの視点で一緒にモノ作りをしませんか？』
●視点が違えば、結果も変わってきます。

透明で印刷ができ尚且つ防滑性能に優れた「スベ RUN プリント」
●床にピクトサインを表示することで高齢者、海外旅行者にも容易に理
解でき災害時は避難経路案内としても活用できる転倒防止シート
●透明フィルムに再生ガラスを塗布し、その上にプリントしトップは汚

●さらにその視点がデザイナーなら尚更です。
●デザイナー目線で発想する『モノ』
『事』
『サービス』で貴社のお手伝
いをします。

有限会社ステップ・ワン

〒104-0033 東京都中央区新川1-13-2-1203
TEL

スベRUNプリント

かきはな たくみ

03-3555-2772（担当：垣花 巧）

FAX 03-3555-2771 E-mail：info@stepone.tokyo
URL：http://stepone.tokyo/
事業内容

1979年創業。デザインで37年の歴史があります。弊社は、モノ作りのノウハウも
持っているデザイン会社です。だから、様々な業界のお手伝いをしてきました。
長年の経験で培った、技術、アイデア、ひらめき（！）
を是非貴社もご活用ください。
・
・
・こんな方は、弊社ブースに来てください。
●デザイナーに頼んだら、コストを無視したモノが出てきた。●デザインって何？ ●自社製品が売れない。●喉が渇いた。

れ防止剤でコーティングしています
●特許取得第 5647800 号

株式会社スリーケイ

〒173-0012 東京都板橋区大和町4-17
TEL

03-3962-4961（担当：勝木 武）

FAX 03-3961-6432 E-mail：info＠three-k.co.jp
URL：http://www.three-k.co.jp
事業内容

店舗ディスプレイ 看板等製作取付
新規商品開発事業
人や環境に配慮した製品造りを展開する社会貢献できる会社を目指していま
す。
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防災・防犯

財産の識別と保護「セキュマーク」

識別、偽造模倣防止製品

無線で監視＆データ収集 太陽光発電システム

ビニールハウス監視システム

遠隔監視システム：ビニールハウス例
ビニールハウスの監視システムの電源として太陽光発電を用います。
●個別識別：スプレー、マーカー、シール●印刷技術：ブランド保護ラ

この太陽光発電モジュールは軽くて持ち運びが簡単なので通常の太陽光

ベル、瓶用封緘シール、契約用割シール、梱包テープ●フィルム加工：

発電モジュールと比べ設置場所への負担も軽減できます。ビニールハウ

軟包装材●樹脂成型：プレート、インモールドプレート●特殊樹脂：シャ

スへの設置に適しています。

ンデリア、花瓶●ディスペンサー塗布：基材別塗布プレート●ブランド

容量を大きくすることによりビニールハウス内の環境を制御するシステ

証明：BB クリスタル作品、センサープラグみてるくん、日本酒

ムへ応用できます。

セキュマーク・ジャパン株式会社

〒181-0004 東京都三鷹市新川3-5-17
TEL

0422-26-5199（担当：佐野 源美）

FAX 0422-26-5198 E-mail：sano＠secumarkjp.com
URL：http://www.secumarkjp.com
事業内容

テクノナレッジ・システム有限会社

〒190-0012 東京都立川市曙町2-31-15 日住金立川ビル5階
TEL

042-540-3222（担当：宮島 章）

FAX 042-540-3221 E-mail：a-miyajima@techno-knowledge.co.jp
URL：http://www.techno-knowledge.co.jp
事業内容

チェコ共和国クライムストップグループで製作されるニッケル製マイクロド
ットの正規総代理店。マイクロドットの卸、小売業。海外で盗難防止に多用さ
れるマイクロドットだが、日本では偽造・模倣犯罪被害の防止、また産地証明
やブランドを保護、公的書類等の原本証明で詐欺防止に活用。マイクロドッ
ト製品化は国内企業で技術開発するため、新たなビジネスを創出している。

〔ソフトウェア〕
システムエンジニアリング ・FA ・PLC/GOP/ロ
ボット/マイコンピューター/パソコン・プログラム開発
〔ハードウェア・設計製作〕
ソーラーシステム ・動力/分電/計装/制
御盤 ・計測制御/プラント/生産管理システム ・アナログ・デジタル制御
基板

デレマース de 出れまーす!!

いかなる状況でも避難誘導を可能とするために

本当の対震ドア デレマース

新防災対策品「蓄光避難誘導看板」

①繰り返し開きマース・・・開けた

蓄光避難誘導看板

後、二度と閉まらない。従来対震

●従来の避難看板に蓄光技

ドア問題に対応可能。

術を活用することで、夜

②直下型地震に対応しマース・・・

間停電時でも看板が自己

直下型地震特有の部分破壊に対

発光することで視認が可

応可能。

能。日夜問わず迅速な避

③大地震に対応しマース・・・従来

難誘導を実現

の約2倍の対震性能があります。

●難しいとされる蓄光塗料
の吹き付け塗装により耐

従来の対震ドアでは対応困難と言

候性・耐水性・高輝度・

われていた、地震後の扉の開け閉

長残光の向上に成功

め問題、30年以内に70%の確率で

●弊社独自の製造手法と流

来ると言われている直下型地震へ

通コストカットにより、

の対応。
「デレマース」

東海ドア株式会社

03-6265-1731（担当：木村 卓矢）

FAX 03-3274-0332 E-mail：eigyo2@tokaidoor.co.jp
URL：http://www.tokaidoor.co.jp/
事業内容

新築・リニューアルマンション向け対震玄関ドア、各種建物（オフィス・
学校・幼稚園・介護施設・公共施設）の非常口向け対震ドア。

2

での提供を実現

た、
全く新しい発想の対震ドア。

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-6-5 八重洲5の5ビル 6-D
TEL

高輝度蓄光製品の低価格

2DOOR構造により対応可能とし

有限会社東北エヌティエス

〒020-0011 岩手県盛岡市三ツ割5-17-23 NTSビル
TEL

019-665-2227（担当：大入）

FAX 019-665-2228 E-mail：info-chikko@t-nts.co.jp
URL：http://chikko-nts.jp/
事業内容

みなさんは「蓄光」をご存知でしょうか？ 蓄光とは太陽光や蛍光灯等の光を
吸収し、自己発光する消費電力0の発光技術で、東日本大震災を機に停電・
夜間時避難の防災対策に有効と注目を集めております。弊社は日亜化学工業
株式会社様と蓄光蛍光体の特許許諾契約を結び、耐水性、残候性により優れ
る青緑色蓄光顔料を活用した新防災対策品の開発・販売を行っております。

TOPレスキューRO

ランニングコスト不要の緊急地震速報受信機

防災・防犯

災害時移動型無菌RO純水装置

緊急告知受信機

進化した災害時対応型 純水装置

NEW

ＴＯＰレ ス キューＲＯ

＜ ソーラーパネル ＋ バッテリー搭載型 ＞
逆浸透膜（ＲＯ）方式で安全安心

折りたたみソーラーパネルで
収納や移動も簡単です。
パネル角度も調整でき、効率
的に太陽光を蓄電します。

また、災害時にＲＯモジュールが詰まった場合でも
予備のＲＯモジュールを内蔵しているので、すぐに
交換する事が出来ます。

装置外寸 / 重量
W1300 × D630 × H1250
（ソーラーパネル開放時H1900）
約135kg

Ｗタンク搭載で容量も１００Ｌ

大容量 ＋高性能バッテリー搭載

容量６０Ｌ、
４０ＬのＷタンクを内蔵。圧力式密閉
タンクは、電源が無くても送水出来ます。

メンテナンスフリーで長寿命な、ディープサイクル
鉛バッテリー搭載（容量１ＫＷ）

シンプルで見易い操作パネル
ボタンを押すだけで装置が
稼働します。難しい操作は
必要ありません。
異常警報等もＬＥＤランプ
式で一目でわかります。

＜井戸水から自動給水＞

折りたたみソーラーパネル搭載

実績のある逆浸透膜（ＲＯ）方式で、微生物･重金属･
化学物質･放射性物質も分子レベルで除去。

省エネ設計（使用電力２Ａ）
※内部透過イメージ

自給ポンプ･ＲＯモジュールポンプ搭載。使用電力
２Ａの省エネ設計でも、生産水量は毎時５０Ｌ。

（ 型式：TR-050-MRO-ST100 ）

主な設置場所：例）学校･公民館･老人ホーム･病院･マンションの非常設備 等･･･
● お問い合わせ先

株式会社トップウォーターシステムズ

東京都大田区大森南4-6-15 テクノフロント森ヶ崎202
TEL : 03-6715-1902 FAX : 03-6715-1903
MAIL : info@top-water.co.jp WEB : www.top-water.co.jp

