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環境・環境・ヘルスケア産業ヘルスケア産業
商談会商談会
2012017  7  7  277  27
13 時 15 分～ 17 時 00 分

年　月　    　    日 (木 )日 (木 )

主催：大阪市、上海市商務委員会
共催：大阪商工会議所、上海市工商業聯合会（総商会）、上海国際商会

事務局：一般財団法人 大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)

会社概要 希望商談内容

株式会社IBS
 上海市浦東新区東⽅路135号616

 http://www.ask-ibs.jp/

 TEL︓021-5138-6970　 FAX︓021-5138-6971
バルブ及びポンプ、ガス発⽣装置の
製造販売と各種流体制御機器類
の輸⼊販売。メーカー部分と商社部
分を兼ね備えた企業で、江蘇省鎮
江に⼯場も有る事から部品を販売
するだけでなく、顧客要求に応じての
部品ごとのユニット組⽴や、顧客仕
様に合わせた特殊品開発も。

環境・シルバー・ヘルスケア向けに⽣産
される装置などの装置メーカー様を対
象に弊社製品をPRさせていただきたい
。装置例︓汚染処理設備、省エネ装
置、医療機器など。

会社概要 希望商談内容

塗料排⽔

shanghai0727/KURIENSU2.pdf

会社概要 希望商談内容

クリエンス⼯業株式会社
⼤阪市都島区⽑⾺町2丁⽬11番32-518号

http://www.geocities.jp/ky_kuriensu/

TEL︓06-6167-7114　FAX︓06-6167-8827

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/
shanghai0727/KURIENSU1.pdf

クリラック処理 (クリラック固化・天⽇乾燥試験)

株式会社奥誠ウォーターソリューション
⼤阪市⻄区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング502

 http://ousei.co.jp/watersolution/

  TEL︓06-4391-1667   FAX︓06-4391-1668

アクアブラスター

バイオデオライザー

酸素ファイター

クリラック剤投⼊混合攪拌

クリラック処理後10⽇経過

建設業・⼟⽊建築⼀式の設計、施⼯
請負。⼟⽊建築の発注業務助⾔、
代⾏、補助、査定業務。脱⽔機の設
計、製造。汚泥、廃液処理、処理シ
ステム設計等の業務。汚泥・廃液処
理として、市販の無機⼯業薬液2液を
調合し処理することで、各種汚泥・廃
液を「固めて⼤幅減量」させるユニーク
な処理技術を有す。処理物は有効利
⽤が可能。

技術供与(技術指導等トータルを含
む)、業務提携等。中国国内を主と
するが、国外事業に関しても相⼿⽅
の希望には極⼒対応することを考え
ている。
※対象技術︓汚泥・廃液等の凝固、
   減容・減量、⻑期安定化薬液処
   理技術。スクリーンプレス脱⽔機。
  上記処理物(残渣)、固形廃棄物
  の利⽤。製品化技術。

「⽣命の環境」を基本理念に、世界
規模での⽔環境問題解決に取り組
んでいます。世界only1の技術で、
新型循環システムを構築します。

下記6つの事業にご関⼼のある企業
様との商談を希望いたします。　　　
①⼯業廃⽔改善システム　　　　　　
②河川・⼟壌浄化システム
③養殖環境改善システム
④オゾン⽔脱⾊・殺菌システム
⑤臭気処理改善システム
⑥各種気体の利⽤

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/KURIENSU1.pdf
http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/KURIENSU2.pdf


会社概要 希望商談内容

会社概要 希望商談内容

　⼤阪市中央区島之内2-7-22

  TEL︓06-6211-1116　　  FAX︓06-6213-8691

 http://www.mizukami.co.jp/index.html

⽔上⾦属株式会社

株式会社リエイ
 ⼤阪市中央区本町3-5-7 御堂筋本町ビル11階
（本社︓千葉県浦安市⼊船1-5-2）

 http://www.riei.co.jp/
養⽼事業全般のコンサルティング、⼈材育成、
養⽼施設の管理運営。
理爱(北京)企业管理咨询有限公司　王 斌 总经理
138-2030-9403　 b-wang@riei.co.jp

