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紀州材を使用した和歌山産の家具
ひのき家具MIHAMA

株式会社  丸紀
〒644-0044　和歌山県日高郡美浜町和田2235-2

TEL. 0738-22-2236　FAX. 0738-23-1682
E-mail. info@k-maruki.co.jp
http://www.k-maruki.co.jp

◇箱ものではない木組みの家具
◇紀州桧の無垢材を使用
◇日本らしさを感じられるフォルム
◇選べるカラー展開（クリーム、あめ、ショコラ）
◇素材感が肌に伝わる「植物系オイル仕上げ」

商品名／ひのき家具MIHAMA
材　料／紀州桧、ケヤキ、強化ガラス
寸法（mm）／テーブル W1535×D800×H706、アームチェアー W570×D550×H706
 本棚（小）W704×D290×H1240（大）W1004×D290×H1004
 ソファベッド W1071×D2180×H560
価格（税抜）／テーブル 140,000円、アームチェアー 73,000円、本棚（小）80,000円（大）90,000円
 ソファベッド 180,000円
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紀州で生まれたキッチン
紀州材ヒノキのオーダー型キッチンとキッチン収納

有限会社  嶋本木工所
〒641-0036　和歌山県和歌山市西浜1391
TEL. 073-444-8754　FAX. 073-444-8762

E-mail. kagu-sim@blue.ocn.ne.jp
http://www.kagu-sim.com

◇紀州材ヒノキ集成材を大胆に使用（外部及び内部共）
◇無垢材の良さを残しつつ、反りや収縮のない集成材の特徴を生かした
◇デザイン性のある家具調キッチンとキッチン収納
◇サイズ・デザイン・材質・仕様・塗装仕上げ・機器類すべてにオーダー可能
◇キッチン以外にも家具全般オーダー可能

商品名／紀州材ヒノキのオーダー型キッチンとキッチン収納
材　料／和歌山田辺の上質のヒノキ集成材
寸法（mm）／キッチン W2700×D900×H900、キッチン収納 W2460×D455×H1900
価格（税抜）／キッチン本体 1,000,000万円、キッチン収納 450,000円
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木のぬくもりと空間の癒し
YSロック

株式会社  山長商店
〒646-0011　和歌山県田辺市新庄町377
TEL. 0739-22-2605　FAX. 0739-22-0919

E-mail. info@yamacho-net.co.jp
http://yamacho-net.co.jp

◇スパン最大6m
◇癒し効果を向上させる木のぬくもり
◇JAS規格の紀州杉で安定した強度
◇特殊金物とラーメンフレームによる強固な構成で中間に柱を設けず広 と々した空間を実現

商品名／YSロック
材　料／JAS規格の杉無垢乾燥剤（強度E-110を使用）、ラグスクリュウボルト、梁受け金物、土台金物、ビス、ボルトなど
価格（税抜）／１フレーム 300,000円
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調湿性を生かした快適空間を演出する意匠建材
国産杉壁面パネル（ウッドパネル）

丸紀木材工業株式会社
〒644-0025　和歌山県御坊市塩屋町北塩屋682

TEL. 0738-22-2234　FAX. 0738-23-4116
E-mail. marukizousaku@deluxe.ocn.ne.jp

http://www.marukimokuzai.com

◇意匠性の高い立体的表面形状
◇杉特有の高い調湿性を持つ
◇柾目調集成材のスッキリした木目
◇二酸化炭素の固定化に貢献

商品名／国産杉壁面パネル（ウッドパネル）
材　料／国産杉
価格（税抜）／12,500円/枚、サイズ（mm）／W3000×D172×H28
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10秒で着火！ 無煙無臭で料理と保温に最適
火付きの良い成型備長炭（卓上用）

◇ガス火やハンドバーナーなどで即着火、数分で調理開始
◇煙、炎、臭い無し
◇いろいろな形状に成型可能
◇燃焼時間は炭の量で調節、足し炭で延長

商品名／火付きの良い成型備長炭（卓上用）
材　料／備長炭、竹
価格（税抜）／１㎏ 5,000円

協同組合ラテスト
〒649-6261　和歌山県和歌山市小倉411-33木工団地内

TEL. 073-465-3510　FAX. 073-465-3511
E-mail. info@latest.or.jp
http://www.latest.or.jp
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地元間伐材が森林保全の道を作る
間伐エコウォール工法

［開発会社］株式会社  タジマ工業
［問合せ先］スリットエンジ株式会社
〒649-6261　和歌山県和歌山市小倉411-50
TEL. 073-488-4418　FAX. 073-488-4902

E-mail. slit_eng@tuba.ocn.ne.jp
http://www.slit-eng.com

◇地元間伐材を活用した補強土擁壁工法
◇間伐丸太を柵状に積み重ねて土留壁として活用
◇現場掘削発生土を路体盛土として利用
◇路体盛土の中に補強材チェーンを配置し、土とチェーンの摩擦抵抗によって間伐丸太壁面を支える構造
◇建設材料の約70％が地産地消で、工事コストの削減に寄与