FM ラジオで放送される緊急地震速報、緊急警報放送によって自動起動

災害時ライフラインがストップしても身近な水源に移動することで安全

します。

で衛生的な飲料水を精製する超低圧逆浸透膜搭載の移動型無菌 RO 純水

他機器と連動し、音声や文字、光などで周囲の人たちへ地震発生をお知

装置です。 ●消費電力 2A 以下の省エネ設計 ●超低圧逆浸透膜、密

らせします。

閉式圧力タンク、紫外線殺菌灯、FF 搭載により安全で衛生的な水を分

警報音声がプリセットされており、別途、音声再生装置などは不要です。

子レベルで精製、無菌維持 ●日常使用でメンテナンスは年1回、貯水

高度利用者向け機器と接続することで、インターネット配信型機器との

タンクに常時 100L ストック

併用も可能です。

株式会社トップウォーターシステムズ

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノフロント森ケ崎202
TEL

03-6715-1902（担当：武田 龍太郎）

FAX 03-6715-1903 E-mail：info@top-water.co.jp
URL：www.top-water.co.jp
事業内容

産業用純水装置の製造メーカーです。飲料用から医療、研究、洗浄、加湿な
ど幅広い分野に実績を持ち設計、開発、製造、施工、管理までトータルでシ
ステムを提供します。

エレベーターに閉じ込められても安心！

エレベーター救命ボックス昇太郎

日本キャステム株式会社

〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-4
TEL

042-523-7176（担当：清水 昇）

FAX 042-523-7178 E-mail：sales@kyastem.co.jp
URL：http://www.kyastem.co.jp/
事業内容

ディジタル信号処理技術を応用し、社会で役立つ製品とサービスを提供する
会社です。
「音と通信の組込みシステム開発」を得意分野としています。
●ハードウェア設計（アナログ回路、デジタル回路）●ソフトウェア設計
●製品開発・製造●コンサルティング業務●海外製品（モデムなど）の販売

マグ水素で安心・安全・便利な生活を

マグ水素 40Wh携帯発電機

弊社製造のマグ水素（MgH2）

と燃料電池を組み合わせた、
携帯型発電機です。
排気されるのは少量の水のみ
で、騒音もなく室内で安心し
て使えます。
カセット交換で連続運転が可
能です。
燃料電池：100W
定格出力：AC100V、33W

昇太郎はマンションやビルのエレベーターに設置する地震閉じ込め対策

燃料カートリッジ：40Wh

用備蓄品収納ボックスです。エレベーター搭乗人数を妨げないスリム設

大きさ：32×21×27cm

計。角処理、転倒・横滑り防止機構などエレベーター搭乗者の安全対策

重量：5.2kg

や点字シールなど障害者対応も万全です。エレベーター内に閉じ込めら
れたとき、救助まで安心して待つために必要な備蓄品を収納できます。

株式会社ネットビジョン

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18-2 須田町パークビル7階
TEL

03-5577-5662（担当：野澤 幸夫）

FAX 03-5577-5669 E-mail：nozawa@net-vision.co.jp
URL：http://www.net-vision.co.jp/
事業内容

システム製品の製造企画と販売（画像検査ボード：SVシリーズ）
防災用品の販売（エレベーター救命ボックス昇太郎）

バイオコーク技研株式会社

〒102-0082 東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル7階 713号室
TEL

03-4334-1400（担当：森 浩子）

FAX 03-4334-1401 E-mail：info@biocokelab.com
URL：http://www.biocokelab.com/
事業内容

●水素化マグネシウム（MgH2）の製造・販売
●水素化マグネシウム（MgH2）の製造装置と利用製品の製造・販売
●木質系・草木系バイオマスからの高濃度水素製造・回収技術
●高温熱流体解析コンサルタント業務
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防災・防犯

自宅の押し入れがシェルターに早変わり‼

防災・救命シェルターCL-HIKARi

冬の屋外活動を強力にサポート

温水循環式暖房服 Pヒートジャケット

ライター用のガスボ
ンベ1本で14時間暖
めることのできる
「Pヒートジャケット」
の展示及び実際にお
客様に暖かさを実感

各家庭や施設等に簡易に設置ができ災害発生時に直ちに避難完了が可能

していただきます。

となる小型の救命シェルター。水難災害時、水上浮遊状態ではハッチが
上方になりハッチの開放が可能な為、生存者の救助が水上で可能。内部
で気絶した生存者を外から救助・救命する事が可能な構造になっている。
表面色が「オレンジ」のため、視認性が高い。

株式会社光レジン工業

〒191-0011 東京都日野市日野本町4-10-23
TEL

042-584-5797（担当：朝倉 賢司）

FAX 042-584-5786 E-mail：info@hikariresin.co.jp
URL：http://www.shelter-hikari.com/
事業内容

FRP（強化プラスチック）製品の製造販売

震度7クラスの地震からあなたを守ります

プロセブン耐震マット・耐震金具

ピースリーテクノロジーズ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布1-3-1-305
TEL

03-6809-3702（担当：岡安 謙治）

FAX 03-3454-5865 E-mail：k-okayasu@p3t.jp
URL：http://www.p3t.jp
事業内容

Pヒートジャケット、膜状鏡メンブレンミラーの製造・販売

街頭防犯にはコレ！ 安視ん君

録画一体型防犯カメラ 安視ん君
街頭防犯にぴったり、録画
一体型カメラ「安視ん君」。
AC100Vの供給で街路灯
にも看板灯にも簡単設置が
可能。更に200万画素の高
画質に対応。ハウジング内
にカメラと共にSDカード
が内蔵されている為コンパ
ク ト 。1 2 8 G B 大 容 量 S D
カードにも対応しているの
で、高画質映像を約1週間

プロセブン耐震マット

以上録画する事も可能。防

●固体と液体の両方の性質を併せ持つゲルに、粘着性と低反発弾性をプ

犯設備士のフルメンテナン

ラスした新素材 ●柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れに追随し、す

ス付きなので、設置後も「あ

ぐれた振動対応能力を発揮 ●耐震性、接着性、難燃性、耐候性など、

んしん」
。

多くの公的機関の安全基準に合格・認定を受けた全省庁入札資格製品

プロセブン株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-2 神谷町アネックス4F
TEL

03-6459-0400（担当：阿部 貴大）

FAX 03-6459-0401 E-mail：abe@pro-7.jp
URL：http://www.pro-7.jp
事業内容

ウレタンゲルを使用した耐震マットの製造、販売。
オフィス、工場での耐震・BCP事業継続計画をはじめ、パソコンや家具などの転倒
防止、精密機器やモーター類の防振、防音など、プロセブンマットは様々な用途に
ご活用いただけます。その性能は非常に優れており、これまでに官公庁・電機メー
カー・自動車メーカー・金融機関・大学・病院など幅広い納入実績がございます。
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株式会社プロテック

東京営業所

〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL

03-6435-7905（担当：本村 哲也）

FAX 03-6435-7908 E-mail：info-tokyo@pro-110-119.jp
URL：http://www.pro-110-119.jp
事業内容

広島県福山市を中心に、録画一体型防犯カメラ安視ん君の製造・販売・施工を行っ
ている。地元でもその性能が評価され、市内に200台以上を設置。更に全国でも
計3,000台以上の実績あり。
また「安視ん君」は各地に取扱店を設け、防犯設備士による運営・保守・管理を伴った販
売方法を採っており、各地域で街頭防犯の一助となる最善の策と考え活動している。

自社特許による特殊LED照明他

〈X-teraso〉排気ガス、騒音、振動、危険なガソリン給油、全てゼロ！

LPガスとガソリンが使えるハイブリッド式

非常用小型発電機

LP ガス＆ガソリン ハイブリッド式 非常用小型発電機「ELSONA」

の画期的な投光器。夜間工事や屋内作業、防災、BCP、そしてレジャー

●LP ガスとガソリンが使用できるハイブリッド式。

にも大活躍。ソーラーパッケージと組み合わせれば災害時にも力強い味

●定格出力 5.0kVA。オフィスや家庭での大部分の電源をカバー。

方です。
〈MiLLED miniⅢ〉わずか 100g の多用途 LED ライト。広範

●一般家庭に設置されている 50kg ボンベで約 30 時間稼働。

囲を均一な光で照射し、皆様に安心安全な光を提供致します。

●LP ガス使用で、メンテナンスの手間を軽減。

MIRAI-LABO株式会社

〒193-0835 東京都八王子市千人町3-3-20
TEL

042-673-7113（担当：平塚 仁美）

FAX 042-665-1577 E-mail：h.hiratsuka@mirai-lab.com
URL：http://www.mirai-lab.com
事業内容

株式会社山岸産業

東京支店

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-10 上野第9秦ビルB1
TEL

03-6826-5646（担当：黒田 和正）

FAX 03-6826-5647 E-mail：main@yamagishi-plate.co.jp
URL：http://www.yamagishi-plate.co.jp/
事業内容

MIRAI-LABOは省エネの光技術で、人の安心安全に寄与する知的財産戦略型
企業です。省エネ型LED（発光ダイオード）照明システムの研究・開発・製
造・販売。自然エネルギー発電照明システム及び、環境配慮型街路灯システ
ムの研究・開発・製造・販売。CO2削減に関するシステムの研究・開発・製
造・販売・コンサルティング全般。

特殊鋼・非鉄金属のプレート製造加工及び販売と共に、「東日本大震災の被
災経験をいかした新たなものづくり」として、非常用小型発電機
「ELSONA」や荷物運搬用電動アシスト三輪自転車「EMCAT」の販売を行
っています。

世界初 全ての家に非常灯！停電時自動点灯

ソーラー充電式の折りたためるLEDライト

マジックバルブパッと 非常灯

防災・防犯

光の省エネ技術で人の安心安全に寄与します

電池不要・防水・コンパクト

ベルト部分を持って引っ張る
だけ！ 小さなお子様からお年
よりまでどなたでも簡単にサ
イコロ型ランタンに成形する
ことができます。電源はソー
ラーパネルに8時間太陽光を
当てるだけでフル充電されま
す。フル充電された場合10時
本体

