有限会社

アバンテック

あらゆるプラグの抜け防止部品を開発、販売する専門メーカーです
モバイル機器・電子機器・コンピューター環境や家庭用電気製品における、あらゆる形状のプラグ抜け防止に特化した
商品開発をしています。ACプラグ用からUSB・スマートフォン用まで、お客様のニーズに合わせてオリジナル製品を色々
な取り付け方法でご提案。一歩先を見据えた商品開発に力を注いでいます。

まさかのプラグ抜け事故を未然に防ぐ これで解決！
繰り返し使える！ 脱着がとても簡単！ 作業中のケーブルを抜かずに後付できる！
ケーブル引掛けによる抜け事故はもちろん、
振動によるケーブル緩み防止、
差し込み口の破損予防にも！

USB・スマートフォンなどの小型プラグケーブルの抜け止めには！
●チョイロック
マイクロUSBからAC100Vプラグまで幅広い種
類のプラグに対応しています。
プラグの首にワイヤーを巻き
つけるタイプ。目立たず強力に
固定でき、
繰り返し使えます。

●I/Oロック・2
USB・スマートフォン、小型のプラグをフックとホルダーで簡単に固定でき
ます。プラグを固定することで振動抜けや、
衝撃による差
し込み口の破損を予防できます。また、特殊パーツ｢Ｉ/Ｏ
ロック・2-ストッパー｣でフックをロックし、プラグ抜きや
持ち去りなど防犯対策もできます。振動の多い車内や
通信機器などに使うプラグの固定で活躍しています。

ディスプレイケーブルの抜け止めには！
●Ｉ/Ｏロック・DSP
TVモニター、AV機器やオーディオなどのディスプレイ
ケーブルに最適です。ステンレスを
曲げ加工した本体を機器に貼り、本
体とプラグを特殊テープで巻き付
け固定するタイプ。コンパクトなの
で、
狭いスペースにも使えます。

電源ケーブルの抜け止めには！
●ＡＣチョイロック
電源ケーブルに最適です。部材の全てが面ファスナーで出
来ていますので、金属の持込が制限
された場所での使用、曲面への取り
付けも可能。取り付け、
取り付け後の
脱着がとても簡単！アイデアで多様
にお使いいただけます。

延長コードの中継点の抜け止めには！
●Ｉ/Ｏロック・ジョイント
延長コードのケーブル中継点の固定用。金属製の固定プレートをそれぞれのプラグの首には
め、面ファスナーでお互いを引き付け固定、
使用中のケーブルを抜かずに後付できます。小型プラ
グケーブル用から電源ケーブル用まで４サイズをご用意。中継点が見えなくても｢抜け｣を心配せ
ず安心して作業に取り組むことができます。

商品・技術はこんなところに使われています
オフィス・データセンター・車内
（タクシー・特殊車両等）
・
ＰＯＳレジ・病院・展示会・学校・工場・家庭内･･･など、
プラグを使うあらゆる場所で！

会社概要
高橋 明弘
3名

資本金

500万円

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央30-18 ドリーム金子201
045-945-2531
045-945-2535
http://www.avantec.co.jp/ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
代表取締役 高橋 明弘
こちらのQRコードから
inq@avantec.co.jp
アクセスができます

オンリーワン製 品 で 、コン
ピューター社会の安全対策に
貢献します。抜け止めに関する

その 他

代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先

経営者からのメッセージ

ことはどんなことでもお気軽に
お問い合わせください。
代表取締役
高橋 明弘
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株式会社

コレッド

健康に寄与する製品をアイディア・企画から量産・販売まで行います
主に
「足」
にフォーカスした健康商材を中心に自社商品の開発・量産や
「ことづくり」
にチャレンジするものづくり企業に商品
開発の協力をしています。
大学や医師との共同研究結果を通して製品へ落とし込み、
大手通信販売会社やインターネットでの販売を行っています。

人を対象とした研究設備（血流計・筋電計・消費エネルギー計）
で効果測定、商品化！
お風呂用エクササイズバイクfurost（フロスト）
日本人の生活リズムの中にある