商品名／間伐エコウォール工法
材　料／【壁面材】間伐丸太枠（間伐丸太、組立枠用支柱材、固定金物、組立用ボルトナット）、バックネット（エキスパンドメタル）、
 バックマット（防砂マット、不織布）、腹起し筋
 【盛土補強材】チェーン、端末固定金物、支圧筋、連結金物、Ｌ型固定杭、組立補助鉄筋
価格（税抜）／延長2.0m/壁高1.5mの材料費…約91,995円
 延長2.0m/壁高3.0mの材料費…約180,950円
 延長2.0m/壁高4.5mの材料費…約277,305円
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塗り工房ふじい
〒642-0032　和歌山県海南市名高532-4

TEL・FAX. 073-483-0323
E-mail. info@nuri-koubou.com
http://www.nuri-koubou.com

◇ガラス板に漆技の意匠を施すオリジナル技術
◇色染めに染料を使うことで金箔貼りが映え、光を通すとステンドガラスのような様々な色を楽しめる
◇LEDで漆技塗り独特の暖かさを表現

商品名／漆ガラス什器
材　料／漆、ガラス、木材、スチール
寸法（mm）／テーブル W1200×D1200×H500、キャビネット W1200×D450×H2000、ディスプレイテーブル W1500×D800×H830
価格（税抜）／テーブル 380,000円、キャビネット 600,000円、ディスプレイテーブル 900,000円

伝統の漆技で輝く家具
漆ガラス什器
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伝統の技が魅せる逸品
　紀州箪笥　那智　和歌　弥生

株式会社  シガ木工
〒640-8443　和歌山県和歌山市延時13-4
TEL. 073-452-2011　FAX. 073-453-1304
E-mail. shigamokkou@comet.ocn.ne.jp

http://www.shiga-mokkou.com

◇100年以上受け継がれてきた技術・技法を用いた紀州箪笥
◇伝統工芸士が作り上げた逸品
◇本漆、ふき漆仕上げ

商品名／紀州箪笥　那智　和歌　弥生
材　料／桐材
寸法（mm）／那智 W780×D460×H1190、和歌 W1050×D460×H900、弥生 W320×D270×H430
価格（税抜）／那智 700,000円、和歌 760,000円、弥生 230,000円
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紀州漆器の伝統技法を応用した蒔絵入りへら竿
紀州へら竿「和人」

紀州へら竿　和人
〒648-0015　和歌山県橋本市隅田町河瀬401-2

TEL・FAX. 0736-39-2246
E-mail. e_kazuhito@nike.eonet.ne.jp

◇伝統的工芸品「紀州漆器」の蒔絵技法を取り入れた新しい飾り
◇玉口（継ぎ手部分）に絹糸を巻き、黒漆を塗ったシンプルで高級感のある装飾
◇海外向け商品開発を視野に入れた高級志向の一品

商品名／紀州へら竿「和人」
材　料／竹、絹糸、漆、金
価格（税抜）／１尺12,000円（10尺竿で120,000円）
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紀州へら竿の技術を筆記用具へ
紀州へら竿製ボールペン

紀州へら竿　和人
〒648-0015　和歌山県橋本市隅田町河瀬401-2

TEL・FAX. 0736-39-2246
E-mail. e_kazuhito@nike.eonet.ne.jp

◇紀州へら竿の竹加工技術と伝統工芸技術・漆塗りを融合
◇高級感と天然素材の優しさ
◇修理や漆の塗り直しにも対応
◇贈答品などに最適

商品名／紀州へら竿製ボールペン
材　料／竹、漆、ボールペン芯
価格（税抜）／8,000円



11

11

ライフスタイルを変革する洋食器
木製カレー皿

漆屋はやし
〒642-0001　和歌山県海南市船尾222

TEL. 073-483-6019　FAX. 073-483-6019
E-mail. urushiyahayashi@gaia.eonet.ne.jp

http://urushiya-hayashi.com

◇和歌山の大地で育った紀州檜の美しい木目をいかしたカレー皿 
◇食べやすさと使いやすさを考えた大きさと形
◇内側に木目を残すことによりカレーのほか、その他食材の色も引き立ち食欲も増す
◇紀州漆器伝統工芸士が天然素材にこだわり、出来る限り地元の木地を使用。
　瓢箪や蜜柑などと言った珍しい素材にも挑戦

商品名／木製カレー皿
材　料／紀州檜　
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保湿成分を残したまま
特殊製法で織り上げたボディータオル

