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TEL

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。

災害時に備えるべき「非常時対策」の第一歩

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。

〒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

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

090-5504-6677

株式会社ルダー

 非常時対応LED「女神の灯り」

（担当：平山 浩一）

平常時

LED 灯具内設置用製品

40W 型 LED 管

直流電源装置

EPS 受信機
EPS 発信機

コンセント
設置用製品

バッテリー非常時

TEL （担当：○○ ○○）

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。

年2回定期メンテナンスの節水管理会社

〒101-0047　東京都千代田区内神田3丁目18-3　SDビル3階

URL：http://e-water.co.jp

03-5298-1355

株式会社アースアンドウォーター

 省エネ大賞の節水装置「エコタッチ」

FAX 03-5298-1356　E-mail：sugawara＠e-water.co.jp

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。

（担当：菅原 志保子）

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：篠崎 良司）

自然から生まれ、自然に還る。地球環境を考えたECO商品

〒970-8026　福島県いわき市平字田町120　LATOV（ラトブ）6F

URL：http://eco-hi.jp

0246-88-1158

株式会社エコハイテクコーポレーション

・消臭剤『ecoソイルi』・消臭塗料『ハイドピア』

FAX 0246-88-1157　E-mail：info@eco-hi.jp

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。

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

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：林亮祐　山本真司　佐藤央）

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。

空気がきれいで、人と環境に優しい次世代空調

〒206-0802　東京都稲城市東長沼349-1

URL：http://www.yukadan.com

042-379-6333

株式会社エコミナミ

  輻射冷暖房パネル「ラジアン」

FAX 042-379-1847　E-mail：info@yukadan.com

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？
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TEL （担当：○○ ○○）

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 

オゾンパワーで産廃費削減・作業環境改善

〒185-0014　東京都国分寺市東恋ヶ窪4-15-3

URL：http://www.kankyoukg.co.jp

042-324-6387

有限会社環境開発技研

工場廃液浄化装置

FAX 042-324-2311　E-mail：info@kankyoukg.co.jp

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
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。

（担当：木村 智行） TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：井上 槙介）

CO2濃度が“見える”くらし

〒155-0031　東京都世田谷区北沢5-4-3

URL：www.chcsys.net

03-3485-0511

シー・エイチ・シー・システム株式会社

CO2コントローラー　NMAシリーズ

FAX 03-3485-6149　E-mail：inoue@chcsys.net

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。

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 

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：車 鳳錫）

節水からエコを考える

〒169-0074　東京都新宿区北新宿1-8-21　鴨石ビル6F

URL：www.demio.co.jp

03-6908-5942

デミオジャパン株式会社

Sanitary Box・くまモン自動水栓・節水製品

FAX 03-6908-5943　E-mail：info@demio.co.jp

●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

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

ちゃ
TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：管路メンテナンスグループ
アイスピグ事業部　　比嘉）

氷の力で管内を洗浄

〒160-0004　東京都新宿区四谷2丁目10番地3

URL：www.Toa-g.co.jp

03-3355-1531

東亜グラウト工業株式会社

アイスピグ管内洗浄工法

FAX 03-3355-3107　E-mail：project@toa-g.co.jp

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。

●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

環
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TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：岩崎 健夫）

音ストレスの少ない、快適な室内音環境に

〒108-0072　東京都港区白金3-9-15

URL：http://www.tokyo-blinds.co.jp/

03-3443-7771

東京ブラインド工業株式会社

吸音パネル　パーティションタイプ

FAX 03-3443-7775　E-mail：info@tokyo-blinds.co.jp

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
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
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。

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。

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：菊地 和雄・保田 和成）

高品質・低価格なHEMS

〒983-0047　仙台市宮城野区銀杏町31-24

URL：http://www.tctec.co.jp

022-354-1230

東杜シーテック株式会社（エボテック株式会社）

Clean － Eneco

FAX 022-354-1991　E-mail：business@tctec.co.jp

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。 

●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
め、省エネに役立ちます。

●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
に進めることを目的とした歯
科情報照合システムです。

Clean-Eneco

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：小知和 玄）

80度のスチームを利用したカーペットケア技術

〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-4トキワビル3F

URL：www.nissentechno.co.jp

03-3667-0041

株式会社ニッセンテクノ

スチームカーペットケアシステム

FAX 03-3667-0015

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
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
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、
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。

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。

E-mail：dou@nissentechno.co.jp
gen@nissentechno.co.jp

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：吉岡／渋谷）

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
●ペットにも安心して使えます
●日本アトピー協会推薦品
●動物愛護団体2団体推奨

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

安心･安全のバイオ消臭・防カビスプレー

〒169-0051　東京都新宿区西早稲田1-9-37　フラットワセダ101

URL：http://www.biofuturejapan.com/

03-5272-1678

有限会社バイオフューチャー

バイオ消臭剤「OE－1」

FAX 03-5272-1679　E-mail：bfitokyo@biofuturejapan.com

環
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TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：井内 瑞紀）

導入と同時に消費エネルギーを削減

〒110-0015　東京都台東区東上野1丁目12番2号岡安ビル6階

URL：http://www.palcosmo.co.jp/

03-3831-0688

パルコスモ株式会社

「PN-XERO」

FAX 03-3831-0689　E-mail：m-iuchi@palcosmo.co.jp

●空調、照明、冷凍設備の
自動制御により、エネル
ギー削減率 5% ～ 15％

●EHP（電気式）GHP（ガ
ス式）空調どちらにも対
応可能

●デマンド保証 7 年間あ
り。（EHP のみ）

●デマンドコントローラー
とは異なり、建屋内温度
を基準とした自動制御で
あるため、快適性を損な
わず、かつ省エネ量を最
大化

●国や自治体の省エネ関連
補助金の活用可能

●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

TEL （担当：○○ ○○）

事業内容

（担当：構口 武志）

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

遮熱、熱伝導機能を有する歩道系舗装技術

〒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

URL：http://www.fujitaroad.co.jp/

03-5859-0531

フジタ道路株式会社　首都圏支店

遮熱デザインスプレー他

FAX 03-5859-0538　E-mail：information@fujitaroad.co.jp

遮熱デザインスプレーは、既設ア
スファルト面やコンクリート面に特
殊型紙を貼付け、遮熱材料を吹
付ける歩道系舗装技術であり、
デザイン性と遮熱性に優れていま
す。

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
熱伝導率の高いけい石等を用い
た歩道系舗装技術であり、保水
機能と熱伝導・拡散性の機能を
併せ持っています。

ヒートスルーサンド事例

遮熱デザインスプレー事例

TEL （担当：○○ ○○）

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

地球温暖化対策としての職場環境改善

〒285-0813　千葉県佐倉市石川591-8

URL：http://www.funabori.co.jp/

043-290-9031

株式会社フナボリ

工業用扇風機・換気扇

FAX 043-290-9032　E-mail：haruki@funabori.co.jp

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。

（担当：宇田川 治樹）

工業用大型扇風機・換気扇

●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
●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

環境薬品の開発・製造・販売・施工

光を必要としない新しい無光触媒エコキメラ

〒583-0008　大阪府藤井寺市大井1丁目4-57

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

TEL072-931-7760（担当：○○ ○○）

株式会社YOOコーポレーション

無光触媒　エコキメラ®

事業内容

（担当：若間 麻美）

環
境・省
エ
ネ


