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第21回ビジネスフェア
中四国2023
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令和5年
2023年

【2月1日㈬ 10：00～17：00　企業様のみ】
【2月2日㈭ 10：00～16：00　企業様・一般のお客様】

【2月1日㈬ 10：00～17：00　企業様のみ】
【2月2日㈭ 10：00～16：00　企業様・一般のお客様】

販売業者、百貨店、量販店、小売業、通販業、飲食業、福祉・医療サービス業、建設業、
その他出展品目を取り扱う業者の方々

広島県立広島産業会館
東展示館
（広島市南区比治山本町12-18）

広島県立広島産業会館 東展示館 （広島市南区比治山本町12-18）

144社・団体（172小間） ※令和4年12月15日時点

無料

ビジネスフェア中四国実行委員会
（構成）広島市、浜田市、高知市、広島商工会議所、浜田商工会議所、高知商工会議所

開催
日時 会場

（独）中小企業基盤整備機構中国本部・四国本部、
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター・島根貿易情報センター・
高知貿易情報センター、（一社）広島県発明協会、（公財）ひろしま産業振興機構

中国経済産業局、広島県、島根県、高知県、(一社)中国地域ニュービジネス協議会、広島県商工会議所連合会、
島根県商工会議所連合会、高知県商工会議所連合会、広島県商工会連合会、広島県中小企業団体中央会、中国四国百貨店協会、
日本チェーンストア協会中国支部、中四国地区スーパーマーケット協会連合会、中国新聞社、NHK広島放送局、中国放送、
広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、ちゅピCOM、広島エフエム放送、FMちゅーピー76.6MHz

https://www.business-fair-cs.net/visitor/index.html ※手書き用フォームもダウンロードできます。
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広島産業会館  本館

住所／広島県立広島産業会館  〒732-0816 広島市南区比治山本町12-18

●広島空港から広島駅までリムジンバスで約50分
●広島駅から路面電車5番
　「比治山下経由広島港行き」で約10分
　「南区役所前」下車、徒歩1分
●紙屋町県庁前から23番又は7番バスで
　約15分「南区役所前」下車、徒歩1分
●駐車場（お車の場合）
　西館地下駐車場 67台
　北駐車場 150台
　東駐車場 172台

3時間まで、150円/30分
3時間超は、100円/30分
（1日の限度額1,900円）

〈アクセス〉

美味いもの
うま 新開発の商品から

こだわりの逸品 会場試食販売 多数出品
します！

トレンド先取り！楽しいことがいっぱい！！ぜひ、ご来場ください。

中四国発！ 　こだわり良品発掘メッセ

〈個人情報の取扱いについて〉第21回ビジネスフェア中四国2023では、個人情報の保護に努めております。今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、今後の各種案内のために使用させてい
ただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。

来場事前登録お願いします

第21回ビジネスフェア中四国2023名　　　称

開 催 日 時

会　　　場

参加対象者

出 展 者 数

入　場　料

主　　　催

協　　　力

後　　　援

2023年2月1日（水）～2日（木）

当日は混みあいますので、下記URLまたは右記二次元コードを読み取り、
登録フォームから事前登録お願いいたします。（一般のお客様は不要）

開催の
ご案内

G7広島サミット
PRブースも出展!!

開　催　概　要

出　展　構　成

中四国地域の認定ブランド品や特産品等
（農産物・海産物、加工品、調味料、飲料・酒、菓子、工芸品等）

中四国地域のものづくり、ICT関連の品等（文具・事務用品、インテリア用品、
ヘルスケア用品、環境負荷低減商品、情報通信設備・商品、コンサルティング等）

中四国地域の上記以外の品、中四国地域外（全国）の品

地域ブランド・特産品

コーナー 出 展 内 容

地域中小企業
ものづくり・ICT

バラエティー（全国）

バイヤー企業との商談コーナーバイヤー企業

中四国地域の中小企業支援機関の相談コーナー中小企業支援
（相談コーナー）

ご来場の際は名刺を2枚ご用意ください。（一般のお客様は不要）



田中食品株式会社 広島市 旅行の友（ふりかけ）、無添加ふりかけ、減塩ふりかけ、無限サラダふりかけ

あせひら乳業株式会社（三次広域商工会） 三次市 βカイゼンＡ2Ａ2の遺伝子を持つ乳牛から搾った生乳の商品。ピュアドリンクヨーグルト、ピュアヨーグルト、黄金のプリン、おなかにやさしい牛乳

