商工中金 & 商工研

ビジネスマッチング広場
商工中金では、全国ネットワーク（全都道府県に支店配置）
と多くの中小・中堅企業のお取引先との
親密なリレーションを最大限に活用したビジネスマッチングに積極的に取り組んでいます。
本コーナーでは会員の皆様同士のビジネス交流（ビジネスマッチング）の情報を掲載いたします。
ぜひ本コーナーでパートナーを見つけ、ビジネスの可能性を広げてください。

掲載企業との
ビジネスマッチングの進め方

皆様方の商工中金（本支店）の担当者が仲介させていただきます。
掲載企業とのマッチングをご検討される場合は、まずはお気軽に
担当者にお声をおかけください。

「別格大吟醸 まんさくの花」

300年の伝統を受け継ぎ、温故創新、
「美酒王国 秋田」の代表清酒「まんさくの花」
1689
（元禄2）
年創業。以来、昔ながらの製法を大切に、
「品質第一」と「チャレンジ精
神」をモットーとしてひたすら「美味しい」といわれる日本酒を目指してきました。当蔵
は日本有数の豪雪地帯にあり、清冽で豊富な仕込水と契約栽培の酒造好適米（自家精米）
を使用し、コクとキレのバランスがとれた酒質を追求。さらに搾りたてを 1本 1本ビン熟
成させることで、ふくよかで気品ある味わいを実現しています。直近 5年間の秋田県清酒
品評会で 1位を 3回受賞するなど、美酒王国秋田を代表するお酒として、自信をもって皆
様にお奨めできます。会社の慶事用に別誂えも承ります。何なりとお問い合わせください。

日の丸醸造㈱

http://hinomaru-sake.com/

秋田県横手市、秋田商工中金懇話会

フルーツ王国山形の真ん中、寒河江市から
東北・山形の果物の魅力を発信！
当社は 1952年、さくらんぼをはじめとした果実生産の中心地である山形県寒河江市に
食品加工工場として創業しました。近年は大手ブランドの協力工場としてペット、缶、紙
パック入りの清涼飲料事業に参入し、HACCP、ISO9001、FSSC22000認証を取得しま
した。飲料・果物加工のノウハウと産地の利を活かしたりんごジュース、桃ジュース、県
花・紅花使用の緑茶や、独自製法に挑戦したプレミアムなさくらんぼ酢、さくらんぼ飲む
酢など、製法・原料にこだわったオリジナル商品を取り揃えています。高価格帯商材をお
取り扱いの百貨店様や地産品お取り扱いの卸・小売業者様とのマッチングを希望します。

丸菱食品㈱

http://www.marubishi.net/

山形県寒河江市、山形商工中金会

半世紀にわたる実績！ 精密プラスチック製品の
トータルプロデュースを提案します！
当社は製品設計から金型設計・製作、成形、塗装、印刷、組立まで一貫生産を行う精密
プラスチック製品のトータルプロデュースメーカーです。85 ～ 850tの電動射出成形機、
2色成形機
（280t、600t）
、竪型成形機
（150t× 2台）
、超光沢塗装が可能なスピンドル式自
動UV塗装機
（3台）
を保有し、電機、自動車、アミューズメント機器といった幅広いお客様
のニーズに対応しています。群馬大学との産学官連携では重粒子線治療用積層ポーラスの
開発に成功し、先進医療分野でも貢献しています。海外ではベトナム、中国、フィリピン
に金型工場を保有し、高品質、低コストの精密プラスチック金型を世界に向けて発信中です。

