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原町サイン大型出力で全国のお客様をサポートします。
出展内容 看板製作用大型インクジェット出力サンプルと付帯商材であるアル

ミフレーム、切り文字サンプル

特徴 大型インクジェット機器の保有台数が数多く、また、本社工場、東京工場、名古屋工場等生産拠点を設けお客様に迅速に対応でき
る。

http://www.hm-sign.com/

ブース
番　号 G-001

マスキングテープの「ROUND TOP」自社商品「ROUND TOP」です
出展内容 マスキングテープ、フレークシール、ロールフセン、ダイカットシー

ル、ウォールステッカー

特徴 独自に開発したマスキングテープは、型抜きを施す事により(製法特許出願中)楽しい商品となりました。「ROUND TOP」商品はすべ
てデザイナーとのコラボレーションで出来上がりました

販売あり
http://www.roundtop.jp

ブース
番　号 G-003

メモリード東京冠婚葬祭サービス他、団体契約や保険もOK
出展内容 各企業様の福利厚生としての冠婚葬祭サービス契約や社葬の取

り扱い、少額短期保険等の案内

特徴 福利厚生の一環として企業様との団体契約案内を中心に行います。その他、少額短期保険の代理店についても案内します。

http://www.tokyo-memolead.co.jp/

ブース
番　号 G-004

東京名刺センター(AOS)『年80万箱以上』の
出展内容 企業名刺:WEB発注システムと様々な印刷対応カレンダー:『世界に

一つのだけ』のプレミア仕様

特徴 名刺印刷は、WEBで業務効率化、短納期・大量注文にも対応。圧倒的な生産体制で安心保証。「画像」に個人名や企業名を埋め込
んだ「特別なカレンダー」で、VIPへの販促品にピッタリ!

http://www.aaos.co.jp/

ブース
番　号 G-005

カネヒラ印刷だけでない
出展内容 オリジナル切手・おもしろ雑貨を中心とした印刷にまつわる商品の

展示・販売を行っています。

特徴 創業65年　技術の町・大田区の印刷会社だからできることをカタチにした記念品、販促・物販・オンリーワン商品をご覧ください。一
部商品の販売も行っております。

販売あり
http://www.kanehira-p.net

ブース
番　号 G-006

ジーストリーム(動画制作)WEB戦略は動画で激変する!
出展内容 動画・WEBの制作実績と様々なシーンにおける導入実績をご覧い

ただけます。

特徴 動画には人が動く本能「ワクワク感」「安心感」を引き出す力があります。会社紹介・商品サービス紹介・採用・教育などに動画を導
入することで、あなたのビジネスは大きく前進します。

http://www.g-stream.net/

ブース
番　号 G-007

イーステージ「どんなことでも」、私たちのモットーです
出展内容 販促用グッズ、販売用グッズを展示しております。

特徴 ひとつひとつ手を抜かず、お客様のご要望に応え続けて、創り続けている会社です。「どんなことでも」、私たちのモットーを感じてく
ださい。

http://www.eastage.co.jp/

ブース
番　号 G-008

エイトレントレンタルで地球にやさしい社会づくりに貢献
出展内容 当社の什器・備品レンタルサービスについて紹介を行います。

特徴 創業50年を越えるレンタル業界のパイオニア。商品保有数国内最大級で提案力・対応力・スピードに自信があります!

http://www.eightrent.co.jp/

ブース
番　号 G-009

特殊印刷の日洋工業高付加価値印刷をご提案させて頂きます
出展内容 合成樹脂への特殊印刷品及びデザインホットスタンプ各種サンプ

ル

特徴 豊富な技術に裏付けされた高付加価値印刷・デザインホットスタンプを、商品(製品)のデザイン・イメージUPにご提案させて頂きま
す。

http://www.nichiyo-kk.co.jp

ブース
番　号 G-010

株式会社大滝マット・モップはレンタルでいつでも清潔
出展内容 レンタルマット・モップ　　紙おしぼり

特徴 マット・モップを定期的に交換しいつでも清潔さを保ちます

http://www.e-ootaki.co.jp

ブース
番　号 G-011

光写真印刷環境に配慮した印刷物の制作に取組んでます
出展内容 各種印刷製品の展示・PR及びオリジナルカレンダーの展示・販売

特徴 読みやすく、わかりやすく、正しく伝えられる様、ユニバーサルデザインを用いて人に優しい印刷物を作ります。自然環境との共生・
共存の為、環境負荷軽減を目指し様々な取り組みを行なっています。

販売あり
http://www.hpd.co.jp

ブース
番　号 G-012
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シールラベルの臼井印刷(株)オリジナルリボン付シールを作りませんか
出展内容 リボン付きシール、スクラッチシール等のサンプル・販売。

特徴 シール印刷一筋90年。創業大正11年。世界ラベルコンテスト受賞の技術者がシール印刷でお困りのお客様のお悩み解決致します!
特許証を持つオリジナルリボン付きシールをご提案させて戴きます!