日東工業株式会社 広島営業所 広島市 プライベートボックス、Pit-2G（EV・PHEV用充電設備）、放電検出ユニット（スパーテクト）

工匠西畑 広島市 大自然からの偉大な恵み、驚異のパワー植物抽出液「万生」。　万生（BANSEI）、ペットシャンプー（あわセレブ）、アロマオイル、洗剤株式会社 大前醤油本店 安芸高田市 素材や製法にこだわった醤油調味料。これおいしいよ（だし醤油）、とまとぽん酢鬼退治（醤油）、焼肉FAN

新潟部品加工株式会社 燕市 装置部品の受託製造を一品から一式まで行っております。金属加工品、樹脂加工品

Happy Seeds 広島市 「オーガニックタイ産カカオの超低GIチョコレート」 無農薬・砂糖不使用チョコレート、無農薬コーヒー、テンペチップス（大豆発酵食品）

伊藤超短波株式会社 広島市 身体の深部を温める超短波治療器・手軽に筋トレEMS機器・歯周病予防に超音波歯ブラシ

合同印刷機材株式会社 広島市 衛生・防災用品関連及び光触媒商品
株式会社廣友 広島市 SA級スーパーセブンブレスレット、天然水晶「招財特大龍」、トレジャーメノウ、銅製「ヒキュウ」
株式会社産業数理研究所Calc 広島市 教育支援サービス、分析サービス
株式会社成研 広島市 マーケティングが得意な会社です。当日は、地元事業者のアンケート調査を実施。お気軽に立ち寄りください。
Segno 広島市 TIKTAALIK 100Wケーブル、TIKTAALIK alu 多機能スピーカー、Submerge Wallet and Cardholder、【日本語版】カタパルトキングダム
株式会社タイミー 広島市 「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス
株式会社ネクシィーズ 広島市 店舗用の業務用設備を初期費用なしで導入できるサービスの提供

株式会社クレセント「とびしま柑橘倶楽部」 呉市 愛とレモンで島おこし！ピンクレモネードシロップ・クラフトレモンコーラシロップ、柑橘酵母ラスク5種、レモンケーキ、レモンのわレモンケーキ
フレスコサンドカフェ 東広島市 ボリュームたっぷり！約30種類のバラエティー豊かなサンドイッチ

バラエティー（全国）

株式会社シーライフ 浜田市 のどぐろ水煮、のどぐろ醤油煮、のどぐろ味噌煮

一光化学株式会社 浅口郡里庄町 馬油・黒酵母を配合した化粧品、健康食品。黒酵母の恵みシャンプー、黒酵母の恵みトリートメント、黒酵母の恵みバイオローション、エクストラバーユ

第21回ビジネスフェア2023　出展者一覧 来場事前登録お願いします 当日は混みあいますので、おもて面に記載のURLまたは二次元コードを読み取り、登録フォームから事前登録お願いいたします。（一般のお客様は不要）

出展者名 所在地 主な出展品

コバオリ株式会社 福山市 RFIDを使用した工具管理・生産管理・在庫管理。RFIDタグ消臭シール
山晴建設株式会社 福山市 工場・倉庫内がとにかく暑すぎる！そのお悩み解決。リフレクティックス

アイム株式会社 四国中央市 ミラクルくるsoujikkoマルチ（フローリング用）＊粘着クリーナー、ミラクルくるsoujikkoクラフトハンディ、そうじっこシリーズ そうじ機用取替えパック、I-sch 鮮度保持フィルム
株式会社日新化学研究所 四国中央市 ケミカル用品 「シリコンクリーナー」シリーズ、「ビスフォーム」シリーズ、ケミラボ日用品シリーズ、OEM・ODM受託製造
健康屋本店 有限会社 松山市 成分と配合にこだわった健康補助食品。『リパック-11』　『ECフェカリス』　『アクトファージ』

株式会社島根富士通 出雲市 PCカスタマイズ・LCM、EMS製造受託サービス、製造まるごとコンサルティング

柏村印刷株式会社 浜田市 バリアブル印刷、オリジナルパッケージ印刷、ビッグメニュー、高品質カラーアップ印刷
株式会社suhu 浜田市 iyasaka昇降デスク、石州瓦とクリの木のティッシュボックス、石州瓦とクリの木のダストボックス、MOKU ART TILE