キビソボディータオル

原田織物株式会社
〒649-7203　和歌山県橋本市高野口町名古曽821

TEL. 0736-42-3509　FAX. 0736-42-0400
E-mail. adomini@harada-orimono.co.jp

http://harada-orimono.co.jp

◇キビソ糸をゆったりループ状に編むことで、ソフトな肌触りと泡立ちの良さを実現
◇キビソ糸をたっぷり使用し、効率の良い保湿成分・セリシンの供給と心地よい
　ピーリング効果を促進
◇従来のタオルとの違いが実感できる1ランク上の浴用タオル
◇すべすべの洗い上がり

商品名／キビソボディータオル
材　料／絹100%
価格（税抜）／5,400円
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熊野古道の風情香るお線香
熊野古道のかほり　杉・木漏日・そよ風　３種セット

和歌山香醸
〒649-0301　和歌山県有田市下中島35-1
TEL. 0737-88-5775　FAX. 0737-23-7951

E-mail. kohjyo@outlook.jp

◇熊野古道の風情を感じられるお線香
◇「杉」は杉の木々のたたずまいを爽やかな香りで表現
◇「木漏日」は古道にふりそそぐ陽の光を穏やかな花の香りで表現
◇「そよ風」は杉木立に吹く心地よい風を柑橘の香りで表現
◇八咫烏の足をモチーフにした可愛いパッケージデザイン
◇お土産に最適
◇外国人観光客にアピールできるよう、中国語と英語でも表記
◇シュリンク包装で香り漏れを防ぎ、店頭に置きやすい
◇地域資源の杉の端材を活用

商品名／熊野古道のかほり　杉・木漏日・そよ風　３種セット
材　料／杉粉、本粉、シナ粉、白檀、香料、染料
価格（税抜）／各450円　３種セット 1,200円
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出し入れ簡単、片手で楽々
コロモード

◇粘着クリーナーと収納ボックスがセット
◇ポケットにはスペアテープ3本を収納可能
◇粘着クリーナーの出し入れは片手で楽々
◇クリーナーの出し入れ時に自動でフタが開閉するので衛生的

商品名／コロモード
材　料／ABS樹脂
価格（税抜）／2,000円 ※参考上代

株式会社  小久保工業所
〒640-1161　和歌山県海南市野上新201-9
TEL. 073-487-1811　FAX. 073-487-3192

E-mail. info@kokubo.co.jp
http://kokubo.co.jp
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安心安全！ 天然菊エキス配合の虫よけ剤
菊の香り　天然除虫菊スプレー

株式会社  児玉兄弟商会
〒649-01231　和歌山県海南市下津町丁29
TEL. 073-492-3315　FAX. 073-492-3314

E-mail. shop@e-kodama.jp
http://www.e-kodama.jp

◇天然の除虫菊から抽出したエキスが主成分
◇虫避け効果のあるサンショエキスを配合
◇安心安全で虫除け効果も高い
◇衣類、寝具、カーペットなどのダニ避けにも

商品名／菊の香り　天然除虫菊スプレー
材　料／精製水、除虫菊エキス、サンショウエキス、ヒノキチオール
価格（税込）／980円
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肌に潤いとハリをもたらす高濃度炭酸泡
炭酸ガス配合美容液

◇炭酸ガスによる皮膚紅潮で血行促進効果を実感
◇炭酸泡により化粧品成分が効率よく肌に浸透
◇特に抗シワに対する効果大。アンチエイジング向け化粧品に有効

商品名／炭酸ガス配合美容液　
材　料／アルミ缶、化粧品原料（成分：水、グリセリン、シクロペンタシロキサン、スクワラ

ン、二酸化炭素、オリーブ油、ジメチコン、ステアレス2、セテス7、ベタイン、ジフェ
ニルシロキシフェニルトリメチコン、フェノキシエタノール、セテアリルアルコール、キ
サンタンガム、ステアロイルメチルタウリンNa、BHT、ヒドロキシエチルセルロー
ス、加水分解コラーゲン、酢酸Na、グリオキサール、ペンチレングリコール、ポリク
オタニウム51、グリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール）

日進化学株式会社
〒649-7172　和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子121-5

TEL. 0736-22-4450　FAX. 0736-22-1375
E-mail. info@nisshinkagaku.com
http://www.nisshinkagaku.com

▶

▶

シワ改善の事例

炭酸ガスによる皮膚紅潮（血行促進効果）
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日本初！たたみ２畳に収納できるペットのエステサロン
スマートトリミングボックス“Sutobo”

株式会社  ドリーム産業
〒640-0112　和歌山県和歌山市西庄472-1
TEL. 073-451-0012　FAX. 073-451-0017

E-mail. info@dreamsnet.com
http://www.dreamsnet.com

◇トリミングに必要なドライヤー、テーブル、ドッグバスをセット。
　開業時の内装費や設備費用を軽減
◇毛の飛散を防ぐ飛散防止構造。2ヶ所のフィルターで集毛し、
　人とペットの健康・衛生管理を実現
◇トリミングの作業工程を人体センサーと各種センサーで自動認識し、
　飛散毛の量にあわせたファン回転で空間に飛散した毛も自動で集毛

