中小企業テクノフェアin九州

２０20
ONLINE出展社ガイドブック
会期：2020年10月19日［月］～2021年2月26日［金］
主催：（公財）北九州観光コンベンション協会

出展企業
あ
(株)石井工作研究所 ＜大分県産業創造機構＞
(株)エステック２１
(株)エムケーセラ

か
漢徳威自動化科技(株)
カイロスマオケティング(株)
NPO法人北九州テクノサポート
(有)岸本工業
熊本電気工業(株) <神埼市企業連絡協議会>
(株)ケー・シー・シー・商会
小倉鉄道(株)
(株)コーセージャパン

出展企業

小間番号

大分県 大分市 M-03
福岡県 遠賀郡 M-23
長野県 下伊那郡 M-19

台湾
高雄市 M-22
東京都 渋谷区 M-15
福岡県 北九州市 M-25
東京都 大田区 M-29
佐賀県 神埼市 M-27
福岡県 福岡市 M-20
福岡県 直方市 M-09
福岡県 京都郡 M-24

な
(株)ネクスト

小間番号

大阪府

は
(株)ひびき精機
枚岡合金工具(株)
福岡県信用保証協会
(株)富士精工

枚方市

M-04

ヘルメット潜水（株） <大分県中小企業団体中央会>

山口県 下関市
大阪府 大阪市
福岡県 福岡市
福岡県 北九州市
大分県 国東市

M-07
M-12
M-17
M-05
M-21

ま
三隈工業(株)
三鷹製版(株)
(株)メルシー
(株)モビテック

大分県
愛知県
福岡県
福岡県

日田足
豊川市
福岡市
福岡市

M-13
M-26
M-18
M-08

東京都

豊島区 M-02

さ
(株)佐々木精工 <大分県中小企業団体中央会>
サンエナジー(株)
(株)三福
(株)ジェーピーインク
(株)城島・カンパニー <神埼市企業連絡協議会>
た
(株)ティムズ販売
(株)東金パッキング

大分県
大阪府
福岡県
大阪府
佐賀県

豊後高田市

箕面市
豊前市
八尾市
神埼市

M-16
M-11
M-06
M-10
M-28

や

ら
Rochester Electronics, Ltd.

佐賀県 唐津市 M-14
東京都 東村山市 M-01
わ

中小企業テクノフェアin九州
http://kyushu-tf.com/

M-1

（株）東金パッキング

M-2

所在地 〒189-0002 東京都東村山市青葉町2-40-10

(株)石井工作研究所<大分県産業創造機構>

〒870-0823
大分県大分市東大道2 丁目5 番60 号
代表者 代表取締役社長：中村 昭彦
担当者 IoT事業部 係長：奈須 健
電話番号 097-557-0011
FAX 097-557-0022
一言ＰＲ 自動機/金型の開発から設計・製造・組立・販売まで
会社ＰＲ を行う「ものづくり企業」
自動機又は精密金型の設計・製造・組立・販売までを行う「もの
づくり」企業。
自社製品として工場設備の予兆保全を行う無線通信IoT機器
『IKKSSセンシングシステム』や、水門などの手動式バルブを電
動で開閉、高出力小型リチウムイオンバッテリーを搭載した
『IKKバルブハンドラー』を開発、販売しております。

M-5

IKK
バルブハンドラー

(株)富士精工

〒573-0051
大阪府枚方市三矢町1-11-13
代表者 代表取締役：木下 俊幸
担当者 向 真紀
電話番号
072-808-6821
FAX
072-808-6921
一言ＰＲ
人とロボットの調和のとれた社会に貢献します。
会社ＰＲ
作業者の腰と腕の負担を軽減してくれる着用型ロボット、
ATOUN-Yの販売代理店。
①作業者の腰の負担を最大４０％軽減。
②全身の動きをセンシングして動作意図を読み取り、かつ人の
腰・腕の動きに追従するサポート。
所在地

ATOUN-Y＋Kote（アームアシスト）

所在地

プラスチック/樹脂の切削加工に業務を特化しており、精密・微細部
品加工・接着・溶接加工を得意としています。 工場内の温度管理
（23℃±1）も徹底しており、三次元測定機を用いて高品質の製品を
ご提供する為に細心のチェックを行っております。 また、各種多品
種のプラスチック材料の定尺・カット販売も行っております。 単品か
ら量産まで安価にて対応しております。

