
新商品名
ジャッキスター、アジャスター、
ラックスター、サイドスター、ベー
スター

企業名 (株)セノ
住所 静岡市葵区流通センター8番2号
電話番号 054-263-2261
FAX番号 054-263-2225
Ｅメール aam89481@nyc.odn.ne.jp
ホームページ http://kkseno.com/

新商品の説明

新商品名
なんでも固着のピタット(粘着シー
ト)

企業名 (株)ダイショー
住所 静岡市駿河区寿町13番5号
電話番号 054-281-4121
FAX番号 054-282-1955
Ｅメール
ホームページ http://www.daisho-inc.co.jp

新商品の説明 大きなものから小さなものまで固着（固定）できる粘着シートです。留めておき
たいものの下に敷くだけで固着でき、どなたにでも簡単に固着作業ができま
す。震度７の地震が来ても動かず倒れません。また、移動する時は、全体を
持ってゆっくり一方に倒せば簡単にきれいに剥がれます。
　また、なんでも固着のピタットには、対象物に従って、大きさ、形を自在に切
れるカットラインが施してあり、たいへん使い易くなっております。しかも、従来
商品に比べて薄いため扱い易く、又、価格が安いことが大きな特徴でもありま
す。

穴あけ無用の耐震金具。
今まで固定方法に困っていたものを耐震金具で接着面積を確保して容易に固
定できるようになりました。震度7クラス対応の耐震金具です。耐震金具を使用
することにより離脱着もでき、レイアウト変更後も繰り返し耐震固定ができま
す。操業中の精密機器や精度を要する計測器類も耐震工事を可能にしまし
た。
この耐震金具採用で耐震工事の工期の短縮とコストダウンに貢献できます。



新商品名
タイシントレー(地震防災用試薬
瓶トレー)

企業名 (株)ダイショー
住所 静岡市駿河区寿町13番5号
電話番号 054-281-4121
FAX番号 054-282-1955
Ｅメール
ホームページ http://www.daisho-inc.co.jp

新商品の説明

新商品名 家庭用地震計　グラグラフ

企業名 (株)漆畑製作所
住所 藤枝市田中3丁目2番21号
電話番号 054-641-0877
FAX番号 054-643-3003
Ｅメール support@gragraph.jp
ホームページ http://www.gragraph.jp

新商品の説明 家庭内で簡単に設置できる地震計。常日頃より身近に震度を確認することで、
災害に対する準備や心構えを促進し、地震発生時における避難行動をサポー
トします。また、データ記録機能、地震年表音声告知機能、夜間非常灯機能、
停電時電源切替え機能、カレンダー表示、時計表示など、便利な機能が充実
しています。大切なご家族だけでなく、引越し祝いや入学祝いなどにもうれしい
アイテムです。

研究室等において実験中、実験台の上に置いてある毒物、劇物又は可燃性
の試薬（瓶）が突然の地震により破損し、飛散するのを防止する地震防災器具
です。
試薬瓶に装着するタイプと実験台に敷くタイプの２種類があり、不織布に塗布
された粘着剤により、震度７の地震振動があっても倒れず、また、一方におい
ては、剥がすことも容易で、試薬瓶の移動も楽にできるような仕組みになって
います。



新商品名
緊急時用浄水装置（逆浸透膜方
式）

企業名 (有)クラスターワンコーポレーション

住所 掛川市喜町6番10号
電話番号 0537-21-0707
FAX番号 0537-21-0707
Ｅメール cluster-one.0808@sea.plala.or.jp
ホームページ なし

新商品の説明

新商品名
自己完結型バイオリサイクルトイ
レ『オーガニックビュー』

企業名 (株)地球環境秀明
住所 駿東郡清水町八幡45番1号
電話番号 055-981-7337
FAX番号 055-981-7340
Ｅメール
ホームページ http://www.yasuhide-takashima.co.jp

新商品の説明 し尿と洗浄水を浄化し、水洗水としてリサイクルする自己完結型リサイクルトイ
レです。
水道や下水道は不要で、化学薬品を使わずに河川放流値をクリアする程きれ
いな水へ浄化されます。悪臭が無く、汲み取りも不要で、他のバイオ式トイレと
比べ、維持・管理が容易であり、トイレットペーパーが投入できるなどの特徴が
あります。

