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あなた

小 さ い 規 模 で も 大 き な 魅 力 、 主 役 に な る の は 貴 社 で す！！
モノづくりソリューションフェア2015

第８回大田区加工技術展示商談会
出展企業募集
「大田区加工技術展示商談会」
は、大田区の優れた
「加工技術」
を全国にアピールする展示商談会です。皆さんが日頃から積み
重ねてきた
「加工技術」
や「ノウハウ」が主役となります。当日は、

大手・中堅企業を中心に、全国から約 2,000 名の方が来場されま
す
（第7 回実績：2,149 名）
。この機会に是非、貴社の
「加工技術」
を

定

員

平成27年7月3日（金）10：00〜17：00
会場 大田区産業プラザ
（PiO）1階大展示ホール

平成27年2月27日
（金）

出 展 料

16,200円

出展資格

大田区に本社または工場を有し、
優秀な
「加工技術」
をテーマに出展可能な企業

例）
各種試作開発、難削材加工、微細加工、プレス・板金、
ゴム成形、
樹脂成形・加工、機械組立、電気組立、機械要素製造、溶接、製缶、鍛造、
鋳造、熱処理、
メッキ、表面処理、その他加工

基礎小間

出展の成果

商談件数の推移

■ かなり成果があった
■ 成果があった
■ どちらともいえない
■ あまり成果がなかった
□ 成果がなかった

58
単位：社

商談件数
︵件︶

16
24

間口2m×奥行2ｍ×高さ2.7m程度の予定

（社名板、展示テーブル、椅子、企業紹介パネル1枚、100V電源付属）
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※小規模企業を優先し選考とさせていただきます。

申込期限

全国に向けてアピールし、新規顧客の開拓に繋げてみませんか？

会期

100社

確度の高い商談件数

お申し込み・お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 国内取引担当 TEL：03-3733-6126 FAX：03-3733-6496 E-mail：torisoku@pio-ota.jp

http://www.pio-ota.jp/news/exhibition/kakouten_2015.html
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特集

大手・中堅メーカーの担当が多数来場
取引に繋がる『大田区加工技術展示商談会』の魅力を紹介！
大田区加工技術展示商談会（以下、加工展）
は、従業員 10 名以下の小規模企業の「加工技術」
にスポットを当てた

