
とみしんビジネスフェア２０１８　出展企業一覧
【ものづくり（機械、金属）】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ａ１ ㈱北日本製工 富山 板金加工による工作機械のカバー等を設計製作。

Ｂ３ ㈲向陽缶機 富山 各種制御盤板金を一品物から量産物まで一貫生産。

Ｂ１ コンチネンタル㈱ 富山 板金加工により、鋼板からできるものは何にでも挑戦している。

Ａ６ ㈲シエラ・スポーツ 富山 自動車レースエンジンの開発、リビルド、欧州車整備全般。

Ａ３ ㈱伸栄商会 富山 工作機械・ロボット・三次元測定器・切削工具販売。

Ａ５ ㈲新生製作所 富山 螺旋階段、スチール製手摺、階段の設計、施工。

Ｂ２ ㈲タガアートステンレス 富山 厨房用ステンレスフード・システムキッチン。

Ａ７ ㈲竹村金型製作所 富山 アイデア、試作品から量産品まで。

Ｂ６ ㈱テクノスヤシマ 大阪 農業用大型ドローンの製作/販売。

島３ 中村プレス㈱ 富山 自社開発商品　積み降ろし自在コンテナ　「らくらくコン」製造、その他アルミ請負加工。

実２ ㈱ハナガタ 富山 シュリンク包装機の製造及び販売。

Ａ４ ㈱ヒラテック 富山 ステンレス加工（板金・製缶）。

Ｂ４ ファインテック㈱ 富山 非鉄・金属を中心とした精密部品加工。

Ｂ５ ㈲北辰工業所 富山 金属を溶かしてオリジナルを創ります。

Ａ２ ㈱三田商会 富山 IAI エレシリンダー　昭和電機 環境商品。

【ものづくり（木、紙、繊維）】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｂ７ ㈲小野沢家具店 富山 桐のぬくもりを生活に。

Ａ８ オレットドア販売㈱ 富山 New省スペース／オレットセーフティセレクトドアシリーズ。

Ｃ５ 北日本印刷㈱ 富山 印刷等（パンフレット・書籍・各種広報紙新聞）、特殊印刷、クリアファイル他、データ加工、ＨＰ制作、企画提案サービス。

Ｃ６ ㈱グラフ 富山 販売促進ツールの企画・デザイン・印刷。

Ｄ６ 黒部紙業㈱ 富山 段ボール製造販売および紙製品加工販売。

Ｄ５ ㈲嶋モデリング 富山 何でも立体的に！最新３Ｄ技術と伝統技術の融合によるモデリング。

Ｃ８ ㈲竹本木箱店 富山 総桐計量米びつ「米蔵」「優氣」など、桐製品全般。

Ｄ７ ＤＩＡＲ㈱ 石川 消臭繊維「レスメル」LESSMELLを使った製品の企画、製造、販売。

Ｃ７ ㈲中嶋工芸社 富山 様々なニーズに応えた注文家具の提案から製造をしています。

Ｂ８ ㈲鉢蝋建具 富山 手作り工芸品。

Ｄ８ ㈱ホリウチ紙器 富山 贈答用紙器の製造販売。

【ものづくり（プラスチック、その他）】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｆ２ ㈱アサヒ工作所 大阪 熱硬化性樹脂の加工。

Ｄ１ ㈱英光商事 富山 各種袋・ポリエチレン製品・ＯＰＰ、ＣＰＰ製品・ラミネート製品・段ボール・紙製品・トレー・容器・食品用資材全般。

Ｄ３ エムケイキカク 富山 熱中症対策・企業アピールプリントポロシャツ及びＴシャツや企業ＰＲ用の車両ラッピング等。

Ｃ３ 救護施設 八尾園 富山 陶芸品(花瓶・傘立て・皿・徳利)、ブロック(Ｕ字溝)。

Ｆ３ ㈱神戸設計ルーム 兵庫 展示会出展のご支援をします。お客様にあわせたパッケージプランもご用意しています。

Ｃ４ ㈱斉藤製作所 富山 確かな品質　プラスチックの可能性に挑戦。

Ｄ２ ㈱サン計装 富山 振動計校正装置による各種速度型振動計の校正試験業務、計装システム及び計装品の保守・点検・校正業務。

Ｆ１ 三伸樹脂工業㈱ 石川 ＰＥＴボトル、キャップを製造・販売しております。

Ｅ２ 富山軽粗材㈱ 富山 エンジニアリングプラスチック素材・製造メーカー。

Ｃ１ ㈱鳥居セメント工業 富山 人造大理石、点字ブロック、パーキングブロック製造、テラゾタイル(デザイン性タイル)。

Ｃ２ ㈱ニットク 富山 シール、ラベル、ステッカー企画、製造。

島４ 丸太石陶材㈱ 岐阜 天然大理石・御影石加工販売　ウォータージェット切断加工。

Ｄ４ 明太化成㈱ 富山 食品に彩りを添える、安全・安心・高品質な容器提供！！。

Ｅ３ ヤマシナ印刷㈱ 富山 2050年を見据え、ＤＩＷＯ（複数の誰かと何かを生み出す）のお手伝い。

Ｅ１ ㈱吉森ガラス 富山 建築用板ガラスを使った様々な加工を得意とします。
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【環境ビジネス】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｋ５ ㈱オキシー 石川 電気・水・熱等のライフライン経費削減を行います。施工主さまに合ったオンリーワンのご提案を行います。