販売あり
http://www.usuiprint.co.jp

ブース
番　号 G-013

広仁社津波避難誘導路面標示の開発・製造
出展内容 神奈川県逗子市・藤沢市・真鶴町に設置した津波避難誘導路面標

示の展示を行います。

特徴 日本で初めて、車道に蓄光と反射のハイブリッドタイプの路面標示を設置いたしました。この蓄光は特殊な処理をしており、年数が
経っても光らなくなることはありません。

http://www.koujinsha.com

ブース
番　号 G-014

デジタル染色の堀江織物布の印刷とデジタルプリントが好きです
出展内容 のぼり旗や横断幕などの広告宣伝幕とデジタルインクジェット出力

を使ったオリジナルグッズの提案

特徴 愛知県一宮市でシルクスクリーン印刷でのぼり旗などの広告宣伝幕を印刷しています。最新デジタルインクジェット染色で作るオリ
ジナルグッズを小ロットから大量ロットまで適量生産しています。

http://www.horieorimono.co.jp

ブース
番　号 G-015

綜合舞台新型LED照明機材
出展内容 フランス製の新型LED照明機材、Colorful TIBO を出店

特徴 フランス製の新型LED照明機材は灯体を好きな色にでき、お店やファッションショー、ホテルの照明に最適です。

ブース
番　号 G-016

三洋紙業(株)あらゆるご要望にお応えしてまいります。
出展内容 印刷紙器関連製品全般

特徴 「美の創造」をキーワードに、POP・パッケージ・紙器の開発・創出と、常にユーザーのニーズに的確かつスピーディーに対応できる
製品を、提供できるよう努めております。

http://www.sanyoshigyo.com

ブース
番　号 G-017

産業用銘板一筋60年三鷹製版医療機器部品等高品質高要求実績有、応相談
出展内容 金属や機能性樹脂フィルムに対する印刷加工品のイメージサンプ

ル展示

特徴 版下作成～製版～印刷～加工迄の自社一貫生産によるトータルメリットを創出致します。医療機器部品製造で培った高品質・高難
度要求対応力にてお客様の何とかしてを小ロットから応相談致します。

http://www.mitaka-seihan.co.jp

ブース
番　号 G-018

フクダサインボード必要に応じてその場で組み替え
出展内容 省電力・長寿命の次世代LEDサインシステム各種類の文字を展示

しています。

特徴 LED内蔵の文字「リーズンサイン」は配線不要。フックを引っ掛けるだけなので、簡単に文字を追加したり、必要に応じてその場で組
み替えが可能なサインです。

http://www.fukuda-sign.net/

ブース
番　号 G-019

ホームページ制作ジャムハウスHPを優秀な社員にして次の稼ぎを作ります
出展内容 ホームページを優秀な社員のようにするとこれからの稼ぎが生ま

れます。その事例・実績を紹介!

特徴 企業の9割がHPを活かしきれていないHPは企業の名刺ではなく、優秀な社員のように機能させ次の稼ぎの仕組みが作られます。
ジャムハウスは多くの実績・事例があります!

http://www.jam-house.jp/

ブース
番　号 G-020

中央東和レジスター販売(株)店頭PRに
出展内容 デジタルサイネージ、LED看板、各種レジスター及び周辺機器、顧

客管理システム等の実演、販売。

特徴 様々な店舗様の店頭でのアピールを促進します!映像で、LED看板で遠近関係なくアイキャッチすることも可能!看板からレジスター、
周辺機器までトータルプランニングができます!!

販売あり
http://chuo-towa.co.jp

ブース
番　号 G-021

自費出版の森ここまで簡単になったのか!自費出版!
出展内容 パソコンを使ってできる、究極の自費出版システムをご説明しま

す。

特徴 専用アプリ(無料)を使って、執筆～出版～販売～リアルブック発注までが一つになった、自費出版のオールインワンシステムです。
驚きの手軽さを体感して下さい。費用の安さにも驚きです。

http://www.mystorybook.jp

ブース
番　号 G-022

広告・映像制作　TVC広告・映像を科学のフィルターで最適化。
出展内容 クリエイティブやメディアを消費者の5感に響くよう、サイエンスを用

いて最適化する手法のご紹介。

特徴 産学連携による5感分析ツールを用いてターゲットと目的に応じた適切なクリエイティブとメディア、更に商品名や社内ツール、店舗
での商品陳列などの最適化を行ない、売上・集客のアップへ繋げます。

http://www.tvc.co.jp/

ブース
番　号 G-023
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DMの船場印刷貴社の郵便コストを削減いたします!
出展内容 DMソリューションサービス、特殊製本

