
生活・工芸・機械・技術・サービス [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

（財）安芸高田市地域振興事業団 
出展 

コーナー 生活･健康 業務内容 まちづくり事業 

住所 〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田 269-4 代 表 者 藤川 幸典 担当者 佐々木仁志 

TEL 0826-42-1011 FAX 0826-42-4322 URL http://www.mourinosato.jp/ 

自社 

ＰＲ 

安芸高田市の特産品を開発し、ＰＲすることでまちの活性化に取り組ん

でいます。 

 

出展 

品目 

『美艶石鹸』 

安芸高田産竹炭、竹酢を配合した石鹸 

『美艶ローション』 

安芸高田産竹炭、竹酢を配合したローション 

『招福快眠枕』 

安芸高田産竹炭を粒状にしたものを特殊加工した不織布で包んだ枕

です。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 ― 

 

株式会社 一休園 
出展 

コーナー 生活・健康 業務内容 毛筆・化粧筆 製造卸 

住所 〒731-4221 安芸郡熊野町出来庭 2-2-44 代 表 者 久保田 哲暁 担当者 木下 修 

TEL 082-854-0019 FAX 082-854-5222 URL http://www.ikkyuen.com 

自社 

ＰＲ 
手作りで心を込めて文化の創造発展に貢献しています。 

 

出展 

品目 

『書道筆』 

 熊野筆は国産書筆の 80％のシェアを持ち、学童から書道家まで幅

広く使われています。 

『化粧筆』 

 書筆の技術を生かした化粧筆で全国的にも知名度が高まってお

り、販売しやすい商品です。 

『胎毛筆』 

 生れて初めてカットした髪の毛で作る筆の事で、お子様の健やか

な成長と文才豊かにとの思いで作る筆です。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 量販店 

 

エコ・システム 有限会社 
出展 

コーナー 

機械・器具 

・加工製造 
業務内容 

機械装置及び計測装置 

設計・販売・修理 

住所 〒739-0437 廿日市市大野中央 1-8-15 代 表 者 鋤田 敏雄 担当者 鋤田 敏雄 

TEL 0829-30-3337 FAX 0829-30-3338 URL http://total-eco-system.jp 

自社 

ＰＲ 

自社開発商品「ＡＬＴＥＣ」により、アルミ溶湯の清浄度の高精度測定

と時短を実現 

 

出展 

品目 

『ＡＬＴＥＣ』 

 アルミ溶湯の清浄度測定器 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 機械・器具製造業 

http://www.mourinosato.jp/
http://www.ikkyuen.com/
http://total-eco-system.jp/


生活・工芸・機械・技術・サービス [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

大蔵工業 株式会社 
出展 

コーナー 
機械・器具・

加工製造 
業務内容 自動車部品試作・本型 

住所 〒739-2208 東広島市河内町入野 2208 代 表 者 富永 荘清 担当者 野口 善信 

TEL 082-437-1146 FAX 082-437-1895 URL http://ookura-it.com 

自社 

ＰＲ 

消費者の「あったら良いなぁ」的な発想から生まれた、こども 2人乗り

ショッピングカート『ステップユ－ユ－』です。 

お客様の要望を形に!! それが大蔵工業㈱の想いです。 

 

出展 

品目 

『ステップ ユーユー』 

 こども 2人乗り ショッピングカート 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 スーパー、ホームセンター、ドラックストア、百貨店 

 

株式会社 オカムラ広告 
出展 

コーナー サービス 業務内容 サービス（広告・印刷） 

住所 〒731-4313 安芸郡坂町坂東 1-20-5-9 代 表 者 岡村 繁範 担当者  

TEL 082-885-0529 FAX 082-885-2218 URL http://ad-okamura.com 

自社 

ＰＲ 

創業 45年の印刷実績と、あらゆる広告媒体を取り扱っています。 

広告宣伝費の見直し！販促効果・集客＆売上アップ術をご提案！ 

御社のコストパフォーマンスを必ず実現させます！ 

 

店舗の力（屋内）アイキャッチ（屋外） 

出展 

品目 

『デジタルサイネージ・アニメーション制作・動画（企画・撮影）』 

 映像販促のご提案・ＱＲコード販促・ＡＲコード販促・ＷＥＢ動画 

『Facebook・ホームページ・ポータルサイト』 

 企業用 Facebookの制作・WEB制作（月額 3,980円プラン）など 

『Facebook広告・広告全般・印刷・イベント販促・キャラ制作』 

 あらゆる広告活用術と販促品・印刷品を安価でご提案いたします。 

商談ポイント 販路拡大・提携先 商談希望業種 飲食業・製造業ほか全般 

 

有限会社 工房バルール 
出展 

コーナー その他 業務内容 広告美術業 

住所 〒731-0113 広島市安佐南区西原 6-16-5 代 表 者 岡本 芳久 担当者 角本 識之 

TEL 082-871-3366 FAX 082-871-3365 URL http://www.valeur.co.jp 

自社 

ＰＲ 

屋内外の看板製作。小ロットの竹製・木製オリジナルストラップの製作。 

竹製名刺入れ、iPhone用スイーツモチーフの木製ケース製作。 

 

出展 

品目 

『たけちゃま竹製携帯ストラップ』 

 竹の素材を生かしたストラップ 

『表皮削り竹製名刺入れ』 

 第 12回「ひろしまグッドデザイン賞」プロダクト部門（奨励賞）

受賞 

『iPhone用 ビスケット型木製ケース』 

 本物の木で作ったビスケット型の iPhoneケース 

商談ポイント 提携先 商談希望業種 ― 

 

http://ookura-it.com/
http://ad-okamura.com/
http://www.valeur.co.jp/
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株式会社 サトウ製作所 
出展 

