
※プレゼン順

ブース
番号

「健康経営支援ソリューション」
「巡視点検ロボット」「配送ロボット」

業種・業態 電気機械器具製造販売 プレゼン

TEL 092-473-8831 ⑭　15：40

ホームページ https://www.seiko-denki.co.jp/

環境に優しい空気のソリューションを届ける

業種・業態 空調機器製造・販売 プレゼン

TEL 092-942-3511 ③13：50

ホームページ https://seibu-giken.com

SEサンダー（レールセット式溶接ビード自動切削装置）

業種・業態 製造業 プレゼン

TEL 092-581-0331 ①13：30

ホームページ https://watanabe1886.com/

昭和鉄工の空調・熱源商品の紹介
　快適な生活環境創りをめざします

業種・業態 製造業

TEL 092-933-6266

ホームページ https://www.showa.co.jp

3DCADライセンス販売/3DCAD定着サポート
＝＝SOLIDWORKS＝＝

業種・業態 開発支援事業/3Dデジタル事業 プレゼン

TEL 092-273-8300 ②13：40

ホームページ https://www.mobitec.co.jp/

モノづくり業界のコンシェルジュ、
お困り事は「株式会社ノムラ」にご相談を！

業種・業態 機械設備卸売業 プレゼン

TEL 092-752-1213 ⑩15：00

ホームページ http://www.kknomura.com

住所

株式会社西部技研

環境に優しい空気のソリューションを届ける、グリーン・イノベーショ
ンのフロントランナー。
クライメイト・ニュートラルと言う新時代が求める会社を目指していま
す。
製品群として、デシカント除湿機（ドライレンタルサービス）、VOC濃
縮装置、全・顕熱交換器、機能性ハニカムフィルター等があり、ま
たソリューション事業、サービス事業を含め、お客様に沿った省エ
ネ、環境保全、先端テクノロジーをご提案いたします。

7

株式会社ノムラ

「株式会社ノムラ」は創業４０年を迎える『モノづくり業界のコンシェ
ルジュ』です。九州を中心として全国のお客様よりご支持を頂いて
おります。工作機械の専門商社として創業以来、お客様のニーズ
に合わせ、ロボット等の自動化・省力化装置、CAD/CAMや生産管
理のソフトウェア、部品加工の請負他、多種多様な製品・サービス
を取り扱い、今日も進化を続けています。
私どもは、お客様の躍進に向け最適なご提案を致します。

住所
〒810-0001
福岡市中央区天神４丁目７番１８号
永島ビル３階

〒811-2101
福岡県糟屋郡宇美町宇美3351-8

6

株式会社モビテック

モノ作りの工数削減/人材不足解消に3DCADが役立ちます！
ただ導入するだけではなく、現場で使いこなせる必要あり！
3DCADの導入は「現場を知るプロ」のサポートが必須！ 
モビテックは大手自動車部品メーカーの開発エンジニアが
多数在籍。その中で培われてきた、3Dデジタルの知識/技術が
豊富にあるからこそ現場レベルで3DCADを定着させることに
貢献できます。また、お客様に近いエリアに絞ってサービス
を提供しているためすぐサポートが行える安心感もあります。

住所
〒812-0026
福岡市博多区上川端町12番20号
ふくぎん博多ビル8F

出 展 企 業 ・ 団 体 一 覧

「健康経営支援ソリューション」
企業イメージアップ、従業員定着率アップ、採用活動に効果的

「巡視点検ロボット」
発変電所・プラント設備点検の省人化・作業効率アップ

「配膳ロボット」
工場の省人化・作業効率アップ

1

〒812-0008
福岡市博多区東光2-7-25

住所

会社情報

株式会社正興電機製作所

2

商品・サービス

住所
〒811-3134
福岡県古賀市青柳3108-3

3

渡辺鉄工株式会社

レールにセットするだけ！溶接ビードを自動で往復して削るSE・サ
ンダー(特許申請中）
造船・橋梁・などの大型製缶品のバリ取り作業時間の大幅削減が
期待できます。
平面だけでなくR面（1,000R以上）にも取り付けが出来ます。

住所
〒812-0885
福岡市博多区相生町１-２-１

4

昭和鉄工株式会社

高効率のボイラーやヒーター、より省エネを目指した業務用エコ
キュートなどの各種熱源機器と、それに組み合わせる貯湯槽やろ
過装置まで、お客様のご要望に合わせてSHOWA独自のトータルシ
ステムとしてご提案いたします。また、ファンコイルユニットやエアハ
ンドリングユニットなど従来の空調機に加え、昨今の節電・省エネ
要請に対応する新製品として、新発想のリタンエア方式のデシカン
ト空調機や湿度をコントロールして「快適なクールビズ空調」を実現
するヒートポンプ式の外調機を紹介します。

https://www.seiko-denki.co.jp/
https://seibu-giken.com
https://watanabe1886.com/
https://www.showa.co.jp
https://www.mobitec.co.jp/
http://www.kknomura.com