石州和紙会館 浜田市 石州和紙 見本帳、明かり障子、触れると光る和紙、その他和紙製品

山陰クボタ水道用材株式会社 松江市 シリカを豊富に含む女性に優しいお水。ウォーターサーバー、12ℓボトル、500㎖ペットボトル

株式会社原板金 倉敷市 夏の熱中症防止商品。遮熱シート、バイパス樋、スレートカバールーフ
福田農機株式会社 苫田郡鏡野町 農業用ドローン、FJDynamics社製 農機後付け自動操舵システム

出展者名 所在地 主な出展品

広島サミット県民会議 広島市 2023年5月のG7広島サミットに向けて、パネル展示やクイズ、写真撮影、おりづるコーナーなど事業者・県民の皆様にPRします。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-summit/

支援機関（相談コーナー）
浜田港振興会・境港貿易振興会 浜田市・境港市 共同出展　山陰の港を活用した輸出入支援施策のご紹介・ご相談対応

一般社団法人 市場開拓協議会 広島市 商品開発から始まり、販路開拓まで経験者がサポートします。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 広島市 中小企業支援施策のご紹介、経営相談（新商品開発・マーケティング・販路開拓等）
一般財団法人 日本規格協会広島支部 広島市 新市場創造型標準化制度活用事例紹介の説明用資料等
一般社団法人 広島県発明協会 広島市 知財総合支援窓口
日本弁理士会 中国会 広島市 無料相談ブース（特許や商標等の知的財産権に関するご相談）
地域ブランド・特産品（中四国）

広島安芸商工会 安芸郡海田町 「ごま鯛みそ」郷土料理（さつまの素）として海田高校生が商品化した万能発酵調味料、「広島めし三昧（牡蠣・穴子・鯛）」広島らしい贅沢な炊き込みご飯の素

Shirasuya e’s（江田島市商工会） 江田島市 KAKIJAN等牡蠣加工食品、江田島海自カレー
株式会社フーズパートナー（江田島市商工会） 江田島市 オリーブ茶、オリーブの塩漬け

北広島町商工会 山県郡北広島町 北広島町の、バラエティに富んだお酒（日本酒、どぶろく、ワイン、シードルなど）と食品

株式会社さきしま 東広島市 のむだしスーパーアミノ、あごふりだしグルテンフリー、椎茸と野菜のブイヨン、西条鰹ふりだし
三幸食品工業株式会社 東広島市 瀬戸内檸檬チュ―ハイ
山下水産株式会社 東広島市 広島産窒素凍結冷凍かき、広島産冷凍かきフライ、広島産生かき、その他広島産かき加工品など

大広観光株式会社 竹原市 竹原の特産品を使った峠下牛ハンバーグ、魚飯、吉名じゃがいも大学芋
竹原商工会議所 竹原市 竹原の逸品。瞬間冷凍のお好み焼き・竹原焼、大久野島うさぎ食パン、ハチミツ・ハチミツ加工品、プライベートクルーズ・グランピング
株式会社A&C わたやごちそうデリカ 廿日市市 赤ワインに合う燻製牡蠣のオリーブオイル漬け、白ワインに合う牡蠣のガーリックオイル漬け
大野町商工会 廿日市市 宮島はちみつ、ジェラート、黒鯛のぬか漬け、唐辛子

長岡商事株式会社 庄原市 バジルペースト、バジルバター、バジルソルト

もちだ農園（餅田建機株式会社） 世羅郡世羅町 「サステナブルブランドSERA MADE」青パパイヤドリンク、レモンとパパイヤのフルーツバター
株式会社世羅の大地 世羅郡世羅町 冷凍の国産松茸、国産松茸ジェラートもなか、たっちゃんの国産松茸ごはん、国産松茸塩

イトク食品株式会社 尾道市 クラフトジンジャーシロップ200ml、クラフトジンジャーコーラ200ml、クラフトジンジャーチャイ200ml
株式会社島ごころ 尾道市 瀬戸田レモンケーキ、旬の素材を取り入れたレモンケーキ

