
2019.8.27現在

会社名 業種 PR 所在地

1 (有)田中凸版 シール・ステッカー印刷

吉塚でシール・ラベル・ステッカーを印刷する会社です。食品関係、
工業系などあらゆる分野からご相談を受けてシール・ラベルを納品
しています。数年前に福岡で1号機となるデジタルシール印刷機を
導入して数百枚単位のシールも受注出来るようになりました。多品
種、小ロットのシール・ラベル印刷は得意です。また、可変データの
印刷も可能で1枚毎に違う内容のシールも受注しています。

福岡市博多区

2 (株)ゼンリン 情報・通信

ZENRIN GISシリーズ
ゼンリンでは、GISに対する多様なニーズに対応する為に、各種
サービスを展開。GISの情報基盤となる地図データベースを中心
に、多彩なGISコンテンツや各種アプリケーションを組み合わせてお
客様それぞれに最適なGISソリューションを提供しています。又、手
軽にGISシステムを利用したいというお客様には、特定の業種・業
態、業務・用途向けのGISパッケージもラインナップしています。

福岡市博多区

3 ゼブラ(株) 製造業・筆記具販売

企業様・団体様の記念品作製、展示会にて配布品・新製品の販促
品など含めた販促品ノベルティ作製にて配布された方が喜ばれる
商品のご提案をお手伝いさせて頂きます。
 雑誌、ネットで話題の筆記具をご紹介をさせて頂きます。
 ライト機能が付いたボールペン【ライトライト】、滑らかインクボール
ペン【ブレン】など当日ご紹介させて頂きます。

福岡市博多区

4 昭和鉄工(株) 製造業

ボイラーの昭和鉄工がつくる電気ヒーターです。
 弊社の超薄型面状ヒーターは、加熱面積が大きく熱効率に優れて
おり、自身の熱容量が小さいため、非常に早い昇降温が可能です。
また、発熱体のパターン設計の自由度が高く、温度分布の的確なコ
ントロールも可能になります。この様な特徴から「予熱工程の短縮」
「待機電力・起動電力の低減」「熱源の省スペース化」等の効果が
期待でき、様々な加熱・冷却の問題を解決できる商品です。

糟屋郡宇美町

5 (有)スタッフ

オリジナルブランド企
画・製作・販売
スクリーン印刷、ウェル
ダー加工

戦国時代の鎧・兜を現代の暮らしや日々の生活にマッチする形に当
社ハンドメイドにて仕上げました。その上、軽くやわらかい素材を使
いお持ち帰りしやすい兜・鎧商品にしました。

福岡市南区

6
タカギ冷機(株)福岡
支店

冷熱、空調機器販売

産業の発展と共に排出される大量の工業廃液。
その全てを産業廃棄物として処理すると、多額のコストがかかりま
す。そこで当社は、廃液削減装置を開発しました。
廃液中の水分を分離して容積を減容します。
産廃コスト削減と地域環境保護に貢献いたします。
20年以上にわたる豊富な開発経験、1,000台以上の納入実績で蓄
えたノウハウと経験を活かし、貴社が抱える産廃コスト削減の課題
に貢献いたします。

福岡市南区

7 (有)アサヒビック 合成樹脂製品製造 製品サンプル展示 福岡市城南区

8 日本タングステン(株) 材料・加工メーカー

当社は、粉末冶金技術を基盤技術とし、タングステン、超硬合金、セ
ラミックなど高融点材料を製造、販売しているメーカーです。
当社の材料やソリューションは、様々な産業で使用されており、特
に、耐熱性、耐久性、耐摩耗性などが要求される過酷な環境下で、
課題やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区

9 渡辺鉄工(株) 一般機械器具製造業

デジタルモノづくりソリューションをテーマとして多品種少量生産の
中小企業である弊社がデジタルツールを活用したモノづくりを実践
しております。
 そこでの知見やノウハウを基にデジタル化対応へのご提案をいた
します。
 ロボットシミュレーション～インテグレート、ＣＡＤ－ＣＡＭ、３ＤＣＡＤ

福岡市博多区

10 タイキ薬品工業(株) 製造業

環境関連向けの各種化学工業薬品を扱う、メーカー兼総合商社で
す。化学工業薬品を通じて、人・社会・環境の調和に貢献することを
使命としています。化学工業薬品は私達の身近な生活にかかわっ
ています。タイキ薬品工業は、人と自然とが上手に暮らしていくため
に、幅広い製品を取り揃え、価値ある製品を提供します。