フロスト使用

フロスト未使用

「お風呂に入る」
というシーンに簡単
に利用できる足運動器具。
足の筋肉を動かして体の芯から
温まる体験を提供します。

※効果には個人差があります。

foot puzzle（フットパズル）
大人の転倒防止の筋肉づくりや

フットパズルを利用時の筋刺激結果

子どもの足指が地面に着かない
「浮
き指」対策のために、遊びながら足
指・足裏筋肉トレーニングが出来る
足専用パズル
「フットパズル」
を展開
しています。

※結果には個人差があり、効果を保証するものでは
ありません。

商品・技術はこんなところに使われています
健康を気にされている一般ユーザー様はもちろん、
医療従事者による足育トレーニングや横浜市内で行われている健康運動活動
にも利用されています。

会社概要

その 他
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代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先

経営者からのメッセージ
中里 智章
750万円
資本金
1名
〒224-0066 都筑区見花山1-30 見花山ビル3F
045-550-3549
045-949-0535
http://qoled.co.jp/ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
代表取締役 中里 智章
こちらのQRコードから
tomoaki-nakazato@qoled-jp.com アクセスができます
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製品の量産には国内企業と連携、スピーディー
に開発します。新しく面白い商品を一緒に開発しま
せんか？

杉元産業

株式会社

機械部品加工、板金加工を中心とする開発型企業です
長年
長年にわたるネジ卸売業のネッ
ジ卸売業
トワークを生かし、
を生
多種多様な製品を生産しています。
多種多様 製 を生産
金属なら、
金
部品加工、
部 加
板金加工、
板金加
溶接、表面処理から組み立てまで、素材から完成まで対応できる金属加工コーディネーターです。試作から量産まで幅広
く対応でき、
ＯＥＭ生産及び開発を得意としております。

ネジに精通している強みを生かし、オリジナル商品を提供しています
ねじを回さなくても締まる早送りナット
ねじは回すものという固定観念を覆す製品です。普通、ねじは回さなければ
締まっていかないはずですが、回さずに一気に押し込むだけで締結することが
出来て戻ることはありません。元に戻すには回さなければ外せない仕組みに
なっています。
木造住宅は経年で柱が乾燥して収縮し、ナットに緩みが生じます。
「スライド
ナット」
は木痩せに追随していくので緩まず、
増し締めを必要としません。
このスライドナットのもう一つの特徴は、
建築現場で、
天井を吊るす為に長ネジ
を使います。その時下から高所に向かってナットを長い距離回していかなければ
なりません。
しかし、
このスライドナットを使用すると一気に締結が完了します。
また、基礎工事でコンクリートを流す木枠を作るときに長ねじを使っています
が、
スライドナットを使えばこれも一気に完了します。作業効率もよくなると工務
店やハウスメーカーのお墨付きも得ています。

木造用木痩せ対策使用例

天井吊りボルト使用例
① 蓋部
② コレット部（三割れ）

③ スプリング
④ 本体
⑤ 押え金具

スライドナットの構造
900
800

マイナスイオン発生器

700
600

今、空気を買う時代です。煙草の煙、臭い、
を一瞬に分解、洋服等に付着して
いるものもきれいにします。インフルエンザ、その他空気中に浮遊するウイル
ス・菌・ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化。昨今話題の
ＰＭ2.5等の大気汚染物質・花粉・黄砂・ダイオキシン・腸炎ビブリオ菌・レジオネ
ラ菌・サルモネラ菌、乳幼児の罹るＲＳウイルスを分解し、
除去します。
グラフは某大手コーヒーチェーン店の1日を臭い検知器を用いて計測時間
の経過をグラフにして計測前と計測後を表しています。マイナスイオン発生器
導入後はほとんど臭いの濃度が上がっていません。