  TEL︓06-6263-2311　FAX︓06-6263-2321

上海礼愛頤養院

⽇本健康体操

多⽬的台YU

まっててねFN

弊社アビーロード事業部にて、公
共トイレの多⽬的シート、オムツ
交換台等を⽇本で⽣産、⽇本と
中国へ販売しています。

弊社商品「オムツっ⼦YU」「オム
ツっ⼦FU」は、⽼⼈ホーム、病院
、公共施設や商業施設の多⽬
的トイレなどでのご使⽤に最適で
す。
また、「まっててねFN」「まっててね
KⅢ」等も、病院や公共施設等
のトイレに使⽤していただけます。

株式会社リエイは1980年に創⽴した⽣活
サービス企業です。事業の柱のひとつは、企
業.各種法⼈の福利厚⽣施設運営を⾏っ
ております。2017年6⽉現在約440の施
設運営を⾏っております。また、施設内給
⾷を中⼼に全事業を通じて提供してきたリ
エイの給⾷⼒は、グループ全体で年間約
650万⾷です。もうひとつの事業の柱は介
護総合サービス事業です。2000年4⽉の
介護保険制度施⾏と共に開始し17年の
経験があります。北は北海道、南は九州と
⽇本全国で46ヶ所の介護施設を運営して
います。認知症、寝たきりなど重度者への
介護、特徴のある⾷事提供などの強みを
持っております。　　　　　　　　　　　
海外に関しては我々が最も早く中国で事
業を展開する企業として、中国市場を熟
知し、中国にて成功の経験を持っておりま
す。お客様に中国のニーズに合う中国養⽼
事業コンサルティング全般、運営管理、委
託運営、⼈材育成などのサービスを提供し
ます。

① 2012年10⽉、「北京礼愛⽼年看護
服務中⼼」（北京市海淀区、⼩規模多
機能型施設・10床）を設⽴。こちらの施
設は北京市海淀区⺠政局に外商独資
の第⼀号【養⽼施設】と認定されました。
② 2013年12⽉、上海礼愛企業管理
諮詢有限公司（現地企業との合弁会
社）より運営の「上海礼愛頤養院」（⼊
居型施設、上海市嘉定区・298床）を
設⽴。設⽴後、2年10か⽉で単⽉⿊字
計上。
③ 2017年6⽉3⽇、「礼愛⽼年介護中
⼼」（ハイエンド⼊居型施設、成都市⾦
⽜区・76床）がオープン。
上記以外も、コンサルティングや研修など
様々な事業を受注しております。

会社概要 希望商談内容

Energy_conservation_results_in_Ma
lasyia

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event
/2017/shanghai0727/KH2.pdf

ケイ・エイチ⼯業株式会社
 ⼤阪府堺市中区⽥園969-1

 http://ctw-t.com/

 TEL︓072-234-0781  FAX︓072-234-0751

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/
2017/shanghai0727/KH1.pdf

Aquxite_Cleaner-New

冷却塔のスケール問題をランニングコ
ストが掛らず、アフターメンテナンスもほ
とんど要らない、ケミカルを使わず環境
にも良い⽔質改善装置。初期投資
を２〜４年で回収し、20年以上そ
のまま使えるので、経費がかなり安くな
ります。

・中国での代理店を探している。
・環境商材を販売したい商社や
　メーカーと提携したい。

会社概要 希望商談内容

菱沼貿易株式会社(株式会社I＆C)
　⼤阪市中央区淡路町258千⽻ビルディング203

 http://ic-lap.jp/ 電動昇降洗⾯台LAPの紹介
http://ic-lap.jp/english/  TEL︓06-6209-1121 　 FAX︓06-6209-1122

利⽤する⼈の⾝⻑や体勢に合わせて、⾼さを変える電
動昇降洗⾯台「LAP」。お⼦様から⼤⼈・ご⾼齢の⽅
まで、そして⾞いすや体の不⾃由な⽅でも安⼼してお
使いただけます。

⽇本の中⼩企業の良い製品を海外
に輸出する業務を⾏なっております。
規模は⼩さいながら少数精鋭で適切
にサポートし海外企業と⽇本の企業を
貿易取引が円滑に進めています。

⽇本各地の⽣産農家等から20年ほ
どご⽀援を頂きながら、絶滅した在来
種の復活再⽣に成功し、弊社独⾃
の漢⽅配合ノウハウにより、⽇本産
100%有機素材の「驚き和ハーブティ
ー」・あき国産薬膳茶を誕⽣させまし
た。「国の事業」にも採択されました︕
復活された⽇本いにしえの和スーパー
フードと優良和⾷材や伝統⽂化を国
内外へ⼀層広げて、次世代も継存で
きればと奮闘中です。

