
 

製品展示 

企業名 (有)中島プロダクション 代表者 専務取締役 中嶋 直樹 

住所 倉敷市亀山 1026-1 電話 086-429-2111 FAX 086-428-4515 

  URL http://ww91.tiki.ne.jp/~eventnpro 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

イベントレンタル・タレントパンフレット 

展示品概要 

・特徴 

家族単位のほのぼのとした集まりから、大掛かりな野外イベントまで、イベントに関することならど

んな内容でも相談ＯＫです。会社や市町村、子ども会や町内会などの夏祭り、ミニコンサート、記念

式典など、ＴＰＯに合わせた会場設営や演出で会場を盛り上げるお手伝いをさせていただきます。 

 

製品展示 

企業名 (株)キゾウ 代表者 代表取締役 水野 明浩 

住所 津山市本町 3-20 電話 0868-22-0233 FAX 0868-22-3177 

  URL http://www6.ocn.ne.jp/~kizow 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

ハニークリーム（肉球クリーム）、ミリオンクレイ（泥リンス）どちらもペット用品 

展示品概要 

・特徴 

■ハニークリーム 
 天然素材のみを使用した手作り犬用 肉球ケアクリーム。室内で飼う

場合、愛犬の肉球が硬化すると、フローリングの上はすべりやすくなり

犬にとって腰や、関節に負担がかかり炎症を起こす原因になります。ま

た、ほっておくと散歩中ひび割れから雑菌が入り病気の原因になりま

す。そこで、肉球をやわらかい状態で保護するために愛犬にやさしいク

リームを開発しました。 
■ミリオンクレイ 
 津山のとっこ泥を材料にした、犬用泥リンス。産官学共同での開発商

品。ペットの臭いの軽減、ブラッシングのとおりのよさ、毛並みのボリ

ューム感などユーザーさんから好評を頂いています 

 

 

製品展示 

企業名 中・小型犬のオリジナルウエアショップ「DOL」 
代表者 ネットショップ店長 小田 桂子 

住所 
倉敷市新田 2415-1  
ｼﾞｪｲｼﾃｨ倉敷 203 

電話 086-421-3882 FAX 086-421-3882 

  URL http://store.yahoo.co.jp/dol/ 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

小・中型犬のオリジナルウェア 

展示品概要・

特徴 

アパレルのデザイナーをしていたオーナーが、質の良い小・中型犬の

オリジナルブランド「DOL」を立ち上げました。東京・三宿の実店舗

ならびにネットショップにて販売中。岡山での卸売り・販売を検討中 

 

 



 

製品展示 

企業名 Heaven Paradise 代表者 小野 かおり 

住所 玉野市明神町 11-10 電話 0863-81-5609 FAX 0863-81-5609 

  URL  

展示の目的 代理店・販売網の獲得 共同研究・技術提携の獲得 商品化・製品化先の獲得 

オリジナルハンドメイドアクセサリー プリジュエリー コサージュ 

展示品概要・

特徴 

厳選された様々な素材を独自に組み合わせ、色鮮やかで遊び心のあ

る楽しいものや、毎日のスタイルに取り入れやすいおしゃれでシン

プルなもの、またパーティー･ブライダルなど特別な日にはゴージ

ャスでエレガントなものをオリジナルハンドメイドで提案してお

ります。特徴としては金具類は国産にこだわり、変色しにくい国内

有名メーカー(一部除く）を使用しております。 

 

 

製品展示 

企業名 スマイルファクトリー(有) 代表者 取締役 難波 栄城 

住所 倉敷市児島田の口 4-13-28 電話 086-477-6480 FAX 086-477-6480 

  URL  

展示の目的 代理店･販売網の獲得 

「積みっこ」「のっけてーぶる」他高齢者のリハビリ用遊具 

展示品概要・

特徴 

福祉施設等でのレクリエーションに利用する、高齢者の為

のリハビリ用遊具です。基本的にユニバーサルデザインに

配慮し、大きさ・色・形など高齢者が使いやすいデザイン

を取り入れています 

 

 

製品展示 

企業名 (株)木元屋 代表者 代表取締役 筒井 百合子 

住所 浅口市鴨方町本庄 1931 電話 0865-44-4128 FAX 0865-44-0758 

  URL  

展示の目的  

美観みそ（ゆず、山椒、ピリ辛、ナッツ）, 香り生ポン酢, 万能だし醤油 

展示品概要・

特徴 

・ゆず…以下、えび、ちりめん、しいたけ、キクラゲ、なす入り 

・ナッツ…アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ、ピーナッ

ツ、くるみ入り 

・ピリ辛…にんにく、唐辛子、イカ、きくらげ、なす入り 

全て手作りおかず味噌 

 



 

