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山口県の優良企業が首都圏で情報発信！
展示・プレゼンテーション・商談会を開催
山口県の優良企業が首都圏で情報発信！
展示・プレゼンテーション・商談会を開催

【主催】財団法人やまぐち産業振興財団  【後援】山口県、社団法人日本ニュービジネス協議会連合会、社団法人関東ニュービジネス協議会 他

参加を希望される方は裏面を記載の上、お申し込みください。
山口県産の飲み物、食べ物もご用意していますので、ぜひお試しください。ご来場をお待ちしております！

やまぐちビジネスマッチングカウントダウンブログhttp://yamaguchi-bm.cocolog-nifty.com/blog/ にて出展企業ご紹介中

横林 寛昉 氏

2010年2月16日(火) 12：30～17:00
日本橋プラザビル 3階会議室　東京都中央区日本橋 2-3-4
（同ビル１階に、山口県東京観光物産センター「おいでませ山口館」）

日 時
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独自に開発した計数管理によるユニークな増益管理手法で延べ700 社を指導し、その98％を増益に導く。
5 社の社外取締役、15 社の顧問、20 社の株式公開を果たす。トステム取締役時代、企業内VC（株式公開）、
M&A、新規事業開発で、経営の神様、故P.F ドラッカーから高い評価を受ける。

株式会社YBI 代表取締役、山口大学大学院客員教授

テーマ「不況を生き抜く増益のしかけ」 （14:00～15:00）

【事前お申込・お問合せ先】『やまぐちビジネスマッチング 2010』事務局  株式会社コスモピア　
 〒107-0061 東京都港区北青山 1-2-3  TEL:03-3401-0611  FAX:03-3401-5500　E-mail:ybm2010＠cosmopia.jp
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全体時間
12:30 開会

閉会

※当日参加も可
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プレゼンテーションブース展示・商談ブース

第1部 出展企業プレゼンテーションⅠ(A･B)
13:00～14:00

※A～F は裏面出展企業一覧に対応

第2部 ゲスト講演
展示・商談
名刺交換
県産品紹介

14:00～15:00

第3部 出展企業プレゼンテーションⅡ(C･D･E･F)
15:00～16:30

日本橋プラザ

山口県出展企業 全10社 紹介

参加申込書

(株)アトミテック ＜IT ソリューション＞

①ビジネス向けGoogle メールサービスのご案内。今までの負担とリスク
の大きい自社管理から、Google への乗り換えを弊社で実施しませんか？
②昨年、国内向けに ITサーバー運用管理ツール（Hinemos) の導入支援・保
守サポートを開始。本年、更にアジア市場にも進出予定。サーバー運用管理、
IT コスト削減は弊社にお任せ下さい。

参加ご希望の方は、下記をご記入の上、『やまぐちビジネスマッチング 2010』事務局までお申込みください。
申込方法　①FAX：03-3401-5500、②E-mail：ybm2010＠cosmopia.jp

貴社名（御所属）： 参加者名：

住所：〒 連絡先 (tel)：

ゲスト講演： 参加　・　不参加 参加　・　不参加

関心のある企業名：

出展企業プレゼンテーション：

よこ  ばやし ひ ろ  あ き

本社所在地：山口県宇部市善和瀬戸原 203-149　URL：www.atomitech.jp
東京事業所：東京都中央区日本橋石町 3-3-5-8F 山口県東京ビジネスセンター
　　　 TEL: 03-3516-8911（東京）　E-mail: kawasaki@atomitech.jp

【テーマ】①Googleメールのご紹介、②ITサーバー運用管理ツール

(株)ジオパワーシステム ＜省エネルギーシステム開発＞

一年を通じて温度変化の少ない地中熱を、簡単に、どのような建物にでも
採用できるように開発。住宅・公共施設・工場・農業分野等、国内で 800
以上の導入実績をもつ。
一般住宅で採用すると冷暖房エネルギーの約 50％を削減でき、二酸化炭
素排出抑制効果は年間約１トン／棟 (住宅 )。

本社所在地：山口県美祢市秋芳町別府 2604-1  URL：www.geo-power.co.jp  
東京事業所：東京都台東区下谷 1-11-15-7F
　　　 TEL: 0837-65-3511（山口）　E-mail: o-uesaka@geo-power.co.jp

【テーマ】地中熱利用換気システム｢GEOパワーシステム｣

エアオペレーションテクノロジーズ(株) ＜フリーザー製造＞

3D冷凍とは、空気分子同士の間接熱交換によって作り出される 3D冷気
による冷凍システム。食しても冷凍食品であるとの判別が容易ではないほ
どの冷凍技術。食品に霜がほとんど付着せず、乾燥による食品のダメージ
を抑制でき、食品ロスやCO2削減への貢献が期待される。

本社所在地：山口県下関市彦島迫町 1-4-10　URL：www.aot-inc.com
東京事業所：東京都江東区永代 2-13-5
　　　 TEL: 03-5639-9387（東京）　E-mail: kuba@aot-inc.com 