コーナー 生活･健康 業務内容 プラスチック製品 製造・販売 

住所 〒720-2106 福山市神辺町十九軒屋 38-1 代 表 者 佐藤 憲示 担当者 佐藤 憲示 

TEL 084-962-2793 FAX 084-963-2684 URL http://www9.ocn.ne.jp/~sato-tec/ 

自社 

ＰＲ 

プラスチック製品製造の永年による経験と技術で、みなさまの「夢」の

実現をお手伝いします。身近なプラスチックを考えるサトウ製作所で

す。 

 

出展 

品目 

『携帯ケース Ａ・ＲＵ・ＹＯ』 

 つまようじなど小物を入れて持ち歩くのに便利なグッズです。 

 

『プラスチックピンセット』 

 長さ２３ｃｍの大型ピンセットと小さい精密ピンセットです。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 ― 

 

有限会社 東根
と う ね

製作所 
出展 

コーナー 環 境 業務内容 環境機器類の研究開発・製造販売 

住所 〒722-0073 尾道市向島町 5576-3 代 表 者 東根 秀幸 担当者 東根 秀幸 

TEL 0848-44-1393 FAX 0848-44-3680 URL  

自社 

ＰＲ 

焼却炉で培った燃焼技術を応用して開発した木質系バイオマスをエネ

ルギー源としたコージェネレーション用燃料ガス生成装置の更なる改

良を進めた結果、内燃機用燃料ガスとしての不純物の少ない燃料ガスの

生成・実用化に成功しました。 

 

 

 

出展 

品目 

『ミライトーン』 

本製品は、バイオマスを原料とした固形燃料であるペレットに加え、

木材や竹のチップを蒸し焼きして燃料ガスを取り出す装置です。 

・本製品は、ガス化方式を採用しており、ＬＰＧなどと同様、扱い易い

燃料ガスが採取できます。 

・小型化が追求できるため、既存ボイラーを対象にした燃焼ユニット部

の取替え需要も期待できます。 

・木材を直接燃やす既存の製品に比べ、本製品は①煙や灰が発生しない、

②燃料ガスの貯蔵ができる、③エンジン式発電機の燃料ガスに利用で

きるなど、多くの特徴を有しています。 

商談ポイント 販路拡大・提携先 商談希望業種 農業関係・介護施設 

 

株式会社 マルカツ 
出展 

コーナー 生活･健康 業務内容 ゴム製品製造（ブーツ・手袋） 

住所 〒729-3431 府中市上下町上下 807-3 代 表 者 赤木 茂樹 担当者 赤木 敬子 

TEL 0847-62-3356 FAX 0847-62-3948 URL http://www.marukatsu-eco.co.jp 

自社 

ＰＲ 

作業用の手袋・ブーツ・マリン用ブーツの開発提案型のメーカーとして

知的所有権を有し、常に作業の効率化と製品の機能を視点に、今までに

ない商品を日本国内の自社工場で生産し、市場に送り出しています。 

 

出展 

品目 

『トラクターシューズ』 

ファスナー付「ゴム製地下たび」足首から履き口までフィットする

ため動きやすく疲れにくい。 

『トラクターシューズロング』 

完全防水万能長靴・ロングのファスナー付で脱ぎ履きが簡単。 

田植靴としても最適。 

『インナーソルボ』 

振動吸収手袋（人工筋肉素材「ソルボ」装着）耐久性に優れています。 

商談ポイント 販路拡大・仕入先開拓 商談希望業種 
農業・林業・土木建設の資材を扱われる業種及び

肥料・種苗店 

http://www9.ocn.ne.jp/~sato-tec/
http://www.marukatsu-eco.co.jp/
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有限会社 無農薬機能水利用研究所 
出展 

コーナー 
機械・器具・

加工製造 
業務内容 食品加工業 

住所 〒722-1414 三原市久井町坂井原 1620-1 代 表 者 菅 浩考 担当者 菅 和子 

TEL 0847-32-5177 FAX 0847-32-5178 URL  

自社 

ＰＲ 

すべての農水産物を乾燥及び粉末にすることが出来、利用範囲を広げて

食品のリサイクルに協力出来ます。 

 

出展 

品目 

『ドライトマト』 

 生のトマトをあらゆる水分に応じて乾燥 

『ごぼう茶』 

 ごぼうの皮のみを乾燥、そして焙煎（150℃）殺菌処理 

『乾燥牡蠣』 

 生の牡蠣を蒸気で 2分蒸した後に乾燥 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 料理人・レストラン（イタリア系） 

 

株式会社 吉岡システム 
出展 

コーナー 
建築・ 

不動産 業務内容 建築 

住所 〒720-2413 福山市駅家町法成寺 2149-1 代 表 者 吉岡 宏展 担当者 吉岡 宏展 

TEL 084-972-2109 FAX  URL http://yo-yoshiokagumi.com 

自社 

ＰＲ 

コンクリートブレーカーの消音器「ＣＢＲマフラー」 

送風器フィルター「イージークリーン」 

 

出展 

品目 

『コンクリートブレーカーの消音器 ＣＢＲマフラー』 

 うるさいコンクリートブレーカーを静かにします 

『送風器フィルター イージークリーン』 

 ホコリを簡単に抑える送風器用フィルター 

『楽木』 

 ブラストを使った日本の杉の加工品 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 ― 

 

 

http://yo-yoshiokagumi.com/