八田保命酒舗 福山市 日本を代表する健康酒・保命酒（緑ラベル）とレモンを熟成したリモンチェッロ

多肉専門店こじ畑（広島市産業振興センター） 広島市 生産者直送の多肉植物

アイメージブルワリー（広島市産業振興センター） 広島市 湯来のおいしい水で作ったクラフトビール

株式会社アミノエース 高知市 防災保存用ミレービスケット190ｇ、ミレーケンピペアパック、ミレーサンド超ビックパック
きよみ商店 高知市 本マグロのホルモン煮 バジル・トマト・ペペロンチーノ、無添加高知のにらじゃこ天・生姜じゃこ天、きびなごケンピ醤油・塩麴・一味・黒胡椒
株式会社グラッツェミーレ 高知市 高知県産のおいしい野菜を使用した無添加ドレッシング。食べるにんじんドレッシング、土佐のおでん、土佐の玉子焼の素、万能しょうが
高知県特産品販売株式会社 高知市 四万十川天然水使用のり佃煮・醤油味、ゆずマヨ、土佐の生姜飴、四万十ポークと高知県産山椒のカレー
株式会社ハマヤ 高知市 完全ワラ焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」、四万十野菜

株式会社ＳＥＡプロジェクト 高岡郡中土佐町 漁師町ソルト、なかとさ苺ビール、なかとさ苺ブラウンビール
ヤマサキ農場株式会社 南国市 ゆず香るゆずたま、卵生産者の焼き菓子

株式会社沖の島水産 宿毛市 漁師の目利きで厳選した完全手焼きのかつおわら焼きたたき、かつおわら焼きたたき、ブリのわら焼きたたき

愛媛県漁業協同組合 宮窪支所 今治市 引締まった身質が特徴。10ノット真鯛、10ノットハモ、しまなみエイヒレ、海賊熟成酒
株式会社4JI レモンコーディアル専門店 果輪弥 今治市 簡単にレモネードが楽しめるレモンシロップ、レモンコーディアル瓶詰、ゼリードリンク
株式会社小林果園 八幡浜市 愛媛県の西端、八幡浜市向灘地区で柑橘。富士柿、大福みかん大福、柑橘ジュース（100％）、柑橘炭酸ジュース
株式会社谷本蒲鉾店 八幡浜市 創業1916年。愛媛県の老舗蒲鉾店の海鮮しゅうまい
農業生産法人会社ミヤモトオレンジガーデン 八幡浜市 ブランド産地である八幡浜産のみかん寒天ゼリー、自然のめぐみ みかんジュース、塩みかん

一般社団法人奥島根弥栄 浜田市 特別栽培米「秘境奥島根弥栄」こしひかり、特別栽培米「秘境奥島根弥栄」つや姫、ａａn（アーン）ほうれん草のおかゆ（離乳食）

石州和紙協同組合かわひら 浜田市 石州半紙、白仙紙、石見神楽半紙、「神の国から」紙のくつ

ワークくわの木熱田事業所 三隅工場 浜田市 肉汁が漏れ出るがっつりジューシーな食べ応えのある餃子「豚豚餃子」
株式会社ふぁーむ大根島 松江市 大根島で収穫した野菜を使用。パクチーカレー、大根カレー、しいたけカレー
株式会社松田十郎商店 松江市 鯖の旨味がギュッと詰まったぶつ切り塩辛。鯖の塩辛
丸上商店 松江市 脂がのった鯖をこだわり製法で燻製した記憶に残る味と香り。鯖とろスモーク
有限会社ヤマヲ水産 松江市 骨まで丸ごと食べられる干物（のどぐろ、鯛）を使った炊き込みご飯の素。のどぐろ飯の素、鯛めしの素
株式会社漁師村 松江市 大根島で栽培された果物や野菜、宍道湖しじみを使用したスイーツ。RadishIslandマカロン、RadishIsland焼きドーナツ

株式会社吉寅商店 浜田市 うまがおらーめん、板わかめ

　▼広島県

　▼高知県

　▼愛媛県

　▼島根県

株式会社ゼンヤクノー 鳥取市 鳥取はとむぎ茶（7g×24袋）、鳥取県産 桑の葉茶（3g×18袋）、鳥取県産 なたまめ茶（3g×15p）、国産ごぼう茶（2g×18p）
　▼鳥取県