間以上使用することができ、2
パネル

年間使用しなくても蓄電量が
50％残ります。点灯：3パター
ン（ 弱：6 0 ル ー メ ン・強：9 0
ルーメン・点滅）使用しない時

「マジックバルブ パッと」
は、①エコのLED電球 ②停電になったらパッと点

はわずか2cmにたたむことが

灯する非常灯 ③口金が伸びて懐中電灯になる世界初の製品で、
100Vから
240Vまで使えます。
「世界中の家に非常灯」
「家族の命と安全を守ります」

株式会社ラブロス

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-7 第6東ビル7階
TEL

03-6858-8004（担当：中村）

FAX 03-6858-8006 E-mail：info@labros.co.jp
URL：http://www.labros.co.jp
事業内容

パソコンをはじめ、携帯スマホの販売小売店を経営の他、電子機器の製造開
発と裸眼3D機器の設計・販売、3D映像開発を行なっています。独自開発の
「マジックバルブパッと」は、東京都中小企業振興公社の推奨製品に選定さ
れ、民間企業だけでなく官公庁にも納入しております。

できるので、保管スペースを
使い方

あまり必要としません。

ランドポート株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-19 MKビル4F
TEL

03-3255-8388（担当：印南 智）

FAX 03-3258-1089 E-mail：innami@landport.co.jp
URL：http://www.landport.co.jp/
事業内容

当社はカテゴリーにとらわれないオリジナリティー豊かな商品ラインナップ
を取り揃えております。防災用品に関してはエコで機能&デザインにこだわっ
た商品の企画・開発・製造をしております。
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防災・防犯

災害時に備えるべき「非常時対策」の第一歩

非常時対応LED「女神の灯り」

年2回定期メンテナンスの節水管理会社

省エネ大賞の節水装置「エコタッチ」

LED 灯具内設置用製品
40W 型 LED 管

平常時

直流電源装置

コンセント
設置用製品

環境・省エネ

EPS 受信機
EPS 発信機

非常時

バッテリー

平常時は非常時仕様を意識せずに使用でき、停電時に電源供給がストッ
プしても点灯する事で非常時対応の真価を発揮します。無線を使用して
いる事により、停電時でも点灯・消灯のコントロールが可能。停電時で
も4時間程度の点灯が可能。停電時には元の状態が点灯でも消灯でも自
動的に点灯、停電復旧時には自動的に元の状態に戻ります。

株式会社ルダー

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-22-3 早稲田大学インキュベーションセンター12室
TEL

090-5504-6677（担当：平山 浩一）

FAX 048-661-5550 E-mail：hirayama@rudder-jp.com
URL：http://www.rudder-jp.com
事業内容

①LED照明の開発、製造、販売。
②環境関連製品の開発、製造、販売。
③防災関連製品の開発、製造、販売。
④民生用電気製品の開発、製造、販売。

自然から生まれ、自然に還る。地球環境を考えたECO商品

・消臭剤『ecoソイルi』・消臭塗料『ハイドピア』

失敗しない節水をキーワードに、業界初の1年レンタル節水システムにより、
イニシャルコスト0円で、水道光熱費の経費削減を全国10拠点対応でご提
案。現在全国5,300以上の施設様へご採用頂いており、
ご導入後は定期メ
ンテナンスを実施。常に良好な使用環境と節水効果の維持をお約束致しま
す。
ブースにて節水装置のデモンストレーションをご体感ください。

株式会社アースアンドウォーター

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目18-3 SDビル3階
TEL

（担当：○○ 志保子）
○○）
03-5298-1355（担当：菅原

FAX 03-5298-1356 E-mail：sugawara＠e-water.co.jp
URL：http://e-water.co.jp
事業内容

節水・節電装置の開発、製造、販売及びその装置の取付け施工及びメンテナンス。
節水・節電・省エネルギー機器のレンタル業。
省エネルギー・省資源に関するコンサルタント業。
下水道料金減免及び下水道施工に関するコンサルタント業。
浄活水機能水器装置の製造、販売及びその装置の取付け施工。

空気がきれいで、人と環境に優しい次世代空調

輻射冷暖房パネル「ラジアン」

上水発生土加工品
●生活用水を供給している浄水場では沈殿した有機物質、無機物質の汚
泥が発生しています。その発生汚泥を有効活用し再利用できないか研
究を重ね、各種の上水発生土製品を商品化いたしました。
・
『eco ソイル』はアンモニア・酢酸等に優れた吸着脱臭効果があり、冷
蔵庫、タバコ、車、トイレ等の臭いに効果的な消臭剤
・
『ハイドピア』はアンモニアの吸着性能を活用した室内用の吸着消臭塗料

株式会社エコハイテクコーポレーション

〒970-8026 福島県いわき市平字田町120 LATOV（ラトブ）6F
TEL

（担当：○○ ○○）
良司）
0246-88-1158（担当：篠崎

FAX 0246-88-1157 E-mail：info@eco-hi.jp
URL：http://eco-hi.jp
事業内容

当社は産業業界、高専、大学、官庁が組織一体となった「いわき産学官ネッ
トワーク協会」の会員企業として、自然と環境問題をいわき市から全国に発
信するため、商品研究、開発、製造を行っている会社です。
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風も音もない次世代空調「ラジアン暖冷」は、遠赤外線による輻射冷暖房
です。夏はハワイの木陰の涼しさ、冬は陽だまりの暖かさを実現します。輻
射熱を利用するので、エアコンのように乾燥したり、身体が冷えすぎたりす
ることがなく、直接肌に冷風を浴びることもないので身体にやさしい心地よ
さを体感できます。快適・省エネな室内空間で過ごしませんか？

株式会社エコミナミ

〒206-0802 東京都稲城市東長沼349-1
TEL

（担当：○○ 山本真司
○○）
042-379-6333（担当：林亮祐

佐藤央）

FAX 042-379-1847 E-mail：info@yukadan.com
URL：http://www.yukadan.com
事業内容

健康・環境・省エネに配慮した快適な暮らしの創造と普及を通した社会貢献
を理念に掲げ、1980年の創業以来、革新的な製品を開発・製造しておりま
す。水分子との共振作用を有効活用した日本初の遠赤外線温水式床暖房シス
テム「ゆかだんパオ」、オールアルミ製で高い熱伝導率を持つ世界初の輻射
冷暖房パネル「ラジアン」など、抜群の技術力を有しています。

オゾンパワーで産廃費削減・作業環境改善

工場廃液浄化装置

CO2濃度が“見える”くらし

CO2コントローラー NMAシリーズ

オゾンの強力な殺菌・脱臭・
分解作用を活用して工場廃液
を浄化します。
従 い 応 用 範 囲 は 塗 装 工 場、
メッキ工場、機械加工工場、
化学薬品工場、食品加工工場

環境・省エネ

等多岐にわたり、広く産業分
野に応用できます。
出展製品はデモ用ですが、オ
ゾンの脱臭・脱色の効果が目
で見え、実機の機能がわかる
ものになっています。

CO2 濃度が “見える” CO2 モニターおよび CO2 コントローラー
●室内の CO2 濃度・温度・湿度を計測し表示（見える化）

●データロガー内臓で測定データの記録・分析が容易

●CO2 濃度に応じた適切な換気・空調制御による省エネルギー

●植物工場・温室における CO2 制御にも使用可
●CO2 濃度に加え温度での制御可

●取り付け・交換・メンテナンス・校正が簡単

有限会社環境開発技研

〒185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-15-3
TEL

（担当：○○ 智行）
○○）
042-324-6387（担当：木村

FAX 042-324-2311 E-mail：info@kankyoukg.co.jp
URL：http://www.kankyoukg.co.jp
事業内容

シー・エイチ・シー・システム株式会社

〒155-0031 東京都世田谷区北沢5-4-3
TEL

（担当：○○ ○○）
槙介）
03-3485-0511（担当：井上

FAX 03-3485-6149 E-mail：inoue@chcsys.net
URL：www.chcsys.net
事業内容

オゾン応用機器製造・販売
オゾンの殺菌、脱臭、分解作用を活用した産業用オゾン機器を製造、販売し
ています。産業廃液の浄化装置の他、家庭用、事務所用のオゾン空気清浄器
も販売しています。
塗装ブース水浄化装置／オゾン・マイクロバブル改質装置／空気清浄器

空調を主体とした建築設備施工、システムキッチンや洗面カウンター等の人
造大理石製品マーベルの企画製造販売。さらに近年、省エネと快適な室内環
境を実現するCO2コントローラーの開発から販売まで行う総合建設・設備企
業。今後は、建築と設備のトータルな調和を求めて建築・設備のトータルプ
ランナーに加え、環境機器メーカーとして事業を展開したいと考えている。

節水からエコを考える

氷の力で管内を洗浄

Sanitary Box・くまモン自動水栓・節水製品

アイスピグ管内洗浄工法

①サニタリーボックス
（新製品）
トイレ用擬音装置のセンス
ベール、UV Lamp や IR
センサー付きの Sanitary
Box。使い捨てナプキン専
用の衛生ビニールは、廃棄
にも自然分解できる素材。
②くまモンデザイン自動水
栓（新製品）
手動蛇口に後付けできる方
式。キッズデザイン賞受賞。
幼 稚 園や保 育 園、小 児 病
棟など、感染病対策と手洗
い習慣作りに。
③その他節水製品

デミオジャパン株式会社

アイスピグ管内洗浄工法は、管内にアイスシャーベットを注入し、形成され
たアイスピグを水流・水圧によって押し流すことで管内を移動しながら「管
壁をソフトに洗浄」する技術である。また「堆積した汚れを抱きかかえる」
ことができるため管内の汚れを効率よく管外へ排出する今までにない新しい
技術です。

東亜グラウト工業株式会社

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-21 鴨石ビル6F

〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目10番地3

TEL

TEL

ちゃ

（担当：○○
鳳錫）
○○）
03-6908-5942（担当：車

FAX 03-6908-5943 E-mail：info@demio.co.jp
URL：www.demio.co.jp
事業内容

●節水ソリューション事業
ビル・飲食店・介護施設など水道料金にお悩みの企業様に対して、リスクの
ない節水機器等の導入提案を行う節水コンサルタント企業です。トイレを中
心として水回り機器の95％をカバーするラインナップを保有しています。
●節水・省エネ製品の販売事業 ●コスト削減コンサルティング事業

