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アグリ王/セットアップ横浜サステナブル社会に必須なエコ製品
出展内容 LEDを用いた植物栽培システムと野菜、水を使わない男性用無水

エコトイレ等の製品の展示

特徴 LED型植物栽培システム:省エネ省スペースの植物栽培システムで誰でも簡単に高品質野菜の計画生産が可能無水トイレ:電気水
道代の大幅削減可能で環境に優しい。日常清掃簡単で臭わない

http://agri-oh.co.jp/

ブース
番　号 H-001

ジャパンエコシステムズ株式会社省エネ・環境保護のエキスパート企業。
出展内容 空調設備、冷凍・冷蔵機器の省エネのご提案、販売。照明環境の

省エネをご提案、販売を致します。

特徴 快適な空調環境を崩さず、大きな削減効果をご提供します。負荷の大きな冷凍・冷蔵機器の消費電力の削減をご提供します。適切
な照明環境をご提案し、画期的な消費電力削減をご提供します。

http://j-ecos.jp

ブース
番　号 H-003

ECOLUX(LEDランプ)で省エネと節電地球環境を考え、節電・省エネのLED
出展内容 LEDランプ(直管型、円型、電球型、充電機能付一般電球)LED青色

ランプ防犯灯

特徴 ・電気製品が安全性を満たしている「PSEマーク」の略称を第1号で　取得している(経済産業省承認)・「ECOLUX」は、登録するものと
確定し、商標原簿に登録されている(特許庁)

販売あり
http://www.chokaikk.com

ブース
番　号 H-004

国内産LED自社製品と非常時照明街に明かりを。次世代に輝きを。
出展内容 国内産LED照明製品の数々、新製品非常用電源ユニット「つなぐプ

ラス」

特徴 国内産自社LED照明器具を柱に、自社開発での新製品「つなぐプラス」を展示いたします。「つなぐプラス」は各新聞などにも取り上
げられた、他にない今注目の製品です。

販売あり
http://www.3s-optech.com

ブース
番　号 H-005

断熱セラミック「ガイナ」宇宙の技術が暮らしを変える
出展内容 断熱セラミック「ガイナ」の実験機を使ったデモンストレーション・展

示・パンフレット等の配布

特徴 JAXAの宇宙開発技術を応用して開発された断熱セラミック「ガイナ」は塗布するだけで、夏でも冬でも、昼でも夜でも住まいの不満
やストレスを解消し、快適な住環境を実現します。

http://nissin-sangyo.jp/

ブース
番　号 H-006

セキュリティージャパン工業炉内に直接CCDを挿入する耐熱カメラ
出展内容 炉内挿入型耐熱カメラ「ファーネスコープ」の冷間映像及び新熱分

布モニターの展示

特徴 高温の工業炉内に直接CCDカメラを挿入し、365日24時間炉内可視化を実現した世界的にも唯一の耐熱カメラ。特許第2891672
号。フルハイビジョン型、Gig-E型等高画素にも対応

http://www.security-japan.com

ブース
番　号 H-007

オホーツクカルシウム製品天然!オホーツクのホタテ貝殻カルシウム
出展内容 ホタテ焼成カルシウム消臭・除菌製品シリーズを是非お試しくださ

い。

特徴 オホーツク海のホタテ貝殻を超高温焼成した高純度の100%天然ホタテカルシウム由来・安心安全な除菌・消臭製品シリーズを、
日々の営業活動や生活のシーンにご提案します。

販売あり
http://www.na-j.com

ブース
番　号 H-008

環境型コロイド洗剤　エコソフィ洗浄力抜群!!
出展内容 頑固な油汚れ～各種シミ・タバコのヤニまで洗浄力抜群!コロイド洗

剤の展示、サンプル配布。

特徴 環境型コロイド洗剤は溶剤ゼロ! VOCゼロ! 環境ホルモン・シックハウス症候群・PRTR法対応! 人、素材、環境にやさしい洗浄力の
極めて高い洗剤です。是非サンプルでお試し下さい。

http://www.ecosophy.co.jp

ブース
番　号 H-009

アートフラワー光触媒の造花光触媒でクリーンな環境を創造します
出展内容 胡蝶蘭等各種造花を陳列します

特徴 光触媒コーティングの造花で、自然にやさしく、クリーンな環境を創造します。

http://uchida-log.co.jp/

ブース
番　号 H-010

株式会社プレジールトイレカー
出展内容 トイレカー他

特徴 工事現場や災害時に必ず必要とされる汚物処理に於いて、移動式可能であり同時に汚物処理も可能とするトイレカーを主に製造
販売する。

販売あり

ブース
番　号 H-011

taiwa　大和木質プラが醸し出す、癒しのプランツポット
出展内容 木質プラスチックを使用した、オリジナル・ポットに人気のサボテ

ン、多肉を植えて出展致します。

特徴 オリジナルの木製プラスチックを使い、アンティーク風の質感を持つ、プランツ・ポット。手触り、香り、佇まい...おもわず、「ほっ」として
しまう、癒しのプランツ・ポットです。