福岡市東区

福岡商工会議所工業部会主催　ビジネス交流会　出展者一覧
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11
昭和電線ケーブルシ
ステム(株)

製造業（電線、ケーブ
ル）

当社では電線・ケーブルに使用される銅線の新規用途の開拓、ビ
ル、マンション等に使用される免震装置のご紹介など何か今後につ
ながる機会として参加させていただきたいと考えております。

福岡市中央区

12 (株)クボタ九州支社 機械メーカー
クボタグループは、「食料・水・環境」分野で世界に貢献すべく事業
活動を行っています。今回は、その中でも「環境」分野に軸足を置
き、幅広い商品群のPRを行います。

福岡市博多区

13 (株)トップラン 卸売・小売業

家庭用医療機器の開発・製造・卸売業・介護事業、その他美容商
材・健康食品を取り扱っております。
中でも新商品の骨盤コンディショニングサポートベルト「マクソンギア
V」は運送・美容・介護・サービス業に従事する方より好評いただい
ております。
代理店様も募集中です！

福岡市博多区

14 アイリスオーヤマ(株) 生活用品製造販売

自社開発・生産の柔軟なものづくりでお応えします。
アイリスオーヤマでは、LEDランプ・照明器具・電源を一貫して自社
で開発・生産しています。高い省エネ性能をもったLED照明や施工
性の高い照明器具をスピーディーに開発・製造することで、お客様
のニーズにお応えします。

佐賀県鳥栖市

15
(有)システムハウス
大浦

電子・電気制御全般

・オリジナルCPOボード設計（回路、ソフト）
・PLC制御システム設計
・ハーネス加工
・制御盤設計・製作
　25年の実績がございます。

福岡市南区

16 (株)ナテック 製造業

ICカードを使用した勤怠管理システムにより、煩わしい入力作業も
無くなるだけでなく簡単に残業時間の管理や給与ソフトとの連携が
可能です。お客様のニーズにあった柔軟な開発のご提案も致してお
ります。
また、プラスチックカードに顔写真や名前等を、印刷したいときに、
即時で発行することができるセキュリティ面も安心なカードプリン
ターもご提案させていただきます。

福岡市博多区

17 アマノ(株)
タイムマネジメント、
パーキング、集塵シス
テム、クリーン機器製造

「人と時間」「人と環境」に関わるシステム・製品を製造販売。
職場、商業施設、工場の「業務効率」・「作業改善」を基軸としたソ
リューションを展開。

福岡市博多区

18 中立電機(株) 盤事業

「日本一の受配電システムメーカーを目指す」ことを基本理念とし、
品質や技術、サービスや社員の質の点で日本一になるために、盤
石な基盤を構築し、「ハイクオリティ」・「ハイサービス」・「ハイスピー
ド」・「ローコスト」を目指します。

福岡市中央区

19 久野印刷(株) 印刷業

創業120年で培ったノウハウと技術で、多彩なメディアによる「伝え
る」や「アピール」をお手伝いする印刷会社です。
　会社案内から商品カタログやチラシまで、営業担当者が親切・丁
寧に対応します。

福岡市博多区

20 福岡製缶(株)
金属製18リットル缶製
造販売

- 糟屋郡志免町

21
(株)中野ボールト工
場

ボルト製造

当社では主に土木・建設・製鉄・造船・鉄道機械の分野で使用され
るボルトの製造・販売を行っております。
また、九州唯一の日本水道検査工場として水道管に使用するボル
トも製造しております。

大野城市

22 (株)伸栄金属製作所 精密板金加工

精密板金加工の設計・加工・溶接・焼付塗装　～一貫生産体制を有
しています～
 創業以来培ってきたノウハウと最新の加工設備を駆使し、建築製
作金物・配電盤等の製缶加工・省力機器など多岐にわたる製品を
 設計から仕上工程まで一貫生産しております。

糟屋郡粕屋町

23
九電テクノシステム
ズ(株)

製造業
デマンドコントロール装置
需要家の受電電力を常時監視し、契約電力を超えないよう警告や
自動制御を行う装置

福岡市南区
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24
リンテック(株)福岡支
店

製造業

リンテックは粘着素材の分野におけるリーディングカンパニーであ
り、その製品ラインアップはシール・ラベル用の粘着紙・粘着フィル
ムをはじめ、ガラス飛散防止シート、内装用化粧シート、自動車関
連粘着製品、半導体関連テープ、液晶フィルムなど、非常に多岐に
わたっています。