エンジニアリング
プラスチック加工

再生産ソリューション

(株)ネクスト

M-6

代表取締役：藤山 眞司
総務課 課長：宮崎 崇
093-644-2336
FAX
093-641-2122
樹脂の精密部品加工(切削）に業務を特化しておりま
す。

プラスチック製品の寸法公差等のでにくい微細・精密
部品加工技術※三次元加工まで可能

在庫販売ソリューション

サウザーハンドパレット
牽引モデル

所在地 〒807-0821 北九州市八幡西区陣原1-1-52
代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60ビル 11階
代表者 日本オフィス代表：藤川 博之
担当者 マーケティングマネージャー：ストラウス 久美子
電話番号 03-6709-2587
FAX 03-6709-2631
一言ＰＲ 半導体製品の継続供給サービス及び製造をサポー
会社ＰＲ トするソリューション・プロバイダーです。
70社以上の主要半導体メーカーより認定された、半導体製品を
継続供給する業界最大手の正規販売代理店及び製造メーカー
です。150億個以上の製品在庫と7万種類以上の製品展開で、
主に産業、航空、エネルギー、医療、通信、自動車、軍事や運
輸などの主要マーケットに半導体の製造中止品や現行品の継
続供給を提供しています。

M-4

所在地

IKKSS
センシングシステム

〒170-6011

所在地

代表者 代表取締役社長：中川 六己
担当者 営業部 部長：横山 豊
電話番号 042-390-3717
FAX 042-390-3718
一言ＰＲ 「防水、絶縁、防音、防振」性能を持つパッキン
会社ＰＲ を1個からご提供します！
弊社では、ゴム材、フィルム、フィルター、両面テープ等の各種
工業用素材を常時在庫し、オーダーメイドの加工品を最少1個
から迅速にご提供いたします。防水、絶縁、防音、防振などの
用途でご使用いただいております。加工履歴の管理、出荷製品
の検査結果の提出など、品質記録の管理にも力を入れておりま
す。
シーリング技術
カッティング技術
接着技術

M-3

Rochester Electronics, Ltd.

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

(株)三福
〒828-0044
福岡県豊前市小石原185-8
代表取締役社長：久々湊 康
業務課：洞内 慶太（ホラナイ ケイタ）
0979-84-0735
FAX 0979-34-0635
ステンレス板金加工、溶接加工を得意とし自動車
メーカー様への納入実績あり

三福は三五グループの一員として、得意とする『ステンレス板金ﾌﾟﾚ
ｽ加工、スピニング加工、パイプ曲げ加工』を用い、主に自動車向け
の部品(排気系部品、ボディ部品)を製造しております。また、自動車
以外の少量多品種生産についても対応しております。

マフラー製品（消音技術）

ﾊﾟｲﾌﾟｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工

採用例
ﾏﾌﾗｰ構造（ｲﾒｰｼﾞ） ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工
(触媒ｹｰｽ)
板金ﾌﾟﾚｽ加工(ｽﾃﾝﾚｽ深絞り）
ﾊﾟｲﾌﾟ曲げ加工

－１―

M-7

（株）ひびき精機

M-8

所在地 〒750-0313 山口県下関市菊川町田部186-2

所在地

代表者 代表取締役：松山 英治
担当者 営業部 営業課：穐山 陽介(アキヤマ ヨウスケ)
電話番号 083-288-2208
FAX 083-287-4780
一言ＰＲ
可能性を追求する「削り屋」
会社ＰＲ
弊社は「削り」に特化しており、旋盤とマシニングセンタを駆使し
た複合加工での薄物、難形状品を得意としております。素材も、
アルミ、ステンレス、チタン合金からインコネル等の難削材まで
対応可能です。
ブリスク

薄肉リング
（ステンレス）

(株)モビテック

シェル
（アルミ）

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

〒812-0026
博多区上川端12-20 ふくぎん博多ビル8F
代表取締役社長：長尾 佳吾
技術企画部 主任エンジニア：松隈 大侑
092-273-8300
FAX
092-273-8301
世界一を支えた3DスキャンとCAD技術でモノづくりを
強力サポート!