販売あり
http://www.sankolight.com

ブース
番　号 H-013
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燃やせるプラスチック=紙です環境にやさしい素材を利用した食器を展示
出展内容 防災用備蓄食器・BBQ用食器・レンタル食器・箸・皿・ご飯茶碗、ア

ウトドア食器、文具用品

特徴 紙とプラスチックの混合素材です。紙が51%混合で紙として処理が可能な素材、紙ではできない形ができる素材です。燃やしてもダ
イオキシンは発生いたしません。CO2の排出量も減らせます。

販売あり
http://www.sankoh-denki.jp.net

ブース
番　号 H-014

クボデラ樹齢2000年の桧を贅沢に使用した神棚
出展内容 神棚サンプルの展示ならびにパンフレットを設置しております。

特徴 樹齢2000年の桧を贅沢に使用した神棚セット。是非ご覧下さい。

http://www.kubodera.jp/

ブース
番　号 H-015

次世代型超音波浄化装置私たちは水環境を考える企業です
出展内容 バイオ商品の紹介、超音波によるデモンストレーション

特徴 弊社の水質浄化剤は突然変異体の枯草菌からできており、熱湯でも死滅せず海水・淡水問わず使用できます。新商品「次世代型
超音波浄化装置」は菌の環境を最適な状態にし浄化能力を向上させます。

販売あり
http://www.yasuhara-bio.com/

ブース
番　号 H-016

静環検査センター生活の安全安心を見つめ続ける総合分析企業
出展内容 パネル展示

特徴 弊社にはいろいろな最新の分析機器を取り揃えております。商品開発における検査・クレーム対応に必要な検査・環境法令検査等
　何でもご相談ください。

http://www.seikankensa.co.jp

ブース
番　号 H-017

大川鉄工(地域資源の活用)地域資源を利用したハウス暖房給湯木材乾燥
出展内容 温水ボイラ、蒸気ボイラ

特徴 林業や家具端材(バイオマス)を利用したペレット、チップを燃料として、暖房、給湯、乾燥をします。

http://ohkawa-tekkou.com

ブース
番　号 H-018

眼に環境に優しい『栗原工業』独自の特許技術による大型面発光LED照明
出展内容 光応用技術を駆使した面発光LED照明「エルエコライト」シリーズの

展示・販売を行っています。

特徴 独自の特許技術レンズの採用により、均一な大型面発光を創り、光の広がりに優れた質の高いLED照明を実現。長時間に亘る読
書や目視検査作業等、見え方を重視される方には最高の逸品です。

販売あり
http://www.kurikou.co.jp

ブース
番　号 H-019

株式会社協立技術工業洗浄と錆対策の事なら何でもご相談ください
出展内容 液化炭酸ガス方式ドライアイス洗浄装置/ポールキーパー(さびキ

ラートリオ)

特徴 画期的な液化炭酸ガス方式によるドライアイス洗浄装置。被膜/電気防食機能により金属構造物の錆発生を抑制するポールキー
パー(さびキラートリオ)をご提案致します。

http://www.kyoritsu-gk.co.jp

ブース
番　号 H-020

トキワ印刷株式会社古紙を有効利用した発泡製品
出展内容 板状緩衝材(断熱材)・まゆ玉状緩衝材・保冷ボックス(内材)

特徴 自社印刷工場で発生する葉書用紙の端材を再利用した環境配慮型の発泡製品。緩衝材・断熱材として幅広く活用。特に断熱材とし
て、冷凍品及び医薬品等の輸送用保冷箱として数多く採用されている。

http://www.tokiwainsatsu.co.jp/

ブース
番　号 H-021

星野工業国産材を使用したこだわりの逸品
出展内容 安心・安全の国産の木製キッチン・バス用品

特徴 国産材を使用し、国内で職人が製造しています。国産材は環境にやさしく、職人はこだわりを持ち、お客様に満足していただける商
品作りを目指しています。

販売あり
http://www.hoshino-kogyo.co.jp

ブース
番　号 H-022

しんにほんものづくり次世代の製造メーカー
出展内容 夜間非常誘導灯ペットボトルリユースグッズキッズデザインツール

特徴 製造業とクリエーターのコラボ眠っていたアイデアの再発掘とモジュール化商品開発から試作・量産までコーディネート
販売あり

http://www.pecker-seiko.com/

ブース
番　号 H-023

カナイワ　地下水利用　1つにまとめて　もっとエコ
出展内容 地下水利用設備による、エコロジーそしてエコノミーなシステムの

ご提案

特徴 イニシャルコスト・ランニングコストが安く、投資回収が早く、事前コンサルティングから施工・メンテナンスまでトータルなサービスの
ご提供、そして省エネルギーに努めて企業イメージがアップ。

http://www.kanaiwa.co.jp

ブース
番　号 H-024
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オキシーグループ当社は「水」の専門店です。
出展内容 私たちはいかに貴重な「水」を無駄に使用しているか、デモ機で確

