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株式会社　　三友他社にはない数多くの特徴を持つLED照明
出展内容 蛍光灯型LED照明　　　　電球型LED照明　　　ヘアースプリング

特徴 蛍光灯型LED照明　　　1、　国産であること(青森自社工場)　2、　ドーム型の素子使用(特許)3、65000時間の長寿命　　4、　5年保
障　　5、　違和感のない光の空間を実現

販売あり

ブース
番　号 L-001

関東冷熱工業電源一切不要!高性能保冷・保温BOX各種
出展内容 「KRクールBOX(S・L)シリーズ」各種展示・販売・実演、食品温蔵庫

「ホットウォーマー」他

特徴 「KRクールBOX-S」は、電源不要で驚異の長時間保冷性能!冷蔵試験にて40℃環境下で、8℃以下を約3日間キープ!保冷剤・氷・ド
ライアイスなどで、長時間の保冷が可能です。

販売あり
http://www.kantou-rk.co.jp

ブース
番　号 L-002

シフトアップ防災と環境、エコと美味しさ追求をテーマに
出展内容 防災製品と環境への取り組み、またエコをキーワードに美味しさを

追求した食品加工機を紹介します。

特徴 まったく新しい蓄光材成形品の紹介。有害物質を含まない防炎剤、不燃・準不燃木材の紹介。バイオディーゼル流通システムと製
品の展示。ベルトコンベア式の自動串焼き、食品用窒素封入機の紹介ほか。

販売あり
http://www.shiftup.co.jp

ブース
番　号 L-004

ニーニー技研産業真空成形品の洗面ミラーの製造・販売。
出展内容 真空成形による、住宅設備機器などのプラスチック成型品。

特徴 弊社は、真空成形を基軸とした特殊な金型・成形技術を有し、多種多様な住宅設備機器を開発・生産して参りました。そこで多くの
住宅設備メーカーに洗面ミラーキャビネットを提供している会社です。

http://ni-ni.jp

ブース
番　号 L-005

髙六商事株式会社合成樹脂の販売とコンパウンド樹脂の製造。
出展内容 導電性ICトレイ、自動車部品(バンパー・フロントグリル・マットガー

ド)炊飯ジャーとその樹脂

特徴 導電性ICトレイ樹脂:2013年4月特許取得。石炭灰を熱可塑性樹脂にコンパウンドした高導電性樹脂。自動車部品用樹脂:トヨタ自動
車の指定メ-カー。自動車メーカーに納入実績あり。

http://www.takaroku.co.jp

ブース
番　号 L-006

独立行政法人中小機構関東本部中小企業と地域振興を支援します!
出展内容 中小起業支援メニューのご紹介、窓口相談を行っています。

特徴 全国規模での唯一の中小企業総合支援機関です。販路拡大サポート、海外販路拡大などご支援します!

