
平成29年9月20日

企　　業　　名 ポ　　イ　　ン　　ト

２ 

４ 

６ 

吉野川電線 株式会社 

電線・ケーブル・極細線 

超微細同軸ケーブル製造技術を応用
したマイクロヒーター 

微細通電デバイス開発技術 

OhSAS18001 

シドテック 株式会社 

チタン・ステンレス・耐熱合金 
難（何）でも削る 

機械加工全般（CNC旋盤、マシニング
センタ・ワイヤー放電加工) 

航空ジェットエンジン部品 

５軸加工・同時多面加工 
ステンレス系部品 

航空ｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ用 耐熱合金加工部品 ３次元CAD/CAM 
３ 

１ 
大倉工業 株式会社 

各種ポリオレフィンフィルム製品、
光学機能性フィルム及び建材材料 

要素技術（製膜、塗工、延伸、貼合、 

印刷）を用いて、要望に応じた高機能 

フィルムを提供 

ISO9001 ISO14001 

東洋炭素 株式会社 

黒鉛材、カーボン材、C/Cコンポ
ジット材等の製造、加工 

多種多様なカーボン材料を製造。 

素材製造から加工、販売まで一貫体制 

展 示 

明興産業 株式会社 

樹脂・プラスチック成形及び機械
加工、電力用遮断機・配電盤ユ
ニット 

各種樹脂成形から加工まで一貫生産 

配電盤の組立からオーバーホールま
で一貫生産 

ISO9001 ISO14001 製造業許可 

各種樹脂加工品 CFRP加工品 直圧成形品 

CCコンポジット製 

熱処理棚 

製膜（Ｔダイ-キャスト法） ◆製膜  要求される性能を満たすフィルム(単層、多層）を二次加工 
      まで自社製造 

◆塗工  基材フィルムに精密な厚み制御で機能性付与 
◆延伸  強度の向上や透明性、バリア性、耐薬品性、熱収縮性、 
      配向性などの付与 
◆貼合  異なるフイルムや金属箔などを接着剤や熱を用いて貼り合 
      わせ、複合性能を持った多層フィルムに展開 
◆印刷  製版と一体での要求に対応し、高精度なピッチ制御で基材 
      表裏面への連続印刷 

ロボットに使用される 
可動部用ケーブル 

カール加工や 
フラットケーブルも可能 医療用マイクロヒーター 

ISO9001 ISO14001 

ISO9001 ISO14001 

ISO9001 

パンタグラフ用すり板 温水循環ポンプ 

循環ポンプ用 

軸受 

黒鉛ヒーター（円筒） 

５ 
株式会社 とおる化成 
プラスチック製品の製造・加工 
 

金属・樹脂部品のインサート成形、 

小ロット多品種対応、成形以降の 

行程請負 

ISO9001 
特殊形状品 メッシュインサート成形品 金具インサート成形品 ネジ形状成形品 

展 示 

展 示 
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11 

12 

13 

７ 

９ 

香川シームレス 
 株式会社 

パンティストッキング、タイツの製
造 

弾性ストッキングの製造実績あり 

（OEM、医療機器） 

８ 

株式会社 

大矢根利器製作所 
カッターユニット、産業用刃物 

御要求に応えて開発から製造、販売ま

で一貫して対応 

エコー、レントゲン結果

を印刷するプリンターに

弊社カッターユニットを

搭載 

◆ 富士フィルム（株） 

◆ 三菱電機（株） 

◆ ソニー（株） ギロチンカッター 

ロータリーカッター 

スライドカッター サークルカッター 

揺動カッター 

水圧シリンダ 介護福祉向け特殊入浴装置 防水板 

防水板用 

特殊入浴装置用 

株式会社 

ＡＤＳムラカミ 
水圧駆動機器(水圧シリンダ） 

福祉･介護施設・障がい者施設向け､水
圧式入浴装置の設計開発・製造。防災
ｹﾞｰﾄ用・食品加工用水圧ｼﾘﾝﾀﾞの設
計・製造。その他、各種水圧装置製作。 

特許･実用新案6件取得 

株式会社 

エスシーエー 
FA機器設計、製造 
画像処理装置、各種検査装置 

微小形状記憶合金による微振動提
示装置 

ベストプロダクツ 
株式会社 

紙・不織布加工 

ご要望にあわせたサイズ・吸水量・製
品構成の設定が可能 

透析用シーツ 衛生･消臭アンダーシーツ 

↑吸水前 

↓吸水後 

ポリマー（SAP）の 

散粒量調整が可能 

有限会社 

山本縫製工場 
 
縫製加工 

長年の経験と技術。自社の特許製
品。医療機器と人との接点を、体に
優しい製品づくり 

医療機関との連携による 
開発商品 

アイスまくらカバー「E寝(ね)！」 

 