福岡市中央区

25
GTS(協)　福岡出張
所

事業協同組合

ＧＴＳ協同組合は働く意欲に溢れたアジアの若い外国人材に日本の
企業と雇用契約を結び働いてもらうという業務を行っております。現
在 私どもでは 在留資格「技能実習」では2000人以上在籍しており、
ベトナム・インドネシア・ミャンマー・インドなど９カ国からの受入れが
可能です。
 新在留資格「特定技能」でも受入可能ですので、是非お問合せくだ
さい！

福岡市博多区

26 創ネット(株) 卸売業

商品：AR BOX
PR：AR技術を活用し、プラント設備の保守支援を行います。公共の
上下水道に施設や工場のプラント設備の状態をタブレットをかざす
だけで、簡単に把握、点検することができ、ペーパーレス運用が可
能です。技術伝承にお役立ちできます！！

福岡市博多区

27 (株)九鏡 鏡・硝子　加工・工事業
「鏡の間」で有名なベルサイユ宮殿を築くためにルイ14世が設立し
たサンゴバン社の高透過鏡・超高透過鏡は、国内で唯一九鏡が輸
入・販売を行っています。

粕屋郡志免町

28 (株)精電社
制御盤の設計製作及
び電気工事

弊社は1973年（昭和48年）の操業以来、40余年あまり一般産業機
械・新聞輪転機・新聞搬送装置等を中心に制御盤の設計/製作/電
気工事/運転調整を主に取り組んでまいりました。
 弊社ではお客様の目線に立ってのソフト設計、コスト削減、短納期
対応など適切な仕様・要望に応え喜んでいただき、産業界と地域社
会（九州・福岡・糸島）の発展に少しでも寄与してゆきたいと考えて
おります。

糸島市

29
東洋ステンレス研磨
工業(株)

金属製品製造業

意匠金属素材の製造販売を行っています。　有名建築物や商業店
舗などを彩る金属素材を手依拠しています。　最近では従来のステ
ンレスの表現に新しい技術を加えた３Dステンレスや、新素材である
チタンを活用したデザイニング商品を添加ししております。　また、
金属素材に付着する汚れや腐食物質から表面を守る簡易コーティ
ング液を商品化して、設置からアフターまでの幅広い商品を展開し
ています。

太宰府市

30 (株)大洋サンソ 高圧ガス販売

弊社はものづくり応援サポーターとして、製造業で必要な高圧ガス
や機械、消耗品を販売しております。年々人手不足が深刻になって
おり、製造業のお客様向けにベトナム人実習生の紹介も行っており
ます。

福岡市中央区

31 日本たばこ産業(株) 製造業

我々はたばこを吸われる方と吸われない方が協調して共存できる
社会の実現に向けて、さまざまな活動を行っております。また、2020
年4月1日より全面施行される改正健康増進法による分煙環境の整
備ならびにマナー向上の呼びかけのほか、周囲への配慮という観
点から新しいスタイルのたばこ製品「プルームシリーズ」の研究開発
に力を入れております。

福岡市博多区

32 リョーユウ工業(株) 金属製品製造業

金属の板を切る！曲げる！それから生み出される様々な形状。
 手の平サイズのものから、最長８Ｍのものまで製作加工が可能な
設備を要しています。

 装飾金物・サイン（看板）・モニュメント・スーパーブランドのショー
ケース・外壁パネル・特殊車両のボデーなど、あらゆる場所であら
ゆる方々に利用されています。

糟屋郡宇美町

33
川崎重工業(株)九州
支社

製造業
川崎重工業㈱、川重ファシリテック㈱、㈱オートポリスのパンフレット
を設置します。川崎重工グループをよろしくお願いします。

福岡市博多区
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34 (株)正興電機製作所 電気械器具製造販売

受変電設備・制御装置および情報システムの製造販売。（電力、環
境エネルギー、パワーエレクトロニクス、情報、電子制御機器・オプ
トニクス、サービス部門）
 永年培ったＯＴ（制御技術）・ＩＴ（情報技術）・プロダクト（モノづくり）
で持続可能な社会の実現に取り組む。また、全社員に配布したウェ
アラブル端末を活用したウォーキングイベントの開催、摂取カロリー
と消費カロリーのモニタリングと見える化等の健康経営を推進。