設置前
設置後

500
400
300
200
100
0

9:30

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

喫煙コーナーの改善例
（設置前と設置後の臭い濃度を時間ごとに計測）

以下の商品も取り扱っています
ナットレスくん
（樹脂アンカー打込み専用チャック）
、アンカープルテスター
（アン
カーボルト引抜耐力検査装置）
、チューブレンズカメラ装置、キズ検査カメラ測定
装置、荷揚機、
スライドナット
（耐震用追随金具）
、
アスファルト用ねじアンカー
マイナスイオン発生器

商品・技術はこんなところに使われています
マイナスイオン発生器には除菌・消臭効果、鮮度保持効果、
リラクゼーション効果があり、病院、学校・幼稚園、工場事務所、農業用
ハウス
（シイタケ栽培、
イチゴの栽培等。少ない農薬で生育が良い）
でご利用いただいており大変喜ばれています。

会社概要

「私たちは、人間の幸福の為に、
企業と企業のネットワークを通じ
て、人間及び環境に優しいものの

その 他

多田 昇
1,000万円
資本金
５名
〒224-0053 都筑区池辺町4706
045-929-5911
045-929-5977
ホームページ http://www.sugimoto-ss.co.jp/ ▶ ▶ ▶
代表取締役社長 多田 昇
問合せ先
こちらのQRコードから
tada@sugimoto-ss.co.jp
アクセスができます
代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号

経営者からのメッセージ

創造と、ハイクオリティ並びにオリ
ジナリティを追求して社会に貢献す
る。」
を基本として、日本の誇れる技
術を次世代へつなげていきます。

代表取締役社長
多田 昇
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HANAEMI

株式会社

香りを通じてお客様に笑顔をお届けします
香水を
香水をはじめオリジナルのフレグランスを製造、
じめオ ジナ
グ
を製造 販売
販売しております。
お
す ボト
ボトル
（半人
（半人工）
）
の型を起こしての受託生産も可能
型を起
受託生産も可能
です。フレグランス関連の製品であれば何でもご相談ください。

香りの製造工程を知り尽くしています
HANAEMI（ハナエミ）の製造ポリシー
当社のフレグランスは全て国内で生産しており、技術者集団として品質管理
にこだわりを持っています。
製作スタッフが定期的に売り場
（現場）
に立っておりますので、お客様の生の
声を反映した製品つくりが出来ることが大きな強みです。
ランプ等のガラス製品、キャップ
（鋳物）
、香水ボトルは、厳選した信頼のおけ
る協力会社で生産しております。
OEM商品

製品例：ユヌフルール

シリーズ

香りと共に もっと生活を楽しもう！
ボディーフレグランスシリーズです。
お部屋以外でもユヌフルールの香りを楽しむ為に、毎日の色々なシーンを
想定していろいろな香りを集めてブレンドしました。

製品例：ユヌ･フルール

フレグランスオイル

ユヌフルール シリーズ

広い空間で香りを楽しむ
安全性の高い植物由来100％発酵エタノールをベースとした自然派フレグラ
ンスオイルです。ルームフレッシュナーやリードスティック、
フレグランスランプ
等ルームフレグランスが手軽に楽しめます。
●フレグランスランプを使ってお部屋全体のアロマ、
除菌、
消臭
●スプレーを使ってアロマ、
除菌、
芳香
●リードスティックでほのかなアロマ、
除菌、
消臭
ユヌ･フルール フレグランスオイル

商品・技術はこんなところに使われています
自社製品の他に、
アニメキャラクターのイメージを香りにするなど、
様々な企画に香りを提供しています。

会社概要

その 他
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代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先

経営者からのメッセージ
1,300万円
小林 太
資本金
10名
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央51-13 森ビル7F
045-949-8713
045-949-8711
http://hanaemigroup.co.jp/ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
代表取締役 小林 太
こちらのQRコードから
f-kobayashi@hanaemigroup.co.jp アクセスができます
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国内生産にこだわり、様々な
場面に香りの楽しさを提供して
いきます。異業種からのご依頼
は大歓迎です。ご遠慮なくお問
い合わせください。
代表取締役
小林 太