デジタル技術（3Dモデル/3Dスキャン/3Dプリンタ/リバースエンジニアリ
ング）で御社のモノづくりに貢献します。長年自動車業界で培ってきた技
術があるからこそ実現できる設計～モノ作り。現場を熟知しているから
こそ効果がある3DCAD教育やCAD便利ツール開発で御社のモノづくり
レベルをさらに底上げ致します。

設計～モノ作り
検討

3D

3Dスキャンサービス/
リバースエンジニアリング

3D CAD教育/
CADツール開発

解析
自動ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾂｰﾙ

試作品

M-9

小倉鉄道(株)

M-10 (株)ジェーピーインク

〒822-0031
福岡県直方市大字植木1245-17
代表者 代表取締役社長：木田 文武
担当者 営業部課長：安田 昌広
電話番号 0949-29-7087
FAX 0949-29-7088
一言ＰＲ 世界のメーカーブランドを目指し、お客様に満足して
会社ＰＲ 頂ける歯車を提供する。
自動車・農業機械・建設機械・その他一般産業機械向け小型歯
車を生産。人の命を運ぶ自動車は１ミクロンの誤差も許されな
い重要保安部品で機能を保証する事が必要不可欠であり国内
及び海外向けお客様の最大希望である中で品質保証重要主義
の徹底を経営の柱としている。
所在地

２０TONトラック４WD
ミッション

図面

〒581-0852
大阪府八尾市西高安町1-61
代表者 代表取締役社長：大鳥 照明
担当者 営業部 部長：太田 和義
電話番号 072-999-1413
FAX 072-998-1750
一言ＰＲ
パッケージのことならお問合せください。
会社ＰＲ
再生PET、再生PPを使ったクリアケース、真空成型等のパッ
ケージ企画製造。化粧品・医薬部外品の受託包装加工、静電
気を除去する紙「放電くんペーパー」の販売。飛沫防止対策フェ
イスシールドやパーテーション販売。
所在地

透明パッケージ

放電くんペーパー

飛沫防止対策グッズ

８TONトラック４WD
ミッション

M-11 サンエナジー（株）

M-12 枚岡合金工具(株)

所在地 〒562-0003 大阪府箕面市西小路3-2-14

〒544-0013
大阪府大阪市生野区巽中2-7-22
代表者 代表取締役社長：古芝 義福
担当者 IT事業部 部長：田原 健次
電話番号 06-6758-2288
FAX 06-6758-1121
一言ＰＲ 文書管理・生産管理・販売管理など業務改善のソ
会社ＰＲ リューションをご提案
使いやすい文書管理システムを販売するだけでなく、導入時の
PCの設定、操作説明、文書管理のコンサルティング、PCやイン
ターネット全般のサポートも行っています。
所在地

代表者 代表取締役：梅景 弘和
担当者 取締役統括部長：田中 智之
電話番号 072-720-6333
FAX 072-720-6338
一言ＰＲ UVオゾン洗浄改質・UV硬化・紫外線水殺菌・
会社ＰＲ UVランプ・UV-LED
弊社はUVランプ、UVオゾン洗浄改質装置、UV硬化装置、紫外
線水殺菌装置、紫外線オゾン水処理装置、UV-LEDなどのUV
関連装置を自社で設計・製作・販売を行うUVランプメーカです。
自社で製作している為、各種用途に合わせカスタマイズを行う
事が出来、より使い易い装置のご提案が可能です。
紫外線水殺菌装置
UVオゾン洗浄改質 UV硬化装置（ランプ
（UV殺菌式、UVオゾ
装置
or UV-LED式）
ン併用式）

文書管理・図面管理システム
『デジタルドルフィンズ』

－２―

生産管理・販売管理システム
『Polaris』

M-13 三隈工業（株）<大分県中小企業団体中央会>

M-14 （株）ティムズ販売

所在地 〒8770061 大分県日田市石井581-1

所在地 〒847-831 佐賀県唐津市千々賀237-1

代表者 代表取締役社長：渡辺 晴美
担当者 段ボール事業部：宮﨑 豊史
電話番号 0973-23-6191
FAX 0973-23-6193
一言ＰＲ 梱包資材のご相談、少ない打ち合わせでトータ
会社ＰＲ ルコスパを実現します。
3Rを念頭に置きながら、直接お客様のニーズを伺うことで、打ち
合わせ回数を減らし、最適な梱包材を最適なコストでご提供い
たします。大手にはできない小回りの利いた対応をし、単品生
産、小ロット多品種にも対応いたします。モノを包んで運びた
い。そんな時はお気軽にお問い合わせください。
エアコン用エラスト
マー部品梱包材