（担当：○○ ○○）
03-3355-1531（担当：

管路メンテナンスグループ
アイスピグ事業部
比嘉

）

FAX 03-3355-3107 E-mail：project@toa-g.co.jp
URL：www.Toa-g.co.jp
事業内容

●改良グループ・・・・・・地盤改良工事及び構造物メンテナンス工事
●管路メンテグループ・・・下水管路の調査診断、修繕改築
●斜面防災グループ・・・・特殊ネット設置による落石、土石流の防護
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音ストレスの少ない、快適な室内音環境に

高品質・低価格なHEMS

吸音パネル パーティションタイプ

Clean － Eneco

●Clean‐Eneco（HEMS）
太陽光パネル・蓄電池を含め
た高品質・低価格な HEMS
です。太陽光パネル、割安な
系統電力で電気を貯めるた

環境・省エネ

め、省エネに役立ちます。

Clean-Eneco

●歯科情報照合システム
災害や事故などによって亡く
なられた方の身元確認を迅速

仕事に集中できないオフィスのざわざわした音、プライバシーを守りた

に進めることを目的とした歯

い銀行や病院などでの会話・・・。そんな室内の音環境を改善する「吸

科情報照合システムです。

音パネル パーティションタイプ」
。室内の反響音を吸収することで、
室外への音漏れを軽減させます。使い方は通常のパーティション・間仕
切りと同じ。工事不要、置くだけで会話がスムースに成り立ちます。

東京ブラインド工業株式会社

〒108-0072 東京都港区白金3-9-15
TEL

（担当：○○ ○○）
健夫）
03-3443-7771（担当：岩崎

FAX 03-3443-7775 E-mail：info@tokyo-blinds.co.jp
URL：http://www.tokyo-blinds.co.jp/
事業内容

東杜シーテック株式会社（エボテック株式会社）

〒983-0047 仙台市宮城野区銀杏町31-24
TEL

（担当：○○和雄・保田
○○） 和成）
022-354-1230（担当：菊地

FAX 022-354-1991 E-mail：business@tctec.co.jp
URL：http://www.tctec.co.jp
事業内容

平成24年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金に
より、吸音パネルを開発・製品化。ニーズに合わせた吸音パネルの形を提
案・製造・販売しています。その他、横型・縦型ブラインドの開発・製造・販
売、アコーデオンドア・スクリーンの開発・製造・販売、カーテン・カーペッ
トなどインテリア用品の販売。また、取付・保守・点検も行っています。

東杜シーテックは、画像照合、物体認識、超音波計測技術などの東北大学の
シーズを取り入れたシステム開発を行っております。設立当初より手掛けて
いる組込システム開発の知識と先端技術を組み合わせた新しい価値をご提供
致します。エボテックはエネルギーマネジメント分野におけるシステムの企
画立案、販売を行い、東杜シーテックはHEMSの開発を担っています。

80度のスチームを利用したカーペットケア技術

安心･安全のバイオ消臭・防カビスプレー

スチームカーペットケアシステム

バイオ消臭剤「OE－1」
無害・無臭の消臭剤
「OE－1（オーイーワン）」

●バクテリアが腐敗臭を元から
分解
●カビの発生を防ぎます
●すべて天然成分なので環境に
優しい
●ご家庭の生活臭に効果を発揮
します

初めて 80 度のスチーム（高温・高圧水）の洗浄力を利用したカーペット

●ペットにも安心して使えます

ケアシステム。従来工法の回転ブラシを使わない為、カーペットを痛め

●日本アトピー協会推薦品

ることがなく、耐久寿命を 40％伸ばすことができる。スチームの効果で、

●動物愛護団体2団体推奨

殺菌、殺虫効果と消臭効果で環境衛生にも貢献。耐久寿命の伸長で 40％
の経済効果を実現し、さらに廃棄物の減量で環境経営にも貢献できる。

株式会社ニッセンテクノ

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-4トキワビル3F
TEL

（担当：○○ ○○）
玄）
03-3667-0041（担当：小知和

FAX 03-3667-0015
E-mail：dou@nissentechno.co.jp
gen@nissentechno.co.jp
URL：www.nissentechno.co.jp
事業内容

食中毒防止、インフルエンザ等感染予防目的サニコムシステム（室内環境除
菌システム）の製造・販売。スチームカーペットケアシステムによる全国
FC展開と直営のカーペットケア事業で、大手ホテル、航空機、客船、客車
等のカーペットケア施工を実施。欧米よりカーペット洗浄機及びケミカルの
輸入、販売。特長ある自社開発製品でオンリー・ワン企業として展開する。
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有限会社バイオフューチャー

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9-37 フラットワセダ101
TEL

（担当：○○ ○○）
03-5272-1678（担当：吉岡／渋谷）

FAX 03-5272-1679 E-mail：bﬁtokyo@biofuturejapan.com
URL：http://www.biofuturejapan.com/
事業内容

環境バイオ製剤の輸入・販売・加工・施工
〈取扱商品一覧〉
●バイオ消臭剤：
「OE-1」 ●農業バイオ製剤：
「ビオタマックス」
●油吸着分解剤：
「オイルゲーター」 ●油吸着材：
「セルソーブ」
●水処理：各用途別「液体バイオ」
・
「固形バイオ」 ●上記商品の施工サービス

導入と同時に消費エネルギーを削減

「PN-XERO」

遮熱、熱伝導機能を有する歩道系舗装技術

遮熱デザインスプレー他

●空調、照明、冷凍設備の

遮熱デザインスプレーは、既設ア

自動制御により、エネル

スファルト面やコンクリート面に特

ギー削減率 5% ～ 15％

殊型紙を貼付け、遮熱材料を吹

●EHP（電気式）GHP（ガ

付ける歩道系舗装技 術であり、

ス式）空調どちらにも対

デザイン性と遮熱性に優れていま

応可能

す。
遮熱デザインスプレー事例

り。
（EHP のみ）
●デマンドコントローラー

熱伝導率の高いけい石等を用い

を基準とした自動制御で

た歩道系舗装技術であり、保水

あるため、快適性を損な

機能と熱伝導・拡散性の機能を

わず、かつ省エネ量を最

併せ持っています。

大化
●国や自治体の省エネ関連

ヒートスルーサンド事例

補助金の活用可能

パルコスモ株式会社

TEL

（担当：○○ ○○）
瑞紀）
03-3831-0688（担当：井内

FAX 03-3831-0689 E-mail：m-iuchi@palcosmo.co.jp
URL：http://www.palcosmo.co.jp/
事業内容

ヒートスルーサンドは、保水・透
水性を有する高炉水砕スラグと

とは異なり、建屋内温度

〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目12番2号岡安ビル6階

環境・省エネ

●デマンド保証 7 年間あ

フジタ道路株式会社

首都圏支店

〒104-6003 東京都中央区晴海1-8-10晴海トリトンスクエアX棟3F
TEL

（担当：○○ 武志）
○○）
03-5859-0531（担当：構口

FAX 03-5859-0538 E-mail：information@fujitaroad.co.jp
URL：http://www.fujitaroad.co.jp/
事業内容

●省電力コンサルタント
●PPS（電力小売）事業
●電気保安管理業務

当社は中堅の道路舗装会社であり、道路舗装業で培った技術を基に下記事業
に取り組んでいます。
●高速道路、主要幹線道路、空港などの舗装工事
●公園施設、スポーツ・レジャー施設などの設計施工
●上水道、下水道、宅地造成などの土木工事 ●環境関連事業

地球温暖化対策としての職場環境改善

工業用扇風機・換気扇

光を必要としない新しい無光触媒エコキメラ
無光触媒 エコキメラ®

地球温暖化が進むにつれ、
夏季の職場労働環境は苛
酷さを極めている。
広い工場・倉庫、イベント
会場、観光レジャー施設、
農業・水産・畜産施設、学
校の体育館等々での猛暑
対策に省エネで効果抜群
の当製品を提案。

●光を必要とせず、暗い場所でも、休むことなく抗菌・消臭、防汚、
防カビ等の効果を発揮します
●無色透明で、素材に密着し、着色、変色、退色等を起こしません

工業用大型扇風機・換気扇

株式会社フナボリ

〒285-0813 千葉県佐倉市石川591-8
TEL

（担当：○○ ○○）
治樹）
043-290-9031（担当：宇田川

FAX 043-290-9032 E-mail：haruki@funabori.co.jp
URL：http://www.funabori.co.jp/
事業内容

●電気メッキ業 ニッケル・クロム装飾メッキ
●金属製品製造業 オフィス用スチール家具(椅子、テーブル等)、店舗用什
器・備品製造
●溶接ロボット支援機器製造販売 溶接ポジショナー各種
●溶接スバッタ防止剤製造販売 ●工業用大型扇風機・換気扇販売

●人や環境には優しく、休みなく活性し、その効果は年単位で持続
●大阪市立工業研究所との合同特許、及び弊社の単独特許を保有

株式会社YOOコーポレーション

〒583-0008 大阪府藤井寺市大井1丁目4-57
TEL

（担当：○○ 麻美）
○○）
072-931-7760（担当：若間

FAX 072-931-7763 E-mail：ecokimera@y-o-o.jp
URL：http://www.y-o-o.jp
事業内容

環境薬品の開発・製造・販売・施工
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見守りもできるコールシステム