認できます。

特徴 この節水システムは、施設全体の削減を初期投資無しで実現致します。事前に年間の削減可能金額を御提示し、節水工事後の節
水保障も致します。さらに1年後に検証し確実なシステムと致します。

http://www.oxy-i.com

ブース
番　号 H-025

(株)ローザ特殊化粧料　エコ化粧品地元特産のナチュラルエコ化粧品　羽村市編
出展内容 羽村市のチューリップ花エキスを配合したふじさん石鹸。他にも檜

原村の檜を使用した化粧品等を展示

特徴 羽村市のチューリップ祭後の花びらを自社抽出したエキスで、ふじさん石鹸を製造しました。また東京都名湧水57選のミネラル豊富
な諏訪神社からの湧水「昭島清泉水」も使用しております。

販売あり
http://www.rosa-sp-cosme.co.jp/

ブース
番　号 H-027

LCDのプロが選定した製品透き通るLCDと日用雑貨のご紹介
出展内容 1.透明LCDのデモ機の実演2.グループ会社で日用雑貨のご紹介

(販売致します)

特徴 1.透明LCDを用いてリアル(実製品)とデジタル(LCD)を融合させたデモ機のご紹介2.グループ会社「むさしの百花堂」でそば殻や
チューリップのエキスから作った洗顔石鹸の販売

販売あり
http://www.intgrl.co.jp

ブース
番　号 H-028

アートセラミックスコーポレーション　納豆菌を使ったバイオ商品
出展内容 納豆菌を使った消臭剤、カビ防止剤、水浄化剤の実演、販売、及

び、オリジナルタイルの展示。

特徴 自然界から培養した優れた納豆菌を使った商品です。トイレやお部屋の消臭、浴槽のカビ防止、洗濯物の消臭に効果のあるもので
す。安全で自然なものをご提供したいと言う思いのつまった商品です。

販売あり
http://www.artceramics.co.jp

ブース
番　号 H-029

リネンのお店Cadeau屋直輸入・直販売でリネン製品を特別価格販売
出展内容 麻のハンカチ、シーツやエプロン等、ベラルーシから直輸入した商

品を特別価格でご紹介いたします。

特徴 麻は丈夫な繊維で、ナイロンの1.3倍、綿の1.6倍、絹の1.5倍ほどの強さがあると言われています。汗などの水分をよく吸いながら、
速乾性が高く抗菌作用もある為、衛生的だと言われています。

販売あり
http://cadeauya.nbr.jp

ブース
番　号 H-030

エコ　コスモス　商品コスモス工業の自信のエコ商品の数々!
出展内容 各種、エコ製品のサンプルの展示ならびにパンフレットを設置して

います。

特徴 エココスモストイレットは、段ボール製で軽量、簡単な組立て方式で再利用が出来ます。収納スペースをとらないから持ち運びも便
利。凝固剤も付いているので水が不要で衛生的なトイレットです。

http://www.kosumosu.jp

ブース
番　号 H-031

土と水を守る　大起理化工業世界初の特許技術 羽の無い撹拌装置を展示
出展内容 世界初の特許技術「羽の無い撹拌装置」を展示いたします。

特徴 1941年の創業から73年「土と水を守る」を経営理念に掲げ、学術研究用を主に土と水に関連する計測機器を開発しています。2014
年第3回渋沢栄一ビジネス大賞テクノロジー部門「特別賞」受賞

https://www.daiki.co.jp

ブース
番　号 H-032

阿津坂商事杉木口で室内環境改善
出展内容 1:杉木口を使用した小物家具2:バーミキュライトを主材にした新素

材バスマット

特徴 杉木口スリット材で室内空気を浄化し、湿度を調整又免疫力アップ、集中&リラックス、心と体の安定をはかり暮らしを変える水の吸
収力抜群の快適サラサラバスマットです