展示会です。大田区企業の技術に注目した2,000 人を超える大手・中堅メーカーの開発・設計・購買担当者等が中心

に来場し、毎年多くの取引の芽を育てています。今回は、加工展出展企業の2社にお話を伺いました。

取引先拡大の
きっかけは加工展

来場者多数！
継続取引もスタート

田中歯車工業株式会社は、歯車

柳原鉄工株式会社は、工作機械

田中歯車工業株式会社

柳原鉄工株式会社

の 歯 切りや 全 加 工を行う会 社で
す。平成 21 年に社長となった田中
秀明氏は、積極的な営業活動を展

等の大物部品から小物部品の他、
アート建築物まで、設計・製造・組
田中社長

柳原常務

開し、当初 80社だった取引先を現在では260社まで増やし

る従業員 11 名の会社です。同社の常務取締役である柳原

で毎回出展しています。
「第 2 回〜 7 回を通して約 15 社と

というところから相談に乗ります」
（柳原常務）
。

と出会い、営業部長が直接当社に来て取引に繋がったケー

れまで、展示会出展経験が無かったため
「出展にあたり、お

（田中社長）
。
スもあり、以降5・6年継続取引をしています」

客様が来るのか、効果があるのか、準備はどんなことをす

日限りの短期決戦の場です。
「 加工展の良さは週末の金曜

事前の不安は杞憂に終わりました。
「とにかく人がひっきり

日 1 日で完結することだと思っています。当社の従業員は

なしに来 て 、い つ 休 憩 をとれば い い ん だと悩 みました

ています。同社は、平成 21 年の第 2 回加工展から第 7 回ま
の繋がりができました。加工展を通じて他県・他区の企業

通常、展示会というと2 〜 3 日の開催ですが、加工展は 1

2 名のため、通常の展示会に出展すると業務が止まって

しまいますが、金曜日1日であれば土・日曜日にリカバリー

することができます。また、出展料（※1）が安価な面も助かっ

ています」
（同）
。

伸宏氏は「何も図面がない『こんなものがあるといいな』
同社は第6・7回の加工展に出展しています。同社ではそ

ればよいのか、といった不安がありました」
（ 同）。ですが、

（笑）。当社への見積り件数は第 6・7 回合わせて 30 件以上

あり、その中から3社6件の受注を受け、継続的な取引にも
繋がっています」
（同）
。

加工展では、各企業にA1 パネル 1 枚を主催者側でご用

加工展では大手・中堅メーカーを中心に全国から多くの

意します。同社は、大物の完成品や部品が多く展示が困難

方々が来場し、展示されたサンプルの説明を聞いたり、持

なため、
『 PiOデザイン工房（※2）』でパンフレットを製作しま

参された図面を片手に具体的な商談が行われます。
「 今ま

した。
「 パンフレットは、興味があるけれど後ろから見てい

で仕事の話がゼロの年はありません。毎年どんなことが

る人等に配って印象付けることができ、非常に効果的でし

（同）
。
あっても1社は受注をとる気持ちで臨んでいます」

た。加工展では、その場で問合せが無くても後日連絡がく

※ 1 出展料は 16,200 円です。
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ることがあります」
（同）
。

※ 2『 PiOデザイン工房』詳細は、3 ページ参照

案内

新しい出会いをお手伝いします！
平成27年
2月6日（金）開催

参加企業
募集

第50回モノづくり受発注商談会in大田

新規顧客開拓や情報収集として

「第 50 回モノづくり受発注商談会

in 大田」に参加しませんか？全国の

製造企業が一堂に会す絶好の機会
です。皆様のご参加お待ちしており

日

時

平成27年2月6日
（金）
12：30〜17：30

会

場

大田区産業プラザ
（PiO）
4階コンベンションホール

参 加 費

発注企業：無料

定

員

250社（発注70社 受注180社）

締

切

12月15日（月）※但し、定員になり次第締切

ます。
お申し込み・お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 国内取引担当
TEL：03-3733-6126 FAX：03-3733-6496 E-mail：torisoku@pio-ota.jp

http://www.pio-ota.jp/news/exhibition/50in.html

受注企業：大田区・品川区企業 1,000円
その他の企業 3,000円

ウェブサイト作成・リニューアル、会社案内、展示会用パネル等の作成を支援します！
大田区中小企業
（工場・商店・事務所等）のための

PiOデザイン工房

「他企業のウェブサイトに比べて、ウチのはどうもサエない」
「検索しても自社のウェブサイトがなかなか出てこない」
「…ウェブサイトを持ってない！」

● 次のような内容もお客様のご要望に応じて支援いたします。

◎ 会社のイメージを高めたい

ウェブサイトは御社の顔です！作り方次第で心強い営業ツール

にもなります。PiOデザイン工房ではデザインを専門とする先生

が、相談内容を元にウェブサイトの作成を支援するほか、デザイン

ブログやツイッターを自社ウェブサイトに活用、会社案内・ロゴマークの制作など

◎ オリジナル商品の企画を相談したい

商品企画の相談、パッケージデザイン・チラシ・広告の制作、インターネット上の販売など

※ ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。

に関するアドバイスをして一緒に解決策を探ります。
※ご利用前に窓口担当者がご相談内容をお伺いしてからサービスを開始いたします。
お気軽にお問い合わせください。

お申し込み・お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 広報チーム
TEL：03-3733-6476 FAX：03-3733-6459

日時

毎週火・水・金曜日の
10：00〜11：45、13：00〜14：45、15：15〜17：00

料金

1回1時間45分 5,000円

※要予約

http://www.pio-ota.jp/consulting/33_hp.html

PiO知的財産セミナー

困難な技術課題こそ価値ある発明発想の源泉!!
これまで自社で蓄積してきた未解決の技術課題こそが新たな発明発想の源泉であり、大きな財産となります。
本セミナーでは、自社の技術課題を発明発想の源泉として有益な知的財産を確立させるノウハウの一端を伝授
します。研究開発型企業へとステップアップする出発点としてください。
日