スタッフコールシステム

木工玩具、科学教材、長期保存光ディスク

かわいい手作り玩具や教材、光ディスク関連商品

①就労支援福祉作業所で一つ一つ丁寧に
制作された、木工製品。
②小型犬デザインの携帯ストラップ。
③羽ばたき水中ロボット。

呼出だけではなく、センサーやカメラを使って利用者の様子を見守りま

④小さい音でも良い音聞きやすい音のス

す。呼出やアラームはスタッフのスマートフォンにリアルタイムに通知

ピーカー。

が来るので、適切な対応が可能です。

健康・福祉・医療

株式会社ウェルテクス

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-12 東日パークビル6F
TEL

（担当：○○ 将英）
○○）
03-6661-9464（担当：富田

FAX 03-6661-9465 E-mail：tomita@vertecs.co.jp
URL：http://www.vertecs.co.jp/
事業内容

介護事業者や独居の方向けの、見守りを中心とした IT システムの開発およ
び販売を手がけています。カスタマイズやオリジナルシステムの開発依頼も
お受けしております。

⑤長期保存用ブルーレイドライブシステム。

AFK研究所合同会社

〒106-0031 東京都港区西麻布3-13-16-204
TEL

（担当：○○
（担当：近藤
○○）
敏康）
090-5547-5466

FAX 03-5411-6156 E-mail：familykjp@ybb.ne.jp
URL：https://www.facebook.com/AFK.RandD
事業内容

①CSR 活動として、東京都中小企業振興公社産学連携デザインイノベーショ
ン事業に参加、就労支援作業所と連携した、木製犬型チョークボード、名車
つぽおしオブジェ、犬型ストラップ等を開発。 ②学生プロジェクト支援と
して、実際のペンギンの泳ぐ姿を再現した水中ロボットの開発。
③ソーシャルネットワーク運用支援。 ④PCAudio ODD 事業支援。

他社がやらないことをやる印刷会社です！

認知症療養者専用の介護ベッド

ヌーボード、点字・触図印刷

スーパー低床介護ベッド

ヌーボード
●持ち運びできるノートタイプのホワイトボード
●各ページに透明シートを添付した 2 層構造
●目的に応じて使いわけできる全 8 種類のバリエーション
点字・触図印刷
●無色透明な U V 硬化型ニスを使用したオフセット印刷による点字印刷
●厚盛り印刷技術として触図も可能

●ベッド丈5cmから60cmまで無段昇降機能を装備
●認知症療養者の転落予防
●介助者の腰痛予防
●ネット式挟み込み防止装置を装備

●ローコストで大量に点字印刷物の制作が可能

欧文印刷株式会社

〒113-8484 東京都文京区本郷1-17-2
TEL

（担当：○○ 泉）
○○）
03-3817-5910（担当：坂本

FAX 03-3815-7557 E-mail：sakamoto-izu@obun.jp
URL：www.obun.jp/
事業内容

①商業印刷物・マニュアル・出版印刷物の企画・翻訳・制作・印刷・製本
②金融・教育関連印刷物のオンデマンド印刷・製本
③オンラインパブリッシング・サービスの開発と販売
④オリジナル商品の開発、製造と販売
⑤ニスを使用したオフセット印刷による点字印刷物の製作
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金城通商株式会社

〒203-0044 東京都東久留米市柳窪5-5-19
TEL

（担当：○○ ○○）
042-471-1588（担当：金城）

FAX 042-475-5509 E-mail：kinjoco@aol.com
URL：http://www.lowlandbed.com
事業内容

治療院などで使われている温熱器具の輸入販売
介護用製品の企画、製造及び輸入卸

自然な声で 笑顔の会話お手伝いします

オシャレな伝声器「ケアホン」

補聴器でも集音器でもない電子回路によらない新発想の伝声器

身体の歪み・未来の体型を1分間で計測

ゆがみチェッカー

「ゆがみチェッカー」は3種類の動作の結果から体の歪みを分析し、筋

●加齢難聴や声の小さい方と、自然な声と笑顔の会話でコミュニケー

肉が硬くなっている部位の解析や改善用のエクササイズを提案するクラ

ションが可能 ●口元と耳元を離して小さな声で会話が可能 ●
「光触

ウドサービスです。筋肉が硬い部位や未来の体型の分析結果を分かり易

媒・抗菌防臭フィルター」装着（フィルターの効果：飛沫拡散防止・音

いレポートで出力します。関西医科大学健康科学センター 木村教授の

質調整） ●電池も手入れも不要

解析理論（特許取得済み）を採用した世界オンリー 1 のサービスです。

TEL

（担当：○○ とし子）
○○）
03-3545-2865（担当：金子

FAX 050-3153-0855 E-mail：care-phone@az.em-net.ne.jp
URL：http://ケアホン.com/
事業内容

コガソフトウェア株式会社

健康・福祉・医療

ケアホン協会合同会社

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目13番11号 Brillia銀座id705

〒110-0005 東京都台東区上野1-17-6 広小路ビル7階
TEL

（担当：○○ 実理）
○○）
03-3833-0733（担当：本田

FAX 03-3833-0732 E-mail：minori_honda@kogasoftware.com
URL：http://www.kogasoftware.com/
事業内容

高齢者を中心とした生活者が安心して自立した生活が送れるよう、生活環境
整備づくりの一環事業として、スローガン「よろこびをともに」を標榜し、
具体的製品である「ケアホン」( 伝声器 ) の研究開発、企画、製造販売と対
話介護の提唱・普及活動をしております。手軽な「ケアホン」を利用して生
活会話が弾み、敬老社会に広く貢献普及して行くことを目指しています。

システム開発のコガソフトウェアでは、ソフトウェア／インフラ開発事業を
事業の柱に据えるとともに、蓄積した技術・知識を応用することで、交通、
健康、環境の領域で社会貢献事業に取り組んでいます。課題分析、マーケティ
ング、ソリューション企画提案、要件明確化、設計・プログラミング・テスト、
保守運用まで、あらゆるビジネス課題にシームレスに対応致します。

先生の手の代わり 1日160円で膝痛解消

汚染空気もウイルスも体に入れたくないなら

ウォーキングDNA® サポーター

酸化チタン光触媒搭載「空気清浄機」

ヒザのお皿と密着した
パットが上下に動きなが
ら痛い所をほぐして効能
効果を発揮します。
あんま指圧の代用・筋肉
のこりをほぐす・筋肉の
疲れをとる・血行をよく
する・健康によいという
効能効果があります。接
骨院にて 15 年間、ヒザ
の痛みに悩んでいる患者
さんを治療してきまし
た。
（日本国特許2つ。
台湾特許。意匠。ドイツ
実用新案。商標取得）

バイオミクロン

■商品名：空気清浄機「Bio Micron」 BM－S501A、BM－H101A
■特長
①除菌・脱臭 「角柱状酸化チタン光触媒」で有害物質をすばやく分解！
※従来型に比べ表面積が大きく、分解スピードがアップ
②集塵 集塵能力 1 パス（1 回稼働）で「99％」以上
※高性能集塵フィルター・イオナイザーによりミクロン単位の粒子をろ過します
③リラックス ピュアマイナスイオンでリラックス

ジュピター有限会社／中村接骨院

〒116-0003 東京都荒川区南千住5-40-17
TEL

（担当：○○
（担当：中村
○○）
弘志）
090-4930-8382

FAX 03-5604-5567 E-mail：walkingdna@icloud.com
URL：http://www.jupiter-inc.co.jp
事業内容

●接骨院の経営
●特許取得、製品開発、卸、販売

株式会社新興製作所

〒110-0015 東京都台東区東上野3-24-3 エース電研関東支社ビル
TEL

（担当：○○ 宗司）
○○）
03-5817-4161（担当：菊池

FAX 03-3836-1812 E-mail：souji-kikuchi@shinko-exc.co.jp
URL：http://www.shinko-exc.co.jp
事業内容

■当社は岩手県花巻市に本社を置き、国内外で高い評価を頂いているプリン
タ＆搬送技術で磨き上げたメカトロ技術や自社製品で培った「ワンストップ・
モノづくり」を提供します。
①業務用特殊プリンタ及び応用製品の開発、製造 ②医療、介護機器の開発、
製造 ③アミューズメント機器の開発、製造
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手洗い後の乾燥を吹飛ばすのではなく吸引処理する

衛生危機管理 吸引式ハンドドライヤー「クレナ」

誰もがひとつのテーブルを囲む喜びを…

介護用テーブル「らくらくテーブル」

2010年東京都健康福祉局よりハンドドライヤーの吹飛ばしでの危険性
の発表を基に、東京都へ弊社吸引式ハンドドライヤー「サンプナイ」を
提案した。業務用ステンレス仕様では、採用は困難とのことで、東京都

【特徴】
①足元が解放されたテーブルで、車椅子がテーブルにぶつからな

術学部大学院と1年間に渡り、
ユニバーサルデザインを完成させ、
昨年先

い。②使用者に合わせてテーブルの高さが個別に設定出来る。しかもワ

進的防災技術実用化支援事業に加わった。
18年間のノウハウを生かして

ンタッチで無段階調整。③テーブルは 1 人掛け用、2 人掛け用、

樹脂化し、吸引式ハンドドライヤー「クレナ」を完成させた。是非手洗

4 人 掛 け 用、6 人 掛 け 用 を ご 用 意。④テ ー ブ ル の 高 さ は、60cm ～

い後の吸引乾燥を体感ください。

80cm まで設定可能。

健康・福祉・医療

株式会社タイズ

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-14-7
TEL

有限会社テクノム

うりざわ

（担当：○○ ○○）
03-3537-7715（担当：瓜澤）

FAX 03-3537-7716 E-mail：s-urizawa@ties-net.co.jp
URL：www.ties-net.co.jp
事業内容

衛生環境構築の普及、及び検証商品の開発製造販売 ●完全吸引循環式ハン
ドドライヤー「サンプナイ -A,S,F」 ●吸引式靴底乾燥機「シューズドライ」
●あんしん次亜塩素酸「3S ウォーター」 ●皮膚保護クリーム医薬部外品「プ
ロテクト X2」 ●靴底ラッピング「ガロマット」 ●医療用エアーフィルター
●公衆衛生コンサルタント業務（木内博士，他）