※プレゼン順

ブース
番号

出 展 企 業 ・ 団 体 一 覧

会社情報商品・サービス

医療機器・食品生産ラインの
無人化搬送ロボットシステム

業種・業態
食品工場搬送、包装機、医療器具自
動組立機、設計製造販売。

プレゼン

TEL ０92-863-8588 ⑧14：40

ホームページ http://www.faxcim.co.jp/

ＤＡＴＡｖｉｓがＩｏＴで御社のサービスを支援します

業種・業態 開発支援事業/3Dデジタル事業 プレゼン

TEL 092-433-8284 ④14：00

ホームページ https://www.witsys.co.jp/

業務用調味料、食品素材、食品添加物の卸販売と
乾燥食品、FD食品の製造販売を行っています。

業種・業態 食品製造販売業

TEL 092-626-1117

ホームページ http://www.tamurafoods.co.jp/

「人」と「食」をつなぐを使命に

業種・業態 精肉製造販売業・精肉加熱加工業

TEL 092-692-1298

ホームページ https://shimizu-meat.jp/

業務用家具の製造から販売まで
一貫しておこなう会社です。

業種・業態 製造業

TEL 092-504-3932

ホームページ https://www.adal.co.jp/

コロナの次の時代を生き抜いていく。
お菓子・パンを通じての「トータル・イノベーション」提案へ。

業種・業態
業務用オーブン製造業/製菓製パン用
オーブン南蛮窯・バッケン製造販売元/冷
凍生地製造、OEM生地製造販売

TEL 092-957-0325

ホームページ https://www.shichiyo.jp/

13

株式会社 七洋製作所
弊社は業務用オーブンを国内・海外へ製造販売しております。
元来製菓製パン業界は「専門店」として括られた業界でしたが、昨
今は異業種からの新規参入が急増中です。製菓製パンのビジネス
モデルは比較的初期投資が少なく、顧客確保が容易なテイクアウ
ト事業としても注目されています。
弊社は業務用オーブン国内シェア1位のノウハウを生かし、オーブ
ンに留まらず商品開発や供給、販売スキル全般をご提案する
「トータル・イノベーション」提案で新規事業のお手伝いをいたしま
す。
「全てはお客様の繁盛の為に」この理念をモットーに、常にお客様
の視点に立ち、何が出来るかを考え、取り組んでまいります。

住所
〒811-2124
福岡県糟屋郡宇美町若草2-13-5
若草工業団地

11

株式会社志水ミート

弊社は創業50年の精肉加工のノウハウを活かしインストアパック、
アウトパックと多種多様な売り場つくりに対応しております。
また弁当部門、子会社の㈱クイックス等で精肉の加熱商品の製造
も行い、精肉のカットから加熱加工までを一貫して行うことが出来
ます。

住所
〒811-2132
福岡県糟屋郡宇美町原田4-2-1

12

株式会社アダル

アダルの家具は、誰もが訪れたことがあるようなカフェ、レストラン、
ホテル、病院など様々な公共空間で、人々の日常をささえていま
す。
それぞれの空間のニーズを満たすため、多種多様なラインナップ
を取り揃えてはおりますが、それでもお客様のご要望に応えられな
いことも。
そんなときは、世界にひとつだけのオーダーメード家具を制作して、
お客様に満足頂ける価値を創造いたします。

住所
〒812-0863
福岡市博多区金の隈3-13-2

9

ウィットシステムズ株式会社

例えば、御社が製造出荷した装置や設備の保守はどうされていま
すか？消耗品は？故障の原因、消耗品の補給時期などＩｏＴを
使って管理できれば社内業務も顧客サービスも大幅な向上が期
待できます。でもゼロからシステムを開発するのは大変ですよね。
だったら弊社が提供するＤＡＴＡｖｉｓを活用してみませんか。即時
利用可能です。その上御社用にカスタマイズすることも可能ですの
で、御社ブランドのシステムとして運用できます。

住所
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-17-5
ARKビル7F

10

株式会社タムラ

創業以来50余年、「食」に携わってきました。
食品原料のコンサルタント・サプライヤーとして食品開発をサポート
致します。
また、乾燥具材の個包装やFD食品の開発及び製造販売も行って
います。

住所
〒813-0034
福岡市東区多の津1-5-2

8

株式会社ファクシム

クリーン環境における、FA・ロボットシステム（自動組立機、自動包
装機、自動箱詰め機）を中心に開発・設計・製造・販売までを行っ
ている会社です。具体的には、食品関連のドレッシング、アイスク
リーム、ジュース等食品の箱詰めや、医療機器関連として点滴用
の注射針や点滴バッグの包装機や箱詰めをするロボットシステム
を作っています。