製品展示 

企業名 ダイヤ工業(株) 代表者 代表取締役 松尾 正男 

住所 岡山市古新田 1117-1 電話 086-282-1245 FAX 086-282-1246 

  URL http://www.daiyak.co.jp 

展示の目的 代理店･販売網の獲得 

ﾚｸﾄﾚｽﾃｯﾌﾟ、活々ﾄﾚｰﾅｰ、車いすｸﾞﾛｰﾌﾞＺＥＲＯ、ｷｬﾘｰﾍﾞﾙﾄ、ﾒｯｼｭｱｸｼｮﾝｷﾞｱ、ﾊﾞﾘｱｽﾂｲｽﾄ 

展示品概要・

特徴 

 ダイヤ工業では独自にお客様の貴重なご意見・ご提案により信頼

と品質の良い商品を開発してまいりました。この度展示致します、

バランスマットのレクトレステップ、トレーニングゴムの活々トレ

ーナーを始めダイヤ工業が自信を持ってをお届けする、利用者介助

者双方に優しい製品をこの機会に是非一度お試し下さい。 

ﾚｸﾄﾚｽﾃｯﾌﾟ・・・高齢者の転倒予防の為のﾊﾞﾗﾝｽﾏｯﾄ。ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

だけでなく手で持ったり転がしたりとﾚｸﾘｴｰｼｮﾝにも使用可能。 

活々ﾄﾚｰﾅｰ・・・高齢者の四肢のﾄﾚﾆｰﾝｸﾞｺﾞﾑ。握力がない方でも使

えるﾏｼﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ付き。 

車いすｸﾞﾛｰﾌﾞ ZERO・・・車いすに乗る方専用ｸﾞﾛｰﾌﾞ。滑り止め部分

が着脱可能。 

ｷｬﾘｰﾍﾞﾙﾄ・・・移乗用具。ベッドや車いすからの移乗を安全且つ手

軽に行える。 

ﾒｯｼｭｱｸｼｮﾝｷﾞｱ、ﾊﾞﾘｱｽﾂｲｽﾄ・・・介助者の為の腰痛帯。弊社独自の

滑車の原理を用いた手法で腰痛の補助、予防をする。 

 

 

製品展示 

企業名 メディア(株) 代表者 代表取締役 小島 賢次 

住所 玉野市玉原 2 丁目 7-31 電話 0863-31-7121 FAX 0863-31-5822 

  URL http://ww3.tiki.ne.jp/~media/ 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

展示品 
２色切替誘導灯「リード OK」&玄米「みどり藤」&合格グッツ「おくとパス｣=携帯電

話ストラップ 

 

製品展示 

企業名 (株)ウィーズ 代表者 代表取締役社長 田中 裕士 

住所 総社市西郡 452-1 電話 0866-90-1220 FAX 0866-90-1251 

  URL http:/www.weedes.jp 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

カルマード（軽窓） 
展示品概要・

特徴 
既存の住宅及び建物全般に低コスト・軽量で簡単に後付けでき、ご家庭の省エネ・騒音対策など快適

生活創造を改善できる新発想のインナーサッシ 

 



 

製品展示 

企業名 (株)ビー・シー・オー 代表者 代表取締役 岡本 昭三 

住所 岡山市島田本町 1-5-37 電話 086-255-2311 FAX 086-255-2369 

  URL http://www.bco.co.jp/happiness 

展示の目的  

磁気活水処理装置「BCO ハピネス｣ 

展示品概要・

特徴 

BCO ハピネスは磁石で水を活性化させる商品です。水道水・地下

水及び工業排水の給・配水管に取り付け、一般家庭から、工業排水

に至るまで汚水を浄化します。水を活性化することにより、既存の

浄化設備の能力を向上させ、悪臭の改善、汚泥の減量等に効果的で

す。費用が小さく、ランニングコストも一切かかりません。 

 

 

製品展示 

企業名 グローブ 代表者 代表 奥田 忠司 

住所 倉敷市真備町市場 3748 電話 090-2860-0815 FAX 0866-98-0815 

  URL  

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

全自動ロボット掃除機  

展示品概要・

特徴 

ボタンひとつで毎日簡単、らくらく全自動ロボット掃除機。 
フローリング、カーペットなどのさまざまな床に対応し、人のかわ

りにおまかせ全自動お掃除。薄型設計なので、今まで届かなかった

ベッドの下などのお掃除もらくらく。見えないところのチリやホコ

リもしっかり除去。アレルギーの原因となる家ダニも紫外線殺菌装

置でノックアウトしてくれます。 
 

 

製品展示 

企業名 (有)アイリケン 代表者 取締役社長 池田 義宏 

住所 倉敷市平田 628-2 電話 086-427-5727 FAX 086-427-5753 

  URL http://www.iriken.jp 

展示の目的 代理店･販売網の獲得 

特殊断熱コーティング材、CERAMIC COVER CC100 

展示品概要・

特徴 

環境に優しい塗料型断熱材「セラミックカバーC100」 
アメリカ航空宇宙局(NASA)で研究開発され、従来の断熱材及び工

法とは全く次元の異なる新技術です。また施工対象物の場所、形状、

材質を問わずあらゆる断熱処理が可能です。この技術の断熱効果

は、非常に高く評価されており、日本の一流企業が相次いで導入を

開始しております。  

 