さまざまな情報を振動・文字・光でお知らせ

屋内信号装置シルウォッチ

聴覚障がい者が玄関の来客やFAXを知る、
銀行、
病院での呼び出し等に使
用できる腕時計型受信器と送信器のセット。
振動と文字で情報を伝達。電
波の飛距離は見通し170メートルにも及ぶため家のどこにいても情報を
逃しません。火災警報器との連動も可能なので火災発生時の逃げ遅れか
ら命を守ります。

株式会社東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル
TEL

（担当：○○ 浩一）
○○）
03-3358-8000（担当：戸簾

FAX 03-3358-6330 E-mail：info@shinyu.co.jp
URL：http://www.shinyu.co.jp/
事業内容

特定小電力を利用した無線通信機器「シルウォッチ」の製造販売を主な事業
としている。シルウォッチは聴覚障がい者用日常生活用具から、産業分野に
おける情報通知システムにまで幅広く利用されている。また聴覚障がい用火
災警報器「シルタンちゃん」や強力目覚まし腕時計「Wake-V」も製造販売
している。
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簡単、スピーディーにテーブルの高さが調整可能な介護用昇降テーブル。

中小企業振興公社の助成事業を紹介され、産学デザインへ応募。日大藝

〒198-0052 東京都青梅市長淵8-172-1
TEL

（担当：沼倉 ○○）
正毅）
0428-21-3611（担当：○○

FAX 0428-21-3614 E-mail：technom@d3.dion.ne.jp
URL：http://rakurakutable.jimdo.com/
事業内容

①2D/3D CAD による機械設計
②自社製品福祉・介護用昇降テーブル「らくらくテーブル」の製造・販売
③奥多摩・青梅 下り坂乗捨てレンタサイクル「トレックリング」の運営

高血圧症につながる塩分摂り過ぎの予防器具

塩分測定器

減塩生活

●塩分を摂りすぎないためにワンタッチで濃度をチェック出来ます
●0.3％～1.5％の濃度まで測れます
●冷たいものも温かいものも測定可能〈0°
～90°
まで対応温度が広範囲〉
●見やすい LED ライトで 7 点表示
●軽量で持ち運びにも便利

トーコーコーポレーション株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-5-5 大同ビル603
TEL

（担当：○○ ○○）
藤村 智史）
03-3254-8051（担当：営業部

FAX 03-3254-8054 E-mail：to-ko.sp@e-ml.mobi
URL：http://www.to-ko.org/
事業内容

●健康器具 製造・販売 ●オリジナル販促商品企画・製作 ●その他の商
品企画・開発 ☆オリジナル商品の『塩分測定器 減塩生活』は現在 26 万
個突破の大ヒット商品です。塩分の摂り過ぎは高血圧と密接な関係に有り、
更に生活習慣病に繋がるとの数多くのデータが提供されています。当社の商
品は機能・便利さ・コストを優先した商品です。

歩行が困難な方との積極的な外出をサポート

収納・移動性に優れた携帯介助車

見守りセンサ：体動・呼吸・脈拍を検出

24GHz帯見守りセンサ

外形寸法：W74×H24×D120mm
検知距離は非接触で動体：8m、呼吸数：3m、心拍数：数 10cm
データ入出力：USB、無線（オプション）
、
電源電圧：DC5V、消費電流：150mA、重量：140g
見守りセンサ出力：10mW 以下、携帯電話：100mW 以上

安全性や快適さを考慮しながら、気軽に持ち運べるサイズまで畳める介助
車です。外出の際に介護をする方にとって大きな悩みとなりがちな、移動や
収納にかかる負担を減らし、旅行やお買物など家族のお出かけをサポートし
ます。車が小さくても座席の足元にも置け、広げた状態でも新幹線の通路

24GHz マイクロ波を利用して体動・呼吸・脈拍を検出する見守りセンサ。
当社独自の信号処理技術と内蔵マイコンにより呼吸数・脈拍数を計測。
体動なし、呼吸や脈拍に異常がある場合、自動的にアラーム信号が出る。
応用例： ●独居老人、在宅介護での 24 時間見守り
●無呼吸症候群や乳幼児突然死症候群の対策

や自動改札をそのまま通れます。

TEL

（担当：○○ 継）
○○）
03-3821-7331（担当：村上

FAX 03-3821-7552 E-mail：info@yukitrading.com
URL：www.yukitrading.com
事業内容

車椅子用の座位保持装置など福祉機器の輸入、企画、生産、販売。
VARILITE 社（USA）日本総代理店。

1回の充電で7日間連続使用が可能な小型心電計

テレメトリー式心電送信機duranta

株式会社ライフセンサー

健康・福祉・医療

株式会社ユーキ・トレーディング

〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46

●人の動体、呼吸数、心拍数のモニター

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-11-704
TEL

（担当：○○ ○○）
ガイラト）
03-5449-2337（担当：イクラモフ

FAX 03-5449-2337 E-mail：info@lifesensor.co.jp
URL：http://www.lifesensor.co.jp
事業内容

当社は呼吸や心拍などの微小な動きを電磁波で検出する技術を利用し、災害
時の生存者探索レーダを開発・販売しております。災害時の生存者発見の為
の高感度レスキューレーダは、50 メートル離れたところにいる人の呼吸を
検知。離れた位置での微小な動き
（呼吸）
を安定に検出する技術で特許を取得。
当社は、この分野での実績と長い経験、ノウハウを蓄積しています。

高齢者の見守りシステムとして最適システム

子機電話等による緊急通報装置

本製品は、従来の緊急通報装
置が持っている通報機能に加
え、独自の機能を追加した、ユ
ニークな製品です。また、付属
の無線ペンダント式子機は、従
来のタイプでは、通報のみで通
話が出来ませんでしたが、本製
品では、ペンダント式子機やオ
プションの壁掛け型子機から緊

durantaの特徴

急通報先への通報と、通報先

①簡単な装着が可能。
付属の電極パッドで胸に貼るだけで装着。
小型、
軽量、

との相互通話が出来ます。通報

コードレスなので、取扱いが簡単。②1回の充電で連続して7日間データ転

者が親機の場所まで行かずに、

送が可能。③データはリアルタイムに複数の場所で確認が可能。④心拍異

緊 急 事 態が発 生した地 点で、

常時にアラートメールを送信が可能。

緊急通報と通報先との相互通

医師は遠隔で心電図のモニタリングが可能となり患者の状態を正確に把

話が出来ますので、ご利用者が

握することが可能となる。

株式会社リアルデザイン

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目5番22号宮城野センタービル703号
TEL

（担当：○○ ○○）
向田 陽一）
022-791-5170（担当：総合企画部

FAX 022-791-5173 E-mail：y.mukoda@real-design.co.jp
URL：http://www.real-design.co.jp/
事業内容

電気、電子技術による医療・介護・ヘルスケア機器の開発と製造販売および
システム販売をしております。
小型・省電力型の非接触式生体情報センサー、心電計、高精度運動心拍計な
どにより呼吸、心拍、心電、体動動作情報を読み取り、生理的なものも含め
状態判定を行います。

安心してお使い頂けます

株式会社リンディー・セールス

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ203号
TEL

（担当：○○ ○○）
03-4530-9292（担当：営業部）

FAX 03-6868-0842 E-mail：support@lindy.co.jp
URL：http://www.lindy.co.jp
事業内容

通信機材 /AV・コンピュータ関連ハードウェアの輸入販売
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エネルギーをパーソナル化するファッションブランド

モバイルバッテリーで温まるウェア

小ロット多品種に対応したCAD/CAM裁断技術

スウェーデン鋼抜型・レザーアニマル
CAD/CAM 裁断

●従来の抜型裁断よりも小ロッ
ト生産のイニシャルコストを
大幅削減。
●抜型では裁断できない詳細な
デザインに対応可能。

モバイルバッテリー（定格
出力電流 2Ah）から供給さ

レザーアニマル

れる電力を使って身体を温

●詳細な裁断を施し、よりリア

めるウェアです。

ルな動物の製作を実現。
●特殊な道具を使用せず、水の
みで手軽にレザークラフトが
体験できる。

有限会社エヌ.コバヤシ

〒123-0855 東京都足立区本木南町18-21
TEL

（担当：○○ 尚弘）
○○）
03-5888-7801（担当：北田

FAX 03-5888-7918 E-mail：info@chord-and.co.jp
URL：http://halos-design.jp
事業内容

温度の設定は高、中、低の 3 段階
付属のバッテリー（6000mAh）で計算した場合の稼働時間は以下の通りです。
高
温度は約 50℃ 約 3 時間
中
温度は約 40℃ 約 4 時間
低
温度は約 30℃ 約 5 時間

TEL

（担当：○○ 佳介）
○○）
03-3881-0716（担当：篠原

FAX 03-5284-8316 E-mail：leatherplanet@yu-factory.com
URL：http://yu-factory.com/
事業内容