特徴 郵便の大口割引を適用し、ワンストップサービスと共に印刷物流のコストダウンを提案いたします。

http://www.senba-p.co.jp/

ブース
番　号 G-024

「足止めツール」製作業「足を止める」はお任せください。
出展内容 バーチャルマネキン 、キュービックスクリーン、 T-CharaAR 

特徴 人が反応する要素として、「光るもの」「動くもの」「音がするもの」があげられます。この要素をバーチャルマネキン、キュービックスク
リーンは持っていますので、人の足を止める確率も高い。

http://www.tanakaprint.co.jp/

ブース
番　号 G-025

東京法規出版グループ東京法規出版グループでの出展です!
出展内容 健康・介護・防災・環境・消費者等の実用図書や健康グッズ、介護

ソフト、趣味のビーズなど。

特徴 全国自治体でご利用いただいている実用図書を企業様向けに。また、地域や社員様向けの健康づくりや安全安心を推進するため
のソフト機器体験、グループ会社の取扱商品を展示販売しています。

販売あり
http://www.tkhs.co.jp/

ブース
番　号 G-026

巨大ガチャガチャ　巨大ガラポンアイキャッチ抜群!!目立つ販促ツール
出展内容 巨大ガチャ、巨大ガラポン

特徴 2.5mの巨大ガチャや100mmのカプセルが出る巨大ガラポンをレンタル、販売、インパクトあるイベントならあミューズにお任せ下さ
い。

販売あり
http://www.a-muzu.com/

ブース
番　号 G-028

印傳のような凹凸のある紙印傳のような紙って?凹凸が気持ちいい紙
出展内容 特殊印刷加工技術を使って「印傳」や「皮革」のような見た目と手触

りの紙を製造しています。

特徴 特殊印刷加工技術で、文字やイラストが凹凸に盛り上がるオリジナルデザインでブックカバーやノート、箱などをOEM製造いたしま
す。小ロットから柔軟に対応します。お気軽にご相談ください。

販売あり
http://plus-orange.com

ブース
番　号 G-029

スバルグラフィック「伝えたい」を「伝わった!」へ
出展内容 ポスター・パンフレット・チラシ等の印刷物

特徴 通常の印刷物(油性)だけでなくハイブリッドUV印刷やオンデマンド印刷で生産したものの展示、また様々な加工物の見本もお見せし
ます。

http://www.subaru-g.co.jp

ブース
番　号 G-030

トレッド「AR」を利用したノベルティグッズ制作
出展内容 「AR=拡張現実」を利用した宣伝・広告の企画・立案及びグッズ制

作

特徴 自社ARアプリ「Mr.AR」を利用した、今までにないサービスをご提供致します。ARを使ったブランディングや商品の訴求、販売促進
ツールとして、お客様に合った御提案をさせて頂きます。

http://www.tread.co.jp

ブース
番　号 G-031

「ヒロシマ」発 千羽鶴再生紙活用商品ヒロシマブランド
出展内容 千羽鶴再生紙を活用した商品を紹介しています。

特徴 広島の平和記念公園内「原爆の子の像」に集まる千羽鶴を活用してできる再生紙を活用した各種商品です。「ヒロシマ」ブランドを世
界に発信させてください。

http://www.nakamotohonten.co.jp

ブース
番　号 G-032

首都圏総合広告代理店イーライフ首都圏を網羅する不動産広告のアドバイザー
出展内容 動画紹介　ポスター掲示　雑誌配布　パンフレット配布

特徴 東京・神奈川・千葉・埼玉で広域に活動している広告代理店

http://www.e-life.co.jp

ブース
番　号 G-033

集客UP!の広告制作業務内容をわかりやすく伝えてみませんか?
出展内容 パンフレット・カタログ・ホームページの作成。DM発送代行、各種手

作業の請負。

特徴 業務内容をわかりやすくお伝えするパンフレット・カタログ・ホームページを、ご要望に合せたオリジナルデザインにて作成いたしま
す。DM発送代行、各種手作業もお任せください。

http://tajima-d.com

ブース
番　号 G-034

TOYOCON GROUP3PLソリューションのご提案
出展内容 包装設計、倉庫管理システムから物流最適を目指した3PLサービ

スのご案内

特徴 包装設計・包装資材調達から入出庫・流通加工等の倉庫内業務、輸送までワンストップサービスのご提供。また、倉庫管理システ
ムによるトレーサビリティ、品質管理、作業改善等、物流管理体制の構築

http://www.toyocongroup.co.jp

ブース
番　号 G-035