島２ ㈱セキノ興産ホールディングス 富山 金属屋根＋太陽光発電システム＋雨漏り１０年保証。

Ｊ５ 戸田電気鉄興㈱ 富山 除菌電解水給水器・水素水サーバー・ファインバブル酸性電解水生成システム。

Ｋ４ ㈱トピオウォーターシステム 富山 銀イオン水の製造装置、スプレーボトルの販売。

Ｋ３ 日本交通興業㈱ 富山 体に優しいバイオの力の消臭剤、根本から汚れを落とすお家の洗浄工法。

Ｊ４ ㈱モーターバル 富山 モータースポーツの現場からのフィードバック！真面目で安全なタイヤ・カー用品の販売、安心をサポート！。

Ｋ６ ㈲ユニオンシステム 岐阜 ガラスコーティング。

Ｊ６ ㈱ユメック 富山 電気代を０円で削減できる時代になりました。

【住環境・くらし・健康】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｌ２ ㈱ and 富山 オフィスリノベーション、店舗改装、新築、リフォームのスペシャリスト。

Ｌ４ ㈱石橋 富山 プロが行う画期的なトイレクリーン・サービスのご提案。

実３ ㈱ Canvas 富山 誰も見たことのないモノ、誰もが見たい“ココロ踊る未来”を描く。

Ｍ５ 五洲薬品㈱ 富山 入浴剤・化粧品・健康食品・ミネラルウォーターの製造販売。

Ｌ１ ㈲中央ケアーサポート 富山 家事代行・家政婦・在宅介護サービス・介護離職ゼロの為のセミナー開催。

Ｍ２ テダスケ 富山 頑張る人を応援したい。

Ｌ６・７ ㈱中西鋼機 福井 大切な農作物を獣害から守る「獣害防止柵」。

Ｌ５ 社会福祉法人フレンドリー会 富山 和製品を中心とした手製小物を製作・販売。

Ｍ６ ㈱松本日光舎 石川 ①重油・灯油ボイラーの燃料費を削減　②カビ・細菌・ウイルス・悪臭を根本的に解決。

Ｍ４ ㈱やぶうち商会 富山 化粧品製造・化粧品製造販売・塗料販売業・カッティングシール。

Ｍ３ (合)やわらか 富山 立山山麓で採れたハチミツとナチュラルな野草をブレンドした洗顔せっけんと美容液。

Ｍ１ ユウ・アクアライフ 富山 次世代アクアリウムプロデュース＆メンテナンス。バス＆スキンケア商品ＯＥＭ・ＰＢプロデュース。

Ｌ３ ワイズイノベーション㈱ 富山 自社オリジナル商材「ワイズフィルター®」を製造しています。

【ＩＴビジネス・コンサルティング】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｎ１ ㈲ hs style 富山 若い人が集まる採用求人動画。

Ｐ４ 信金中央金庫（海外業務支援部） 東京 海外ビジネスに関するお悩みの解決を信用金庫とともにサポートしています。

Ｎ４ ㈱スプラウト 富山 ＶＲ／ＡＲ技術を活用した映像制作・アプリ制作。

Ｎ７ ㈱絶品 富山 Webサイト制作等ＩＴ事業全般並びにオリジナルキャラクター、イラスト制作。

Ｐ３ (独)中小企業基盤整備機構 北陸本部 石川 小規模企業共済・経営セーフティー共済で皆様を応援します。

実１ ㈱電陽社 富山 「ものづくり」の現場に最適なソリューションをご提供いたします。

Ｐ１ (公財)富山県新世紀産業機構 富山 創業、企業経営に関する様々な課題に対して効果的な解決を図るための総合(ワンストップ)支援機関。

Ｐ２ 富山県信用保証協会 富山 中小企業を支える身近なパートナー。

Ｐ６ 富山県立大学 富山 企業の抱える技術課題のご相談を受けます。

Ｐ７ 富山高等専門学校 富山 企業の抱える技術課題のご相談を受けます。

Ｐ５ 富山大学 富山 企業の抱える技術課題のご相談を受けます。

Ｎ５ ㈱フジカラー北陸 富山 高品質のGoogleストリートビュー360°パノラマ撮影します。

Ｎ２ ㈱フリー・スタイル 富山 コンピュータシステム開発・導入支援サービス　クラウドソフトウェア導入提案支援実績多数１６年富山の会社です。

Ｍ７ ㈱ほくつう富山支社 富山 様々な情報通信技術で人と社会をつなぐ情報通信カンパニー「ほくつう」。

Ｎ６ ㈱メディアプロ 富山 HPの企画・製作、スマホアプリ（販売促進）の販売、googleストリートビュー撮影代行等。

Ｎ３ ㈱レーベルエージェンシー 富山 ラベル、パッケージ、容器デザイン、広告用WEBの総合プロデュース　商品、企業の付加価値向上へ。

【観光ビジネス】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ａ９ ㈱エイペックスエンターテイメント 富山 イベント企画＆パフォーマー派遣。

