「商工 Network」は、会員企業の皆様の情報発信・相互交流・ビジネスマッチングの場とし
てご活用いただくコーナーです。各記事はご提供いただいた情報をもとに作成しています。
記事の内容についてのお問い合わせは、直接掲載企業宛にお願いいたします。

を
掲載先

あなたの会社のイチ押しの商品やサービスの紹介、こんな技術や提携先を
求めています、などといった情報を全国に発信しませんか？
掲載については、
「商工ジャーナル」編集部（☎03-5473-6915）まで
お問い合わせください。

!
募集料中
）
（無

このコーナーのバックナンバーは、ホームページ https://www.shokoken.co.jp/ に随時掲載してまいります。

お茶の井ヶ田㈱
創業百年
喜び幾久しく、福を呼ぶ
「美味しい」 に想いをのせて
1920（大正9）年の創業以来100年、私たちはいつの時
代も心に寄り添う商品を食卓にお届けして参りました。
お茶の井ヶ田、喜久水庵、そして秋保（あきう）ヴィ
レッジの誕生。
〝飲むお茶〟から〝食べるお茶〟へ、そし
て〝愉しむお茶〟を次世代に継承するため、新しい「美
味しい」を発見して参ります。

喜久福 4 種 8 ヶ入ギフト（抹茶生クリーム、ずん
だ生クリーム、ほうじ茶生クリーム、生クリーム）

お問い
合わせ

お茶の井ヶ田㈱
＝仙台市青葉区大町2-7-23
フリーダイヤル 0120-014123
（営業時間9：00～18：00〈平日〉
、
9：00～17：00〈土日祝〉
）
http://www.ocha-igeta.co.jp/
担当：藤野

㈱松屋フーズ
あなたのオフィスに小さな松屋
設置・管理費用ゼロ
商品管理・発注・補充不要！
◆種類豊富なメニューをご都合に合わせてお届け
飽きがこないよう商品ラインナップは15種類ほど用意したうえ
で、常時5種類の弁当を販売しています。商品1つ400〜500円とお
手軽価格でご利用でき、企業様のニ
ーズに合わせたお時間に商品を製造
し配送します。
牛丼業界初の弁当自販機

◆設置や管理はすべて
スタッフにお任せください
弁当自販機の搬入・設置に費用は
かかりません。販売期限を過ぎた商
品は自動で販売中止になり、次回の
納品時に当社のスタッフが販売期限
切れ商品を回収します。また、発注
の手間は不要で、商品の補充・入れ
替えもスタッフがすべて行います。
費用ゼロなので、食堂や休憩スペ
ースの運用コストの見直しにもぜひ
ご活用ください。

松屋自販機
導入のご案内

• 貴重な休憩時間を有効活用

うれしい
福利厚生

• 社員証等での電子決済も可能
• 従業員満足度 UP

できたての
おいしい商品

商品管理や
発注も不要

柔軟な
商品配送

お問い
合わせ

• 豊富な商品ラインナップ
• 体がよろこぶ無添加
（化学調味料、人工甘味料、合成着色料、合成保
存料を使用しておりません。一部商品を除く）
• リーズナブルな商品価格
• 設置費・管理費ゼロ
• 管理や発注はスタッフが対応
• 期限切れは自動で販売中止に

• 作りたてをお届け
• 1日数回の配送が可能
• お盆、お正月の納品も可

㈱松屋フーズ 事業推進部
＝東京都武蔵野市中町1-14-5
E-mail i.gaihan@matsuyafoods.co.jp
https://www.matsuyafoods.co.jp/jihanki/

オタフクソース㈱
お好みソースの原料として40年以上使用
栄養素がつまった
「デーツなつめやしの実」 を発売
1922年に酒・醬油類の卸小売業から創業した当社は、1938
年より酢、1950年にソースの製造を始めました。1952年には、
「お好みソース」が誕生し、広く皆様にご愛顧いただいており
ます。
1975年、高騰していた砂糖の代替品として、デーツを採用。
以降、黒糖のような濃厚な甘さと高い栄養価に魅了され、ソー
スの原料として使用を続けています。
近年の健康志向によりドライフルーツに注目が集まる中、当
社でも原料だけにしておくにはもったいないとの機運が高ま
り、
「デーツなつめやしの実」を発売。太陽の恵みを受けて樹
上で完熟するデーツは、食物繊維をはじめ、カリウム、カルシ
ウム、マグネシウム、葉酸、鉄など、女性が日常的に摂りたい
栄養素が、ギュギュッとつまっています。

お問い
合わせ

オタフクソース㈱ お客様相談室
＝広島市西区商工センター7-4-27
フリーダイヤル 0120-31-0529
https://www.otafuku.co.jp/

そのまま食べるほか、
チーズやナッツと合
わせて食べるのもオ
ススメです

「エマージェンシーシールド」（左下）
で内部を覆った 救 急 車 。 シ ー ト は 約
分間で貼り替え ら れ る

吉野化成㈱
建築・車両塗装用マスキングフィルムの
国内トップメーカー
当社は、
「停滞は退歩である」の企業理念の下、
〝頼りにな
る企業〟を目指し、日々製品開発に取り組んでいます。
コロナ禍で、当社の技術で感染防止対策のお手伝いができ
ないか検討していたところ、救急車内の感染防止対策に苦慮
しているとの情報が入り、
「エマージェンシーシールド」を開
発しました。
◆新型コロナウイルスから救急隊員と救急車を守る
感染症の患者を搬送した後、救急車内の消毒に時間がかか
り、次の救急要請時に即出動できないという話をうかがいま
した。
そこで、救急車の構造に成形したポリエチレンシートに粘
着テープを組み合わせた
「エマージェンシーシールド」
を開発。
このシートを順番どおりに貼り付ければ約2分間で作業は完
了します。従来よりも大幅に時間を短縮できると、導入した
お客様からご好評いただいています。