●打ち抜型と靴紙型の製造及び型の拡大縮小。
●CAD/CAM による各種裁断およびクリッカーによる各種裁断業務。
●靴・袋物その他その部品及び付属品の販売。

高加飾・高機能印刷を提供致します！

特殊加工で耐久性抜群のメラミンスポンジ

『ラインストーン印刷』は、今まで培ってきた点字印刷の技術を応用

キッチン周り・お風呂場・洗面台・窓ガラスの水アカ・湯アカなどを水

生活

リフレクション印刷関連製品

し、UV透明インキをレンズに見立てることで、ラインストーンを使っ
た様なデコレーション効果を表現する新興グランド社の独自技術です。
『リフレクション印刷』は夜間の安全確保などを目的に、レンズ効果を
特化させることで、光再起反射製品の新製法を実現する技術です。

株式会社新興グランド社

〒332-0003 埼玉県川口市東領家5-3-3
TEL

（担当：○○ 真）
○○）
048-227-3318（担当：河合

FAX 048-227-3319 E-mail：info@shinko-grandsha.jp
URL：http://www.shinko-grandsha.jp/
事業内容

当社はスクリーン印刷加工及び、関連製品の受注製造を行っております。
特に機能性を付与する印刷技術を得意としており、視覚障害者向けの点字印
刷、暗闇で光を放つ蓄光印刷、指でこすると香りがする方向印刷、温度によっ
て色が変化する感温印刷など、多岐にわたる技術を有しています。
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有限会社篠原刃型

〒120-0022 東京都足立区千住緑町3-2-2

磨き職人シリーズ

だけで落とせるメラミンスポンジです。レギュラー＆スティック＆フラ
ワー＆クロス＆ウロコ取りの5SKUがあり、用途に応じて使い分けがで
きます。特許の特殊加工で従来品の欠点であった、すぐにボロボロにな
る欠点を改善し、約4倍丈夫で長持ちする耐久性抜群の商品です。

株式会社大文字

〒116-0012 東京都荒川区東尾久1-5-23
TEL

（担当：○○ 洋悟）
○○）
03-6807-7251（担当：丹羽

FAX 03-6807-7252 E-mail：niwa@dmnj.co.jp
URL：http//www.dmnj.co.jp/
事業内容

●企業のマーケティング戦略に伴う、各種セールスプロモーションの企画及
びプロデュース ●プレミアム・ノベルティー等各種販促ツールの企画・プ
ロデュース ●国内及び海外の生産ラインでの各種素材による商品開発及び
制作販売 ●各種記念品・周年事業用品等の取扱い ●その他上記に付帯す
る一切の業務

かみあそび

紙のオリジナル加工製品

日本気象協会監修 熱中症・風邪対策に！

室内環境指標計

日本気象協会監修のライフサポートチェッカーシリーズ。今いる環境の
今回は紙そのものでなく、オンデマンド印刷とカッティングマシーンを
駆使した、オリジナル紙製品を多くのお客様にご紹介いたします。

株式会社立川紙業

〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-7-6
TEL

（担当：○○ 弥）
○○）
042-527-6111（担当：荒井

FAX 042-528-0080 E-mail：arai@kami.jp
URL：http://www.kami.JP
事業内容

創業以来50年以上、紙や紙加工品一筋に三多摩一円を中心とするエリアの
お客様に『欲しい物』を『欲しいだけ』
『欲しい場所』へお届けし、ご好評
を頂いております。

独自技術SCDSでハイパワー

せします。夏は熱中症予防と対策に、冬はうがい・手洗い・加湿器の使
用目安に。

株式会社デザインファクトリー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL

（担当：○○ 美紗）
○○）
03-5821-3236（担当：片倉

FAX 03-5821-3235 E-mail：katakura@hiromori.co.jp
URL：http://www.designfactory.co.jp/
事業内容

「携帯型熱中症計」をはじめ、日本気象協会と共同で「ライフサポートチェッ
クシリーズ」を開発しています。気象データを元に独自のアルゴリズムを組
み込んだ指標計や、Bluetooth を活用したアプリ連動型のウェアラブル端末
や、オリジナル商品開発、OEM、販促品作成も承ります。

水平開きノート、書き易く倍サイズで使用可

水平方眼ノート・水平原稿ノート

生活

Olasonic独自の卵型スピーカー

気温、湿度を計測し、熱中症や風邪の危険性をLEDライトと音でお知ら

ハイレゾ対応 USB パワードスピーカー「TW-S9」
●96HKz/24bit までのハイレゾ音源入力に対応
●USB バスパワーのみで 12.5W＋12.5W のハイパワー実現
テレビ用高音質スピーカー「TW-D9HDM」
●ドラマ、ニュース、音楽番組など人の声がはっきり聴きやすい
●テレビ脇に設置しやすい音響特性に優れた本体形状
ステレオ高音質 Bluetooth スピーカー「TW-BT55ST」
●SCDS 方式により 10W＋10W のパワーを実現
●音響に理想的な卵型キャビネット

株式会社東和電子

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティビル4F
TEL

（担当：○○ 智明）
○○）
03-6303-9812（担当：黒澤

FAX 03-6303-9813 E-mail：kurosawa@twa.co.jp
URL：http://www.olasonic.jp/
事業内容

〈商品作りのパートナーとしての力強いサポートの提供〉
●プリント基板設計 ●アプリケーションソフトウエア開発
●組込マイコンソフトウエア設計 ●開発プロジェクト
●独自の Olasonic（オラソニック）ブランドたちあげによる卵型スピーカー、
オーディオシステムの製造、販売

写真・コピー＆スキャナを撮り易い（影も出にくい）。左右のページが
つながって1枚の用紙のように使用可能。書き易い！※「ナカプリバイ
ン」＝従来の冊子・ノートを開いたときに、一般のものは折り目の中心
部分が膨らむので、書きにくくコピーもしにくい。それを無くすために
開発しました。特許取得

有限会社中村印刷所

〒114-0023 東京都北区滝野川6-46-10
TEL

（担当：○○ 輝雄）
○○）
03-3916-1444（担当：中村

FAX 03-3916-8884 E-mail：nakaprin@ﬀ.iij4u.or.jp
URL：http://nakaprin.jp
事業内容

当社は、昭和13年に創業。地域に密着した印刷所として、特に小ロット高
品質の印刷物を手掛け、品質・納期・廉価等々、お客様満足のアップに心が
けて事業運営を行っております。小規模印刷事業者として生き残るためには、
独自技術を開発し、他社との差別化をはかることを経営方針として取り組ん
だ結果、独自技術・製品の開発に成功しております。
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実物の三次元画像からつくる立体模型/展示品制作

レーザープリンター用EVA樹脂印刷用紙

X 線CT やFIB SEM 等の三次元画像デバイスで撮像した実物の「3D

●糊や吸盤を使用せず、特殊EVA樹脂を用いて強力な粘着力を持ちな

ExhiBits（エキシビッツ）

画像」を元に、内部を可視化した各種立体模型や展示物を制作する弊社

ノーパーエヴァタックLBP

がらも、剥がし痕が残らない製品

新事業のブランド名です。「展示物」を意味する英語“exhibits”にちな

●事務所にある複合機（レーザープリンター）で簡単に出力

んで命名しました。

●EVA樹脂は無毒ですので、食品衛生法の規格基準に適しており安心

従来はコンピュータ画面上でしか閲覧できなかった「3D像」を実物

安全なオンリーワン製品

の模型にすることで、これまでにない印象的なプレゼンテーションや展

●これを使えば外注量が減り経費削減に貢献

示が可能になります。

●平成26年6月特許申請済み

日本ビジュアルサイエンス株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-26-2 コーラルビル4階
TEL

（担当：○○
克彦）
○○）
03-5155-5561（担当：滝

FAX 03-5155-5560 E-mail：info@nvs.co.jp
URL：http://www.nvs.co.jp/
事業内容

①画像処理を中心としたソフトウェア開発と販売
②システムインテグレーション
③産学連携による先端技術の研究開発

災害時等、風・雨・雪から守るツール

生活

機能性に富んだ高級ビニール傘

株式会社NOPAR International Asia

〒111-0032 東京都台東区浅草5-25-6
TEL

（担当：○○ 仁克）
○○）
03-5849-4137（担当：石塚

FAX 03-5849-4139 E-mail：ishizuka@nopar-a.com
URL：http://www.nopar-a.com/
事業内容

●特殊 EVA 樹脂の販売及び加工卸
●静電気を帯電させたフィルム卸

これが「おもてなしテープカッター®」だ！

「ミミタブテーパー®」シリーズ

「ミミタブテーパー ®」シリーズは、カッター台のセロハンテープを取
るときに「つまんで」
、
「ひいて」
、
「切る」だけで、あとで剥がしやすい
●
『逆支弁』という穴のあいた傘カバー

便利な折り返しツマミ付テープを作ることができる「おもてなしテープ

●グラスファイバー製の傘骨

カッター ®」です。

●手に馴染むバランス設計

これからは、ツマミ付テープを手軽に使って便利になります。

ホワイトローズ株式会社

〒111-0042 東京都台東区寿2-8-15
TEL

（担当：○○ ○○） 須藤 宰）
03-3841-9601（担当：代表取締役社長

FAX 03-3841-9600 E-mail：oﬃce@whiterose.jp
URL：http://whiterose.jp
事業内容

ビニールその他を素材とし、高周波・超音波ウェルダー加工・縫製加工を用
いて、雨具・家庭用品等の中に、個性あるニーズに対応出来る提案を致します。
それは、不断の努力と、繊細で確実な技術をベースにして、初めて達成可能
なものと信じ、多様化した消費者生活の中に、潤いと楽しさをプロポーズ致
します。
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マイクロメーション株式会社

〒183-0025 東京都府中市矢崎町4-14-1-614
TEL

（担当：○○ ○○）
誠司）
042-360-4161（担当：小宮山

FAX 042-360-4193 E-mail：admin1@micromation.co.jp
URL：http//:micromation.co.jp/
事業内容