商品名／スマートトリミングボックス“Sutobo”
価　格／オープン価格
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ペットとトリマーの負担を軽減するボックスドライヤー
Smart Box Dryer DREPET（ドリペット）

株式会社  ドリーム産業
〒640-0112　和歌山県和歌山市西庄472-1
TEL. 073-451-0012　FAX. 073-451-0017

E-mail. info@dreamsnet.com
http://www.dreamsnet.com

◇床下通風方式で、乾燥しにくいペットのお腹や足元をむらなく乾燥

◇安定した温度で自動乾燥

◇トリマーの作業効率化、負担を軽減

◇ペットのストレス、体の負担も軽減

◇オプション「ナノイー」の取り付けでBOX内を脱臭除菌

商品名／Smart Box Dryer DREPET（ドリペット）

寸法（mm）／W755×D625×H895（キャスター含む）、重量／39.6㎏

価　格／オープン価格
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脱臭ファン付きケージで快適ペット生活
DEOX

PLABOTEC
〒642-0024　和歌山県海南市阪井1538

TEL. 090-2599-3056、050-3695-3508　FAX. 073-403-2231
E-mail. plabotec.yamamoto@gmail.com

https://plabotec.jimdo.com

◇ペットと快適な暮らしを実現した脱臭ファン付きペットケージ
◇ケージ内の空気が脱臭材を通りファンでケージ外へ排出
◇スライド式開口で動物が外に出にくい構造
◇スタイリッシュに見せる透明アクリル仕上げ

商品名／DEOX
価　格／オーダーメイド受注

脱臭材

ファン

ケージ内の空気が
脱臭材を通りファンで
ケージ外に排出

スライド式開口で
動物が外に出にくい構造

脱臭材は簡単に取りかえ可能
（脱臭材は別売となります）

4 5 cm

4 5 cm

6 0 cm
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ハイビジョンカメラを標準搭載した水中探査ロボット
ハイビジョン水中探査ロボット＆ハイビジョン小型水中探査ロボット

広和株式会社
〒643-0074　和歌山県有田郡広川町西広1403

TEL. 0737-64-0156　FAX. 0737-64-0153
E-mail. rov@kwk.co.jp
http://www.kwk.co.jp

20

◇ハイビジョンカメラを標準搭載　
◇水深500ｍまで潜航可能
◇400W推進器搭載で水中での高出力を実現
◇高輝度高出力のLEDを搭載
◇多彩なオプションを搭載可能（マニピレーター、音響ソナー等）

商品名／ハイビジョン水中探査ロボット（写真左）
寸法（mm）／W1036×D720×H588、重量／70㎏
材　料／アルミ合金製

◇ハイビジョンカメラ搭載
  （オプションで4Ｋカメラ搭載可能）
◇小型ながら水深100ｍまで潜航可能
◇小型軽量で手軽に操作
◇高輝度LED搭載

商品名／ハイビジョン小型水中探査ロボット（写真右）
寸法（mm）／W620×D481×H306、重量／21㎏
材　料／アルミ合金及び軽量樹脂
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環境に優しいデリバリーHOTO BOX
ホットデリソラーEV

◇電気自動車のソーラーパネルで温存庫を温める
◇携帯等の充電もでき、災害時などにも対応
◇小型電気自動車なので小回りが利き細い路地などの運搬に便利
◇移動販売など応用も多彩

商品名／ホットデリソラーEV
材　料／電気自動車、ソーラーパネル、FRP製ボックス、ラバーヒータ、発電力計器
寸法（mm）／ボックス W900×D950×H700、容量／600L
　　　　　　車体　全長2,485　全幅1,075　全高1,575（ソーラーパネル部除く）
価格（税抜）／2,750,000円

株式会社  なかモーター自工
MITSUOKA EV 和歌山

〒640-1131　和歌山県海草郡紀美野町動木346-1
TEL. 073-489-3050　FAX. 073-489-5387

E-mail. tanaka@mazda-w.com
http://www.nakamotor.com
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屋内でワサビを短期間収穫
ワサビ栽培向け人工光利用型水耕栽培棚システム

◇LED照明ランプを使用したワサビ栽培向け水耕栽培システム
◇最下段の養液元タンクから給水ポンプで最上段に養液を流して循環させる
　3段式水耕栽培棚
◇自然災害や害獣・害虫による生育被害を防ぎ、短期間でワサビを収穫
◇オプションの銀イオン水生成器との併用で養液を清潔保持

商品名／ワサビ栽培向け人工光利用型水耕栽培棚システム
寸法（mm）／W1300×D600×H1800
価格（税抜）／栽培棚1台（3段式）250,000円

大洋化学株式会社
〒644-0003　和歌山県御坊市島584

TEL. 0738-22-3551　FAX. 0738-22-3553
E-mail. info@taiyo-chemicals.co.jp
http://www.taiyo-chemicals.co.jp
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これ１台でコンベヤは使いながら、いつでも清潔！
コンベヤ用FV洗浄機