 

製品展示 

企業名 (株)イージーティ(EGT) 代表者 代表取締役 奥野 勇 

住所 倉敷市水島東川町 8-25 電話 086-447-8188 FAX 086-447-8180 

  URL http://www.egt.jp/ 

展示の目的 資金調達、販路獲得 

自動車触媒に代わるマフラー 

展示品概要・

特徴 

自動車の排ガス公害減少、省エネマフラー 

 

 

製品展示 

企業名 JFE テクノリサーチ(株) 分析・評価事業部 倉敷事業所 

代表者 所長 富樫 房夫 

住所 倉敷市水島川崎通 1 丁目 電話 086-447-4621 FAX 086-447-4618 

  URL http://www.jfe-tec.co.jp 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

アスベスト分析技術紹介 

展示品概要・

特徴 

弊社では、お客様の技術的課題を ONE-STOP で解決するために『材

料の組成、特性等の分析・評価業務』を中心に広範囲な技術メニュ

ーと商品を用意しております。弊社では豊富な経験と高度な技術力

で建材・天然鉱物・環境気中のアスベスト調査を承っております。 

 

 

製品展示 

企業名 (有)谷口建設工業 代表者 代表取締役 谷口 恭一 

住所 岡山市瀬戸町観音寺 612-1 電話 0869-52-3278 FAX 0869-52-3239 

  URL http://www.taniguti.com 

展示の目的 商品紹介並びに販路拡大 

燃料改質添加剤「燃料革命｣ 

展示品概要・

特徴 

昨年、石油類の燃料効率改善用添加剤の製造法に関する特許を取

得。ガソリン・軽油･灯油類の燃焼効率を高めるとともに、有害物

質の削減に効果がある商品です。取扱や使用方法も簡単。環境改善･

経費節減に利用いただければ。 

 

 



製品展示 

企業名 省エネクリエーター 髙陽 代表者 代表者 髙?  進 

住所 倉敷市神田 4-9-31 電話 086-446-7446 FAX 086-446-0003 

  URL  

展示の目的 その他（燃費削減する新製品のご案内） 

燃費削減新製品⇒新型オイルエレメント 

展示品概要・

特徴 

本品は従来のオイルエレメントで濾過できない微細摩耗粉を、磁力

線の効力で確実に吸着。常にオイルをクリーンに保ち、燃費３５～

１０％削減するとともに、エンジンの寿命も伸びます。紙フィルタ

ー式の使い捨てに対し、本品は交換不要で半永久的に使用可能！し

かもオイル交換不要で、整備時間短縮と廃棄物の量と処理費用が削

減できます。CO・HC・NOｘ・CO2 等の環境汚染物質の排出も抑

制！装着後 3 年または、走行距離 10 万 km.以内のいずれかを保証

で安心です。【特許取得】国内・米・英・仏・独・中国・韓国 
 

 

製品展示 

企業名 (資)わらべごころ 代表者 代表社員 稲毛 順 

住所 倉敷市阿知 1-7-2-803 くらしきｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ西ﾋﾞﾙ 8F くらしきベンチャーオフィス 5 号室 

電話 086-423-5811 FAX 086-423-5811 

  URL http://www.e-warabe.com 

展示の目的 代理店・販売網の獲得 

カメラシステム 電話システム 

展示品概要・

特徴 

インターネットカメラと小型サーバを用いたセキュリティ向け画

像録画システム。小型 PC サーバを利用した、一般回線への接続が

可能な小型 IP 電話交換機。 

 

 

製品展示 

企業名 アットアイ（@AI） 代表者 代表 粟木原 由和 

住所 倉敷市阿知 1-7-2-803 くらしきｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ西ﾋﾞﾙ 8F くらしきベンチャーオフィス 3 号室 

電話 086-434-2777 FAX 086-434-2777 

  URL  

展示の目的 資金の調達 代理店・販売網の獲得 

顧客販促システム 

展示品概要・

特徴 

１．CRM・FSP を安価で簡単に実現できる戦略ツール 
２．システムは道具、大切なのは使い方と他社事例を元に“自

社事例”を多く作ること 
３．視覚的に分析結果を素早く把握 

 

 



 

製品展示 

企業名 倉敷市くらしきベンチャーオフィス 

代表者 インキュベーションマネージャー 飯田 永久 

住所 倉敷市阿知 1-7-2 803 号 西ﾋﾞﾙ 8F 

電話 086-427-0841 FAX 086-427-0841 

  URL http://metabizjp.s40.xrea.com/kvo/ 

展示の目的 入居者募集、入居者・施設の PR 

施設紹介パネル・パンフレット、入居者パンフレットなど 

展示品概要・

特徴 

平成 18 年 8 月に開所した起業家支援施設です。ネットワーク設備

等のハードだけでなく、インキュベーションマネージャーによる事

業サポートなどｿﾌﾄ支援も充実しています。現在、入居者募集！ 募

集室数：1 室 

 
 


