
「大阪・インドネシアバーチャル展示商談会」 出展企業リスト 

1 

株式会社アクトワークス 

Actworks Co., Ltd. 

https://actworks.ne.jp/ 

 

事業内容 ネットワークの構築・移行、セキュリティ対策……と IT に関わる様々なサポートを提供。中小企業様

向けにセキュリティ・リモート操作を主眼とした「IOT・セキュリティ製品開発製造」を行っています。 

取扱製品 ManageCube シリーズ－簡単、安心、低コスト 

PC Remote：社外の PC から社内の PC を自由に操作、社内のサーバのファイルを操作 

Wake on LAN：スリープ状態の社内 PC を社外から起動 

商談目的 二次代理店の開拓、インドネシアでの製品周知 

希望商談先 ディストリビューター、インテグレータ 

 

 

2 

株式会社アトラス 

Atlas Co.,Ltd. 

https://www.atlas-ltd.co.jp/  

 

事業内容 1992 年以来、美容/健康関連商品を中心に事業をスタート。自社開発品から他社商品までニーズ

がある商品であれば拘りなく、商品特長に合わせて販売(卸、小売、ウェブ)している。近年、海外への

本格販売も実行している。 

取扱製品 Delish Organics マルベリーリーフ 

商談目的 販路開拓、代理店の開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター 

  

 

https://actworks.ne.jp/
https://www.atlas-ltd.co.jp/


3 

株式会社芭蕉堂 

Bashodo.co.,ltd 

http://www.bashoudo.com  

 

事業内容 もち/もち菓子/和菓子の製造販売、飲食店経営、食材卸、土産卸、海外プロモーション、通信販売 

取扱製品 もち、もち菓子、和菓子 

商談目的 大手スーパー販路開拓、販売代理店の開拓、OEM/ODM 先の開拓、現地レストラン/ホテルなど飲

食店販路開拓、現地で和菓子店を経営したいオーナー開拓、EC 開拓 

希望商談先 EC 企業バイヤー、ディストリビューター、セールスレップ、商社、大手スーパーバイヤー、投資家、観光

施設、宿泊施設、飲食店、航空会社、百貨店など 

  

 

4 

ベレガ株式会社 

BELEGA CO.,LTD. 

https://www.belega.co.jp  

 

事業内容 「本物の美」を追求したエステティックサロン、エステティックスクール、美容機器の開発・販売、INFA 公

認スクールの運営を行う。 

特に医療機器を転用した高性能家庭用美顔器は現在、世界に向けて販売を開始。 

取扱製品 医療機器の特許技術を利用して製造された、日本の芸能人使用率 NO.1 の高性能家庭用美顔

器「セルキュア 4T プラス」。 

特許取得の『干渉波』の技術により、わずか５分で見違えるような美顔への変身を実現。 

商談目的 販路開拓、代理店の開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター 

  

 

http://www.bashoudo.com/
https://www.belega.co.jp/


5 

CLUB ECO WATER 株式会社 

CLUB ECO WATER CO.,LTD. 

https://cew.jp  

 

事業内容 ＊高機能ミネラル水溶液（飲料用・一次産業用）の製造・販売 

＊ウォーターサーバー 及び付属商品の販売  

＊ミネラル含有コスメ・日用品・トイレタリーの販売  

＊ミネラル含有野菜・果物・食品の販売（通販・カタログ・ネット） 

取扱製品 ＊ミネラル水溶液(飲料用):ライフエッセンス 

＊ミネラル水溶液(COVID−19 除菌用):ライフエッセンス 

＊ミネラル水溶液(一次産業用):Grow-e・アミーノ f・ミネリバー 

＊コスメ・トイレタリー・食品・日用品各種(全てミネラル含有) 

＊ミネラル飲料製造サーバー 

商談目的 販路開拓および販売店の開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター、商社、一次産業関連法人、健康・美容関連法人 

 

 

6 

堀内鏡工業株式会社 

HORIUCHI MIRROR INDUSTRY CO., LTD. 

http://www.cr-horiuchi.co.jp/  

 