◇高い洗浄能力
◇コンベヤを使用しながらベルト・ネットの連続洗浄が可能
◇ブラシの毛先などの異物混入の心配がない
◇少ない水消費量
◇コンパクト・シンプルな構造で、メンテナンスが容易
◇既設コンベヤに後付け可能
◇既設設備に合わせてオーダーメイド
◇ステンレス製で錆難い

商品名／コンベヤ用FV洗浄機
材　料／ステンレス鋼板、SUS304、防滴型モーター、ステンレス製ベアリング 他
価　格／オーダーメイド受注

株式会社  小松原
〒640-8287　和歌山県和歌山市築港３丁目25番地

TEL. 073-431-1477　FAX. 073-431-1470
E-mail. info@komatsubara-iw.jp
http://www.komatsubara-iw.jp
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酸化皮膜の除去を可能にする丸線研磨技術
丸線研磨装置　マクトリーナNT4型

◇遊星機構を利用した丸線研磨装置
◇丸線の真円度を維持したまま丸線表面を加工
◇丸線表面に付着した酸化皮膜・油脂類等を除去
◇丸線表面への塗装・樹脂コーティングの前処理及び仕上げの研磨等にも対応

商品名／丸線研磨装置　マクトリーナNT4型
寸法（mm）／W775×D840×H1170
価格（税抜）／5,000,000円

南海鐵工株式会社
〒640-8392　和歌山県和歌山市中之島897
TEL. 073-422-1244　FAX. 073-428-0325
E-mail. info@nankai-iron-works.co.jp
http://www.nankai-iron-works.co.jp
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無線通信ができる軽量・コンパクトな生体アンプ
多機能小型生体アンプ

阪和電子工業株式会社
〒649-6272　和歌山県和歌山市大垣内689-3
TEL. 073-477-4435　FAX. 073-477-3445

E-mail. info@hanwa-ei.co.jp
http://www.hanwa-ei.co.jp

◇脳波、心電、筋電等生体からの微弱信号を増幅
◇無線通信機能（Bluetooth接続）を持ち、パソコンやタブレットと接続可能
◇電池駆動の軽量・コンパクトな装置で、持ち運び・装着が容易
◇KHB-04S01R（レファレンス1、測定4端子）とKHB-03S02R（レファレンス2、
　測定3端子）の2種類があり、幅広い活用が可能

商品名／多機能小型生体アンプ
価格（税抜）／各200,000円
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全自動で古紙100％の再生紙を作製！
小型製紙装置レコティオ　RECOTiO PM-1000

デュプロ精工株式会社
〒649-6551　和歌山県紀の川市上田井353
TEL.0736 -73-6233　FAX.0736 -73-4993

info@duplo-seiko.co.jp
https://www.duplo-seiko.co.jp

◇使用済みコピー用紙やシュレッダーゴミをその場で再生紙にする小型製紙装置
◇従来、製紙工場などでしか作れなかった再生紙がオフィスで簡単作製
◇最大90％の再生率
◇１時間にA4普通紙(74gsm相当)を360枚。A4厚紙(157gsm相当)は150枚製紙可能
◇小型製紙装置としては世界初のトナー除去機能を搭載
◇通常のビジネスユースで使用可能な白い再生紙を作製
◇紙ゴミ削減で環境負荷の低減にも寄与
◇水の溶解処理方式により、シュレッダー以上の機密性能を確保

商品名／小型製紙装置レコティオ　RECOTiO PM-1000
　　　　※現在の最新モデルはRECOTiO EV-i250（https://www.duplo-seiko.co.jp/recotio/）
寸法（mm）／W4770×D1000×H1800
価格（税抜）／15,000,000円
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運搬、保管、切断が便利な浄化槽用「かさ上げ」
かさ上げ

エコ和歌山株式会社
〒646-0051　和歌山県田辺市稲成町726-1
TEL. 0739-25-0110　FAX. 0739-26-6733

E-mail. info@ecowakayama.com
http://ecowakayama.com

◇半分に折りたためるため、従来の円筒形に比べ保管・運搬が容易
◇折り畳んだ状態で切断できるため作業効率が向上
◇特許取得済み

商品名／かさ上げ
材　料／塩化ビニール等
価　格／お見積りによるため、お問い合わせ下さい



28

28

汚泥を８割削減する産業排水処理システム
エコテックス

エコ和歌山株式会社
〒646-0051　和歌山県田辺市稲成町726-1
TEL. 0739-25-0110　FAX. 0739-26-6733

E-mail. info@ecowakayama.com
http://ecowakayama.com

◇橋本市の地場産品「パイル織物」を活用し、排水の処理過程で発生する汚泥
 （産業廃棄物）を8割削減
◇和歌山県工業技術センター等と共同開発、特許を取得済み
◇食品工場（梅干し加工、水産加工、地酒・地ビール製造等）に導入実績
◇既存の排水処理設備を改造してエコテックス導入も可能