Ｂ９ 上市町観光協会 富山 剱の懐で生まれた自然あふれるまち「上市」。

Ｄ９ ㈱高山グリーンホテル 岐阜 和風旅館の情緒とホテルの機能性を併せ持った施設です。

Ｃ９ ㈱ホテル・アローレ 石川 リゾートホテルにおける宿泊・レストラン・結婚式場・宴会の施行。
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【食・農業ビジネス】

ブース 企業・団体名 都府県 出展製品・技術サービス

Ｈ５ あかねパートナーズ㈱ 富山 「６次産業化プランナー」による地域クラスター形成支援。

Ｅ４ イセ食品㈱ 埼玉 安心・安全にこだわったブランド卵「伊勢の卵」「森のたまご」。

Ｆ６ ㈱ VINARIA 富山 東欧ワイン輸入販売。

Ｇ５ ㈲営農ワイエムアイ 富山 自然の恵みとこだわりが作り上げた本物の味～富山の大庄米コシヒカリ～。

Ｊ３ おいしい産業㈱ 静岡 「桜えび、しらす、地酒」など静岡にあるおいしい商品にこだわって全国の皆様にお届けすることを目指しています。

Ｅ６ ㈱柿里 富山 今までにない見た目にも華やかで花が咲いたような形状をした乾麺です。

Ｈ６ ㈱北山物産 富山 黒部の湧き水を活用したコーヒー。

Ｇ６ グローリー㈱ 富山 通貨処理機のパイオニアとして安心と便利さを提供。

Ｈ２ ㈲佐々木千歳堂 富山 昭和26年の創業以来、地元の食材を使った手作りお菓子を販売。

Ｅ５ ㈱三和製玉 富山 オムレツ、玉子焼の製造販売。

Ｈ４ ㈱新湊かまぼこ 富山 かまぼこに富山県産米を加え、チップスにした製品「かまぼこチップス」。

Ｆ７ 立山化成㈱ 富山 二日酔い防止、乳酸菌、化粧品、α－リポ酸。

島１ 立山酒造㈱ 富山 国内産酒造好米１００％仕様の高規格酒造り。

Ｅ７ ㈲田中商店 富山 富山湾で捕れた白エビ・ホタルイカ・紅ズワイガニ等をせんべいに加工。

Ｇ３ ㈱ティーツリーコミュニケーションズ 富山 特産品の製造・販売。

Ｇ１ 徳永食品㈱ 富山 ホルモン、チャーシュー等の食肉製品加工販売。

Ｇ２ ㈲とと屋 富山 魚の粕漬け、味噌漬け、煮魚、焼き魚、珍味・ます寿し製造。

Ｊ１ 農業生産法人㈱なっぱ会 石川 農作物　きゅうり、ミニトマト、金時草、野セリ。

実４ 日本料理 山崎 富山 風味余韻と一期一会の心を大切に、至福の時をおもてなしいたします。

Ｋ２ 長谷川製茶㈱ 静岡 浜松市で本物のお茶特別栽培茶（栽培期間中農薬不使用）栽培。自社製茶場で多様な企画開発製造。

実５ ㈲引網香月堂 富山 菓子製造販売、上生菓子製造販売。

Ｆ５ 富美菊酒造㈱ 富山 世界最高品質と認知される日本酒を製造。

Ｈ３ ㈲放生若狭屋 富山 富山県産コシヒカリ米粉を100％使用した新製品「富山米のカステラ」。

Ｋ１ ㈱マキ商会 埼玉 産学官連携の商品。瞬間でウェットになるタオル「くるもみ」など。

Ｇ４ 丸玉㈱ 富山 富山の伝統的な食文化の｢昆布〆｣の製造、販売、卸を行っております。

Ｊ２ むらのもちや 石川 能登で育まれた素材を生かし昔ながらの味にこだわった お米の加工品づくり。

実６ もっともっと朝日町 富山 朝日町の自然の恵みを生かした、美味しくて安全安心な食の提供と体験観光。

Ｆ４ ㈱ユキ工房 富山 栄養満点　富山県産　熟成黒にんにく。

Ｈ１ ローレルバンクマシン㈱ 富山 現金周りの業務効率化・安全性の確保に貢献する通貨処理機の製品・サービスの提供。

※ 島・・・島ブース、実・・・実演コーナー
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