http://www.smrj.go.jp/kanto/index.html

ブース
番　号 L-007

伸光製作所樹脂切削加工でミクロの世界に挑戦!
出展内容 樹脂切削加工品の展示および加工技術の説明

特徴 常に心を新たに広い視野を持ち、50有余年に及ぶ長い経験から培ってきた技術力を駆使して、クオリティの高い製品を生み出しお
客様のニーズにお応えします。

http://www.shinkohss.com

ブース
番　号 L-008

パネルSHOPアイピーエスPOPパネルのことならおまかせください。
出展内容 パネル各種(スチレンボード)およびアルミフレームを出展いたしま

す。

特徴 写真、ポスターなどのパネル材料、主に発泡ポリスチレンボードとアルミフレームの販売。一般的なものからオリジナルのものまで
様々なニーズお応えいたします。

http://www.ips21.com

ブース
番　号 L-009

ブラシは何気なく生活を支えるブラシ!ブラシ!ブラシ!どんな?
出展内容 産業用途から一般用途まで幅広い分野で使用されるブラシ

特徴 創業100年を超える実績と共に積み重ねて来た技術がお客様の本当に必要とするブラシを提供いたします。日常生活、仕事場をブ
ラシで便利にする。

販売あり
http://www.mitake-brush.co.jp

ブース
番　号 L-010

シナジーテック分野にとらわれないLED応用製品
出展内容 卓上型植物栽培工場、各種LEDイルミネーションオブジェ

特徴 高品質の日亜化学工業製LEDを使用し、LEDの特徴を活かして分野にとらわれない様々な製品を提案しています

http://synergytec.sharepoint.com/Pages/defaul

ブース
番　号 L-011

樹脂・金属加工の東ベ化工プラスチック・金属の切削加工を得意です
出展内容 プラスチック・金属加工部品　プラスチック識別トレー　ウレタンスポ

ンジ識別トレー

特徴 東ベ化工は東ベグループ4社でモノづくりをしています。プラスチック・金属加工の試作から量産まで対応。小物から1500x2800サイ
ズまで対応。樹脂の接着・折り曲げ・溶接

http://www.tohbe.co.jp/

ブース
番　号 L-012
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NiKKi Fron樹脂、FRP等、素材の研究開発メーカー。
出展内容 「フッ素樹脂の成形・加工品」「自動車・産業機器用クラッチフェーシ

ング」「CFRP製品」

特徴 当社のフッ素樹脂製品は、長野県が誇る技術・製品として「NAGANOものづくりエクセレンス」に認定。素材成形から完成品まで一貫
生産体制を有する数少ないメーカーとして、柔軟な提案力が強み。

http://www.nikkifron.com

ブース
番　号 L-013

ニッコー化成株式会社釣りのワームを中心に商品を展示します。
出展内容 釣り用ワーム(擬似餌)、射出成形品、真空成形品など様々な商品

を出品します。

特徴 実釣実績のある渓流系から海、船、バスなどをターゲットとしたワーム(擬似餌)を中心に展示します。またエラストマーを中心に付加
価値をつけた原料等も展示します。

販売あり
http://www.nikko-kasei.com

ブース
番　号 L-014

コンクリート床改修、塗装工事下地処理から仕上げまで一貫施工致します
出展内容 塗装パネル、見本展示

特徴 実際の工事に即した塗装パネル、サンプルの展示水、油、熱、薬品使用工場、など様々なニーズにお応えします。一度ご相談下さ
い。

http://tanakataka.web.fc2.com/

ブース
番　号 L-015

プラスチック専門　切削加工1個から製作　削って作るプラスチック部品
出展内容 各種プラスチックの切削加工部品サンプルと、3Dプリンターで製作

した部品を展示します。

特徴 プラスチックの切削加工が専門で、1個からでも承ります。多様な要求にお応えするために、加工可能な材料、サイズ、形状の幅を
広げてきました。材料在庫も豊富で、短納期にもお応えできます。

http://www.sinano.com

ブース
番　号 L-016

東洋理工各種プラスチックへの表面処理加工
出展内容 プラスチックへの表面処理加工部品(MLT、白色3価Crめっき、パー

ルシルバーめっき)の展示

特徴 開発力や技術力を活かした生産体制と、開発・設計、金型製作からラインオフまでの一貫した生産体制で、常にニーズの先を行く製
品のご提供を致します。

http://www.toyoriko.co.jp

ブース
番　号 L-017

オリタニノロウイルス対策なら『ノロノット』
出展内容 アルコール・塩素不使用のバリア型除菌抗菌剤『ノロノット』の他

バックヤード用品のご提案

特徴 ノロウイルス対策にもってこいのバリア型除菌抗菌剤『ノロノット』やハンガーを整理する『ハンガー収納ラック』の展示　金属加工品・
縫製品のご相談をお受けいたします。

販売あり
http://www.oritani.net

ブース
番　号 L-018

二葉計器機能もコストもジャストフィット!
出展内容 デジタルタコグラフやドライブレコーダー等、旅客・貨物運送業向け

ソリューションでのデモ実機体験

特徴 ラクラク作業入力を実現するタッチパネル方式操作端末(オプション)の操作性や、リアルタイム運行管理を実現する音声アナウンス
など、ぜひ実機でご体験ください。

http://www.futabakeiki.co.jp/

ブース
番　号 L-019

共和工業株式会社　シリコンゴム成型シリコーンゴムの事ならおまかせください
出展内容 シリコーンゴムの微細成形品・メディカルパーツ・食品向けのシリ

コーンゴム成形品

特徴 金属や樹脂など異素材との2色成型・シリコーンゴム成型品への塗装・等独自技術で通常は不可能とされているシリコーンゴムの加
工技術が当社の強みです

http://www.kyowakg.com

ブース
番　号 L-020

アイエム工業製品の試作を丁寧かつ短納期で実現
出展内容 樹脂、金属の切削加工品とシリコンゴム型を用いた真空注型品の

展示をしております。

特徴 当社は試作モデル作りから部品一品まで、プラスチック、金属、ゴム製品などのモノ作りを実現致します。若い感性とベテランの経験
を生かした匠の技術で、加工に関する様々なニーズにお応えします。