商品名／エコテックス
材　料／パイル織物 等
寸法・価格／規模によるため、お問い合わせ下さい



29

29

バイオガス、環境にやさしい再生可能エネルギー
小型メタンガス発電プラント

株式会社  ヴァイオス
〒640-0112　和歌山県和歌山市西庄295-9
TEL. 073-452-9356　FAX. 073-451-3056

E-mail. honsha01@vioce.jp
https://vioce.jp

◇廃棄物からバイオガス（メタンガス）を発生させ、ガス発電で電気を供給
◇熱源としてエネルギー利用が可能
◇海上輸送コンテナに必要な設備が全て収納され設置が簡単
◇通常の排水処理方法で困難な廃棄物も、メタン発酵処理なら多量のバイオガスを取得
◇日量5t程度までの食料品残さや高濃度廃液を処理

商品名／小型メタンガス発電プラント
寸法（mm）／20フィートコンテナ（W6000×D2500×H2500）内にすべて収納
価格（税抜）／30,000,000円（2 t処理/日、コンテナ3台）



30

30

焼成の低温・短時間化を可能にした
無機ペースト用バインダー

バナレジン VP-7700

新中村化学工業株式会社
〒640-8390　和歌山県和歌山市有本687
TEL. 073-423-3256　FAX. 073-427-4828
E-mail. k.takada@shin-nakamura.co.jp

http://www.shin-nakamura.com

30

◇エチルセルロース樹脂やブチラール樹脂と同等のスクリーン印刷適性を
　維持しつつ、焼成の更なる低温・短時間化を実現
◇分子量制御や組成設計の自由度が高い
◇粘性調節剤の添加量変更等により、ペーストの粘弾性特性の改善が容易

商品名／バナレジン VP-7700
材　料／メタクリル系樹脂組成物

本製品を使用したニッケルペーストのスクリーン印刷パターン
スクリーン版 L/S=165/165(μm)、基材：グリーンシート

窒素雰囲気下の熱重量分析の結果
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かさばらず持ち運び簡単な
立体表示カバー用スタンド

折りたたみ式カバースタンド

株式会社  ライフクリエ
〒640-8482　和歌山県和歌山市六十谷1338-18

TEL. 073-464-5908　FAX. 073-464-4908
E-mail. fukase@life-crea.co.jp
http://shop.life-crea.co.jp

◇カラーコーン用表示カバーを被せるとアテンション効果が高い
◇折りたたむと厚さ3cm、重ねると収納時にかさばらない
◇ウエイト［錘］は本体内蔵式（本体約1kg、錘約1.5kg）
◇特許第4671370号

商品名／折りたたみ式カバースタンド
材　料／ポリプロピレン、鋳物
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カラーコーンに被せるだけでサインボードに
カラーコーン用サインカバー

株式会社  ライフクリエ
〒640-8482　和歌山県和歌山市六十谷1338-18

TEL. 073-464-5908　FAX. 073-464-4908
E-mail. fukase@life-crea.co.jp
http://shop.life-crea.co.jp

◇カラーコーンや折りたたみ式カバースタンド（弊社特許商品）に被せるだけの
　取り外し簡単なサインカバー
◇アテンション効果が高い
◇カバー両面に任意の文字やデザインをフルカラー印刷可能
◇ポリプロピレン製と高輝度反射ターポリンの2タイプ
◇特許出願中

商品名／カラーコーン用サインカバー
材　料／ポリプロピレン、高輝度反射ターポリン

※高輝度反射ターポリン
　タイプの使用例です
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「食べる」チカラを鍛える嚥下力トレーニングボトル
タン練くん

株式会社  リハートテック
〒649-6264　和歌山県和歌山市新庄490
TEL. 073-460-9805　FAX. 073-460-3242

E-mail. rehearttek@leto.eonet.ne.jp
http://rehearttek.com

◇食べる力を飲む行為だけで鍛える
◇舌根でつながっている喉頭蓋の開閉を鍛える。
◇嚥下したものや水分、唾液が細菌とともに肺へ行かないように開閉力を鍛える。
◇痩せた舌でもニップルを介在させて正しく舌根、喉頭蓋の開閉に役立つよう
　筋力トレーニング
◇食後のお茶などに利用することで習慣化しやすい
◇デザインがおしゃれでスポーティー
◇特許出願中

商品名／タン練くん
材　料／PET、シリコンゴム
価格（税抜）／3,980円
意匠登録証第1579721号商標登録
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訪問介護業務の効率化及びペーパーレス化を実現
ネットde介護　つるかめ君

株式会社  松鶴
〒640-8412　和歌山県和歌山市狐島590
TEL. 073-456-6611　FAX. 073-456-6655
E-mail. syoukaku-main@syoukaku.life

