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タオルのフルーツ名入れタオルがなんと100円!
出展内容 名入れタオル等の販促品サンプルを展示致します。また、今治ブラ

ンドタオルの展示即売致します。

特徴 名入れタオルは企業名をタオルと熨斗紙に印刷し、PP袋に入れたフルセットの状態でお届け致します。1本100円(税抜)で120本より
承ります。

販売あり
http://www.towel-fruits.com

ブース
番　号 E-001

エミュール★入浴剤&シャワー泡の入浴剤とマイクロバブルシャワーヘッド
出展内容 今、注目のマイクロバブルシャワーヘッドと、天然ミネラル入浴剤の

実演・販売を行っています。

特徴 タレント多数愛用のミネラル入浴剤は、角質ケアと保湿ができる優れもの。マイクロバブルシャワーヘッドは美肌&美髪を実感できま
す。エミュールから癒しのバスタイムをご提案します。

販売あり
http://www.emur.co.jp/

ブース
番　号 E-002

宇和島　真珠会館宇和島真珠加工直売店です。
出展内容 高品質の真珠製品を産地価格で提供いたします。オリジナル商品

を数多く取り揃えております。

特徴 日本一の生産高の愛媛宇和島真珠を加工直売するメーカーです。高品質でお求め安いお値段、新しいデザインの開発に取り組ん
でおります。

販売あり
http://shinjukaikan.com/

ブース
番　号 E-003

聖新陶芸　　CASスピーカー世界発。陶器スピーカー長年の研究成果
出展内容 陶磁器の素材を用いた　オーディオスピーカーシステム

特徴 陶器素材が音響スピーカーに優れていて音質が正確に再生出来る、曲面を多用していてオブジェとしてリビングにも最適。
販売あり

http://CASS.ne.jp

ブース
番　号 E-004

カタログ通販卸、WEB販売のウイング飾る楽しみ思い出を残す喜びで人々を笑顔に
出展内容 親会社『額縁、アルバムメーカー　株式会社万丈』の商品を中心に

人気アイテムをご紹介します。

特徴 OEMや、名入れ商品などの受託も可能。数多くのアイテムから、オリジナルのプレゼント、ノベルティ、記念品などもご提案致しま
す。

http://www.wing-vj.jp/index.html

ブース
番　号 E-005

神谷商事有限会社少子化の時代、先祖供養は納骨壇で
出展内容 木製納骨壇木製位牌壇

特徴 木製ならではの利点を生かした木製の納骨壇です。高級感に溢れ、温かみがあります。伝統の技が生きており、心の安らぎを与え
てくれます。

http://noukotsudan.com

ブース
番　号 E-006

シービージャパン暮らしを豊かにする生活用品をお届け
出展内容 話題の調理家電や、テーブルを彩るキッチンウェア、家庭用品をご

紹介します。

特徴 便利でおしゃれな家庭用品をご提案します。ありそうでなかった機能で暮らしに便利を、快適を、楽しみをご提供いたします。

http://www.cb-j.com

ブース
番　号 E-008

日本レミコ押し花学院押し花を超えた押し花「花に命を与える技」
出展内容 押し花作品の体験及び販売を行います。

特徴 着色をしない自然な色合いの押し花を使い、デザイン性豊かな表現法(写実・デザイン・花模様・創作・花びら絵・造景等)を施した押
し花額と小物など押し花をアレンジしてお楽しみいただけます。

販売あり
http://www.remiko.co.jp/

ブース
番　号 E-009

株式会社サンライズバラエティ豊かなぬいぐるみを展開してます
出展内容 ぬいぐるみ物販

特徴 大手玩具メーカーの縫製品を主としたOEM生産を軸にオリジナル商品の開発・販売。
販売あり

http://sunrise-co.jp

ブース
番　号 E-010

ニオイ対策ふたみ商会消臭剤のトップ・ブランド
出展内容 テレビ通販で話題の消臭剤が勢揃い。驚きの効果を体験してくださ

い。

特徴 加齢臭を消せるのはこれ!無香料ですので周囲に不快感を与える心配がありません。スメル・ハラスメントの時代に必要とされる商
品です。

販売あり
http://www.kareisyu.jp/

ブース
番　号 E-011

あすめし会新しい形の企業連携から新たな価値創造が。
出展内容 エボナイト万年筆　お掃除スリッパ超低床自転車　消音機能付き熊

よけベル特殊金属銘板　他多数

特徴 「明日の飯のタネを創る」を目標に、荒川区の事業承継を果たした若手経営者が連携し、定期的勉強会、交流会、展示会出展を重
ね、経営力向上、情報発信で新たな価値の創造を図るプロジェクトチーム。