逆浸透膜浄水方式は陸上自衛隊がイラク・サマワで給水支援の際に採用した
技術。当社はその技術を独自に改良小型化し、消防車や自主防災組織等所
有の可搬ポンプに直結できるよう製品化（特許取得済）。上水道が使用できな
い状況下でも安全な飲料水を大量に確保でき、外部からの災害支援が始まる
までの間、自治体・企業レベルで給水活動が行える。簡単操作で持ち運び自
在。赤ちゃんやお薬を服用される方にも安心してお飲み頂けます。



新商品名 富士山ロール

企業名 林製紙(株)
住所 富士市比奈626
電話番号 0545-34-1441
FAX番号 0545-38-1065
Ｅメール
ホームページ http://www.fujisanroll.com

新商品の説明

新商品名 パンの缶詰、ケーキの缶詰

企業名 (株)岡根谷
住所 富士市加島町5番17号
電話番号 0545-63-2345
FAX番号 0545-63-7788
Ｅメール
ホームページ http://www.okaneya.co.jp/pan.htm

新商品の説明 非常食といえどもグルメの時代！岡根谷のパンの缶詰、ケーキの缶詰は、安
全は勿論の事、おいしさ、品質も追求しています。焼き立ての豊かな風味をそ
のまま缶詰に。長期保存可能（パン約１年、ケーキ約２年）。合成保存料、合成
着色料は使用していません。パンの缶詰は富士山の岩清水、伏流水使用(お
いも、あずき、コーヒー、プルーン)。ケーキの缶詰は無添加油脂使用（フルー
ツ、ママレード、チョコレート）。

富士山の世界文化遺産暫定リスト入りが決まったことを受け発売開始した古
紙100%利用のリサイクルペーパーです。（65mのシングルタイプ）
資材業者の協力により、トイレで流せてごみにならない包装紙、バクテリアとバ
クテリア用有機栄養剤を混入した中芯を使用し、この芯をトイレに流すことによ
り浄化槽内の浄化機能を促進し、消臭効果も発揮します。また、売上げの4%
は、富士山の文化的景観を守るために設立された｢富士山基金｣へ寄付されま
す。



新商品名 水寒天

企業名 山ト食品(株)
住所 伊豆の国市吉田563
電話番号 0558-76-2524
FAX番号 0558-76-6929
Ｅメール
ホームページ http://www.izuyamato.com

新商品の説明

新商品名 フルーツミルクプリン

企業名 (有)アルファ食品
住所 伊豆の国市南条96番地
電話番号 055-940-0622
FAX番号 055-940-0621
Ｅメール afnf@nifty.com
ホームページ なし

新商品の説明 健康に配慮した体にやさしい食材や栄養価の高い素材を吸収しやすく食べや
すくして、牛乳、寒天、フルーツを使用し老若男女に受け入れられる商品をつく
りました。ひとつひとつ手作りしています。
マンゴー、ブルーベリー、いちご、ピーチ、パイン等の果肉やジュースを入れた
ものを商品開発しており、今後も地域の特産品や農産物を取り入れた商品の
開発を続けます。

寒天料理は、手間や調理の難しさから家庭で作る機会が少なくなっています。
そこで、手間を省き、家庭でも手軽に作れ、食する人に応じた甘さや硬さに調
整できる水寒天を開発しました。寒天を一度溶かし再度凝固させることで舌触
りが滑らかになる相乗効果も得られ、また、ゼラチンと異なり常温でも溶けない
ため、さまざまなレシピに利用できます。



新商品名
おいしくて健康を指向し、嚥下に
もやさしい、とろろ関連食品

企業名 富士物産(株)
住所 駿東郡長泉町東野29番12号
電話番号 055-987-1150
FAX番号 055-987-1187
Ｅメール
ホームページ http://www.fujibussan.ne.jp

新商品の説明

新商品名
手羽先玄米リゾット、鮪血合玄米
リゾット、鶏肉ダンゴ(鶏骨35%入
り)

企業名 (有)魚藤
住所 掛川市中町1番地の20
電話番号 0537-22-5335
FAX番号 0537-24-8197
Ｅメール blue-shark@ai.tnc.ne.jp
ホームページ なし

新商品の説明 今まで食べる事ができなかった動物の骨（鶏や豚）、大型魚類の骨(鮪など)を
無理なく食べられるように加工した全く新しい商品です。
肉や魚を骨まで丸ごと食べる事により、カルシウムなど体に必要な栄養素を
日常の食事から容易に摂取することができます。なお、味付け等に関しては変
更することが可能です。（特許出願申請済み）

冷凍とろろを中心とした体にやさしい｢ねばねば食材｣を使用した健康志向商
品を開発し、これをシリーズ化しました。
飲み下し易さ等を考慮した適度な粘りをもたせています。静岡県立大学と共同
研究し開発しました。



