
プログラム
10：00 開　場
10：00～ 16：00 製品・技術展示
13：00～ 14：40 出展企業プレゼンテーション

13：00 　㈱アドバンスクリエート
13：05 　㈱アルネアラボラトリ
13：10 　エ・モーションシステム㈱
13：15 　㈱コムウェーブ
13：20 　㈱サイス
13：30 　㈱伸光製作所
13：35 　㈱東京測器研究所
13：40 　特殊電気加工技研㈱
13：45 　日邦電機㈱
13：55 　日本パワード工業㈱
14：00 　富士セイラ㈱
14：05 　㈱溝尻光学工業所
14：10 　山下マテリアル㈱
14：20 　㈱エナ
14：25 　㈱産業情報総合研究所
14：30 　タマチ工業㈱
14：35 　ファイン㈱

14：45～ 16：00 「ビジネス創造コンテスト」（一般枠・オリンピック枠） 最終プレゼンテーション
16：05～ 16：20 「ビジネス創造コンテスト」（区民枠） 受賞者発表・表彰式
16：30～ 16：50 「メードイン品川」認定製品・技術　濱野品川区長によるプレゼンテーション
  　長田電機工業㈱、㈱新興セルビック、㈱ピノー、丸石産業㈱、三和電気㈱
17：00～ 18：00 特別対談講演会　「つくりたい物をつくる時代　～今こそ開発者魂に火をつけろ～」　
  　きびだんご㈱ 代表取締役　松崎 良太 氏　×　㈱TASKO　工業デザイナー　林 民夫 氏
18：10～ 18：45 「ビジネス創造コンテスト」（一般枠・オリンピック枠） 受賞者発表・表彰式
18：45 閉　会

PROGRAM

日　時：2015年2月5日 木　午前10時～午後6時
場　所：日精ホール（大崎ニューシティ3号館）
共　催：品川区、一般財団法人品川ビジネスクラブ
後　援：関東経済産業局

アクセスマップ

日精ホール（大崎ニューシティ3号館）
品川区大崎1-6-3
JR山手線  大崎駅東口徒歩3分

開催趣旨

開催概要

品川区ものづくり･経営支援課
TEL 03-5498-6333　
FAX 03-5498-6338

入場
無料

品川区は、京浜工業地帯発祥の地であり古くからものづくり企業が集積する街として発展してき
ました。一方、近年は大崎・五反田エリアを中心にIT企業の進出・発展が目覚ましく、現在は製
造業とIT企業が融合する地として他にはない大きな特徴を有しています。
本フェアは、そうした品川区に立地する中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示し、ビジネ
スチャンスを提供することを目的に開催します。
この機会に、是非品川のものづくりをご覧ください。

■区内中小企業による製品・技術展示およびプレゼンテーション
■「ビジネス創造コンテスト」最終選考者によるプレゼンテーション
■「メードイン品川」認定製品　濱野品川区長によるプレゼンテーション
■松崎良太氏×林民夫氏　特別対談講演会

特別対談講演会

特別講演会の聴講には事前予約が必要です。電話またはＦＡＸによりお申込みください。

午後5時～午後6時

松崎 良太 氏
元楽天㈱ 執行役員 ネットマーケティング事業長

きびだんご㈱ 代表取締役

林 民夫 氏
㈱ＴＡＳＫＯ　

商品開発部 工業デザイナー

つくりたい物をつくる時代
～今こそ開発者魂に火をつけろ～

12345

109876

212019181716

1112131415

会場レイアウト

INFORMATION

出入口

×

お問い合せ・お申込み先

きびだんご㈱とは…
“世界をもっと楽しくしよう！”をテーマにものづく
りを支援する予約販売を進化させたクラウドファン
ディング型ECシステムを構築・展開。
「寄付」ではなく「ワクワクするモノやコト」の実現
協力の場を提供しています。
松崎良太氏プロフィール
新卒で現みずほフィナンシャルグループに入行。投
資銀行業務・ニューヨーク支店を経て、楽天に入社。
楽天グループM&A案件を多数手がけ、2011年に独
立後は次世代を創るベンチャー企業の育成ととも
にエンジェル投資を自ら行う。
2013年にきびだんご㈱設立。

㈱TASKOとは…
舞台制作・機械製作・デザイン・マネジメントの専
門メンバーが集まり設立された、21世紀型総合アー
トカンパニー。
これまで手掛けてきた事業は、ドラえもん四次元
ポケットPROJECT「セルフ将棋」の筐体、ロボット
アーム設計製作や、ももいろクローバーＺが2012･
2013年NHK紅白歌合戦で着用した変形･発光する
衣装制作など多岐にわたる。
武蔵小山ファクトリーでは、ユニークな提案力と確
かな技術力で、ちょっと新しく、かなりおもしろい
ものを日々つくりだしています。
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11 富士セイラ㈱