販売あり
http://www.asumeshikai.com/

ブース
番　号 E-012
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ホリコシ日本の新しい伝統工芸、「ガラス漆」。
出展内容 ガラス漆食器の展示とカタログを設置しています。

特徴 古来より伝わる日本の伝統工芸「漆塗り」を、とても難しいとされてきた、西洋伝来のガラス食器に施すことに成功した逸品です。
販売あり

http://www.horikoshi.ecweb.jp

ブース
番　号 E-014

(有)ナンワあれば便利と思う物を商品化いたします。
出展内容 特殊セラミックスシートの現物及びサンプルその他

特徴 在宅介護などで部屋の臭いにお困りの方々に朗報。介護臭(アンモニアガス)を2時間で97.8%分解(富山県工業技術センター検証
値)。介護独特の臭いを脱臭する優れものです。

販売あり
http://www.nanwa.biz

ブース
番　号 E-015

ニチネン飲み口爽やかナチュラルミネラルウォーター
出展内容 ミネラルウォーターの販売を行っています。

特徴 平成の名水百選『尾瀬の郷片品湧水群』から採取した天然水です。豊かな自然の恵みをご賞味ください。

http://www.nitinen.co.jp

ブース
番　号 E-016

株式会社イガラシ膨らまし式ビニール用品の事なら何でも
出展内容 膨らましビニール玩具/装飾品の出展。OEM製造のお話しも承りま

す。

特徴 創業以来40年に亘りビニール製ビーチレジャーグッズ(ウキワなど)や同じくビニール製の提灯などを作って参りました。オリジナル製
品の製造も承っております。

http://igarashi-ltd.co.jp

ブース
番　号 E-017

山本農場植物の力でつるっつるのお肌に!
出展内容 こんにゃくが素材の洗顔用品『和の力』シリーズこんにゃくスポン

ジ・石けん・洗顔フォーム

特徴 こんにゃくスポンジは水分を含むと膨らみ、すっごく柔らかなスポンジになります。とっても心地良く、お肌に優しく毛穴の汚れを洗い
落とします。こんにゃくは国産を使用しています。

http://www.yamafarm.com

ブース
番　号 E-018

倉敷　大島屋い草製文具・ニトリルゴムマット
出展内容 一味違った「おしゃれ」ない草文具と、ニトリルゴム製の水や油汚れ

に強いやわらかマット。

特徴 日本の伝統的な敷物「畳」を使ったい草文具と、発泡ニトリルゴムは耐油性に優れ、衛生的で冷気、暖気を遮断し衝撃も吸収する
マットです。

http://www.ooshima-ya.com/

ブース
番　号 E-019

東京丸惣　UVION米国特許日本初の安心便利な自動開閉折傘
出展内容 日本初新型自動開閉折傘の紹介。自動開閉折傘の新市場規模想

定年間3000万本。

特徴 ボタンで傘の開閉だけだったものを、新型は中棒が半分縮む作用で、持ち歩きや、車の乗降が楽になる。国内及び海外で実用新案
と米国特許取得した安全機構技術で、誤作用による危険性を少なくした。

販売あり
http://www.tokyo-maruso.com

ブース
番　号 E-020

ライフテーストアイデア家庭用品・ペットメモリアルグッズ
出展内容 浴室の鏡のウロコ(汚れ)落とし、アイデア雑貨、ペット用の段ボー

ル製棺や墓石、

特徴 【ペットメモリアルグッズ】ご家族の手でペットのお見送りを。段ボール製組立式棺や、自社で作成するオーダー墓石等。【鏡のウロコ
落とし】業務用研磨パット使用。家庭用・プロ仕様等各種。

