
ユアーズ・トレード

LED照明 エ・リアル調光色タイプ
あらゆる照明器具の LED 化に対応

北上電設工業

AIR CRAWL
天井のカビ・結露対策ファン
天井のカビ・結露で
お困りではありませんか

オフィス内・応接・
食堂等の直管型照
明色をリモコン1つ
で簡単に変更可能。
用途に合わせてお
部屋の雰囲気を変
えられます!! 電球
色にして癒しの空
間を簡単に演出。
※バイパス直結工事

は必要となります。

機器の操作をもっと軽快に‼
機器の利用をもっとどこででも‼
管理や運用をもっと安心・手軽に‼

各空調機のコンプレッサーを個別に制御管理して
電気使用量を削減。しかも室内は快適温度を保つ
緻密な制御を行います!!

冷 暖 房 補 助 装 置「 エ コ シ ル
フィ」のメーカーよりカビ・結
露対策用の新製品発売。天井へ
空気を流すことにより、カビ・
結露を抑制。エコシルフィも展
示致します。

エコプラン
Be ONE
空調デマンド制御装置
空調のコンプレッサー制御により省エネ化

ホコリの付着しない、無風
除電方式。

TRINC
静電気対策・除電システム
空間トリンクシリーズ
簡単にホコリの付着しない空間を実現、
不良を減らしてコストダウン

様々なロケーションの防犯に対
応し、夜間でも昼間の様に見え
る、業界初高感度カラーカメラ
です。

山陽マーク製作所
セキュリティカメラシステム
すべては安心、安全のために!!

現場業務の見える化
に、エ ク セ ル 管 理 の
脱 却 に、基 幹 シ ス テ
ムとのデータ連携に

CYBOUZU
kintone
あなたの「その仕事」に合わせた業務システム

①経理業務
②総務人事業務
③販売管理業務
④創業基幹業務

OBC
奉行クラウド
クラウド業務スタイルを４つのゾーンで体感

効果がすぐ目に見える働き方改革

コラボスタイル
コラボフロー
Excel活用の超高速ワークフロー

オフィス以外でもホテル、コールセンター、介護施
設など業務に併せた対応が可能。スマートフォンの
連動や、IPカメラ、ドアホンとの連携も可能。 拡張性、
機能性にも優れています。

ナカヨ
IPビジネスホン  NYC-SI
お客様に合わせた最適な電話プランをご提案致します。

①ウイルスなど不審な出入りを防ぐ
②障害・事故によるデータ消失を防ぐ
③日常業務に潜む情報漏えいリスクに備える

ムラテック
インフォメーション
ガード
UTM

コンティニューム

画像識別技術を活用、自
社一貫体制、スピード認
証、日常の変化に対応

グローリー
顔認証ソリューション

工場内の天井に設置する
ことで排熱が出来、快適
な工場空間が生まれま
す。天井設置にもやさし
い小スペース設計、エア
コン設置が厳しい環境に
も防暑対策が出来ます。

鎌倉製作所
産業用屋上換気扇
ルーフファンシリーズ 

「涼風給気×最適排気」でこれまでにない涼しさを実現
すっきりと見渡せる上方
からのビューポジション
により、様々なシーンを
記録。

「もしも」のときを見逃さ
ない。照明オンで自動録
画されます。

東　芝
カメラ付きLED照明
ViewLED
LED照明と録画カメラの融合

加湿・消臭・除菌・空清の4大機能
を搭載、据え置き式、移動式と用途
に合わせてお選び頂けます、社内
衛生管理、工場加湿に役立ちます。

コロナ
ナノフィール  多機能加湿装置
ナノミストシャワーで空間に
潤いをあたえます

工場でご使用の研削液などをマイクロバブル
化により腐敗防止及び腐敗臭の軽減、実際に
マイクロバブル化した水を肌にあててご体感
できます。この技術を応用してシャワーヘッ
ドも販売しております。

micro-bub
B-POWER シリーズ
液体に含まれる気体をマイクロバブル化

IP67(防水・防塵)を取得。-30℃～60℃
の環境でも使用可能。
15Gまで耐える耐振動性能。フィルム
コンデンサーを使うことにより電源ユ
ニットの寿命が飛躍的に向上!! 高性能
なのにお求めやすいSLシリーズ誕生。