【テーマ】3-Dフリーザー

セキュラ (株) ＜セキュリティロック＞

「マイロック」シリーズは、安心・安全・便利な現在のカギ環境を変える電
子錠。暗証番号・無線式リモコン・おサイフケータイや Suica での解錠
も可能な機種も新登場。防犯のみならず、施錠動作の軽減など、便利で新し
いライフスタイルや「キーレス賃貸」にも取り組む。

本社所在地：山口県下関市大和町 1-2-8-3F　URL：www.seqra.com/
東京事業所：東京都中央区日本橋本石町 4-5-15-2F　
　　　 TEL: 03-5200-6050（東京）　E-mail: kousin35@seqra.com

【テーマ】ドアから始まる、鍵から変える、
　　　　新しいライフスタイルのご提案

海水化学工業 (株) ＜環境バイオテクノロジー＞

屋上外断熱システムは、2010 年改正の省エネ法や東京都の建築物の緑化
義務化に適応した 60mm断熱材を使用した省エネルギー効果の高い屋上
緑化システム。屋上外断熱蒸散冷却パネルはメンテナンス不要で周年にわ
たり省エネルギー効果を期待できる。

本社所在地：山口県防府市浜方 535　URL：www.kaisuikagaku.com
東京事業所：東京都中央区日本橋石町 3-3-5-8F 山口県東京ビジネスセンター
　　　 TEL: 03-3516-8911（東京）　E-mail: bio3@kaisuikagaku.com

【テーマ】緑化技術を応用した改正省エネルギー法対策

(株) デコス ＜環境断熱材＞

新聞紙をリサイクルして製造されるセルロースファイバー断熱材を使用
した独自の断熱工法、デコスドライ工法をFC展開。
FC加盟店へ材料販売、技術提供。

本社所在地：山口県下関市熊野西町 6-13　URL：www.decos.co.jp
東京事業所：東京都中央区日本橋本石町 3-3-8-8F　
　　　 TEL: 03-3516-8056（東京）　E-mail: r-fujita@decos.co.jp

【テーマ】調湿する断熱・吸音材セルロースファイバー

(株) 木原製作所 ＜乾燥機＞

従来主流であった一方送風式の乾燥機と比較して｢燃費 70％off｣という省
エネ化を達成した乾燥機。
乾球温度 ( 空気の温度 ) と湿球温度 ( 対象物の品温 ) を計測することで、
高い熱量の空気を最大限に循環させ、全自動で誰でも高品質の仕上がりを
実現できる。食品加工の新しいかたちを提案。

本社所在地：山口県山口市秋穂西 3106-1　
URL：www.kiharaworks.com
　　　 TEL: 083-984-2211（山口）　E-mail: yasuhiro-kihara@kiharaworks.com

【テーマ】食品乾燥機

(株) ハクヨウ ＜省電機器＞

汎用誘導電動機（モーター）における位置決め精度 0.1mm程度を実現、か
つエンコーダ処理回路（位置決めユニット）と外部シーケンス信号処理
(PLC) 機能を内蔵した all in one unit で、独自言語を持つ装置。

本社所在地：山口県下関市彦島福浦町 2-24-8　
東京事業所：東京都中央区日本橋石町 3-3-5-8F 山口県東京ビジネスセンター
　　　 TEL: 083-266-5231（山口）　E-mail: hakuyou@cyber.ocn.ne.jp

【テーマ】マイティーサーボ
　　　   （各製造メーカーの工場設備に関わるモーター制御装置）

(株) サン精機 ＜精密機械加工＞

本業は半導体関係の精密加工業でありながら自社製品として「搾油機」を開発。
最先端の機械加工技術と昔ながらの玉しぼり原理等を盛り込んだ機械で椿・
ひまわり・エゴマ・ゴマ・お茶の実等、様々な種子から高級油が搾油できる。
誰でも簡単に扱える構造になっており個人のお客様から大学・研究機関まで
用途に合わせた機種をラインナップ。小・中型搾油機では国内唯一のメーカー。

本社所在地：山口県萩市東浜崎町 11-10　
URL：www.sanseiki.co.jp
　　　 TEL: 0838-22-7677（山口）　E-mail: info@sanseiki.co.jp　

【テーマ】搾油機

(株)YOODS ＜画像処理システム開発＞
ユ ー ズ

「YJC2-OCR」は各種産業機器に組み込み可能なOCR/OCV システム。
画像処理をDSPで行い、周辺装置や通信等の汎用 I/OはGEODELX800
で行うハイブリッドシステムとすることで、高速、低消費電力及び使いや
すさを実現。組み込み Linux を採用し、ソフトウエア PLCによる周辺装
置との I/Oのプログラミングやモニタが可能。

本社所在地：山口県山口市小郡 4-9-3F　　URL：www.yoods.co.jp/
東京事業所：東京都中央区日本橋石町 3-3-5-8F 山口県東京ビジネスセンター
　　　 TEL: 083-976-0022（山口）　E-mail: adachi@yoods.co.jp

【テーマ】汎用OCR/OCVシステム「YJC2-OCR」

（50音順）
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