地域中小企業ものづくり・ICT
　▼広島県

前原製粉株式会社 姫路市 紅白まる餅（慶祝）、広島特栽まる餅600ｇ、島根杵つきまる餅330ｇ、黒みつときな粉付わらび餅セット155ｇ

株式会社アルティマ 広島市 様々な販売店の味づくりやお店づくりをお手伝い。アレルゲンフリーグルテンフリー食品、業務店用ラーメンスープ、各種ご当地コラボ土産物
En.laboまこもプロジェクト 広島市 近年注目の「まこも」をを使ったエシカルな製品。神草真菰茶、真菰枕、神さまのおふろ愛ピロー
有限会社カスターニャ 広島市 広島県産原材料を使用した洋菓子、ドレッシング。広島レモンドレッシング、カタラーナ（アイス感覚の焼きプリン）
河岡食品有限会社 広島市 ぬれおはぎ2個、青きなこおはぎ、広島ぶちレモン2個（レモン大福）

株式会社元貴（げんき農園） 広島市 土づくりにこだわった広島県世羅町産、げんきのにんにく（玉）、げんきのにんにく（ばらし）、元氣の一粒（黒にんにく）
うぶぶ石けん（（同）コーラル・ライフ） 広島市 オリーブオイルとココアバターの力で優しく洗う石けん。うぶぶ スイートオレンジ、うぶぶ パチュリ＆シトラス、うぶぶ ローズ＆ゼラニウム
サンフーズ株式会社 広島市 ミツワお好みソース、ミツワ激辛お好みソース、ミツワゆずソース 他ソース類、冷蔵冷凍お好み焼
センナリ株式会社 広島市 料理上手のこだわりの万能酢、グルメさんのこだわりのぽん酢、パスタソース（レモン・ジェノベーゼ・ブラックガーリック）、激辛広島ぢゃけんお好みソース

株式会社たびまちゲート広島 広島市 規格外や端材を使用したアップサイクル商品。端材を使用したコースターやクロス、規格外の野菜や果物を使用したジュースやジャム、牡蠣殻を使用した除菌剤
巴屋清信有限会社 広島市 チキンチップス、手焼きせんべい
株式会社にしき堂 広島市 生もみじ、もみじ饅頭、にしきもみじ
カフェインレスコーヒー専門店《P-BERRY》 広島市 親子でたのしめる安心・安全の99.9%カフェインレスコーヒー「お子さんとたのしめるコーヒー」
広島魚市場株式会社 広島市 魚市場ならではの、地場の水産物を使った商品
広島広域都市圏協議会“食と酒”まち起こし協議会 広島市 広島広域都市圏自慢の“食と酒”をご紹介。
広島市「ザ・広島ブランド」 広島市 「ザ・広島ブランド」認定特産品
for-you株式会社 広島市 りんごと5種の野菜をペースト状にした新食感の食べる青汁「食べる青汁green-paste-power」
株式会社福々庵 広島市 和と洋が出会った広島の新しいおやつ。宮島はちみつのお菓子シリーズ、福まんじゅう、カープ福まんじゅう、シャリもち葛バー

株式会社みなり 広島市 牡蠣ふりかけ、じゃがバターふりかけ、レモンふりかけ、黒毛和牛そぼろふりかけ
ヤマトフーズ株式会社 広島市 レモスコ60ｇ、和練りレモスコ50ｇ、レモン鍋つゆの素、広島かきの水煮

キッシュ グラン・ココ 広島市 高品質志向の家庭向け冷凍洋総菜　広島牛の赤ワイン煮込み、チキンのワインビネガー煮込み、味わいコロッケ、ビーツのポタージュスープ

　▼愛媛県

　▼島根県

　▼岡山県

キーフェル株式会社 大阪市 物流資材（プラスチック・木製パレットなど）
正氣屋製菓株式会社/安井株式会社 大阪市 日本各地の地域限定的銘菓を約3万点。沖縄グルメの旅、もろこし棒、峠の茶屋、たわわなばなな、むき甘栗
株式会社幸之茶屋 大阪市 紅茶、ハーブティー、日本茶、健康茶、300種類以上
株式会社自然共生 岡山市 ガリスコ、ガリチップス、ガーリックゆずこしょう、ニンニクアブラマシ