http://www.aiem-tec.co.jp

ブース
番　号 L-021

金型から射出成形製造の高瀬金型スーパーエンプラに技術に対応
出展内容 半導体製造装置・医療機器部品のフッ素樹脂の電磁バルブ部品、

水廻り部品などの一部を展示

特徴 金型製造技術ベースに射出成形製造と小ロット試作品から汎用樹脂、PEEK、PEI、PES、フッ素樹脂といったスーパーエンプラまで
幅広い分野での対応をしております。

http://www.takasekanagata.co.jp

ブース
番　号 L-022
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新しい乾杯の演出「mas/mas」日本のデザインやものづくりを世界へ発信!
出展内容 「mas/mas(マスマス)」:アクリル升を使った日本ならではの乾杯の

形を提案

特徴 透明感が美しいアクリルでつくった升、「mas/mas(マスマス)」。シンプルで、日本の伝統柄をまとった升は、お酒を楽しみ、料理を盛
りつけ、小物入れとしても使えます。

販売あり
http://www.masmas-jp.com/

ブース
番　号 L-023

ビーンズ(靴の企画販売)トレンドの靴をバリュープライスで企画
出展内容 当社で今現在企画販売、企画中の靴、スニーカー、レインシューズ

等を展示しています。

特徴 靴の企画を300足から承ります。スニーカーは1000足レインシューズは600足からになります。当社ですでに生産している靴について
は、100足から承ります。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/amiami345/

ブース
番　号 L-024

(株)アートクリエイション光触媒人工植物「光の楽園」
出展内容 メーカーだから出来る多彩なアレンジやグリーン。カタログ外のお

試し商品を販売いたします。

特徴 約400種類のアレンジやグリーンで空間イメージを楽しんでみませんか。店舗や公共施設、レジャー施設など人が集う場所の装飾プ
ランにも効果的なアートグリーン。

販売あり
http://WWW.artc.co.jp

ブース
番　号 L-025

サイトウ化成設計から納品まで一貫したサービス提供
出展内容 食品・医薬品用流通資材(保冷物流資材全般)

特徴 小ロット・多品種等のニーズにお応えします。お気軽に御相談ください。

http://www.saito-kasei.com/

ブース
番　号 L-026

睦化工株式会社クリーンルーム内での全数検査ができる会社
出展内容 射出成形の技術を活かした、試作開発から大量生産をサポートす

るワンストップサービスのご紹介

特徴 射出成形技術を活かした睦化工の技術とワンストップサービスに加え「大田ブランド」の協力会社による多業種の技術とサポートを
お試しになる事ができます。また、単品のサービスも歓迎致します。

http://mutsumikako.co.jp

ブース
番　号 L-027

リスのプラスチック豊かな暮らしをサポートする日用品
出展内容 豊かな暮らしをサポートするキッチン、浴室用日用品のサンプル展

示

特徴 60年のプラスチック製品開発のノウハウを活かし、暮らしに必要とされるモノを創り出していくことが、私たちの仕事です。

http://www.risu.co.jp

ブース
番　号 L-028

衝撃吸収シート!アブソーラあなたのスマホを守ります!
出展内容 スマートフォン用の保護フィルム材料を各種ご用意しております。

特徴 「空気の入らない保護フィルム」を最初に開発致しました。傷修復機能、指紋付着防止機能、操作性向上機能、衝撃吸収機能など、
さまざま機能を持つ材料をご用意しております。