ヘッドライトランプリ
フレクター用梱包材

代表者 代表取締役社長：溝部 五月
担当者 石森 悠索
電話番号 0955-70-3531
FAX 0955-70-3530
一言ＰＲ ハイブリッドボルトは接着材が不要で、ネジ単体
会社ＰＲ で緩み止め効果を発揮するネジです。
一般品からあらゆる形状及び材質（SS材、タングステン、チタン
等）のネジ加工が可能で、ネジ山は転造加工で行っており、量
産性に優れている為、量産によるコストの削減及び、ゆるみ止
めのネジ・ボルトによる安全・安心へ貢献しています。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
ボ
ル
ト

飛沫感染防止
「飛沫らん」

M-15 カイロスマーケティング（株）

M-16 （株）佐々木精工<大分県中小企業団体中央会>

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-1-4 斉藤ビル4F
代表者 代表取締役：佐宗 大介
担当者 牧野 梓
電話番号 03-5366-4712
FAX
一言ＰＲ
マーケティングをもっと身近に
会社ＰＲ
人を増やさず受注アップに貢献するマーケティングオートメー
ション/SFAの「Kairos3」を開発・販売しています。「Kairos3」を使
うと、顧客リスト管理やメルマガ運営がかんたんにできます。見
込み客のWEB訪問履歴や、メール開封状況が一目瞭然で、営
業すべき見込み客を見つけられます。見込み客のニーズが分
かり成約率のアップにつながります。

所在地 〒879-0627 大分県豊後高田市新地1742番地
代表者 代表取締役：畝 宏志
担当者 営業部次長：中村 俊行
電話番号 0978-24-3131
FAX 0978-22-1555
一言ＰＲ 精密加工部品からロボットや画像処理を駆使し
会社ＰＲ た自動機まで手掛けております
精密加工部品を受注し、NC加工機、汎用加工機で切削加工を
行い客先の要望に対応する製品を作り出す。また、省力化自動
機の製作部門では設計、部品加工、組立、制御、据付、調整ま
でのすべての工程を社内で行う体制を整えている。
精密加工部品

省力化自動機

パワーアシストユニット

マーケティング
オートメーション
「Kairos3」

所在地

M-17 福岡県信用保証協会
所在地
代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

M-18 (株)メルシー

〒812-8555 福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
会長：山﨑 建典
保証企画課 係長 ：小田 佳代子
092-415-2609
FAX 092-415-2618
中小企業の皆さまの明日を、私たち信用保証協会が
バックアップします！！

福岡県信用保証協会は昭和２４年の設立以来、約７０年にわたり、福岡
県内の中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際
に、「公的な保証人」となり、中小企業の皆さまの発展をサポートしてい
ます。
令和２年３月末現在、県内中小企業の約４割にあたる５万７千企業の
皆さまからご利用いただいています。

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-13
代表者 代表取締役：藤 浩
担当者 営業部：福本 真弓
電話番号
092-434-2020
FAX
092-434-2022
一言ＰＲ コンパクトマッサージャー「エスコート・Ｈ」の
会社ＰＲ 体感ブースです。
コンパクトマッサージャー「エスコート・H」の体感ブースです。
全身の血行促進・フットケア・むくみ予防・運動不足の解消など
幅広くお使いいただいています。
会期中はどなたでも無料でお試しいただけます。
ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄り下さい。
所在地

エスコート・H

－３―

M-19 (株)エムケーセラ

M-20 （株）ケー・シー・シー・商会

〒399-3202
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０８８－２
代表者 代表取締役社長：松田 学
担当者 営業課 係長：清水 充
電話番号
0265-34-4431
FAX
0265-34-4471
一言ＰＲ 多品種少量のセラミック・超硬・新素材の研削研磨加
会社ＰＲ 工を行っています。
弊社の強み
① 短納期・即対応：独自加工方法と独自生産体制
② １個から製作可能：試作品やサンプル品は１個からOK
③コストダウン対応：独自の加工方法による自動化で実現
④スピード対応：見積、各種お問い合わせに素早く対応
ファインセラミックス・超硬の精密研削研磨加工
所在地