㈱溝尻光学工業所

山下マテリアル㈱

㈱エナ

㈱産業情報総合研究所

タマチ工業㈱

ファイン㈱

長田電機工業㈱

㈱新興セルビック

㈱ピノー

三和電気㈱

第11回 品川区
新製品・新技術

クラスターフェア
品川区中小企業の「ものづくり」を披露します！



出展企業一覧 LIST

㈱アドバンスクリエート

エ・モーションシステム㈱

㈱サイス

㈱東京測器研究所

日邦電機㈱

㈱アルネアラボラトリ

㈱コムウェーブ

㈱伸光製作所

■ 品川区南品川6 -4 -10
TEL. 03 -5715 -4030

■ 担当：佐藤 秀樹
■ URL：
http://www.adcr.co.jp

【出展製品・技術】
工事現場用コーン照明、
停電時自動点灯LED電球

■ 品川区西五反田5 -21-3
TEL. 03 -5437-1160

■ 担当：渡部 恵教
■ URL：
http://www.e-motionsystem.com

【出展製品・技術】
軸ぶれ検出機能付き
ロータリーエンコーダ

■ 品川区広町1-5 -28 -301
TEL. 03 -6420 -3508

■ 担当：権平 泰造
■ URL：
http://www.commwave.co.jp

【出展製品・技術】
超音波漏れ検査装置

■ 品川区東五反田5 -23 -1
TEL. 03 -5789 -3030

■ 担当：藤澤 巌
■ URL：
http://www.saice.co.jp

【出展製品・技術】
ティーチングレス三次元
レーザ加工機制御装置

■ 品川区荏原5 -7-3
TEL. 03 -3785 -1148

■ 担当：角田 望
■ URL：
http://www.shinkohss.co.jp

【出展製品・技術】
樹脂材料の磁気研磨技術

特殊電気加工技研㈱
■ 品川区南大井6 -8 -2
TEL. 03 -3763 -5611

■ 担当：渡辺 智美
■ URL：
http://www.tml.jp

【出展製品・技術】
ハンドヘルド型動ひずみ測定器 DH -14A

■ 品川区東大井2-5 -2
TEL. 03 -5749 -8479

■ 担当：花岡 大生

【出展製品・技術】
微細軸成形機搭載微細放電加工機
（加工サンプル）

日本パワード工業㈱
■ 品川区中延1-11-6
TEL. 03 -3783 -7106

■ 担当：待岡 誠
■ URL：
http://www.nippo-d.co.jp

【出展製品・技術】
小型・軽量・扁平タイプ
DCブラシレスモータ

■ 品川区西五反田3 -13 -6
TEL. 03 -3493 -2037

■ 担当：吉田 大策
■ URL：
http://www.powered.co.jp

【出展製品・技術】
液状シリコーンゴム射出成形用
2液計量混合吐出装置

■ 品川区西五反田6 -2-7
TEL. 03 -5487-7831

■ 担当：王 德翔
■ URL：
http://www.alnair-labs.jp

【出展製品・技術】
コヒーレント光パルス試験器の開発

山下マテリアル㈱

㈱産業情報総合研究所

ファイン㈱

㈱新興セルビック

三和電気㈱

㈱エナ

タマチ工業㈱

長田電機工業㈱

■ 品川区南品川3 -5 -13
TEL. 046 -251-3722

■ 担当：桐生 雅一
■ URL：
http://www.yamashita-net.co.jp

【出展製品・技術】
フレキシブルプリント配線板、ギ酸リフロー
による両面予備はんだ微小フレキ

■ 品川区西大井1-1-2
TEL. 03 -6809 -9170

■ 担当：中谷 光博
■ URL：
http://www.niri.co.jp

【出展製品・技術】
垂直接線方向運針鏡視下用
ポートタイプ持針器

■ 品川区南大井4-10 -2
TEL. 03 -3762-5591

■ 担当：高松 賢介
■ URL：
http://www.tamachi.jp

【出展製品・技術】
ステント、カテーテル

■ 品川区南大井3 -8 -17
TEL. 03 -3761-5147

■ 担当：清水 直子
■ URL：
http://www.fine-revolution.co.jp

【出展製品・技術】
介護用コップ「レボUコップW」

■ 品川区西五反田5 -17-5
TEL. 03 -3492-7651

■ 担当：椎橋 昌宏
■ URL：
http://osada-group.jp

【出展製品・技術】
半導体レーザー手術装置
「オサダライトサージスクエア5」

㈱ピノー
■ 品川区旗の台3 -14-5
TEL. 03 -3785 -7800

■ 担当：加藤 光利
■ URL：
http://www.sellbic.com

【出展製品・技術】
小型射出成形機　C,Mobile

■ 品川区西五反田8 -7-11
TEL. 03 -5719 -9081

■ 担当：上野 由紀
■ URL：
http://www.pinon-pc.co.jp

【出展製品・技術】
「サバ太郎」
マイクロサーバシリーズ  

■ 品川区南品川6 -7-9
TEL. 03 -3471-3682 

■ 担当：殷 穂琪
■ URL：
http://www.mitsuwa-elec.co.jp

【出展製品・技術】
マイクロスプリング

■ 品川区西大井6 -18 -14
TEL. 03 -6809 -9395

■ 担当：阿久津 東眞
■ URL：
http://www.enaeng.com

【出展製品・技術】
四酸化二窒素を用いた滅菌システ
ム、温度バリデーションシステム

富士セイラ㈱ ㈱溝尻光学工業所
■ 品川区東大井1-3 -25
TEL. 03 -3471-0911

■ 担当：遠藤 佳人
■ URL：
http://www.fujiseira.co.jp

【出展製品・技術】
画像検査機

■ 品川区西品川2-8 -2
TEL. 03 -3492-1900 

■ 担当：溝尻 旬
■ URL：
http:/www.mizojiri-opt.co.jp

【出展製品・技術】
シュリーレン法観測装置 SLC -100
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丸石産業㈱
■ 品川区南品川1-8 -9
TEL. 03 -3472-3561

【出展製品・技術】
Q－Chuck®
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都合により不参加です

新製品

成長
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平成26年度 新製品・新技術開発費助成採択企業

平成26年度 成長産業（環境・医療・福祉）支援事業
開発費助成採択企業

平成26年度 メードイン品川ブランド認定企業

※❶などの番号は裏面「会場レイアウト」における各社の配置番号です