http://www.sansui-sss.jp/

ブース
番　号 L-029

UMAJIRUSHI(馬印)カキ・コミュニケーション文化創造企業です
出展内容 新商品(デジアナボード,映写対応UMボード,UMボード専用チョーク,

ミラーボード)を出展

特徴 ホワイトボード,黒板,案内板,掲示板とチョーク等筆記具を製造販売するメーカーです。新商品の創出や他社に無い特徴ある商品の
開発を目指している企業です。

http://www.uma-jirushi.co.jp

ブース
番　号 L-030

革新　U・Sエンジニアリングキーホルダー、ストラップ等のグッズを製作
出展内容 キーホルダー、ストラップ、スマホスタンド、パネル等アクリルを使

用した製品を中心に展示

特徴 型代や版代が不要であり、小ロット、多品種、短納期に対応可能な製品になっております。初期投資が不要であり在庫リスクも心配
ないことから沢山のお客様からご支持を頂いております。

販売あり
http://www.usek.net

ブース
番　号 L-032

スリーライク目指すもの、それはすべての方の安全・安心
出展内容 企業のPRや社会貢献活動に役立つアイテムの展示

特徴 安全・安心を「考え」「創り」「提供」します。自社工場ならではのオリジナル商品を作成します。お客様のニーズに「迅速」「丁寧」「親
切」にお答えします。

販売あり
http://www.threelike.co.jp/

ブース
番　号 L-034

商品撮影セット「フォトラ」簡単キレイに商品撮影が出来る「フォトラ」
出展内容 商品撮影が簡単キレイにできる、撮影セット「フォトラ」の展示を行

います。

特徴 フォトラなら事務所のデスクが本格的な撮影スタジオに変身!わざわざ広い撮影スペースを確保しなくてもネットショップやオークショ
ン用の商品写真も 「かんたん」「キレイ」に撮影できます。

販売あり
http://www.photola.co.jp/

ブース
番　号 L-035
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Confinieファクトリーの「他にないこだわり」の靴
出展内容 靴の新ブランドコンセプトの展示(イメージ映像や代表的なサンプル

靴)やノベルティの配布

特徴 「まるで履いていない」かのような快適さを限りなく追求した新ブランドシューズ。ファクトリーが真剣にこだわった靴をWEBにて販売
開始。ノベルティの配布(非売品;数量限定)も!

ブース
番　号 L-036

プラ容器・西務良(ニシムラ)自社オリジナルプラスチック容器
出展内容 透明容器を中心とした各種プラスチック容器、製品を展示していま

す。

特徴 プラスチック容器、プラスチック製品の事ならなんでもご相談下さい。

http://www.nisimura-cn.co.jp/

ブース
番　号 L-037

オフィス家具メーカーの生興株式会社関西、中部、関東地区地域密着対応に注力
出展内容 書庫、ロッカー、カウンター、パーティション等のオフィス家具類を

掲載したカタログを用意。

特徴 オフィス家具の中でも、書庫、ロッカー、カウンター、パーティション等板金箱物については、自社工場も備え、製造から販売まで一
貫して実施しております。

http://www.seikofamily.co.jp

ブース
番　号 L-038

株式会社オーセロプラスチックフィルム・不織布の加工販売
出展内容 鮮度保持フィルム、ウェットティッシュ、プラスチックフィルム加工品

特徴 オーセロフレッシュ「MA包装による鮮度保持袋」ウェットティッシュ「長期保管できるタイプや除菌タイプ等、様々なウェットティシュの
ご提案」その他様々なフィルム加工品のご提案

http://www.o-cello.co.jp/

ブース
番　号 L-039

エイシンテクノ金型、機械部品等への硬質クロムめっき
出展内容 硬質クロムめっきを施した金型

特徴 ・半導体　ゴム　プラスチック、打錠金型　機械部品等への硬質クロムめっき・専用電極を作成しておりますので、「つきまわりが悪
い」「膜厚が不均一」を解決します。膜厚は1μ ～可能です。

http://eishin.com/

ブース
番　号 L-040

白根電機産業高い精度と美しい仕上がり
出展内容 アクリル部品、エンジニアリングプラスチック加工部品、　溶接部品

を中心に展示しています

特徴 高い精度と美しい仕上がりを要求される、機構部品、外観部品などを、数量の大小にかかわらず短納期で納入します。また加工方
法や材料の選定など、何でもご相談ください

http://www.mmjp.or.jp/SHIRANE/

ブース
番　号 L-041