ルミア
LED 照明　LUMITRON シリーズ
あらゆる環境に設置できる超寿命オールレンジLED照明

医療・介護の現場で選ばれている除菌・脱臭能力が
ついに身近へ。
ジアイーノは空間除菌・脱臭に特化し菌やウィル
ス、ニオイにすばやく優れた抑制力を発揮します。
業務用タイプも御座います。

パナソニック
次亜塩素酸・空間除菌脱臭機
ジアイーノ
次亜塩素酸で空気を洗う!! 

導入実績多数。電気の使用状況を「見える化」して
即省エネ!
電気設備の保安管理・点検もお任せください。電力
全般のご相談にお答え致します。

日本テクノ
LVM 低圧需要向け
システム新登場
ついに低圧の電気の見える化が可能に!!! 

New!

環境

富士ゼロックス

新商品 30枚機 C3372 PFS
やさしい、かんたん・あんしん、つながる 

OA

株式会社ユースは環境改善・働きやすい職場づくり・災害対策等をパート
ナー様・サプライヤー様と連携し、SDGsの達成に向けて取り組みを始めて
います。
また、お客様の「SDGsへの取り組み」のお手伝いをさせて頂き、SDGsの
達成にお役立ちをして参ります。

SDGsと　　　　　の取り組み

今年で水銀灯の製造が出来なくなります。

石心会病院

P

西口

駐車場は市民会館の敷地内にあります。

2020年

第28回

狭山市市民会館
1F展示室第4・5・6会議室
狭山市入間川2-33-1

２月２７日

２８日

13:00~17:30
10:00~17:00

木

金

SDGsへの取組
より身近に！よりスムースに！

会
場

日
時

アクセスMAP

環境 OA BCP 物流 文具

New!

関連商品区分

初出展
メーカー

※チラシに掲載の無いメーカーも
　出展を予定しています。

ＯＡ＆環境フェアＯＡ＆環境フェア

株式会社株式会社
主　催
お問い合せ

狭山市新狭山 1-13　TEL.04-2953-2187　FAX.04-2953-6904　http://www.youthinc.co.jp
E-mail : info@youthinc.co.jp

おかげさまで 50 周年を迎えます。



Presentation Stick

New!

BCP

事務棟の予備電源、災害時の初動対策など、
幅広くお客様のニーズに対応可能です。
通信機器、情報端末、照明器具などに使用
可能です。

物流文具

New!New!

New!

プラスチック製品を紙製に替えることでプラスチックの廃棄物
を減らします！

アスクル

アスクルでは持続可能な社会を実現するため
に、環境への負荷を減らす商品を増やしました。 ☆一般圧力レンジにおける使いやすさを追求☆

【吐出し圧力0.85～0.6MPa】ワイドレンジにより、通常の
インバータ使用圧力レベルで最高風量を実現しました。
☆高性能な新型本体を開発☆
コンプレッサの心臓部である新型本体を開発。
スクリュロータのサイズ・デザインの最適化をはかり、基
本性能を大幅に向上させることで、クラス最高の吐出空
気量を達成しました。

コベルコ・コンプレッサー

小型機における最高レベルの省エネ性を実現

高度な経営判断をする必要のある企業役員様は、判断力を研ぎ澄ます必要
があります。思考に合わせ、柔軟な発想が可能なエグゼクティブファニ
チャーをご提案。

イナバインターナショナル
エグゼクティブファニチャー
Ｘａｉｒ( エクセア )

もっと環境対応へ！ 油冷式スクリュ・コンプレッサー

・ガイドレス走行
・タブレットによる簡単操作
・連続稼働時間８時間
・多彩な使い方に対応出来る低床設計
・IoT対応、通信機能（WiFi/Bluetooth）搭載

日本電産シンポ

ガイドレスだから
工場内のレイアウト変更にも
簡単に対応できます

S-CART( エスカート )