◇タブレット型端末を使ってATMと同等の操作で作業
◇訪問予定の確認がいつでもどこでも可能
◇介護作業の実施を事務所でリアルタイムに確認
◇訪問先の作業内容をチェックするだけで日報を作成
◇作業実績を手作業で集計する必要がないので転記ミスなどを削減
◇給与計算や移動時間なども自動的に算出

商品名／ネットde介護　つるかめ君
価　格／システム全体の一括販売、パッケージ、リースなど様々な販売形態があるためお問い合わせ下さい
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あなたの健康を見守るアプリ
ダブルスアップ

株式会社  マリンテック
〒646-0035　和歌山県田辺市中屋敷町16-1 多屋ビル3F

TEL. 0739-22-3279　FAX. 0739-26-7575
E-mail. info@marine-tech.jp
https://www.marine-tech.jp

◇血圧計、体組成計、活動量計による健康バロメーター値を記録し見守るスマートフォンヘルスアプリ
◇家族など身近なコミュニティグループレベルで毎日の健康生活の継続、習慣を共有し、
　メンバー間の健康努力を促進
◇手頃な運動や身近なウォーキングコース、食生活へのアドバイスなど健康情報も提供
◇離れていてもつながっていられる健康サポートアプリ

商品名／ダブルスアップ
価　格／グループを対象にB2Bで提供。約70人規模グループを目安に年間36万円



前処理革命！２時間を５分に！！
オンラインSPE-GCシステム　SGI-P100

株式会社  アイスティサイエンス
〒640-8390　和歌山県和歌山市有本18-３
TEL. 073-475-0033　FAX. 073-497-5011

E-mail. funakura@aisti.co.jp
http://www.aisti.co.jp

◇オフラインで2時間要した環境分析前処理がたった5分
◇前処理はロボットアームに任せて全自動
◇GC-MSへのオンラインでの前処理→分析→解析を可能に
◇短時間化のみならず、前処理工程を自動化することでより高精度な分析も可能

商品名／オンラインSPE-GCシステム　SGI-P100
材　料／ロボットアーム前処理装置、溶媒送液装置、PCソフトウェア、固相カートリッジ
寸法（mm）／メインユニット　W340×D560×H520（設置面より）
価格（税抜）／5,800,000円
　　　　　　※別途大量注入口装置（LVI-S250：180万円）が必要

36
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１台で２つのスタイル！ 素材にあった最適な研磨を
KIRIME

アイエムティー株式会社
〒649-1528　和歌山県日高郡印南町西ノ地1333

TEL. 0738-43-0333　FAX. 0738-43-0485
E-mail. m-aki@e-imt.co.jp

http://e-imt.co.jp

◇研磨パッドや研磨紙・琢磨布を使用し、検査試料表面を精密研磨
◇全体荷重、個別荷重どちらでも研磨可能
◇全体荷重研磨は試料をメインシリンダで押し当て精密研磨
◇個別荷重研磨は試料を個別シリンダで押し当て精密研磨

商品名／KIRIME
加工対象物／【組織観察】ゴム、サファイア、ダイアモンド、AL、CFRTP、SUS、SS 他
                                 非鉄金属など
                【断面観察】電子部品（Pt、Cu、Ag、Mg、W、Tiなど）
寸法（mm）／W520×D690×H600、重量／90㎏
価格（税抜）／3,200,000円
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遺伝子組換えではなく
マウスで初めて高血圧を自然発症
「進化マウス法」を利用した生活習慣病モデルマウス

株式会社  紀和実験動物研究所
〒640-1473　和歌山県海草郡紀美野町毛原宮486

TEL. 073-499-0321　FAX. 073-499-0323
E-mail. kiwalab@kwl-a.co.jp

http://www.kwl-a.co.jp

◇「進化マウス法」（大阪大学大学院生命機能研究科 八木健、内村有邦先生）に
　より作成されたマウス
◇その中で血圧の高い個体を選抜
◇ゲノムシーケンスにより変異箇所を特定
◇現在高血圧の原因遺伝子を同定中
◇本マウスはあらゆる疾患を持っている可能性があり、
　新たな疾患モデルを確立するため解析実施予定

商品名／「進化マウス法」を利用した生活習慣病モデルマウス
価格（税抜）／１匹5,000円程度で検討中
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肩を守るインナー
おみこしパット・らくらくパット

◇体に沿うパットで肩への負担を軽減
◇伸縮性に優れらくらく動作
◇体にフィットするジャストシルエット

商品名／おみこしパット・らくらくパット
材　料／ポリエステル、低反発ウレタン
サイズ／S、M、L、LL
価格（税抜）／3,000円

株式会社  中村正佛堂
〒645-0004　和歌山県日高郡みなべ町埴田1574-17

TEL. 0739-72-4401　FAX. 0739-72-4820
E-mail. buttan@shobutudo.com
http://www.shobutudo.com
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災害時などの非常用トイレ
マンポールトイレ