販売あり
http://lifetaste.co.jp

ブース
番　号 E-021

FAIRY BUBBLEマイクロバブルや炭酸泉を利用した美容機器
出展内容 マイクロバブル、炭酸泉発生技術を使った、最新の美容機器を展

示、販売しております。

特徴 設計開発から製造まで全て自社にて行っております。お客様の要望にも即座に対応し、満足いただける商品を提供しています。

販売あり
http://www.fairybubble.com/

ブース
番　号 E-022

サインクリエイト会話が出来て映像が送れるスーパー防犯灯!
出展内容 「日本初」太陽光発電による独立電源のスーパー防犯灯で、次元

の違う安心・安全を提供します。

特徴 一般電源を必要としない独立電源なので、山間地のような電気の引き込みが困難で暗くて危険な通学路等にも設置が可能です。犯
罪抑止力の向上と防災対策の強化に次元の違う威力を発揮します。

http://www.sign-create.jp

ブース
番　号 E-024

ミマスクリーンケアドイツ生まれの環境に優しい洗剤です。
出展内容 食器用洗剤、洗濯用洗剤、トイレ用洗剤、お風呂用洗剤、パイプク

リーナー

特徴 ドイツの技術で製造した洗剤です。生分解促進剤により、使用後の排水が配管もキレイにしていきます。人にも環境にも優しい設計
で安心してご利用できます。

http://www.mimasu-cc.co.jp/

ブース
番　号 E-025
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鳥越樹脂工業自社で開発しました遊び心+生活雑貨です。
出展内容 泡だて器、ちゃもじ、ゴミ箱、コップ等、生活雑貨を中心とした自社

で開発したアイデア商品です。

特徴 自動車部品のOEM成形メーカーとして試作から小ロット量産まで幅広く対応できます。また成形技術を応用し、生活雑貨などの自社
PB商品の開発から量産まで一貫しています。

http://www.torigoejyushi.co.jp

ブース
番　号 E-026

フォーエバー業界初!軽くて錆びないダイアチタン包丁
出展内容 チタン・セラミック包丁各種調理器具

特徴 高い耐磨耗性を持つ錆びないチタン合金包丁は長切れ性抜群。　抗菌作用・軽量・非アレルギー性などの特徴を持っております。
販売あり

http://forever-k.com/

ブース
番　号 E-027

おきなわ循環生活沖縄だからこそ開発できる商品
出展内容 開発した製品展示およびパンフレットを設置しております。

特徴 沖縄県北大東島の未利用資源を活用した製品の開発。

http://www.okinawa-junkan.jp

ブース
番　号 E-028

水耕栽培器Green Farmシリーズコンセプトは「リビングに畑を置こう」
出展内容 今話題の家庭用水耕栽培器の「Green Farm」シリーズの商品紹介

の実施。

特徴 ミニトマトも出来る大容量のGreenFarmTRI-TOWER家族みんなで楽しめるGreenFarmインテリア感覚のGreenFarmCube20種類以上
を家で簡単に育てられます

http://www.uing.u-tc.co.jp/index.html

ブース
番　号 E-029

レイヴィーナチュラリー日本にはない海外商品を発掘そして開発
出展内容 レイヴィーブランド商品<ボディシャンプー・入浴料>　飲料水<高濃

度酸素水オキシゲナイザー>　

特徴 レイヴィーナチュラリーボディシャンプーは150万本突破のヒット商品、新しく入浴料、リッチバージョンのボディシャンプーがデ
ビュー。　オキシゲナイザーは8年続いているロングセラーの酸素水

販売あり
http://www.axisjpn.co.jp

ブース
番　号 E-030

軽キャンピングカーOKワゴンこだわりの家具と電装の軽キャンピングカー
出展内容 家具産地・大川の木工技術を使った軽キャンは独自開発のソー

ラー充電により災害時も活躍します

特徴 OKワゴンは、日常生活では普通に4名乗りの軽自動車、休日にはキャンピングカー、そして災害時も活躍します。全国に200台以上
の実績のある人気のOKワゴンをこの機会にご覧下さい。

http://www.tosuken.com/

ブース
番　号 E-031

SUWA PREMIUM諏訪地域ブランドのセレクトショップ
出展内容 時計、オルゴール、光学機器などの精密工業製品から金属加工、

木工製品や革製品など工芸品

特徴 諏訪地域の優れた技術を有する企業が作るこだわりの商品を展示販売しています。人の心に響く「機能」と「デザイン」が融合した商
品が、豊かな新しいライフスタイルを提案します。

販売あり
http://www.garasunosato.com

ブース
番　号 E-034

ベッド、カホン、木製品、友澤木工ベッドをはじめ各種木製品ならお任せ下さい
出展内容 主力商品であるベッドとマットレス、打楽器カホンを中心に企業の

アピールをしています!