時

場

所

参加費用

12 月 2 日（火）14：00〜16：00（受付開始 13：40〜）
大田区産業プラザ（PiO）
３階 特別会議室

課題こそ価値ある発明発想の源泉
―新たな課題の発見、製品アイデアの発想術―

無料

主 催：公益財団法人大田区産業振興協会
協 力：日本パテントデータサービス株式会社

講

師

日本パテントデータサービス株式会社

重田 暁彦 氏

お申し込み・お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 経営革新担当
TEL：03-3733-6144 FAX：03-3733-6496

http://www.pio-ota.jp/news/seminar/pio_6.html

第256号

2014.11

3

案内
都市型複合施設 【大田区産業プラザPiO】
羽田空港から最短で１１分、品川から９分の都市型複合施設。
大規模な展示会から学会や会議まで、目的に合った施設がご利用できます。
空港・新幹線からのアクセスが抜群。全国から参加者が集まる
展示会や学会、会議に最適です。
千人規模のイベントに対応する大展示ホールから、講演会・
パーティー向けのコンベンションホール、大規模会議や説明会に
対応する複数の会議室がございます。

お申し込み・お問い合わせ 大田区産業プラザ予約センター
TEL：03-3733-6600 FAX：03-3733-6425

http://www.pio-ota.net

！
「OTA！いちおしグルメ」決定！

平成26年度

「OTA！いちおしグルメ」
とは大田区内の飲食店を表彰する制度で、料理、お店の雰囲気、丁寧なサービスなど様々な
視点から調査し、頑張っているいちおしのお店を選んでいます。ぜひとも、お店に足を運び料理をご堪能ください。

本年で5 年目を向え、今年は計 10 店舗

表彰店舗

（表彰店舗 5 店、特別表彰店舗 5 店）
を表彰しま

西洋料理

した。特別表彰店舗は、ホームページを

お問い合わせ
（公財）
大田区産業振興協会 広報チーム
TEL：03-3733-6476 FAX：03-3733-6459

http://www.pio-ota.jp/ichioshi

蒲田4-5-9 エクセルピア
KAMATA1階

03-6424-8338

たつ郎寿司

雪谷大塚町11-7
富士ビル1階

03-3729-9967

イタリアン

trattoria Rossole

池上4-32-5 小林ビル1階

03-6755-6900

日本料理

銘酒と旬肴

北千束1-54-10

03-3718-8760

寿

寿司

大森西6-12-15

03-3298-7172

寿

ご覧ください。

kitchen直樹

司

司

樋川

川むら

※大田区勤労者共済加入者に限り、上記表彰店舗の補助券が先着350名様限定で1名様1セット
（500円×4枚）受け取れます。
大田区勤労者共済に関しては、6ページをご参照ください。

「おしごとナビ大田区」を活用して
求人活動をしませんか？
「おしごとナビ大田区」は、大田区に事業所を持つ企業の皆様の求人・ＰＲ活動をサポートするため、

平成12 年に開設しました。 大田区企業 と 求職者 を結びつける「地域密着型」の求人情報サイトです。
メリット１ 低コストで1年間の長期掲載が可能

メリット３ 情報コンテンツも充実

「原稿作成」
・
「写真撮影
（デジタルカメラでの簡易撮影）
」
・
「求人ページの作成」
全てオールインワンで行います。

求人情報だけではなく、大田区の地域情報をコラム等で
随時配信しています。

● 初年度掲載料金

27,000円

● 更新料

10,000円／年

メリット２ タイムリーでフレキシブルな求人情報を発信
データ修正機能を使用すれば、随時、オンラインで求人情報の修正が可能。
求職者へ最新の情報を配信できます。
お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 広報チーム
TEL：03-3733-6476 FAX：03-3733-6459 E-mail：navi@pio-ota.jp

http://www.oshigotonavi-ota.net
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メリット４ 充実の企業ＰＲページ（無料）
求人ページとは別に、企業ＰＲページを掲載することができます。

案内

大田ブランド
（OOQ）に登録しPRをしませんか
大田ブランドは、企業集積の強みやモノづくりに対する真摯な職人気質を継承し、未来に挑戦する企業活動に取り組んでいます。
大田ブランドに登録していただければ、様々なメリットがあります。その一部をご紹介します。

大田ブランドロゴ（Only Ota Quality）
登録番号を付与したロゴマークを名刺や会社
案内などに入れられます。
ポスター・チラシ・ブランドブック
各種ツールを営業活動や展示会、社内での掲示
に活用、自社と大田ブランド相互の PR 効果を高
められます。