事業内容 日本で唯一の鏡の生産地、大阪平野区で生まれた HORIUCHI MIRROR（ホリウチミラー）は、

「身だしなみを整える方へ、正しい道具を提供する」を目的に、ユニセックスでエイジレスな鏡製品を開

発しています。 

取扱製品 HORIUCHI MIRROR は、本来の姿をありのままに映し出す日本で特許を取得した鏡です。肌の色

が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるた

め、美容業界のプロの方々にも支持されています。 

商談目的 販路開拓、代理店候補選定 

希望商談先 卸業、小売業バイヤー、EC コマース運営会社等 

  

https://cew.jp/
http://www.cr-horiuchi.co.jp/


7 

株式会社いわさき 

IWASAKI Co., Ltd. 

http://www.iwasaki-ts.co.jp/en/ 

 

事業内容 飲食店向け食品サンプルの製造、販売、およびレストラン等での食品サンプルのディスプレイの導入提

案。 

取扱製品 食品サンプル、メニュー、タペストリーなどの各種販促物、および食器を取り扱っております。 

商談目的 販路開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター 

   

 

 

8 

神谷機工株式会社 

KAMIYA SAW & KNIFE Mfg. Co. Ltd. 

www.kamiya-saw.co.jp  

 

事業内容 工業用機械刃物、特殊切削工具の製作及び販売 

取扱製品 超硬チップソー、HSS メタルソー・カッター、超硬・HSS 丸ナイフ・スリッター刃、ノッチナイフ、 

特殊オーダメイドエンドミル・ドリル・ナイフ、インドネシア現地でのメンテナンスサポートサービス 

商談目的 販路開拓、エンドユーザーへのリーチ 

希望商談先 現地エンドユーザー 

  

 

 

 

http://www.iwasaki-ts.co.jp/en/
http://www.kamiya-saw.co.jp/


9 

株式会社長﨑堂 

NAGASAKIDO Co.,Ltd 

https://www.nagasakido.com/  

 

事業内容 和菓子の製造及び販売。1919 年長崎県で創業。1924 年大阪に店を構えカステラを作り続けてき

ました。当社のカステラは、100 年の歴史と伝統その熟練した技術を受け継いでいます。 

取扱製品 カステラ、どら焼き、ヴァッフェル等 

商談目的 新規販路開拓、代理店開拓 

希望商談先 バイヤー（百貨店やスーパーなどの担当者やカフェなどへの卸し）、ディストリビューター（百貨店、ス

ーパーなどでの販売や催事運営など） 

  

 

 

10 

株式会社日本セーラ 

NIHON CEHLA , Co., Ltd. 

https://www.cehla.co.jp/  

 

事業内容 当社では弊社ブランドの販売はもちろん原材料レベルから各エビデンスをチェックし選び抜いた原料を

製品用途に応じた関連工場で生産しお客様にお届けしています。 

また、提携工場では海外のお客様の要望応じてハラルなどの認定が行える工場で生産を行います。 

取扱製品 栄養機能食品並びに基礎化粧品から日用品まで小ロットから設計、製造企画を行います。 

また 1999 年から創業し現在約 15 ヵ国で販売しています 

商談目的 販路開拓 

希望商談先 輸入元、バイヤー、ディストリビューター、商社 

  

 

https://www.nagasakido.com/
https://www.cehla.co.jp/


11 

オーエヌ工業株式会社 

O.N.INDUSTRIES LTD. 

https://www.onk-net.co.jp/  

 

事業内容 ステンレス配管製品で、社会、生活を支え、環境保護も実現。長年培った確かな技術力と、最新の

設備、鋳造・加工・検査・出荷までの一貫生産体制で、建築用配管・工業用配管・バルブなどを生

産しています。 

取扱製品 O.N.Fitting 

給水・給湯・冷温水・エア・蒸気・蒸気還管・高温水・消火配管に使用できる一般配管用ステンレ

ス鋼鋼管の拡管式管継手です。 

商談目的 販路開拓 

希望商談先 ローカル・日系問わず、食品メーカーの工場メンテナンス及び、購買担当者。 

  

 

 

12 

プロセブン株式会社 

Proseven Co., Ltd. 

https://www.pro-7.co.jp/en/  

 