「おもてなしテープカッター ®」も作る「FA システムなんでも屋」です。
自動車タイヤ製造工程の FA システムに関するシステムエンジニアリング
業務に、30 年以上元請けとして従事してきました。
FA システム用のツールとして、パソコン、マイコン、PLC 等のハード、
ソフト、ネットワーク、DB、計装 I ／ F などを扱っています。

『ほめるをつくる』会社 V-Shika

『スマクマ』『コトバコ』

スマクマ：本体色5色のカラー。スマイルなクマ「スマクマ」とビック
リなクマ「ビックマ」になります。本体には直接デコレーションなどを
施しオリジナル製の有る『ほめるをつくる』商品になります。
コトバコ：「言葉」を「箱」に入れて手渡せばあなたの思いが伝わる商品。
普段は言いづらい感謝の気持ちも「コトバコ」に託せば素直に伝えられます。

松下徽章株式会社

〒111-0041 東京都台東区寿1-11-4
TEL

（担当：○○ 義徳）
○○）
03-5830-8331（担当：吉田

FAX 03-5830-8336 E-mail：yoshinori.yoshida@v-shika.com
URL：http://v-shika.com/company/
事業内容

弊社では創業以来78年間表彰・記念品・社章を主に取り扱って参りました
が近年新しいコンセプトの商品「スマクマ」
「コトバコ」を開発いたしました。
普段の生活でほめたい気持ちや伝えたい言葉を中々表現する事が苦手な日本
人に対し、気持ちを気軽に形に表す事、伝える事のお手伝いをする為にこれ
からも新商品開発をしていきたいと思っております。

優美で実用的、世代越えて使い受継がれる調度品

仙台箪笥（伝統的工芸品指定）

仙台箪笥（伝統的工芸品指定）
●表面 欅無垢材使用
●側板・天板 欅、桐、杉、桧等の無垢材使用
●木地呂塗
●手打金具付

みちのく工芸

〒989-1742 宮城県柴田郡柴田町大字上川名字舘山67-1
TEL

（担当：○○ 茂治）
○○）
0224-56-6677（担当：髙橋

FAX 0224-56-6678 E-mail：michinokukougei@globe.ocn.ne.jp
URL：http://michinokukougei.com/
事業内容

木製家具製造
●仙台箪笥、店舗什器、特注家具製造、箪笥修理
●自社独自の各種冶具開発（平成27年6月特許取得）

生活

MEMO
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東京デザイナー情報

デザイナーブース

東京デザイナー情報は、公社ホームページ上で公開している、
中小企業との共同開発に意欲的なデザイナーの情報を検索できるデータベースです。
本データベースには、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、WEB デザインなど、
幅広い業種のデザイナーやデザイン事務所が登録しています。
今回は、複数の登録デザイナーがブース出展いたします。デザイナーと直に出会える絶好の機会ですので、
是非ブースにお立ち寄りください。

（公財）東京都中小企業振興公社

総合支援部 事業戦略支援室 デザイン導入・活用支援事業担当
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9F
TEL

03-5822-7232（担当：○○ ○○）

E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/wl/war/w_dez001.do

公社の「伝統工芸品産業振興事業」ご紹介ブース
公社は、伝統工芸品産業を支援する各種事業を実施していま
す。今回は、江戸から伝わる伝統工芸の発祥を感じて頂くと
同時に、現代の暮らしにマッチした伝統工芸の進化に取り組
む新規事業をご紹介します。ぜひお立ち寄りください。

〈伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事
業の紹介展示〉

“暮らしをうるおし、ゆたかにするための新たな
「東京の伝統工芸品」の創出” を理念に、商品開
発と普及促進を支援する平成27年度新規事業を
ご紹介します。

その他

〈江戸時代の町人地のジオラマ展示〉

江戸の町人たちが、東京の伝統工芸品のルーツ
となった工芸品を愛用する姿を再現した情景模
型です。“日本一の大消費地” 江戸・東京で伝統
工芸が発展した様子をご覧ください。

東京七宝の指輪

（公財）東京都中小企業振興公社 城東支社
〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-2-5
TEL

03-5680-4631（担当：○○ ○○）

FAX：03-5680-0710
E-mail：joto@tokyo-kosha.or.jp
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/dento/index.html
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ジオラマ

セミナーのご案内

入場無料・事前申込

● 1月28日（木）
13:00～15:00
［セミナー］

8階第5会議室

デザイン導入支援セミナー 「
“ デザインの力」で中小企業は変わる”
講師：GRAPH株式会社代表取締役社長/ヘッドデザイナー

北川 一成 氏

● 1月29日（金）
10:00～12:00

5階展示室（北側）

平成28年度公社助成事業説明会

［説明会］

13:00～17:00
［セミナー］

8階第5会議室

下請取引基本契約と下請代金法

講師：中村・久吉法律事務所
下請センター東京

弁護士

紛争解決専門員

同時開催のイベント

中村 英示 氏
本間 博和 氏

5 階展示室にて開催

● 1月28日（木）
10:00～12:00

5階展示室（北側）

事前申込不要・入場無料

「タイ優良企業 製品・技術発表会」〜タイ工業省連携ミッション〜
15:20～17:00

5階展示室（北側）

公社50周年記念イベント及び基調講演  
第1部

記念イベント（15:20～15:40）

第2部

基調講演（15:45～17:00）

13:00～17:00

事前申込優先・入場無料

公社50周年記念ロゴの発表など

講師及び講演テーマは調整中

5階展示室（南側）

事前申込制

「環境・省エネ」
「健康・福祉・医療」
「生活」
～
第4回ビジネスマッチング in 東京 ～「防災・防犯」
※当日は申込いただいた企業のみご入場いただけます。
平成28年1月8日（金）まで受注側企業を募集中です。

セミナー・イベントの詳細・申込は専用HP（http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/life/）をご覧ください。
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「タイ優良企業 製品・技術発表会」～タイ工業省連携ミッション～
【タイ企業の優れた製品・技術をプレゼンテーションします！】
公社は、平成27年度より、タイ王国に支援拠点を開設し、両国の中小企
業の交流を支援しております。
今回は、
タイ王国工業省との共同企画として、
同国でグローバルに事業
を展開している企業5社が来日し、その優れた製品・技術をプレゼンテー
ションいたします。
事前申込み不要で無料でご聴講できます。
タイ企業の優れた製品・技術に興味のある方は奮ってご来場ください。

時 間◉平成28年1月28日（木）10時から12時（9時30分開場）
会 場◉産業貿易センター台東館 5階展示室（北側）
来日予定の企業のご紹介
Choknamchai

SMC Corp. Ltd.

金型製造、プレスなどを行う企業グループ。Tier1サプライ
ヤーとして世界各国の自動車メーカとの取引実績があります。
http://www.choknamchai.com/home.php

プラスチック成形・プラスチック容器製造機器メーカーです。
20カ国に販売・サービス拠点を持つグローバル企業です。
http://www.smccorp.co.th/index.php

Tree Pun Jun Mobile Co., Ltd

Act One (1994) Co., Ltd.

移動式起重機の製造販売（Mobile Derrick unit）を手掛
ける企業です。
http://www.tpmobile.co.th/

医療や商業向けなど特殊用途バスのデザインから改造まで
を行っています。
http://www.actone.co.th/

Thai Neem Products Co., Ltd.

（公財）東京都中小企業振興公社
国際化支援室 タイ事務所

20 Floor Interchange 21 Bldg, 399 SUKHUMVIT ROAD,
KLONGTOEY NUA, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
E-mail：thai-branch@tokyo-kosha.or.jp
URL：http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/

◎日本窓口：国際化支援室 タイ事務所窓口

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階
TEL
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03-5822-7242

タイのハーブ（Neem）を原料とした天然農薬（殺虫剤）
サダオタイ No.111 の製造販売を行なっています。
http://www.thaineem.co.th/
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ランドポート

エコハイテク
コーポレー
ション

MIRAI-LABO

プロセブン
光レジン工業

トップ
ウォーター
システムズ

東北
エヌティエス

東海ドア

テクノ
ナレッジ・
システム

ウェルテクス

セキュマーク・ ステップ・ワン
ジャパン

スリーケイ

今野梱包

興亜化工

生活ゾーン（14 ブース）

ラブロス

ネットビジョン 日本キャステム

YOO
コーポレー
ション

フナボリ

タイズ

環境・省エネゾーン（15 ブース）

防災・防犯ゾーン
バイオコーク
技研

フジタ道路

パルコスモ

東京信友

ジュピター／
中村接骨院

健康・福祉・医療ゾーン（16 ブース）

ピースリー
テクノロジーズ
バイオ
フューチャー

ニッセンテクノ

ユーキ・
トレーディング

新興製作所

公社ブース

防災・防犯ゾーン（21 ブース）

プロテック

デミオジャパン 東京ブラインド 東杜シーテック
（エボテック）
工業

リンディー・
セールス

東亜グラウト
工業

環境・省エネゾーン

シー・エイチ・
シー・システム

篠原刃型

テクノム

県PRブース

伝統工芸品産業振興事業
紹介ブース

山岸産業

環境開発技研

エコミナミ

商談コーナー

新興グランド社

トーコー
コーポレー
ション

東北

会場案内
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International メーション
Asia

生活ゾーン

みちのく工芸

3

12
11

10
13

15

11
11

09

13
松下徽章

13

10

14
08

12
09

15

日本ビジュアル ホワイトローズ
サイエンス

11

14
14

10

15
12

01

07
16

17
05

16
06

18
04
09

02

19
03
03
中村印刷所

08

21
01

20
02
04
05
06
07

立川紙業
デザイン
ファクトリー
東和電子

ルダー
アースアンド
ウォーター