・バッテリー上昇・走行式だから、女性や
高齢の方の運搬作業を大幅サポート！

・簡単わかりやすいスイッチ類
・絞り加工でフォーク強度の強化
・充電器内蔵式でコンセントから直接充電

（カールコード付） 

スギヤス

電動だから女性でもラクラク作業
ドライブハンド

RFIDタグを付けることによって、多様な情報
を非接触で瞬時に読み取ることが可能。
膨大な在庫の管理、流通の多様化、人手不足を
解消いたします。

東芝テック

RFIDが在庫管理を劇的に省力化！
働き方改革の革命

RFID ソリューション

立ち作業から座り作業まで、作業環境に
合わせて昇降可能。便利なメモリ機能
搭載・衝突感知センサーも付いて安心。

サカエ

【NEW】
均等耐荷重250㎏まで可能！

電動昇降作業台　重量タイプ

機能・快適性・美しさを兼ね備えた執務スペースをご提案

表消しもできる、部分消しも
できる。くり返し使える磁性
メモパッド。

プラス
磁性メモパッド
Kaite ( カイテ )
消しカスなし！
消耗品ゼロ！
目指したのは
紙のような書き心地

プレゼンテーション機能搭載
指示棒　手元で簡単！
スライド操作！

プラス
e-bow( イーボウ )
液晶ディスプレイで使える
新スタイルポインター

約5分で簡単設置。
漏水量2000以下。
土嚢の10倍の止水性能
を発揮 !

文化シャッター
止水シート 止めピタ
スピーディー・軽量・
コンパクトな
浸水対策!

作業者の負担軽減！
経費削減！
床面を傷つけない！

ナンシン
超重荷物運搬用キャスター
(ミラクルウレタン )
ミラクルウレタンは
様々な問題を解決し、
作業者の負担を軽減します!

PM2.5やハウスダストなどを高
感度ホコリセンサーで検知。
PM2.5モニターが空気中の濃度
の変化をグラフと数値で表示し
ます。

アイリスオーヤマ
空気清浄機
空気の状態をモニター表示

「見えない汚れ」の不安を解消

重量があって、ダンボール梱包
では出荷ができない物、
重ねて保管することが出来ない
商品にオススメ。

ユース
木箱　その他木製品
オーダーメイド製作

3Mのフルハーネスは体の負担を
和らげる充実の快適性能。

スリーエム ジャパン
3M フルハーネス・ランヤード
法改正から約1年
お使いのフルハーネスと
比べてください

鈴鹿8耐優勝のチーフメカニック
が厳選したツールセットを、こ
の展示会限りの特価で大放出！

TONE
ツールセット

【展示会特価】
厳選ツールセット

ガソリンとカセット
ボンベどちらの燃料
も 使 用 で き る イ ン
バーター式発電機。

ニチネン
G-cubic ジーキュービック
業界初!!カセットボンベと
ガソリンの２WAY発電機特別な設備は不要。電源を繋ぐだけの

簡単設置で自動運転。
新設・増強・入替えに最適。

鶴見製作所
水中ポンプ
水害発生時への復旧対策に!!

トーカドエナジー
CUBOX

移動式蓄電システム!
災害対策のバックアップ電源に
最適なラインナップ

4000 ルーメン WUXGA の
水銀ゼロモデル。
ネットワーク接続対応。

カシオ
プロジェクター XJ-S400UN
カシオ独自のレーザー＆LEDハイブリッド
光源技術によるハイグレードプロジェクター

ライトとブザーによって、設置した本体の近くに人が
いることをお知らせ。

キングジム
扉につけるお知らせライト
無線タイプ TAL20
これでもうハッとしない

省スペースでの設置可能な傾斜タイプと
視認性の高い直立タイプをご用意。
セット内容
・デジタルサイネージ（ディスプレイ本体）
・専用スタンド
・テンプレート入り USBメモリ４GB

これまで不可能だった状況下にて使えるふせんがポスト
イットから発売。

プラス
いますぐサイネージ
SNG-4K43-ST 他
最小限のコストで、
いますぐ簡単に導入

３M
ポストイット
エクストリームノート
タフな環境・屋外で使える　ふせん登場