事業内容 防振・耐震素材の開発・製造及び販売 

取扱製品 貼るだけで簡単設置ができる新素材の GEL 製の耐震マットの販売。多機能であるマットは自宅のテ

レビやレンジの固定から工場やオフィスでの重量物の固定まで使用可能です。性能は耐久性・安全

性・粘着力に優れ、官公庁・大学・大手メーカーなど幅広い納入実績があります。 

商談目的 販路開拓、代理店の開拓 

希望商談先 ディストリビューター、商社（工場や物流関係、ホテル等の卸に強い企業） 

   

https://www.onk-net.co.jp/
https://www.pro-7.co.jp/en/


13 

TOMATEC 株式会社 

TOMATEC Co., Ltd. 

https://tomatec.co.jp/global/en/products/fertilizers/ 

 

 

事業内容 ①微量要素肥料 F.T.E のインドネシア現地製造・販売（F.T.E 単独での販売と複合肥料メーカーへ

の原料販売を予定） 

②技術サービスの提供（最適な肥料配合、施肥条件の提案、将来的には土壌分析も自社で実施

予定） 

取扱製品 微量要素肥料 F.T.E。作物の栄養素 6 種（マンガン・ホウ素・鉄・亜鉛・銅・モリブデン）をガラスフリ

ット化し、土壌中で徐々に溶解・吸収される肥料。従来の水溶性肥料より効果が持続するため、施

肥は年 1 回で良い。 

商談目的 販路開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター、大規模農家、農家協同組合組織、複合肥料メーカー 

 

 

14 

株式会社ベッセル 

VESSEL Co.,Inc 

http://www.vessel.co.jp/english/  

 

事業内容 ベッセルブランド各種ドライバー、ビット、作業工具、空気動工具、静電気対策品等の販売。 

取扱製品 １．SP AIR ブランド エアーツール（自動車のタイヤ交換でボルト外し） 

２．ハンドドライバー、ビット、作業工具、空気動工具、静電気対策品 

商談目的 SP AIR ブランド（エアーツール）を拡販できる代理店、自動車バイクのアフターマーケットに強い代理

店を探しています。 

希望商談先 エアーツールを販売できる商社、自動車関連部品の販売商社、オイル、塗料販売商社、工具商へ

卸商など 

  

 

https://tomatec.co.jp/global/en/products/fertilizers/
http://www.vessel.co.jp/english/


15 

エバーロイ商事株式会社 

Everloy shoji Co., Ltd. 

https://www.everloy.co.jp/english/  

 

事業内容 1938 年より超硬合金事業を開始し、海外顧客への販売も実施してまいりました。 

国内 3 工場にて超硬合金の素材から完成品を製造し、中国を初めとするアジア、アメリカ、インドの

様々な国や地域へ輸出しております。 

取扱製品 自社製超硬合金素材及び完成品。 

弊社超硬合金は電子部品・半導体・自動車部品・医療等、幅広い分野にて製品製造時の金型等

に使用されております。 

商談目的 インドネシアの弊社超硬の代理店開拓 

希望商談先 インドネシアの弊社超硬代理店となっていただける商社及びバイヤー。 

   

 

16 

株式会社櫻製作所 

Sakura Seisakusho, Ltd. 

http://www.sakuraseisakusho.co.jp/   

 

事業内容 熱交換器・薄膜蒸発器・定量ポンプ・薬液注入装置・スタティックミキサーなどの開発研究・ 製造・販

売、およびそれに付帯する製品・部品販売、保守サービス 

取扱製品 廃液の濃縮化や溶媒回収が可能な「ハイエバオレーター」、回転部無しで流体を混合できるスタティッ

クミキサー「スケヤミキサー」、掻き取り式熱交換器「オンレータ」、定量ポンプ「SSS ポンプ」および各ユ

ニット製品 

商談目的 販路開拓、代理店の開拓、OEM・製造委託先の開拓、アフターサービスパートナーの開拓 

希望商談先 バイヤー、ディストリビューター、商社 

   

https://www.everloy.co.jp/english/
http://www.sakuraseisakusho.co.jp/


 

17 

昭和電気株式会社 

Showa Denki Co.,Ltd. 

(Showa Electric Singapore Pte.,Ltd.) 

http://www.showa-ele.co.jp/en/  

 

事業内容 当社は様々な商品を取扱う商社です。最高の価格、品質、納入ルートにて提案を致します。 

取扱製品 端子、電線、チューブ、テープ、結束タイ、金属/アルミ/樹脂/ゴム加工品、フェライトコア、マグネット等 

商談目的 新規販路開拓 

希望商談先 バイヤー 

  

 

http://www.showa-ele.co.jp/en/