東邦工業㈱

http://www.toho.ne.jp/

群馬県安中市、群馬中金会

＂本物＂を追求した味を
ぜひご堪能ください。

オメガ３脂肪酸を豊富に含む亜麻仁油
自社佐賀工場で製造した搾りたて亜麻仁油を提供！
当社は、食品原料などの輸出入を行う商社です。小売部門では、天然素材、特に亜麻と
いう植物に着目し、生地、日用品、寝具などの亜麻（リネン）製品を扱うネットショップ
「リネンのお店 Cadeau屋」
（http://cadeauya.nbr.jp/）をAmazon・楽天市場・Yahoo!
に出店しています。また、近年では自然豊かなシベリアから輸入した亜麻仁（亜麻の種
子）を佐賀の自社工場で熱を加えずに搾油し、健康効果で話題となっている必須脂肪酸
「オメガ３脂肪酸」たっぷりの、搾りたて未精製亜麻仁油を提供しています。当社の商品に
ご興味のある方、または輸出入のご相談など、お問い合わせをお待ちしております。

㈱エヌ・ビー・アール

http://nbr.jp/

毎日摂りたい亜麻仁油

東京都千代田区

テンカラー発売50周年！ 当組合は時代を
見据えた新たな洋紙の開発と提供をいたします
東京洋紙㈿は、メーカー機能を有する「紙を開発する組合」として 55年以上の実績を
築いてまいりました。ユーザー様の視点に立って開発・提供するパピルプラス商品（パピ
ルプラスとは紙の起源であるパピルスと未来に向けてプラスαの提案をするプラスを組み
合わせた当組合ブランドの総称）はじつに 36アイテム！ 中でも主力商品の色カード紙
「テンカラー」は高い知名度を誇るロングセラーとして発売 50周年を迎え、今なおユーザ
ーの皆様にご好評をいただいております。パピルプラス商品は当組合員 8社が取り扱って
おります。商品や組合員の詳しい情報は、当組合ホームページをごらんください。

東京洋紙㈿

http://www.tykk.com/

東京都中央区、本店中金会

パピルプラス総合見本帳を
ご用意しています。

屋外型フルカラーLED電子看板「PiPit -VISION」で
大型から小型までオンリーワンの電子看板を
LED電子看板の未来がここから始まる!
従来のLED電子看板は 6.0㎜ピッチ以上が多く、液晶のような高精細な表現が困難でした。
対して「PiPit-VISION」は日本初の屋外対応 2.5㎜ピッチLED
（1.66㎜もあり）
を採用し、
高精細な表現が可能。日中の屋外でも圧倒的な視認性があります。また、手間の掛かるコ
ンテンツ更新も専用スマホアプリで説明書不要、直観的な操作で誰でも簡単にできます
（特許出願中）
。飲食・物販、ホテル・披露宴・ブライダル、エンディング産業、アミュー
ズメント、薬局、不動産、テナントビル等でのご活用に最適。ご相談をお待ちしております。

㈱山六

http://www.yamaroku.co.jp/

東京都八王子市、三多摩中金会

「PiPit-VISION mini」

「省エネ補助金申請代行業務」と
鉛蓄電池延命システム「eco-kaizen B・R」
企業向け補助金を活用し、低コストでの省エネ設備導入を支援いたします。対象となる補
助金は、
「中小企業等省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」
、
「エネルギー使用合理化等
事業者支援補助金」です。LED等設備更新を検討されている企業様とのマッチングを希望し
ます。また、電動フォークリフト、ゴルフカート、スターターバッテリーやUPS（無停電電
源装置）に搭載された鉛蓄電池に特殊なパルスを与えることにより、電極板表面の硬質化し
た非電導性結晶被膜を除去、電池を再活性化し延命する、
「eco-kaizen B・R」を提供いた
しております。電動フォークリフトやUPS等をお持ちの企業様とのマッチングを希望します。