住所
〒814-0165
福岡市早良区次郎丸5-1-8

http://www.faxcim.co.jp/
https://www.witsys.co.jp/
http://www.tamurafoods.co.jp/
https://shimizu-meat.jp/
https://www.adal.co.jp/
https://www.shichiyo.jp/


※プレゼン順

ブース
番号

出 展 企 業 ・ 団 体 一 覧

会社情報商品・サービス

気泡革命！ ウルトラファインバブル発生装置

業種・業態 製造業

TEL 092-624-4335

ホームページ https://zec-field.co.jp/

株式会社アルミック伸栄は精密板金加工の
トータルサポート企業です。

業種・業態 製造業

TEL 092-939-1183

ホームページ https://sinei-k.co.jp/wp/

忍者や戦国武将をモチーフとしたボトルカバーを
製造販売しています。

業種・業態 オリジナル商品製造販売

TEL 092-531-2800

ホームページ https://www.samurai-age.jp/

機会ロス・在庫ロスを削減するAI生産計画サービス

業種・業態 IT情報サービス、製造業DX プレゼン

TEL 080-1710-9812 ⑨14：50

ホームページ https://www.regnio.co.jp/

★★特殊印刷技術★★で困りごとを解決します！

業種・業態 電子部品、電子機器製造

TEL 092-514-1644

ホームページ https://www.tdicorp.co.jp/

業務用加湿空気清浄機　ピュアウォッシャー

業種・業態 製造業 プレゼン

TEL 092-473-2401 ⑤14：10

ホームページ
https://www.kubota.co.jp/corporate/o
verview/index.html

17

株式会社Regnio

食品製造業を悩ませる在庫ロスと機会ロスを解決するサービスで
す。過去の生産データやSNS、天気予報など多視点のデータから
需要予測を立て、この予測にリアルタイムの在庫状況を合わせて
把握することで、最適な生産計画を自動で作成します。さらに、生
産計画のみでなく、在庫管理・生産実績・デジタルピッキングまでワ
ンストップで提供します。

住所
〒810-0041
福岡市中央区大名2丁目6−11
Fukuoka Growth Next 310

18

東京特殊印刷工業株式会社

スイッチ、成型品、センサーでお困りごとございませんか？

◆スクリーン印刷および関連加工技術を中心に、機能部品・意匠
部品の開発、製造を行なっております。
◆機能と意匠を融合した静電容量式フィルムセンサ、感圧フィル
ムセンサ、シートスイッチ、加飾成型品など、外装から機器内部ま
で、自動車、産業機器、民生機器、住設機器、医療機器など幅広
く実績を持ち、その加工技術を複合した加飾スイッチユニットをご
提案します！！

住所
〒816-0905
福岡県大野城市川久保1-1-40

15

株式会社アルミック伸栄

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。
製作加工－各種金属精密板金加工、建築製作金物、制御盤等
製缶加工
加工素材－アルミ・ステンレス・スチール等
省力機械製造－コインパーク機器、ゴルフ練習機

住所
〒811-2303
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４丁目３−
１

16

有限会社スタッフ・SAMURAI AGE

忍者や戦国武将をモチーフとした軽くて丈夫なボトルカバーを製造
販売しております。ワインや焼酎、ウイスキーのボトルに着せる事が
出来ます。インテリアはもちろん、お酒を合わせてお誕生日や父の
日、敬老の日のプレゼントにもオススメです。また、海外へのお土産
にも人気があります。様々な戦国武将を取り揃えておりますので、
きっと貴方の推し武将に出会って頂けるハズです！

住所
〒815-0082
福岡市南区大楠２丁目４番２３号

14

株式会社ゼックフィールド

弊社独自のウルトラファインバブル発生装置は、色々な気体（空
気、酸素、窒素等）を活用してウルトラファインバブルを発生させる
ことが可能です。
それにより、さまざまな分野や用途に合わせてのご提案ができま
す。
製造時、音が小さく低圧なので水温も上がりにくく、すぐに使用がで
きることはもちろん、液体及び対象物の物性変化を抑えられるのが
特徴です。
試験やデータが必要な際はぜひ弊社へご相談ください。

住所
〒813-0034
福岡市東区多の津1-14-1
FRCビル３F

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル５F

19

株式会社クボタ

水の力を知るクボタが、室内の空気を変えます。ピュアウォッ
シャーは水を使って空気をキレイにするまったく新しい業務用空気
清浄機です。高い殺菌力と安全性を両立した機能水「微酸性電
解水」を採用。
機内で生成した電解水を簡単に取り出し、テーブルや手すり、室内
の手が触れる部分の除菌もお任せください。
医療や介護施設、保育所、オフィスや工場、店舗など、人が集ま
る大空間スペースで活躍しています。