株式会社シマヘイ 広島市 可能な限り広島県産の食材を使用し、化学調味料や食品添加物を使用しない自社製燻製商品各種、燻製ナッツ（燻煙二段仕込）
株式会社松田製袋 広島市 折り鶴再生紙を用いた、ここにしかない”袋”。こまい紙袋とプチメモ、テトラポプリ（ポプリを入れる立体的な窓付き封筒）

リベルテ本帆株式会社 呉市 色々な種類のイカフライ。レモニカシリーズ、オッコニカシリーズ、呉イカ天シリーズなど
府中町商工会 安芸郡府中町 オリジナル日本酒「安芸椿」、「SOLAR FLOWER LIGHL」、「EARZzz」/「NEYO Ete Sleep」、府中町の新土産「椿レーズンサンド」

公益財団法人 広島市産業振興センター 広島市 第17回ひろしまグッドデザイン賞を受賞した商品。アストラムライン7000系関連グッズ、浄酎ｰPurified Sprit、ＯＷＬ（オウル）、ＨＥＸａ（ヘキサ）、EarZzz、Mio（美桜）、エティモキッズグランちゃんセットなど

株式会社岡／SAKURA DONUT（広島東商工会） 広島市 素材の味を大切に、手包み。広島肉まん、角煮まん、よもぎまん、広島肉しゅうまい／オリジナル焼きドーナツ（プレーン、プレーンミニ）
株式会社マイ・コック（広島東商工会） 広島市 広島県産もち麦と古代米。広島きらり、広島きらり黒、広島きらり赤

有限会社フロンティアスピリッツ 広島市 店舗への集客、認知度の向上を図ることができる「SOLAR FLOWER LIGHT」。バラ、ひまわり、麦等7種類。
有限会社マリンスター 広島市 牡蠣と穴子の燻製、焼き穴子。神前の燻製BAR 神の一粒 地御前牡蠣の燻製、神前の燻製BAR 神技 国産穴子の燻製、焼き穴子

農縁たねまき 三次市 霧里しょうが、ジンジャーシロップ生姜喫茶、霧里しょうがの食べるBBQソース、蒸し生姜粉
山岡酒造株式会社（三次広域商工会） 三次市 瑞冠 純米大吟醸 山田錦50、瑞冠 こわっぱ 純米吟醸、瑞冠 純米 合鴨農法米

　▼広島広域都市圏ものづくりの底力向上部会 販路開拓WG

　▼広島県中小企業団体中央会

　▼公益財団法人 広島市産業振興センター

ベジスタイル株式会社（高陽町商工会） 広島市 食卓を鮮やかに彩る注目の野菜！赤いスーパーフード広島県産の「無農薬ビーツ」の加工品

株式会社Nest（高陽町商工会） 広島市 新技術処方によりバッテリーのコストを大幅に削減したバッテリー再生事業の紹介

こうのふく（広島東商工会） 広島市 着心地も良いガーゼ生地の衣類。片側フルオープンシャツ、両足ファスナーパンツ、お好みシャツ、自社オリジナルガーゼタオル

地域ブランド・特産品／地域中小企業ものづくり・ICT

コワーキングスペースAxEL, 広島市 インターンシップ企画、地元大学生とのコラボ企画、広島サテライトオフィス
三鬼サービス株式会社 広島市 様々なシートを使って工場・倉庫等のお悩み解消。工業用ビニールカーテン・ブース
山陽物産株式会社 広島市 コットンバブルスプレー、レモンエキス、酒粕パウダー、日用品
シーコム・ハクホー株式会社 広島市 集客・認知度アップにYouTube広告
株式会社ジェイジェイ 広島市 建築用ガラスコーティング。異次元のガラスコーティング【キープテックス】
株式会社ソフト商会 広島市 補助金・助成金を活用したＩＴ導入支援。事務サポートサービス「三方よし」、ＰＣＡ製品、ＣＲＭis（クラミス）
株式会社ダイオーズジャパン 広島市 フランケＡ３００、ティアトロ、ポンパージ、ナノシードａ
株式会社タイヨーパッケージ 広島市 「包装資材のプロ」がお客様を全力でサポート　製パン用包材　製菓用包材　オリジナルパッケージ