特徴 創業52年、現代住空間では必要不可欠なベッドを中心に、打楽器カホンや各種木製品を企画製造販売しています。ドラムセットの
ような音色が楽しめる不思議な打楽器カホンをどうぞお試しください。

http://www.tomozawa.co.jp

ブース
番　号 E-035

斉藤製作所お腹・腰に優しいストレッチベルト
出展内容 東京ストレッチベルト

特徴 【東京ストレッチベルト】・金属部分が伸び縮みする新しいデザイン。・世界に一つのユニークな製品ベルト(最新商品)・お腹・腰に優
しいストレッチベルト【洋装雑貨物】・メガネクリップ

販売あり

ブース
番　号 E-036

金型技術を用いた新発想の商品新感触の耳かきや舌ブラシ、魔法の爪削り
出展内容 新感触耳かき「みみごこち」シリーズ、鍵付き舌ブラシシリーズ、削

りかすが出ない「魔法の爪削り」

特徴 痛くなくてよく取れて気持ちいい、新感触「みみごこち」シリーズ・鍵付きブラシで汚れをしっかり掻き取る舌ブラシシリーズ・削りかす
が出ず、1本でキレイに仕上がる、新商品の「魔法の爪削り」

販売あり
http://www.matsumoto-kanagata.net

ブース
番　号 E-037

ジーピー子供や大人も楽しめるバラエティゲーム商品
出展内容 お土産にも最適なトラベルゲームやボードゲーム、本格カジノ商品

などのゲーム商品を展示販売。

特徴 ご当地キャラとタイアップ!お土産にも最適なトラベルゲーム、他ボードゲームや本格カジノ商品など製造販売。アナログゲームは会
話が弾む!絆が深まる!と震災後再評価され急速に市場が拡大中です。

販売あり
http://www.gp-inc.jp/

ブース
番　号 E-038
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コスメティック・アイーダ人気化粧品を特別価格で
出展内容 人気のヘアケア商品やベースメイク等、化粧品のお試し、販売を

フェア特別価格で行います。　　　

特徴 美容室で販売されている高機能のトリートメントや白髪ケア等のヘアケア製品やベースメイク品等、一般では購入しにくい商品が、
その場で試して、フェア特別価格で購入できます。

販売あり
http://www.cosmetic-aida.jp

ブース
番　号 E-039

オンライン英会話BEO世界と戦う企業にビジネス英語を!
出展内容 企業向けビジネス英語研修の紹介。無料体験ブースの設置。レッ

スンチケットの即売。

特徴 無料アプリ「Skype」を活用したオンライン英会話サービスです。原則的にマンツーマンで行っていますが、児童教育の現場ではグ
ループレッスンも実施しています。顧客の8割が法人です。

販売あり
http://brent.jp

ブース
番　号 E-040

17バイシクル自転車修理の近代化ツールの開発製造
出展内容 整備リフトを中心に立位姿勢での整備環境を提供します。

特徴 立位の整備環境は作業の効率化・作業員の疲労軽減・スマートなサービスを実現します。
販売あり

http://www.17bicycle.com

ブース
番　号 E-041

防犯防災　TSSP.JP人気の防災グッズを厳選展示!
出展内容 自社商品、非常・屋外用トイレ　レティットをはじめとして、様々な防

災用品を展示いたします。

特徴 防災用品の専門商社として培ったノウハウ、実績をもとに防災対策全般おまかせください。ぜひ、弊社ブースへお立ち寄りください。
防災カタログ、サンプルの無料配布もいたします!

販売あり
http://www.tssp.jp

ブース
番　号 E-042

辻本プラスチック工業SG認定で安心・安全　日本製ゆたんぽ
出展内容 湯たんぽを中心としたプラスチック製品の展示をしています。

特徴 0.6Lから3.0Lまでの既製サイズ5種類と、豊富な色展開。40年以上の歴史で培ったノウハウで、安心・安全な湯たんぽをお届けしま
す。

http://www.tpk.co.jp/

ブース
番　号 E-043

株式会社あおい通商ノベルティのご提案・生活雑貨の卸値販売
出展内容 生活雑貨・ノベルティグッズのサンプルの展示およびカタログを配

布しております

特徴 多くの商品を提携工場にて製造し中間マージンを少なくし安価にて商品をご提供させていただきます。　小ロットでの対応もご相談く
ださい。インターネットショップなどでの販売にも最適です。