会社概要

①ディレカ パンフレット

会社概要 希望商談内容

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/
2017/shanghai0727/AKI1.pdf

驚きの和ハーブティー

暁喜株式会社 (Aki Co.,Ltd)
 ⼤阪市浪速区難波中 2-8-86

 http://www.join-studio.com/

  TEL︓06-6634-8833　  FAX︓06-6634-8833

株式会社TAMURA (株式会社永和)
⼤阪市淀川区⻄中島5-2-12　第10新⼤阪駅前　村橋ビル903

 TEL︓080-9473-2010　FAX︓072-961-8090

①ディレカ
ディレカは、すぐれた様々な機能と性質を持つ素材を部品とし
て適切に組み合わせ、⽔の基本的機能を最⼤限に発揮させ
るために造り上げた⾼精度な活⽔器（活⽔化装置）です。
⽽も、フィルター交換不要・電気不要・磁⽯無使⽤・⻑耐久
性。
●偏りのない、すべてにやさしい⽔です。
●制菌作⽤があります
●洗浄⼒が増します
●ランニングコストはかからず、メンテナンスも軽減されます
●光熱費が軽減できます
環境に負担軽減し、⽔源汚染を改善するために役が⽴つ製
品です。温浴施設・介護施設・プール・ホテル・住宅・クリーニン
グ・スーパーマーケット・農業等幅広く使えます。
②NKC⽣ごみ処理機
⽣ごみから有機肥料へ、⽣ごみを有効にルサイクル。「省エネ」
「簡単」 「安全」 「安⼼」　⽇本中央官庁や各地の⾃治体に
も認められた性能、多数導⼊。
●バイオ式＋乾燥式で、減質量率８５％︕
● 酸化触媒脱臭装置内蔵で気になる臭いも強⼒脱臭︕
（臭気指数１０未満）
●  環境にやさしい設計
・３段階の運転モード切替により、ごみ投⼊量に応じた無駄の
ない運転が可能︕
・スマートモード運転で、節電運転が可能︕（最⼤△４７％
節電（当社⽐））
・周囲環境に配慮した静⾳設計で、５６ｄＢＡを実現︕

希望商談内容

                                                               ●
● 容易な操作性
　・投⼊⼝⾼さが低いので⽣ごみの投⼊がしやすく、上⾯扉の
開閉操作のみで投⼊可能︕（スイッチ操作等不要）
　・処理物は１〜２週間に１度だけ前⾯下部より 任意に⾃
動取出可能︕（増量分のみ⼀部取出し⽅式）
● ホールチップ交換不要
　 投⼊された⽣ごみが担体の役割をするので、ホールチップの
交換や追加投⼊不要
● 給排⽔設備が不要なので、設置場所を選はず、⽔質汚
濁の⼼配が要りません︕
● １⽇に投⼊する⽣ごみ総量（重さ）が、処理能⼒以内
であれば、いつでも・何回でも投⼊可能︕

宿泊施設・外⾷施設・社員⾷堂・学校・病院・介護施設・住
宅団地等幅広く導⼊できます。

①http://www.tamuraworld.com/
②https://www.power-generator.jp/product/garbage/

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shang
hai0727/EIWA1.pdf

①ディレカ

家庭⽤浄⽔活⽔器

②NCK⽣ごみ処理機

⽣成物(⼀次堆肥排出)

導⼊できる施設及び販売代理店
同時募集

拡販のために 、⽇本から中国国内に
輸⼊して卸販売をして頂ける商社や
販売先のビジネスパートナー求めます。

【商品特徴】
１、国産 100%有機素材で、絶滅
　   在来種使⽤の「驚き和ハーブティ」   
     (100%⽇本産薬膳茶)
２、美味しい︕オシャレ︕
     健康に美容に︕
   お湯や⽔を⼊れるだけで⼿軽・⼿頃
３、我が国の「世界健康博覧会」
　　 ⽇本公式ブースで２年連続の
　　 代表商品（「国の事業」になった
　　 本シリーズ各商品の紹介。⼀流
     ホテルや百貨店どで好評、USA
     ハリウッド 、アカデミー授賞式、
     VIP⽤「オスカ ギフト」の選定品）

http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/KH1.pdf
http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/KH2.pdf
http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/EIWA1.pdf
http://www.tamuraworld.com/
https://www.power-generator.jp/product/garbage/
http://www2.ibpcosaka.or.jp/event/2017/shanghai0727/AKI1.pdf