ファインセラミックス・超硬
の精密研削研磨加工

金属部品との接着

ダイヤモンドホイール
の販売

M-21 ヘルメット潜水（株）<大分県中小企業団体中央会>

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

代表取締役社長：姫野 泰宏
西日本営業：二星 純一郎
078-992-1113
FAX

078-992-1137

信頼性のある配線標示材と高機能な衝撃吸収
材、工業用途プラグを提供します

当社は国内で先駆けて配線標示材を商品化した老舗メーカーです。定
番商品のワイヤーマークを始めとして、生産現場でお役に立つ商品を
多数揃えております。近年では、マーキング設備（レーザー・インク
ジェット）や３Ｄプリンタ（光造形）を導入し、様々なお客様のニーズにお
応えしております。また輸入品商社として、高性能な衝撃吸収材、世界
標準規格のプラグ・レセプタクルを取り扱っております。加工も承りま
す。

ワイヤーマーク

メモリーフォーム

プラグ・リセプタクル

M-22 漢徳威自動化科技（株）

〒873-0202 大分県国東市安岐町
瀬戸田1300番地
代表者 代表取締役社長：伊賀 正男
担当者 営業課長：矢野 昌弘
電話番号 0978-67-2251
FAX 0978-67-2377
一言ＰＲ ウエットスーツ素材の雑貨と健康増進に寄与す
会社ＰＲ る製品の製造・販売。
所在地

ヘルメット潜水株式会社は、大分県国東市発のベンチャー企業で、
ウェットスーツ・ドライスーツを専門とする製造・販売メーカーです。30年
以上の長きにわたり、国内・海外のブランドメーカーに協力して培ってき
た、熟練の裁断・接着・縫製技術と確かな商品開発力には定評があり
ます。
クロッツ エア
クロッツ
クロッツ

やわらか湯たんぽ

所在地 〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-1

膝パット

〒80247 台湾国高雄市
苓雅区四維四路7号12階E室
代表者 代表取締役：羅 偉
担当者 営業部：陳 勝鼎
電話番号 +886-7-537-7726
FAX +886-7-537-7728
所在地

オーダーメイド、豊富な設備を保有して、全て自社の台湾工

一言ＰＲ 場で生産。豊富な実績と経験を基にして毎月日本向け輸出
会社ＰＲ 精密金属加工品が100種類以上を超える。
弊社は長年培った欧米企業向けのOEM経験及び自社での一貫
生産体制をもって、数1個から量産までの様々なご要望に対応
してまいります。金型部品の製造から機械部品加工まで、高度
な品質管理のもと一貫生産する体制は納期やコストなどのメ
リットを提供しています。
特注・金属加工品

転造ボールネジ

タイミングプーリー

クロッツ ケア

M-23 (株)エステック２１

M-24 (株)コーセージャパン

所在地 〒811-4343 福岡県遠賀郡遠賀町田園3-2-27

所在地 〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町8-11

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

代表取締役：安部 貴巳弘
技術サポートチーム チームリーダー 安藤 雄亮
093-293-6431
FAX
093-293-6431
現場経験豊かなエネルギー管理士が現場の問題解
決のお手伝いをいたします

弊社は現場の環境負荷低減（エコロジー）のみならず、トータルコス
トダウン（エコノミー）に大きく寄与できる製品・技術をご紹介し、その
アプライ技術まで提供することで最大効果が得られるようにサポー
トいたします。
高性能遮熱シート

工業用オイル高性能
濾過装置

熱緩衝ゴム
「まもラバー」

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

代表取締役：安陵 範浩
代表取締役：安陵 範浩
093-436-6136
FAX
093-436-6141
限りある資源を未来に LED照明で地球環境に貢
献！

高効率かつ低コストのLED照明をご提供しております。
水俣条約の施行により、2020年12月にて水銀灯が生産終了となりま
す。
それに伴い水銀灯をLED照明に交換するニーズが増える一方、適切な
商品のご提案が求められます。
当社ではお客様の現場に出向き、綿密な調査のうえ、省エネ設計、照
度シミュレーション等を行い、最適なご提案を致します。
イチゴ栽培用LED電球
LED高天井灯
大型LED照明
「あまてらす」
LHLシリーズ