福岡市博多区

35
光栄テクノシステム
(株)

溶射加工・エンジンの
再生・粉末溶接棒製
造、その他

- 福岡市東区

36
株式会社矢野特殊
自動車

輸送用機械器具製造業

当社は、冷凍車・タンクローリー・航空機給油車・車輌運搬車などを
製造しており、特に大型冷凍車の生産台数では全国トップクラスの
シェアを有しています。お客様の要望に応じて一台ずつ設計し、生
産まで一貫して行うことで、使い易い高品質な製品造りに努めてい
ます。物流業界の「輸送品質と輸送効率の技術パートナー」として、
豊かな経験と最新の技術・アイデアを基に、お客様に最適な一台を
提供して参ります。

糟屋郡新宮町

37 (株)日刊工業新聞社 出版

日刊工業新聞社は1915年に創刊。創業の理念「工業立国」「技術立
国」を胸に一貫して日本の産業界とともに歩み、日本の科学技術の
発展や産業競争力の強化、中小企業振興に努めてまいりました。こ
うした伝統を守りながら、新聞を核に産業総合情報機関としての機
能をさらに高め、電子メディアや展示会・イベント、出版、教育といっ
た事業に新たな視点で挑戦していきます。

福岡市博多区

38 (株)西部技研 機械メーカー

＜Sky-Save：VOC濃縮＞
塗装や印刷等の行程から排出される有機溶剤（VOC）を濃縮すつ
装置です。高濃度かつ少風量にする事で、後段の燃焼設備のイニ
シャル及びランニングコストを劇的に低減します。
＜Smart-Save：CO2除去＞
CO2を除去する事で、室内空気質（Indoor Air Quality）を向上できま
す。オフィスにいながら森林のような爽やかさを空調で実現、生産性
の向上への期待が集まっています。

古賀市

39
タツタ電線(株)福岡
支店

電線・ケーブル製造業

当社は、電線ケーブルメーカーとして発展し、安定した電力供給の
ため社会に貢献してきました。
現在は、その基盤事業で培った技術を応用し、事業領域を大きく広
げています。
安心・快適・便利な世の中を支える、高品質な電線・ケーブルをご用
意しました。

福岡市中央区

40
(株)ロジネットシステ
ムズ

システム開発販売

『ＧＰＳ車両動態管理システム』の開発販売
車両状態・位置情報を事務所側のパソコンでリアルタイムに分かる
システムを関発。ＩoＴ機器を車両に取付、車両情報をパソコンに送
信します。『安い』『速い』『簡単』をコンセプトに開発。ＧＰＳは高いと
思われている方には必見。ロジネットシステムズのブースでお待ち
しています。

福岡市東区

41
(株)クレステック　福
岡事業所

取説やカタログ等の企
画、制作、翻訳、印刷

クレステックは、取説やカタログ等の企画、原稿作成、イラスト作
成、データ組版、翻訳、印刷といったドキュメント関連のビジネスを
ベースに事業展開して参りました。
 現在、国内12拠点、海外10か国18拠点とネットワークを構築してお
ります。
 また、翻訳は91言語以上の実績があり、ソフトウェアのローカライ
ズにも対応しております。
 世界規模で各種ドキュメントの制作・翻訳・印刷やパッケージ製造
にお応えします！

福岡市博多区
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2019.8.27現在

会社名 業種 PR 所在地

福岡商工会議所工業部会主催　ビジネス交流会　出展者一覧

42
(一社)日本カラープラ
ンニング協会

色彩計画事業・ブラン
ディング・商品開発・店
舗・住宅・マーケティン
グ

当協会では、お客様の事業計画やコンセプト・ポリシーを伺った上
で、カラーに関するさまざまな理論や心理学に基づき、お客様の目
的に応じたカラーをご提案します。
 ●カラーマーケティング
 色使いの根拠となる色の嗜好調査を行います。（年代別・性別・地
域別・職業別・カテゴリー別等）この調査により出た結果を更に詳し
く分析、 色のご提案を致します。
 ●ブランディング
 視覚効果によるご提案を致します。

福岡市中央区

43 株式会社アドソフト システム開発

人材派遣業を営んでいる皆様方へ
 『クオリード人材派遣』は、人材派遣ビジネスを効率よくサポートす
る業務支援ソフトです。
 日々発生する煩雑な作業についてデータを統一・集約することによ
り営業・事務及び経営のあらゆる面でトータルバックアップ致しま
す。
 標準機能で、スタッフ管理～契約管理～勤怠管理～給与・請求管
理さらに年末調整管理までオールインワンでご利用できます。