大田ブランドのホームページ

視察会（年１回程度）

登録企業各社に1 ページのスペースを設けており、
企業情報を発信できます。さらに、ピックアップ企業
の紹介など、随時ホームページを更新しています。

先進的な企業の取り組みを視察し見識を深め、
参加者同士の親交を図れます。

大田ブランド交流会（年1回程度）
登録企業と交流が深められます。また、新規登
録企業によるPRタイムがあります。

お申し込み・お問い合わせ
（公財）
大田区産業振興協会 広報チーム TEL：03-3733-6476 FAX：03-3733-6459
登録に関しては 東京商工会議所大田支部 TEL：03-3734-1621

http://www.ooq-net.jp

産業支援施設のご案内
大田区では工業集積の維持・発展を図るため、産業支援施設の整備・運営を行っています。利用を希望される場合、空区画が
生じた際に募集を行いますので、詳細は大田区のホームページでご確認ください。

産業支援
施設一覧

● 本羽田二丁目工場アパート

● 東糀谷六丁目工場アパート
（OTAテクノCORE）

● 本羽田二丁目第２工場アパート
（テクノWING）

● 新産業創造支援施設

● 下丸子テンポラリー工場

● 産学連携施設

● 中小企業者賃貸住宅
（ウイングハイツ）

● 創業支援施設
（BICあさひ）

● 大森南四丁目工場アパート
（テクノFRONT森ケ崎）

産業支援施設募集ホームページ

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/sangyou_sien_shisetsu/nyukyobosyu/index.html

お問い合わせ

大田区産業振興課 工業振興担当 TEL：03-5744-1376 FAX：03-5744-1528

東京信用保証協会のご案内
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金をお借入する際、
『保証人』
となることで資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。
【様々な制度融資をご利用になれます】
当座貸越根保証

資金ニーズに合わせてお借入、ご返済を希望される方へ

創業保証

これから創業したい、創業して間もない方へ

特定社債保証（私募債）

資本市場から直接資金調達を行う方へ

セーフティネット保証

取引先の倒産、災害、取引金融機関の破綻などにより
経営の安定に支障が生じている方へ

流動資産担保
融資保証（ABL）

「売掛金・棚卸資産」
を活用し資金調達を行う方へ

【保証協会ご利用のメリット】
● 無担保でのご利用が可能です

保証付き融資の９割以上が無担保でのご利用です。
● 短期から長期まで、

ニーズに応じた資金調達が可能です

１年未満の短期運転資金から、最長２０年の
設備資金など希望に応じて選択できます。

お問い合わせ
東京信用保証協会大田支店 大田区南蒲田1-20-20 東京都城南地域中小企業振興センター TEL：03-5710-3610

http://www.cgc-tokyo.or.jp
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74%が福利厚生を重視するのをご存知ですか？
[2008年エン・ジャパン
（株）
調査]

転職先を検討する際、

大田区勤労者共済は、事業主や従業員が安心して働ける職場づくりと、家族と一緒に豊かな
生活を送るための福利厚生事業です。

本特集では、事業主と従業員 8 名の方が大田区勤労者共済に加入している株式会社ベータ

に担当者が訪問し、従業員の皆様にお話を伺いました。同社は、昭和 61 年にロボット・装置業界
の焼き入れシャフトを製造する会社として設立し、現在は産業用装置やロボットを構成する特

注部品全般の開発から製造、品質保証をしています。

再発見！おトクな大田区勤労者共済の使い方
大田区勤労者共済 加入企業インタビュー
担当

担当

担当

どのようなサービスをよくお使いですか？
家族ぐるみの利用が多いため、映画の割引チケットや、
レジャー施設利用補助券が人気です。映画館によってはフードコート割引券が
付いているのも嬉しいです。東京ディズニーリゾートのメンバーシップカードや特別利用券もよく使っています。子供が成長した社員は、
コンサートや演劇のチケットあっ旋販売の利用も多いです。
コンサートなどは各世代に幅広く選んでいますので、ぜひ会報を毎号チェックしてみてください。健康増進のために何か利用されることはありますか？
人間ドック補助券はまだ使ったことがありませんが、萩中公園が近いので区営プールの割引販売をよく利用しています。銭湯
（公衆浴場）
の回数券や日帰り温泉利用券を購入する社員もいます。
温泉といえば、宿泊費補助はご存知ですか？国内外どの宿泊施設でも年度内1回3,000円がキャッシュバックされるしくみや、提携宿泊
施設での2,000円補助などがありますのでご利用されてはいかがでしょう。
宿泊費補助のことは知りませんでした！大急ぎで夏休み旅行の領収書を探してみます。
（笑）
提携宿泊施設は何に載っていますか？