－４―

Ｍ－25 ＮＰＯ法人北九州テクノサポート

Ｍ－26 三鷹製版(株)
所在地 〒442-0044 豊川市二見町83番地
代表者 代表取締役社長：鷹巣 竜大
担当者 営業課 部門長 加藤 勝郎
電話番号
0533-85-4351
FAX
0533-84-7165
一言ＰＲ JIS Q9100：2016認証企業。持続的な安全・安定より安心も
会社ＰＲ 供給。
日本全国300社以上のサプライヤーとして、ラベル、ネームプ
レート、成型品の印刷加工、レーザーマーカ、アルマイト染色等
を専門として、小ロット、量産にも対応し、お客様のニーズにお
応えいたします。

品質保証

イニシャルコストレス

４Ｍ高度化

代表者 会長：吉田 剛
担当者 副会長：藤原 利久
電話番号
093-873-1453
FAX
093-873-1453
一言ＰＲ 北九州のものづくり技術集団（NPO)がビジネス
会社ＰＲ マッチングの支援をします。
経験豊かで豊富な知識と技術を備えたシニア世代の会員が、
中小企業の方々をサポートするために、経営、技術開発、ＩＴ
化、環境保全、販売支援などのお手伝いをしております。今回、
私どものブースを設定しました。ぜひお立ち寄りください。

顧客サービス

所在地 〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町２－１

Ｍ－27 熊本電気工業（株）<神埼市企業連絡協議会>

Ｍ－２８ (株)城島・カンパニー<神埼市企業連絡協議会>

所在地 〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎3274-1

所在地 〒842-0014

代表者 代表取締役：熊本 元信
担当者 営業・技術開発部長：松尾 敏弘
電話番号
0952-53-1088
FAX
0952-53-1077
一言ＰＲ 今、提案・・・そして未来の熱・油対策を考える。工場、倉
会社ＰＲ 庫、体育館の熱中症対策！解決をご提案いたします。
熊本電気工業株式会社は「人に、地球にやさしい環境づくり」を
設計理念とし、各種熱・油対策の分野において、地球環境への
配慮、温暖化防止への対策に企業全体で取り組んでおります。
私達は、未来のために、人と地球環境にやさしいものづくりを実
行しています。
超高耐熱
LED照明

遮熱シート
サンシャイン
サーマルバリアー

強力スポットエア
コン ジェットスト
リーム

ロボット
システム

代表者
担当者
電話番号
一言ＰＲ
会社ＰＲ

治具設計 精密フライ
制作
ス加工

プラスチッ
ク精密加
工

会社ＰＲ
100年経過しても5%しか劣化しない永久磁石を活用した特許・商標登録
商品です。電気代やカートリッジの交換等ランニングコストは一切かか
らないコスパス活水器です。主たる効果としては、一班細菌を滅菌して
水を浄化したり、塩化物イオン濃度を軽減して生水に近い感覚を堪能で
きます。二酸化炭素を発生することもない自然環境に易しい商品です。

業務用簡易型
活水器<JOH>

所在地 〒

代表者 代表取締役：岸本 哲三
担当者 取締役：須藤 祐子
電話番号 03-5703-8171
FAX 03-5703-8173
一言ＰＲ
さまざまなおもいにこたえるモノづくり
会社ＰＲ
独自の高精度プラスチック精密加工をコア技術に、図面ありき
の部品加工だけでなく「困ったときに相談できる加工メーカー」と
して寸法精度・形状化・コストダウンなど、設計・開発・生産技術
部門担当者のお悩みを解決、モノづくりにかかる業務を強力に
アシストします。

0952-53-4435

活水器<JOH>は永久磁石を活用した磁場波動
一言ＰＲ
活水処理の特許・商標登録商品

Ｍ－

所在地 〒144-0056 東京都大田区西六郷4-18-8

可視化部
品加工

代表者 取締役社長：城島 典子
担当者 取締役副社長：城島 邦彦
電話番号
0952-53-4435
FAX

家庭用簡易型
活水器<JOH>

Ｍ－29 (有)岸本工業

神埼市神埼町姉川１１５２番地

－X―

FAX

業務用直結型
活水器<JOH>