熱中症対策商品 

J∞QUALITY登録企業 編み機 自動縫製ロボット セット機 

ドイツ製編み機MERZを使用したDCYをインレイした多段階着圧の丸編み技術 

ISO9001 ISO14001 製販業許可 

製造業許可 

製販業許可 

製造業許可 

製造業許可 

末梢神経麻痺度検査装置 
主な取引先 

◆ ユニ・チャーム（株） 

◆ 大塚製薬㈱ 

◆ 神島化学㈱ 

◆ ㈱ノーム 

振動原理 手の指先 足  先 

10 
御津電子 株式会社  

四国工場 

精密部品、プラスチック成形品、
各種制御機器 

制御機器の設計から量産までワンス
トップで対応 

各種制御機器 自動旋盤による部品加工 

ISO9001 ISO14001 

専用機（画像認識等） 基盤設計・実装 

展 示 

展 示 

展 示 

展 示 
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14 

15 

17 

18 

16 

19 

株式会社 スワニー 
グローブ、ラゲッジ、車椅子 

スポーツ、ファッション、カジュアル、
ドレス等各種手袋 

国際特許所有のカバン(スワニー
バッグ）、車いす（Swany Mini） 

株式会社 

セントレディス 
看護師・介護士・保育士向け 
雑貨 

可愛いく実用的な現場で便利な雑貨
を企画・開発 

医療機器メーカー 

との連携 

■㈱フォーカルコー

ポレーション 

 

貸与業許可 

看護師さんをコーディネイト

できる豊富なラインナップ 
 
・聴診器 
・ポケットペンケース 
・ネームホルダー 
・ナースウォッチ 
・ペンライト 
・ハサミ 
・オーガナイザー  etc 販売業許可 

ソフトLEDペンライト 

MOOMIN・ピーターラビッ

ト・miffy・くまのがっこう・リ

サ＆ガスパール・モンチッ

チの版権を取得しておりま

す。 

ポケットペンケース 

オークラ情報 
        システム 株式会社 

ソフトウェア開発 

独自の画像照合エンジンを開発。 

ハイスピードで複合同時照合 

ISO27001 

鑑査レンジ 一括鑑査による複数薬品の同時鑑査 

株式会社 

ジョーソンドキュメンツ 
各種ドキュメント制作 

放射線医用機器、生化学分析装置、 

調剤機器メーカーへドキュメント納入 

ISO27001 

株式会社 

禾 （ノギ） 
菓子製造 

卵・乳製品・小麦を使用しない米粉
の菓子 

コンタミネーション問題のない工場で
の機能性菓子の開発 

・分けっこしやすいように、一つ一つ個包装化 
・種類が判別できるように個包装にプリントも可能 
・長期保存可能。アレルギー対応災害備蓄食品として 食べて楽しい形に成形 グルテンフリー商品 

米粉を使用した焼菓子 

株式会社 

コヤマ・システム 
受託ソフトウェア開発 

パッケージシステム製造 

組み込み系ソフトウェア開発技術や
応用技術、画像処理技術など主とし
て制御系技術を得意としています。 生産現場のドライブレコーダー「RekamoMA」 

乗用車の後部座席に収納可能 

世界最小 車いす Swany Mini 

小スペース、コンパクト、機能性を重視 製販業許可 

20 

展 示 

展 示 

展 示 

有限会社 オルカ 
特許取得済「フィルムスキン」
技術 

汗や水で流れない 

透明な膜で皮膚を保護、 

汗を抑える商品 

展 示 

エバーテック アクロバン汗止め 
（OEM商品） 

用途展開 
 
・荒れた手に 

・スポーツの 
  滑り止めに 

・紫外線カットに 

・多汗症の方に 

（イメージ画像） （イメージ画像） 

アクロバンＵＶカット 
（OEM商品） 

テアレスキュー（スポーツ） 
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