担当

ガイドブックもありますが、大田区勤労者共済や提携宿泊施設のホームページで検索するのが便利です。他にもスポーツクラブや生活
全般のサービスについても提携会社がたくさんありますので、何か必要なときにはまず大田区勤労者共済を思い出してください。

大田区勤労者共済のご案内
毎月ワンコインの会費

入会金

200 円／人

加入できる方

月会費

500 円／人

手厚い給付金

● 大田区内の中小企業に勤務する勤労者や事業主

● 大田区内に居住し、
大田区外の中小企業に勤務する勤労者
※大田区勤労者共済は、個人で加入することもできますが、事業所単位での加入の場合、
事業主が負担した入会金や会費は、税法上、損金・必要経費の扱いができます。

慶事の祝金、入院や住宅火災等への見舞金、
本人やご家族の死亡弔慰金を給付します。
例：会員本人の結婚・金婚…3万円
見舞金や弔慰金…5千円〜10万円

サービスもりだくさん
● 映画やレジャー施設、
スポーツ観戦や音楽・美術等の鑑賞券の割引販売
● 人間ドック、
宿泊、ゴルフ、釣り船等レジャーの利用補助
● バスツアーや人気レストランの食事などのイベント

例えば、
「としまえん のりもの1日券」
は600円
（一般料金4,200円）
と大変お得です。
（年度内 1 回）
、ゴルフは3,000 円
（年度内 2 回まで）
といった
また、人間ドックや脳ドックは6,000 円
指定施設の利用補助があります。

お申し込み・お問い合わせ
（公財）
大田区産業振興協会 勤労共済チーム
TEL：03-3733-6107 FAX：03-3733-6122 E-mail：kyousai-fureai@pio-ota.jp
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※詳細はホームページにアクセスを！ 大田区勤労者共済

検索
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内職相談

大田区
窓口は
事業所経営の強い味方です。
ちょっとやってほしい時、溜まっている作業を片付けたい時、

人の手が必要な時は

中小企業を応援します！
大田区中小企業
融資あっせん相談窓口のご案内

大田区では中小企業者の経営改善や設備の向上
等に必 要 な 事 業 資 金 の 低 利 融 資を金 融 機 関に
あっせんし、支払利子を補助します。相談時に必要
な書類を事前にお問い合わせの上、大田区産業

1300名を超える豊富な人材の中から

すぐに引き受けられる方を紹介します。

お気軽にご相談ください!!

プラザ（ PiO ）2 階大田区産業振興課融資係まで
ご来庁ください。

相談受付時間 月〜金曜日
（祝日を除く）

9：00〜11：00、13：00〜16：00

お申し込み・お問い合わせ
（公財）
大田区産業振興協会 内職相談窓口
TEL：03-3733-6109 FAX：03-3733-6496
E-mail：pio-naishoku@pio-ota.jp

http://www.pio-ota.jp/jinzai/29_naishoku.html

お問い合わせ
大田区産業振興課 融資係

TEL：03-3733-6185
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大田区育ちのベンチャーが世界へ！

大田区創業支援施設

ＢＩＣあさひ−卒業企業紹介

−

先端フォトニクス株式会社
先端フォトニクスは、平成 18 年に大田区創業支援施設（ BIC あさひ）で創業。最近では米国の

コンピュータ関連巨大企業（インテル、IBM 、HP 、クレイ等々）群によって構成される品質評価団

体（IBTA）
により、同社の独自開発製品AOC（アクティブ光ケーブル：超高速データ伝送用製品）

が日本企業として初めて認定品として合格し、業界内で大きな評価を得ることになりました。

同社は東京大学発のベンチャー企業で、大田区産業振興協会の産学連携セミナーに参加した

のをきっかけにBIC あさひで事業を開始しました。技術者である宋学良社長と経営のプロであ

る重松誠会長の二人三脚で会社を運営し、
「 賃料は格安。羽田空港に近いため、海外の顧客との

打ち合わせにも便利」
（ 重松会長）
というBIC あさひで基盤を作り、平成 21 年に大田区産学連携
施設に移転して事業を拡大。今春、大田区の工場アパート
「テクノFRONT 森ヶ崎」
に入居して各