イチエイ産業株式会社
〒649-0021　和歌山県田辺市あけぼの30-24
TEL. 0739-23-1120　FAX. 0739-25-3754

E-mail. itieis@voice.ocn.ne.jp
http://itieis.net

◇地震など災害時や断水時に活躍
◇既設浄化槽を利用し簡単取付け
◇コスト安で設置も簡単
◇コンパクトサイズで持ち運び、保管も容易

商品名／マンポールトイレ
材　料／マンポール（FRP製）、組み立て式ワンタッチテント（ポリエステル製）、
 　マンポール用ジョイント（FRP製）、組み立て式便座（プラダン撥水加工）
寸法（mm）／マンポール（450∅、500∅、600∅）、テント（W1120×D1120×H1800）、
 　　　ジョイント（W320×D280×H370）、便座（W400×D350×H315）
 　　　※セット箱サイズW300×D630×H630
価格（税抜）／84,000円～120,000円（マンポールサイズによる）



わかやま中小企業元気ファンドとは…
　「活力あふれる元気な和歌山経済」を目標に「地域経済を支える中小企業を育成・振興し、足腰の強い地域産
業の創出・育成」の実現を目指します。
　このために、本県の強みである特徴ある地域資源（梅・ミカン・マグロなどの農林水産物、地場産業に蓄積してい
るニット・家庭用品・漆器などの産地の技術並びに高野熊野の世界文化遺産・和歌山城・白浜温泉などの観光資
源）を活用した新商品・新サービスの開発、中小企業者と大学・高専・公設試験研究機関と連携して行う事業化
（新製品開発等）などを支援します。　

《新産業育成事業》
　和歌山県経済の牽引となる
中核企業の育成・振興を図る
ため、戦略的に位置づけた「素
材（材料）分野」、「産業部材（機
器を含む）分野」、「食品加工分
野」、「暮らし分野」、「観光分野」
の 5つの重点分野で、県内中小
企業等が大学・高専・公設試
験研究機関と連携して行う新
製品の開発・試作、新サービス
の開発及び開発に付随する展
示会出展等の事業

《産業支援機関事業》
　中小企業者等による新たな
事業構想を発掘するために、中
小企業者等と外部のビジネス
パートナーをつなぐ活動（研究
会、勉強会等）など、産業支援機
関が行うコーディネート事業

わかやま中小企業元気ファンド・スキーム図

貸　付

◆ 中小企業基盤整備機構　　 ◆ 和歌山県
◆   ㈱紀陽銀行 ◆ きのくに信用金庫

わかやま中小企業元気ファンド
ファンド総額：80億円
運用方法：国債・地方債等

助 成 対 象 事 業

公益財団法人
わかやま産業
振興財団

運用益で
助　　成

《地域資源活用事業》
　和歌山ブランドの創出を
図るため、和歌山県内で生産
又は存在する「農林水産物」、
「鉱工業品とその製造技術」、
「文化財、自然の風景地、温泉
その他の地域の観光資源」を
活用した新商品の研究開発・
試作、新サービスの開発及び
開発に付随する展示会出展
等の事業

創　出 振興育成 掘り起こし
ブラッシュアップ

県経済の牽引となる
中核企業

和歌山ブランド 和歌山ブランドの
「芽」
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事　業　案　内

（公財）わかやま産業振興財団は和歌山県の「元気でがんばる企業」を支援いたします。
ご相談がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

創業・起業したい

経営改善したい

　相談支援

　専門家指導

ものづくり人材を育成したい

　基礎技術講座

　経営改善スクール

人材導入したい

技術開発したい

戦略分野に進出したい

商品開発したい

販路開拓したい 

海外展開したい

1

2

3

4

5

6

7

8

9

総合相談窓口

和歌山県よろず支援拠点

経営支援部

テクノ振興部

経営支援部

和歌山県プロフェッショナル
人材戦略拠点

テクノ振興部

戦略産業雇用創造プロジェクト

経営支援部

経営支援部

和歌山国際経済サポートデスク

TEL.（073）432-3412

TEL.（073）433-3100

TEL.（073）432-3235

TEL.（073）432-5122

TEL.（073）432-3235

TEL.（073）433-3110

TEL.（073）432-5122

TEL.（073）433-8556

TEL.（073）432-3227

TEL.（073）432-3235

TEL.（073）433-2837
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発刊にあたって

　紀州のたくみ（わかやま中小企業元気ファンド事業）をご覧頂きありがとうございます。

　本書は、わかやま中小企業元気ファンド事業を活用し開発に至った開発商品について、

新規取引先の開拓や販路開拓支援を行うことを目的に作成したものです。つきましては、

本書をご活用いただければ幸いです。

 平成30年3月
 公益財団法人わかやま産業振興財団
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