販売あり
http://www.atsusaka.com/

ブース
番　号 H-033

栄工機・流機エンジ・ノーユー社水は企業の命
出展内容 水処理フィルターの展示。弊社機械の紹介。ミスト噴霧器の実演。

特徴 製紙古紙のリサイクルの技術集団!大切な水のリサイクルの技術集団!我々はお客様の笑顔のために尽力します。

ブース
番　号 H-034

水は企業の命”見直そう”中空糸比50倍のCP実現!濁水浄化装置
出展内容 ナノファイバー膜を採用した画期的な水再生処理装置

特徴 中空糸比50倍のコストパフォーマンスを実現した精密濾過装置。0.1μ mの高精度で目詰まりせず連続運転により水資源を有効活
用できます。東京都開発助成品です。

http://www.ryuki.com/

ブース
番　号 H-036

センチュリー日本という国の、安全の見張り番になりたい
出展内容 気象庁緊急地震速報発報端末、非常用電源装置

特徴 地震リスクと切っても切り離せない日本において、事前事後、ハード面ソフト面を踏まえた複合的な対策が必須であり、その一助と
なるべく地震速報、急時の電源確保のための蓄電池をご案内致します。

販売あり
http://www.century.co.jp/

ブース
番　号 H-037
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光南溶工高品質・低価格・短工期の太陽光架台
出展内容 架台サンプルの展示、およびパンフレットを設置いたします。

特徴 プレミアムSUSソーラーシステムにより、安全・長持ち・低価格な架台の施工を行っております。

http://www.sus-solar-kadai.jp/

ブース
番　号 H-038

ROOTS販売サイト中古車&中古パーツ世界を繋げる販売サイト
出展内容 日本の中古車と中古パーツの買取と販売を行っています。発展途

上国への輸出がメインです。

特徴 日本の中古車と中古パーツは世界中の発展途上国から必要とされています。ルーツの販売サイトは日本のサプライヤーと海外の
バイヤーの皆さんをダイレクトにつなげるビジネスを実現しています。

http://roots-hd.jp

ブース
番　号 H-039

ボイラー燃料添加剤エコマックスエコマックスでボイラーの燃料費を削減
出展内容 燃料添加剤エコマックス重油・灯油用各18L,4L軽油用18L,4Lガソリ

ン用18L,4L

特徴 加工した石油原料と加工した石油ケミカルを強力にイオン化させたものを混合し定着させたものがエコマックスです。設備投資なし
で重油・灯油ボイラーの燃料費を10%～20%削減可能です。

http://nikkousya.co.jp

ブース
番　号 H-040

(株)ワイアンドケイ企画電気不要!CO2を排出しない水撃ポンプ
出展内容 水撃ポンプのミニュチュア模型、動画、パネル、パンフレット等を使

い事業目的を説明する。

特徴 水撃ポンプは、ウオーターハンマーを利用した揚水ポンプが原点である。この揚水時に発生する瞬撃圧を利用して細胞膜等を破壊
するシステムが、今回紹介する濫藻類(アオコ)処理システム等である。

http://yandk.co.jp/

ブース
番　号 H-041

エヌケー製作所テレコントロール操作
出展内容 安全、安心なテレコントロール操作草刈り機

特徴 作業者が危険な斜面、高所等に居なくとも操作可能とし、また高速な回転歯の仕様でなく低速で動作するチェーンソータイプとし、草
刈り歯の動作により物体が飛翔しない構造となっています。

http://engi.nk-g.co.jp/

ブース
番　号 H-042

ウム・ヴェルトその場で計量!あんしんECO便
出展内容 食品リサイクルを始め産業廃棄物の収集運搬処分費の大幅削減

を提案しています。

特徴 食品リサイクルと蛍光灯処分に特徴を持つ優良認定廃棄物処分業者です。web上で「食品リサイクル.jp」と「廃棄物買取.jp」も運営し
ています。

http://www.um-welt.co.jp/

ブース
番　号 H-043

トミタのクイックONE工法工法の説明。不安やご相談でもお気軽に。
出展内容 アスベスト対策工法を資料や動画にてご説明します。

特徴 調査から工事、処理までを一貫してご提供する弊社サービスをご説明致します。アスベストに関する不安やご相談は、当日ブースに
てお答えしますのでお気軽にどうぞお越しください。

http://www.tomitagumi.com

ブース
番　号 H-044

脱臭装置「e・シューター」「e・シューター」
出展内容 弊社開発品である脱臭装置「e・シューター」を紹介し、その脱臭力

をデモンストレーションする。

特徴 「e・シューター」は脱臭と共に空気中の細菌も殺菌します。最大の特徴はフィルターレスです。残留汚染物質ゼロのクリーンで安全
な脱臭、殺菌を実現しました。原料は空気です。

http://eikichi.p-kit.com/

ブース
番　号 H-045

除菌・消臭のバイオフェイス環境に応じたオーダーメイド型の除菌消臭剤
出展内容 各種製品サンプルの展示ならびにパンフレットを設置しています。

お気軽にお立ち寄りください。

特徴 施設や店舗、工場など様々な環境に応じた最適な除菌・消臭剤を提供。お客様ごとに異なるニーズに対応するオーダーメイド方式
を採用。大手製薬会社をはじめ、OEM・PB製品供給の実績も豊富。

http://www.bio-face.co.jp

ブース
番　号 H-046