種装置を搬入し、委託工場も活用しての量産準備を始めました。テクノFRONTも十分な床荷重

や機材を運び込める大きなエレベーターなど
「モノづくりの町ならではの使い勝手のよさ」
（ 同）
を評価しています。
コンピュータ業界では、プロセッサの超高速化に対し配線やケーブルが電気信号を伝える速

宋社長と
「光電変換モジュール」

度の限界が問題になっています。同社が開発した「光電変換モジュール」は、電気信号ではなく光でデータをやり取りするもの。まず大型

コンピュータの内部配線などで採用され、将来はパソコン用の「次世代光 USBケーブル」の登場も予想されます。
「将来は大田区に自社ビ
ルを建てたい」
（同）
という同社は、BICあさひ卒業生・期待の星です。

BICあさひ入居企業
企業名

事業の概要

武藤

昭

部品製造に関するコーディネート

（株）
クロスピィー

民辻

啓

健康食品の企画・製造・販売。化粧品の企画・販売

（株）
ビーテック

川島

明弘

埋設管状態検知装置の開発・製造

松村

栄治

水処理装置・プラントの製造

慶野

勝彦

中野

智恵子

コンピュータ用バックプレーン&ラックの開発・販売

松村

栄治

（株）
KTX

（株）
乾燥肌同盟

化粧品の企画・製造・販売

森野

和喜

近赤外線式成分分析装置、自転公転式攪拌脱泡ミキサーの
開発、製造、設計、販売

ゼロバイゼロ

飯田

起弘

アート関連製品の企画・制作

（株）
テクニシモ

畔津

明仁

電子機器の受託設計・試作・製造等

水上機システム
（株）

森本

清三

ネイトロボティクス
（株）

ポラード 由貴子

（株）
ビートセンシング

（株）
研電社

水上機の輸入販売、運用及び運用支援
自動掃除機
（ロボットクリーナー）
の輸入・販売

ホームページ

http://crosple.com/

http://www.beatec.co.jp/

http://www7b.biglobe.ne.jp/ ~ktx/

https://www.dryskinunion.com/
http://www.beatsensing.com/
http://oxoxo.me/

http://www.technissimo.co.jp/
http://www.seaplane.co.jp/

http://www.neato.co.jp/

http://www.kendensha.co.jp/

石飛

稔

排水・汚濁水処理・汚泥処理装置の製造・販売

斉藤

斉

斉藤

斉

オンライン上の英語・韓国語教室

増田

貴之

増田

貴之

メッセージを送信する情報システムの企画開発・運用

義本

真梨

機械設計・トレース業務・組立指導書作成

大内

知子

ステーショナリー、雑貨等のデザイン企画・制作・販売卸

フュージョンナレッジ

小泉

誠二

中小企業診断士として中小製造業の経営支援。経営革新計画、
http://www.fusionknowledge.co.jp/
経営改善計画、企業再生計画等の経営計画策定支援

桶笠

桶笠

裕介

インターネットサービスの開発・運営

米澤

正

高品質オーディオケーブル等の開発・製造・販売

クラウドバスティング（株）

小玉

秀樹

電気製品、日用品等の輸出入及び販売、商品企画、
設計生産、CS等の委託業務、支援

マイ・ヒストリー

角田

雄一

サードフォース
（株）

秋田

池上機械設計
（株）
ぽち屋

裕介

（株）
日本電子音響

稲田清英税理士事務所
（株）
ユーブイ・テクニカ
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（株）
ゴーイング
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稲田
久留嶋
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http://www11.ocn.ne.jp/ ~pochiya
http://www.pinisme.com/

http://nideon.info/

自分史・社史等を専門としたインタビューを得意とする
編集プロダクション

http://www.my-history.biz/

哲宏

人材支援サービスをプロジェクトチームで請負う事業

https://sites.google.com/a/third-force.com/home/

清英

税務業務、開業・ビジネス支援、地域医療に於ける
在宅介護者、特に認知症患者のフィナンシャルプラン作成
及び成年後見人申請書作成

武男

水洗ブース塗料スラッジのアルカリイオン水による
回収システム等の機械・器具製造

http://www.uvtech.co.jp/