お問い
合わせ
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吉野化成㈱
＝東京都八王子市下恩方町1069-3
☎042-651-3885 Fax 042-651-9843
http://www.yoshinokasei.co.jp/

㈱エヌエスティー

きに使用する装置です︒テストでは
人間を使うことはできませんので︑
人形を移動させます︒従来はロープ
式で直線的にしか動けませんでした
が︑このたび︑曲線動作に対応でき
る自走式を開発しました︒

㈱エヌエスティー＝静岡県浜松市北区豊岡町58
☎053-430-6311（営業時間8：30～17：30）
E-mail k.kaminaga@nst-co.com
https://www.nst-co.com/
担当：神永

大人のテストターゲットを乗せた自走
式「AEBS ターゲット移動装置」

お問い合わせ

ニッチな分野でトップを目指します
変化する社会のニーズに応えるために
その実現を考え続ける会社でありたい

当社は︑技術とアイデアによるイ
ノベーションを通じて︑さまざまな
分 野 で の 検 査 計 測 装 置︑FAシ ス テ
ム︑ 無 人 化・ 省 力 化 装 置 な ど︑ 幅 広
くお客様のニーズに応えてきました︒
昨 今 で は︑EV関 連 設 備 や ま っ た く
新しい分野への挑戦もしています︒
最近︑注力しているのが安全安心
の分野です︒
一つ目は危険体験装置で︑安全教
育の場で使っていただいています︒
二つ目はAEBSテスト装置です︒
最近の自動車には歩行者や自転車と
の衝突を回避する機能が付いていま
すが︑その開発段階でテストすると

危険体験装置（感電、巻き込まれ、挟まれ）とその教育
ノウハウで安全に貢献します

㈱三協リール
リールを中心とした技術で
自動車整備業界および産業界に
「安全・時間効率・快適な作業環境」を提供
当社は創業1968年のモノづくりのメーカーです。主力商品「リ
ール」をはじめ、
オイル機器、
自動車補修用塗装ブースに至るまで、
多数のラインナップを創出してきました。生産体制は国内・中国
にも構え、アメリカ・ベルギー・タイを含めた全５ヵ国には販売
拠点を設け、千葉の地から世界のリールトップメーカーを目指し
ています。今後はこれまで培ってきた「巻き取る技術」を軸とし
て新たな産業界に挑戦します。
◆M リール
空気や水、温水、オイル等流体に合わせた仕様の6機種を開発
展開。ゼンマイの耐久性を4倍に強化して安全性を図り、アーム
改良により安定性の確保と６kg の軽量化（前モデル比）を可能に
し、本体への負荷軽減で長寿命化も実現しました。
◆F-all Security
高強度ハニカム構造パネルを採用し、耐荷重は150 kg、格納時
は1/5サイズになるためコンパクトに収納できます。軽量化によ
り展開動作はスムーズで、展開後は独自ロック機構が作動し自動
固定します。作業者が地下ピットに転落することを防ぐなど、整
備士の安全を守ります。

「M リール」は、エアホースリー
ル、水リール、温水リール、オイル
リール、グリスリールの 6 機種

「F-all Security」
は地下ピット開口部
への転落事故を防ぐ
お問い合わせ

㈱三協リール＝千葉市稲毛区山王町279-5
☎043-421-5551
FAX 043-421-5553
https://www.triens.jp/ 担当：林（営業部）

㈱ AIC エデュケーション
小学生で英検®2級合格をめざす英語教室「AIC Kids」
英語脳を鍛える学童保育 「AIC After School」
フランチャイズ加盟募集中
◆小学校での英語学習スタート。ますます高まる英語学習ニーズ
学習指導要領が改定され、2020年度に小学3年生から学校での外国語活
「読む」
「聞
動、小学5年生からは「教科」としての英語学習がスタートし、
く」
「書く」
「話す」の4技能を使った授業が行われています。また、2021
年度からは中学校での英語の授業は〝英語で〟実施されます。
これまで以上に、英語を「聞く」力、正しい発音で「話す」力が重要と
なり、その力を伸ばすために幼少期からネイティブ講師との英語学習に取
り組むお子様が増えています。
◆英語を英語で覚える英語教室。講師採用から研修、教室運営まで
全面サポート
国内外でインターナショナルスクール・学習塾・英語教室を運営する
AIC のノウハウを駆使し、外国人講師の採用・研修・教室運営のサポート
まで当社が全面的にバックアップ。新規事業としてご採用いただけるフラ
ンチャイズシステムで新規開業を支援します。
外国人講師によるオール英語授業で英検Ⓡ2級合格をめざす英語教室「AIC
Kids」のほか、放課後の時間をまるでインターナショナルスクールのよう
な英語環境で過ごす学童保育「AIC After School」の加盟を募集しています。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

㈱ AIC エデュケーション
グローバル教育事業本部
＝広島市中区中町1-1
☎082-245-4119（受付10：00～18：00日祝休）
http://aickids.com/ 担当：大神・名越