住所

https://zec-field.co.jp/
https://sinei-k.co.jp/wp/
https://www.samurai-age.jp/
https://www.regnio.co.jp/
https://www.tdicorp.co.jp/
https://www.kubota.co.jp/corporate/o


※プレゼン順

ブース
番号

出 展 企 業 ・ 団 体 一 覧

会社情報商品・サービス

AI学習ロボット「ロボ友」を
月額980円〜で使用できます。

業種・業態 AI学習ロボット開発会社 プレゼン

TEL 090-1263-7351 ⑫15：20

ホームページ

声から6秒で個性が解るシステム「声紋分析」

業種・業態 経営・人事コンサルタント業 プレゼン

TEL 092-600-4170 ⑦14：30

ホームページ https://seimonbunseki.net/

溶射、溶接、機械加工により品質向上、
再生等の付加価値を提供します

業種・業態 機械修理業・製造業 プレゼン

TEL 092-611-6825 ⑪15：10

ホームページ https://www.koei-ts.co.jp/

ドローンを活用したソリューションをご提供いたします

業種・業態 製造業、不動産業、医療介護、他

TEL 092-881-0838

ホームページ https://www.sawarise.co.jp/

無人化設備・自動機等　一貫製作いたします。

業種・業態 製造業

TEL 0943-75-5822

ホームページ http://www.mic-g.co.jp

九州のロボットSIer　西研グラフィックス株式会社

業種・業態 製造業 プレゼン

TEL 0952-52-8634 ⑥14：20

ホームページ https://www.seiken-g.com/

20

SMAROBO 【B&B株式会社】

■スマホ 連動見守り型【学習・介護・防犯】 AI 学習ロボットは、複
合的コミュニケーション機能により多種多様な見守り型アプリ開発
で世界国別のAIコンテンツを普及させます。上代98.000円の「ロボ
友」を月額980円〜で使用できる。新たなオンライン学習塾【おうち
塾】を市場形成させると共に、AI機械学習機能の集積で「学ぶ者
の個々の学友」の教えを進化し続けた「ロボ友」を次の世代に伝承
しづづけます。

住所
〒819-1601
福岡県糸島市二丈深江1147-17

25

西研グラフィックス株式会社

AI・画像処理技術を持つロボットSIerとして、九州を拠点に全国対
応、提案から立ち上げまでワンストップで対応します。得意なのは
前後装置も含めた開発設計、工程と工程の間をつなぐハンドリング
システム、AI・画像処理を活用した工場内の自動化・無人化シス
テムなど、お客様の課題を共に解決します。

住所
〒842-0031
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田１３５

22

光栄テクノシステム株式会社

溶射、溶接、機械加工により、品質向上、再生等の付加価値を提
供いたします。
産業機器、装置部品の耐摩耗、耐熱、防蝕による長寿命化、高
品質化に取り組んでいます。
さらに、3次元形状測定機を導入し、リバースエンジニアリングの技
術を使って、損傷した部品を損傷前の形状の部品に再現いたしま
す。
内燃機、産業機械等に対応、形状測定のみにも対応しています。

住所
〒813-0062
福岡市東区松島6-15-30
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株式会社ライフスタイルマネジメント

声から僅か6秒で個性や特性が解るシステム（声紋分析）を開発。
強みやモティベーションアップ方法、ストレス度等が解り、採用や人
財育成、健康経営等に使われています。
スマホでの録音からも出来るので、遠隔オンラインも可能です。
現在、企業や病院、大学等で使われている他、昨年度は凸版印
刷殿とのオープンイノベーションにも採用されました。

住所
〒810-0003
福岡市中央区春吉2-12-14
デザインセンタービルII 301

24

株式会社九州プレシジョン

弊社では生産工程で人手のかかる工程の自動化設備や既存生
産ラインへの工程増設等、装置・設備等の製作を設計・部品加工
（機械加工/板金）・装置組立・現地工事までを社内で一貫製作
対応しております。
業種も半導体・自動車・食品・医薬・電子部品等、実績が御座い
ます。ご検討の際は、是非お声掛けください。

住所
〒839-1333
福岡県うきは市吉井町富永1960

23

株式会社サワライズ

弊社は福岡市西区に所在しており、C形鋼製造、不動産、ドライビ
ングスクール、病院等幅広く事業を行っております。
その中で今回はドローンを活用した事業をご案内いたします。
昨今、農業・点検でのドローン活用シーンが増えてきております。弊
社では、ドローンスクールを運営しながら農薬散布等農業分野、自
社太陽光発電所点検と多くの実績を積み重ねてきました。そこで
の知見とノウハウをお客様へご提供したいと思います。

住所
〒819-0001
福岡市西区小戸2-2-1

https://seimonbunseki.net/
https://www.koei-ts.co.jp/
https://www.sawarise.co.jp/
http://www.mic-g.co.jp
https://www.seiken-g.com/