一般財団法人 中国電気保安協会 広島市 手間なく無理なく効果的に電気代削減。ECOアラームプラス、太陽光遠隔システム
（株）ドーワテクノス中四国支店 広島市 液冷式超高速冷凍機ZERO-03、小規模植物栽培システム【アグロット】
株式会社ナガ・ツキ 広島市 スマホスピーカー　傘立て　テープ台　時計等　コンクリートで作った雑貨
株式会社ニシキプリント・一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ 広島市 カレンダー、お米のギフト、トートバッグ

株式会社ノサックス 広島市 ベルギー発、リサイクル素材で作った環境配慮型安全靴

株式会社ビジネスサポート・クリエイト 広島市 ビジネス計数塾、戦略経営のススメ、事業承継コーチング、将軍の日
日の丸産業株式会社 広島市 炭素の持つ様々な特性を利用して環境改善。キレートマリン、建築カーボン、カオス、炭の花

株式会社フォーション 広島市 レモンケーキ用パッケージ、食品乾燥機、ジャム瓶
株式会社ポップジャパン 広島市 販促企画から制作まで一括で対応可能！ウェアプリントもお任せ！
有限会社マキタ・エンタープライズ 広島市 部屋の臭いやウイルス等の有害物を光触媒の力で分解する「Titaron」

株式会社ミリック（M’s Japan） 広島市 素肌美をご提案。地肌を整えるケイ素の化粧品、咲耶しずく

株式会社陽光システム 広島市 小売業向けPOSシステム【RegiGrow】、集客支援アプリサービス【e-客万来】、酒造メーカー向け販売管理システム【蔵出し】、卸業向け販売管理システム【まねき猫】
株式会社リノベートファーム 広島市 IoT機器搭載で遠隔操作できる店舗向けエアコンのレンタルサービス「ネクストR＋」

株式会社光 広島市 圧縮タオル、圧縮Tシャツ、非常用圧縮セット

株式会社天王 Ten & O（沼田町商工会） 広島市 木工加工サービス、ＵＶインクジェットプリントサービス、レーザー加工サービス、端材を活用した木製雑貨

株式会社広島元氣いっぱいプロジェクト（沼田町商工会） 広島市 オンラインで体と脳もストレッチ！オンラインでできる「リモートオフィトレ®」、リアル対面で行う「オフトレ®」、福祉施設のサポート「リモサポ」

株式会社マクアケ 広島市 「新商品デビューならMakuake」中四国エリアの商品開発・販路拡大をサポートします。

株式会社アミ ami花びら茶アカデミー 広島市 花びら茶、葉のお茶、花茶のパン、花茶のポン酢ドレッシング

光和商事株式会社 広島市 みみずちゃんが生ごみを分解、栄養価の高い堆肥へ再資源化！家庭用生ごみ処理容器（ミミズコンポスト）「金子みみずちゃんの家」

アイウイングス株式会社 広島市 デジタル重量計「トラ・スケ」
株式会社光栄産業 呉市 クリアグリップ、クリアグリップアクア、カパラグリップ、クリアグリップ抗菌プラス

岡崎建設（安芸高田市商工会） 安芸高田市 “火と鉄” 鉄工所が作るmaki式薪ストーブとアウトドア製品
株式会社ニイダ（安芸高田市商工会） 安芸高田市 フローリング暖房ユニット、パーテーション型ヒーター、木製サイン、自動車内装

株式会社NSパワー 広島市 特許のレモン搾り器「シボルスキ」
株式会社エネルギアL&Bパートナーズ 広島市 緑化システムEsola、猪ふまず

株式会社出雲木材市場 出雲市 薬品不使用の防腐防虫性能・寸法安定性に優れた天然無公害木材。Ｅ’s-WＯＯDウッドフェンス、Ｅ’s-WＯＯD内装壁・床材、Ｅ’s-WＯＯD建具材、薪

有限会社日高林産 邑智郡邑南町 桧机・イス・しぇるふ、木製ガーデニンググッズ

Möbel hinana（沼田町商工会） 広島市 体にやさしい材料でおもちゃのハンドメイド。おままごとキッチン、子どもの家具、ペット用品

一般財団法人 夢産地とさやま開発公社 高知市 ショウガ感の強い高知クラフトジンジャーエール「土佐山ジンジャーエール辛口」、土佐山ゆずスカッシュ、オーガニック畑のショウガ糖