新商品名
100%米粉を原料としたパン「ごパ
ン」

企業名 石渡食品(有)
住所 田方郡函南町上沢251番1号
電話番号 055-979-3300
FAX番号 055-979-3302
Ｅメール gruppe@xqe.biglobe.ne.jp
ホームページ http://www.supan.jp

新商品の説明

新商品名 ホリックス頸部髄内釘システム

企業名 (株)ホリックス
住所 沼津市足高294番46号
電話番号 055-925-4601
FAX番号 055-925-4603
Ｅメール
ホームページ http://www.hollyx.co.jp/

新商品の説明

代表的な食物アレルギーの１つである小麦を使わないグルテンフリーの100%
米粉パンです。
一般に出回っている米パンは、パン特有の弾力を出すために小麦グルテンが
使われていることが多く、また米粉パンは短期間で食感が変化するなど、一定
期間、品質を保つことが難しいとされています。この商品は加工方法を改良
し、小麦グルテンの代わりに増粘多糖類を加えることで品質を保持していま
す。静岡文化芸術大学と共同で開発しました。

この商品は、病院等において使用する診療材料です。専門性が極めて高いも
のですので、詳細については上記の企業へお問い合わせ下さい。



新商品名
消臭・除菌・防カビゲル（ニオワ
ン・プット）消臭・除菌・防カビスプ
レー（ニオワン・セイ）

企業名 (株)みなもと
住所 静岡市葵区大岩4丁目1番32号
電話番号 054-200-2136
FAX番号 054-200-2137
Ｅメール minamoto-uw@mist.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.mina-moto.co.jp

新商品の説明

新商品名 サンプラチナカー及びフィルター

企業名 (株)ゼンワールド
住所 静岡市駿河区登呂6丁目3番21号

電話番号 054-654-5111
FAX番号 054-654-5113
Ｅメール info@zen-world.co.jp
ホームページ http://www.zen-world.co.jp/

新商品の説明 シックハウス対策として開発された商品で、有機化合物を源とする臭い等の低
減にも効果があります。
車のダッシュボード等に置いて使用します。
従来の二酸化チタンで行う光触媒に変わり、白金触媒と光触媒を使用してい
るため、光がない夜間でも効果を発揮します。
この商品は白金付光触媒の特許商品です。

特殊二酸化塩素を主成分とした消臭・除菌・防カビ商品です。ゲル状の設置タ
イプとスプレータイプがあります。設置タイプは、容器内のゲルが拡散して継続
的に（約3ヶ月間）室内の浮遊菌や臭いなどを除去し、同時にカビの発生を防
ぎます。スプレータイプは、臭いや衛生的に気になる箇所に直接散布してくだ
さい。本製品は、400菌種以上のカビと細菌に対する効果が確認されておりま
す。



新商品名 エアープロットシリーズ

企業名 (株)ゼンワールド
住所 静岡市駿河区登呂6丁目3番21号

電話番号 054-654-5111
FAX番号 054-654-5113
Ｅメール info@zen-world.co.jp
ホームページ http://www.zen-world.co.jp/

新商品の説明

新商品名 Si-c WOOD

企業名 北斗製材工業(株)
住所 島田市牛尾1000番1号
電話番号 0547-46-4157
FAX番号 0547-45-3769
Ｅメール machi@hokuto-eco.com
ホームページ http://hokuto-eco.com

新商品の説明

シックハウス対策として開発された商品で、有機化合物を源とする臭い等の低
減にも効果があります。
住宅等の窓ガラスに塗布して使用します。
従来の二酸化チタンで行う光触媒に変わり、白金触媒と光触媒を使用してい
るため、光がない夜間でも効果を発揮します。
エアープロットは白金付光触媒の特許商品です。

木材改質技術を用いた木製看板、木製ベンチ等の商品です。従来品に比べ
耐水性、対紫外線、対腐朽菌などの性能に優れ、美観をより長く保ちます。特
に条件の厳しい屋外で真価を発揮します。３次元彫刻システムにより表面に
色々なデザインを施すことも又デジカメで撮ったカラー映像を直接素材に樹脂
浸透印刷することも出来ますのでオンリーワンデザインを自由自在に取り入れ
ることが可能です。



新商品名
フレーム付木製ブラインド風祭プ
ラス

企業名 安間製箸(株)
住所 周知郡森町天宮383番地
電話番号 0538-85-2128
FAX番号 0538-85-0312
Ｅメール mail@yasuma.com
ホームページ http://www.kazematsuri.com