福岡市博多区

44
一般財団法人日本
予防医学協会

医療

健康診断を中心に皆様の健康づくりをお手伝いさせていただきま
す。主なサービス「人間ドック、健康診断、インフルエンザワクチン接
種、産業医業務、ストレスチェック、特定保健指導、各種セミナー
等。また、2018年2月に「九州・福岡健康経営推進協議会」を立ち上
げて、健康経営の普及啓発活動も行っております。2019年度より厚
労省整備の風疹抗体検査を実施しております。
 お問合せお待ちしております。

福岡市博多区

45
株式会社構造計画
研究所

エンジニアリングコンサ
ルティング

地震や風水害に備えて。
 製造機器、設備や完成品ラック。地震の揺れによる影響が生じる
のか安全なのか、お考えになったことはございますか？
 企業様が設備機器類の耐震対策を検討する際、弊社は解析シミュ
レーションによる評価をご提案差し上げております。現状予測、対策
による効果、費用対効果の判断材料になります。
 浸水による影響も同様です。弊社から防災減災に向けた解析コン
サルティングサービスをご紹介いたします。

福岡市博多区

46
(公財)九州先端科学
技術研究所

産業支援機関

企業等の製品開発等における課題解決を支援する『よろず相談「分
析NEXT」』の相談窓口を福岡市産学連携交流センター（FiaS）に開
設しています。会場では、九州大学とも連携した分析機器の利活用
により、課題の解決に向けてどのようにアプローチするかを科学的
に紐解くコンサルティングや電子顕微鏡など各種分析機器を活用し
た技術支援の取り組みなどについて、事例を交えてご紹介します。

福岡市西区

47
(公社)福岡県高齢者
能力活用センター

人材派遣業

当センターは、高齢社会の進展に対応するため、元気はつらつな高
齢者を派遣することより、高齢者の就業支援を行っております。就
業内容は、調理補助、水産・精肉加工、清掃、駐車場管理、他、
様々です。

福岡市博多区

48 (有)陣工務店 建設業

陣工務店は高いデザイン力を活かして、商業店舗の改修から個人
宅のリノベーション、リフォーム、外壁改修まで幅広く携わっていま
す。
 クロスや建具、オリジナルの家具、動線までトータルでご提案。空
間作りからデザインまで綿密にプロデュースして、他にはない“オン
リーワン”の空間を生み出します。また、愛犬家住宅コーディネー
ター資格保有者により、ペット共生との暮らし造りのご提案もさせて

福岡市城南区

49
(株)大林組　西日本
ロボティクスセンター

建設業

吊荷方向制御装置「スカイジャスター」
 　－　高出力で高性能な吊荷の位置決め　－

 汎用遠隔操縦装置「サロゲート」
 　－　建機を簡易に無人化する着脱式遠隔操縦装置－

 作業員接触防止システム「クワトロアイズ」
 　－　世界初！ＡＩの目で作業員を守る　－

大阪府枚方市
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会社名 業種 PR 所在地

福岡商工会議所工業部会主催　ビジネス交流会　出展者一覧

50
日本電気協会　九州
支部

技術講習会等企画運営

・当協会は、優れた電気技術者育成を目的に、高圧ケーブル工事
技能認定講習会等の技術講習会や電顕３種受験対策講習会等の
受験対策講習会などの講習会を多数実施しております。
・今年度におきましては、製造業の企業様向けの「IoTセミナー」や
省エネルギー推進の観点から「ＥＭＳ説明会」を計画しております。
・上記のうち、有料の講習会につきましては、幣協会の会員に成ら
れますと、会員割引があるなど会員特典がございます。

福岡市中央区

51
(一財)省エネルギー
センター　九州支部

技術サービス業

　当センターが中小規模の工場及びビルを対象に実施する無料省
エネ診断は、国の補助事業であり、診断を受診される事業者様の
費用負担は一切ございません。
　本診断は省エネの専門家が現地を訪問してエネルギー管理や使
用状況を総合的に判断し、具体的な省エネ提案をご報告いたしま
す。
　外部の専門家からアドバイスを受けることは、日頃は気づきにくい
改善点が見つかり、エネルギーコスト削減のみならず経営改善にも
大いに役立ちます。

福岡市博多区
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