アイフォーコム㈱

http://www.iforcom.jp/

神奈川県相模原市、横浜西口中金会

「eco-kaizen B・R」

自然災害や不測の事態はいつ起こるかわかりません。緊急災害時に重要になるのがトイ
レです。当社では、軽量で丈夫・コンパクトで組み立て簡単。凝固剤で固めて廃棄できる
処理用袋をセットにした衛生的な段ボール製簡易トイレ「エコ コスモストイレット」をご
提案しています。
組立寸法：高さ 50cm 、幅 35cm 、奥行 48cm 収納寸法：70cm × 48cm × 7cm
重量 2kg、収納もすっきりコンパクト。貴社の緊急時の備蓄用にいかがでしょうか。
※排泄物の処理はお住まいの自治体の条例に従ってください。

コスモス工業㈱

組み立てた状態の
「エコ コスモストイレ ッ ト 」

災害時やトイレが使えない時の強い味方
段ボール製簡易トイレ
「エコ コスモストイレット」

http://www.kosumosu.jp/

長野県茅野市、諏訪商工中金会・諏訪商工中金ユース会

焼帆立貝、ほたて天を発売！
新本社工場でおいしさ、安全性にこだわり製造しています
愛知本社、九州支社で、珍味や豆菓子等を製造・販売しています。
「焼小あじ」
、
「さきい
か」などの海産珍味のほか、
「ドライフルーツ」や「どら焼き」など幅広い品種を扱ってい
ます。最近では、国産大粒ほたてを使用の「焼帆立貝」や「ほたて天」を開発し、国内外
の幅広い需要に対応しています。2015年 11月には新本社工場が竣工、生産能力アップと
ともに品質検査や衛生管理体制をさらに強化し、おいしく安全な商品づくりを心がけてお
ります。多くの皆様に喜んでいただけるよう仕入から製造、販売までさまざまな場面での
新しい出会いを大切にしています。ご興味がある方はぜひお問い合わせください。

㈱一榮食品

http://www.ichieifoods.co.jp/

国産原料にこだわり安全、おいし
さを追求！

愛知県春日井市、名古屋中金会

ハンカチから緞帳まで！ オールマイティーな
オリジナル繊維製品の製造承ります!!
明治 34年創業の当社は、東京オリンピックや大阪万博、プロ野球優勝記念、ノーベル賞
受賞記念などさまざまなノベルティーの企画・製造に携わってきました。平成 25年には世
界初の静電式電子写真方式の転写捺染（なっせん）システムを導入し、高精細・高彩色の
風呂敷や液晶画面用クロス、宣伝用バナーやのぼり、タペストリーなどのオリジナル商品
を短納期・小ロット製造する体制を確立しました。職人の伝統的な手仕事から最新のデジ
タル製作に至る幅広いノウハウを持ち、ハンカチから緞帳（どんちょう）まで、繊維製品
なら何でも、数量や表現技法などお客様のご要望に最適な提案をさせていただきます。

宮井㈱

http://www.miyai-net.co.jp/

世界初の静電式電子写真方式
転写捺染システム

京都市、京都中金ユース会
no

「関西ものづくり新撰2016」選定商品！
太陽光の高反射率を実現する光合成促進シート
当社の「白ピカ」は可視光線を約 90％、赤外線を約 80％反射する、ポリオレフィン
からなる織物です。従来品の反射率は 60％台でしたが、添加剤を混入したオレフィン系樹
脂で表面加工することで、さらに高い反射性能を実現しました。この高反射性能により、
作物の成長・日照不足の補完・遮熱効果・雑草防止などの幅広い用途に活用されています。
また屋外用遮熱カーテンや室外機カバーなど応用はさまざまです。ほかにも土木建築資材
など、幅広い用途展開の可能性を見込んでいます。技術的なことから仕様、価格など、詳
細は何なりとお問い合わせください。お待ちしております。