http://aoi-t.jp

ブース
番　号 E-044

アルファコーポレーション京都のきもの職人と傘とのマッチング
出展内容 人形型ケース入り晴雨兼用折傘『ORIHIME』。強風に5倍強い新型

傘。

特徴 京都のきもの職人がデザインした、可愛い人形から折たたみ傘が出てきます。この意外性とカワイらしさが人気です。

販売あり
http://www.kasa.jp

ブース
番　号 E-045

角利産業万一の災害時に役立つ防災用品
出展内容 避難用持出袋　非常時用簡易トイレ　非常用食料品　災害救助工

具

特徴 災害がいつ自分の身にふりかかるかは誰もわかりません。いざという時の為に必要な物を準備していただく為、様々な場面を想定
した防災用品をご提案致します。

販売あり
http://www.kakuri.co.jp

ブース
番　号 E-046

三浦園芸かんたん・きれい
出展内容 ハイドロカルチャー仕様(水耕栽培)で生産した観葉植物の展示

特徴 ハイドロカルチャーとは、土を使わず水だけで管理可能な植物の栽培方法です。衛生的で管理も易しく、どなたでも室内に観葉植物
を導入することができます。

販売あり
http://www.miuraengei.com/

ブース
番　号 E-047

株式会社　川崎合成樹脂樹脂成型のことならお任せください!
出展内容 家庭調理器小物や赤ちゃん育児用品を展示しております。

特徴 小物から大型商品まで数多くの適合成形機でニーズに合った商品創りができます。また社内組立・超音波溶着・物流まで一貫した
管理運営を行っています。

http://kawasaki-plastics.jp

ブース
番　号 E-048

ナイスベビー(ベビーリース)ベビー用品は買うの?借りるの?賢く選択
出展内容 ベビーベッド、ベビー用品レンタルカタログの配布

特徴 お母さんのお世話を第一に考えたベビーベッド。日本最大級のベビー用品専門レンタル屋さんです。

http://www.nicebaby.co.jp/

ブース
番　号 E-049
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ヨシノトレーディングレコード聴くならいい音で♪
出展内容 イギリス、ドイツ、イタリアのハイエンドオーディオ機器でアナログ演

奏します。

特徴 真空管アンプやアナログプレーヤー等最新オーディオ機器で、名盤から高音質新譜・復刻重量盤まで、魂を揺さぶる快音サウンドを
お楽しみ頂けます。CDや配信からは得難い音の熱さを感じてください。

http://www.yoshinotrading.com/

ブース
番　号 E-050

簡素と実用性を目指した開発発明展等で優秀賞受賞した製品の製造販売
出展内容 「スワンタッチしおり」　読書用自動しおり。「うすけずり」安全・きれ

い

特徴 「スワンタッチ」自動的に次ページに移動する「しおり」印刷をし販促品として活用できる。「うすけずり」安全・きれい・簡単な爪処理機

販売あり

ブース
番　号 E-051

飛騨産業キツツキ森の研究所圧縮成形・抽出により木材の可能性が広がる
出展内容 圧縮成形した木材と、高圧水蒸気処理圧搾抽出によって抽出した

樹液

特徴 圧縮成形することによって木材を硬質化したり、柔軟性を持たすことによって三次元成形が可能になった。また高圧水蒸気処理にて
抽出することで短時間で効率よく樹液が抽出可能となりました

http://kitutuki.co.jp

ブース
番　号 E-052

高機能ロールスクリーン MIERU夜間も使用できる高機能ロールスクリーン
出展内容 レーザーカット技術と熱圧着技術を融合させて制作する「高機能

ロールスクリーン」を展示します

特徴 企業ロゴや店舗のロゴをレーザーカット技術で加工し、1台からでも制作することが可能です。昼間は自然光を取り入れ、夜間は室
内照明効果を利用して店舗の内外を演出することが出来ます。

http://www.sinkosewing.co.jp

ブース
番　号 E-053

亀の子束子西尾商店創業1907年たわしの元祖亀の子束子
出展内容 亀の子束子ならびにたわし関連商品

特徴 「亀の子束子が日本のたわし」100年以上愛される亀の子束子は今も職人の手で作り続けられています。毛切れせずに長く使って
頂ける高品質なたわしを是非お試しください。

http://www.kamenoko-tawashi.co.jp

ブース
番　号 E-054

足立ブランド　ヨシオ反射材・防犯ブザー・静電気除去製品
出展内容 反射材製品・防犯ブザー・静電気除去製品の販売

特徴 夜間車のライトを反射して光ってドライバーに知らせる反射材は交通事故防止に役立ちます。測定距離1mで100dB/4khzの音量を
持つ防犯ブザー防水試験IPX5適合品です。

販売あり
http://www.yoshio.net

ブース
番　号 E-055