新商品の説明

新商品名
書き込みできるウィンドウフォル
ダー「リリホ」(楽譜フォルダー)

企業名 (株)はまおん
住所 浜松市東区西ヶ崎町1086番地
電話番号 053-433-5131
FAX番号 053-434-1760
Ｅメール ririho@hamaon.co.jp
ホームページ http://www.hamaon.co.jp/ririho/

新商品の説明 バラバラの楽譜は便利ですが譜面台の上では扱いにくく、ホチキス等で綴じる
と曲順を変えられません。クリヤーブックに入れると取り出して書く時に面倒で
す。そんな悩みを「書き込みできるウィンドウフォルダーリリホ」が解決。フォル
ダーに用紙を入れたまま書き込みできます。元音楽教諭が考案、めくり易さや
軽量化など演奏者の視点でデザイン。その他、建設現場の設計図や地図用
に使用されています。（実用新案権・意匠登録権取得済み）

フレームを使って窓枠に固定する全く新しいタイプのブラインドです。窓枠を傷
付けず簡単に取付できます。今まで取付けられなかった賃貸住宅やＤＩＹが苦
手な方にもお勧めできます。ブラインドの羽と同じ材質、同じ塗装のフレームが
ブラインドと一体となって窓辺をカバーし美観が向上します。フレームは羽のガ
イドにもなっている為、羽の揺れを抑えることができます。お手入れも簡単で
す。拭き掃除がとても楽に出来ます。



新商品名 フィルムレスボックス

企業名 ユーテック(有)
住所 浜松市中区中島1-30-8
電話番号 0538-42-8241
FAX番号 0538-42-3899
Ｅメール genesis-utec@kjd.biglobe.ne.jp
ホームページ http://www.genebox.net

新商品の説明

新商品名 置く電池

企業名 (株)AAK
住所 沼津市岡一色725番1号　沼津ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄｾﾝﾀｰA-1

電話番号 055-927-3277
FAX番号 055-927-3278
Ｅメール
ホームページ http://www.aak.jp

新商品の説明 専用の充電器に置くだけで充電できる電池と充電器のセットです。
電磁誘導を利用した非接触型再充電性電池により、電気機器に電池を内蔵さ
せた状態で充電することが可能となり、完全防水仕様や、防塵仕様等の対応
が容易になるなど、さまざまな用途が考えられます。

重ねて積上げるだけで倒壊しにくい構造のコンテナです。
運搬時に使う荷崩れ防止用のフィルム（ラップ）が不要となり、フィルム生産、
および、廃棄時に出るCO2の削減が可能です。
未使用時には折り畳みでき、また、素材にはリサイクル可能な、PE、PP、ABS
樹脂のみを使用するなど、環境へも配慮した商品です。



新商品名 オンデマンド　サイン&ステッカー

企業名 (有)サカエ印刷
住所 静岡市清水区大手1丁目7番6号
電話番号 054-366-3596
FAX番号 054-367-3444
Ｅメール
ホームページ http://www.p-sakae.co.jp

新商品の説明

新商品名 美静室(ビ・サイレントルーム)

企業名 (有)幸昭
住所 冨士市依田橋770番5号
電話番号 0545-32-1121
FAX番号 0545-32-0037
Ｅメール kosho@oregano.ocn.ne.jp
ホームページ http://ecopat.ftw.jp

新商品の説明

最新の印刷機器等を活用し、従来は不可能だった小ロット生産に対応可能と
なったことを受け、各団体のオリジナルマーク等が印刷されたチームフラッグ、
各種ステッカー、チームグッズ等を提供します。
また、従来は、それぞれのグッズを別々の場所に発注していたため、それぞれ
で印刷データをする必要があり、時間やコストがかかる上、印刷されたマーク
が物によって微妙に違うこともありました。これらの点を解決するため、違う種
類のグッズでも一括して購入できるよう商品をメニュー化した販売形式を採用
しています。

自社製品の防音材（音パット）を使った、紙製の組立式防音室です。
従来の防音材は重たく厚くすることで防音性能を維持していたが、音パットは
振動を吸収し音を静かにする方式のため、従来より、薄くて軽い紙のような素
材でも、充分な防音が可能となります。この特徴を生かし、建築材料として販
売するほか、紙製オリジナル防音室を開発しました。
性能　L値　L-45を達成（床衝撃音レベル）実績値、D値　D-25を達成（遮音性
能レベル）