小泉製麻㈱

http://www.koizumiseima.co.jp/

神戸市、神戸中金会・神戸中金ユース会

「白ピカ」を利用した防草シート
のイチゴ栽培での使用例

文化５
（1808）
年創業、奈良の墨の老舗です。冬の電車の曇った窓ガラスに一心に指で絵
を描く幼児を見て「指で描くってこんなに熱中できるんだ」と指に着ける筆記具を考えま
した。まず「Pop Corn ゆび筆」
、つづいて「ゆび鉛筆」を発表したところ、筆記具を持
つことが難しい高齢者や障がいを持つ方々、また、ディスレクシアという筆記具を持つこ
とに抵抗感がある人たちから意外な反響をいただきました。現在その方面の認知を得よう
と働きかけていますが、勝手の違う分野で思うような進捗が見られません。当社の活動に
ご協力いただける介護・福祉分野で展開されている企業様とのマッチングを希望します。

㈱墨運堂

指を締め付けずに安定 感 の あ る
ホルダーが特徴です。

筆記具を持つことが難しい人、持つことに抵抗感
がある人に……持たずに着ける筆・鉛筆が登場

http://www.boku-undo.co.jp/

奈良市、奈良商工中金会

白金ナノ粒子搭載商品のシリーズ

消臭・抗菌力の持続効果を証明する
「白金ナノ粒子搭載」の制服等を紹介します
当社は各種作業服を製造、全国の販売店へ提供するとともに、直営の作業服ショップ
「アタック」15店舗を展開中。現場主義に徹し、
「お客様に喜んでいただく」をモットーに、
顧客の要望を上回る企業を目指しています。当社の「白金ナノ粒子搭載」製品は、制菌加
工の品質と安全性を保証するSEKオレンジマーク取得商品です。制菌、防臭・消臭、吸汗
速乾性、UVカット、安心・安全、抗酸化などの機能満載で、医療現場、介護系をはじめ、
幅広いお客様から好評です。ポロシャツ・Tシャツ・コンプレッションインナーの 3種類で
展開しています。同素材を利用したオリジナル商品の製作など、ぜひお問い合わせください。

アタックベース㈱

http://www.atackbase.com/

広島県福山市、備後中金会

あらゆる製造受託加工のよろず屋を目指し、
お客様の要望を具現化します
当社は昭和 60年の創業以来、高知県土佐市を拠点に、主に電子部品加工・組立・検査
および液晶・バックライトの組立・検査などを請け負っている製造会社です。平成 17年に
はベトナムにも現地法人を設置し、お客様のコスト削減に対応してまいりました。近年は
表面塗装にも取り組み、電子部品の製造加工にとらわれない多様なニーズにお応えしてお
ります。また、この 10年は、オムニホイールやメカナムホイールを活用した全方向移動型
のロボット製作に注力し、オーダーメードのロボット台車やキット、パーツでも販売して
います。製造受託、ロボット製品など、業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

㈱土佐電子

http://www.tosadenshi.co.jp/

台車にも応用できる全方向移動型
「メカナムロボット」

高知県土佐市、高知中金会

世界初! 長崎県との共同出願特許技術で、
活イカの高密度かつ長時間の輸送を可能に
長崎県との共同出願で特許取得済みの技術をもとに、イカを活きたまま高密度で長距離
輸送できるユニット一体型の活イカ輸送装置「AQUROS Ⅴ」を世界で初めて製品化しま
した。従来技術では活魚として流通させることが難しかった産地自慢の「活イカ」を、遠
方の市場へ供給することが可能となります。本製品は 830ℓとコンパクト設計で２tトラ
ックに積載することもできます。また、当社では本機を活用した活イカ輸送ビジネスも試
験展開しています。漁業関係者様のみならず、活魚輸送業者様、飲食業者様に対しても、
それぞれの目的に合わせた各種ご提案が可能です。ぜひお問い合わせください。

㈱古川電機製作所

http://www.furukawa-denki.jp/、http://katsuika.com/（製品特設サイト）

「AQUROS Ⅴ
（アクロスファイブ）」

長崎県佐世保市、佐世保中金会

●ホームページ（ http://www.shokoken.co.jp/ ）に「ビジネスマッチング広場」のバックナンバーを掲載しておりますので、ご参照ください。

