
海外出展企業のご紹介 
会期： 2022年4月6日［水］‒8日［金］

10:00～17:00 
会場： 東京ビッグサイト 西3～4 ホール

主催： RX Japan株式会社
　　　 旧社名 リード エグジビション ジャパン 

海外出展ブースには実製品が多数出展！  二枚目の海外出展社マップをご確認ください。 

ブース常駐のスタッフ・通訳を通じ、直接・または遠隔で製品説明も受けられます！
受注・OEM/ODM可能！

□✔
□✔
□✔

 裏面にもまだまだあります！

LS7-6

SHENZHEN PANGO MEDICAL 
ELECTRONICS

ウエスト&腹部マッサージャー。
電子マッサージ（EMS）、3Dインテ
リジェント・ラミネーション、リモ
コン、LCDディスプレイ、USB急速
充電。 

小間番号

中国・深圳

 LS7-1

SHENZHEN CITY FRONT 
INDUSTRY

ノート、日記、手帳、
皮 革 製 品の製 造に
30年の実績あり。近
年 で は デ ジタル 機
器 を組 み 合 わ せた
O E M、O D M なども
サポート。ISO9001、
SEDEX、FSC、SQP取
得済み。

小間番号

中国・深圳

LS4-57

SHENZHEN LEMORE 
MARKETING CONSULTANT
スマートデスクマット。モジュール式デスクマットは、ガジェットの整理に
役立ち、快適な仕事を続けるためのワークスペースを実現します。

小間番号

中国・深圳

LS7-5

SHENZHEN KINGSTAR 
INDUSTRIAL 

高 品 質 の O E M 電
子、パーソナルケア
製品。PSEとTELEC
を取得済み。

小間番号

中国・深圳

LS8-13

TOPWAY EM ENTERPRISE

Bluetoothゲーム用ヘッドホン
21BV02、折りたたみ可能なヘッ
ドホン。
動作範囲：10m（バリアなし）
機能：音量調節、前/次の曲、再
生/一時停止、通話/通話終了。
40MMスピーカー、Bluetooth5.0

（再生時間：22H / 56H）
 800mAh充電式バッテリー。

小間番号

中国・深圳

LS8-24

SHENZHEN YONGFUDA 
TECHNOLOGY PRODUCTS

環境に優しい生分解性ペーパー
ストロー。FSC認証の取れた素材
を使用し、日本の規格にも合格し
ています。優れた密閉性と強度。
ミルク/ヨーグルト/テトラパック
等に快適にお使いいただけます。

小間番号

中国・深圳

LS7-8

SHENZHEN UNIVERSAL 
INDUSTRIES

製品の研究開発、生産、販売、サー
ビスを一貫して手掛ける小型家電
メーカーです。主な製品は全自動
家庭用アイスクリームメーカー、
超音波洗浄機、家庭用ヨーグルト
メーカー、真空パック機。

小間番号

中国・深圳

LS4-31

TAIZHOU HAIDA PLASTIC & 
RUBBER PACKAGING

2003年7月設立のジップロック・
フードバックメーカーです。年間
生産量は10,000トンを誇り、2つ
の工場に400人以上の従業員が
働く中国3大メーカーの1つです。
18年間の日本市場での実績があ
り、多くのホームセンターやスー
パー、ドラッグストアで販売され
ています。

小間番号

中国

LS3-57

YANTAI LONGQUAN PLASTIC & 
RUBBER PACKAGING 

主にLDPEジッパーバッグ、スライ
ダー付きバッグ食品保存用袋を
出展します。生産能力は10,000ト
ン。アメリカ、ヨーロッパ、日本等
４０か国へ輸出実績。

小間番号

中国

LS8-14

ZHEJIANG OU SI MU 
ENVIRONMENTAL SCI-TECH
天然珪藻土のコースターとフットパッドの製造。抗菌性、吸水性とも
に優れています。

小間番号

中国

LS4-55

義烏栄御進出口

2006年に設立された日用雑貨
の製造メーカー。日本市場をメ
インに開発し、ダイソー、Seria、
Karinpia、双日と取引実績あり。

小間番号

中国

LS4-51

FUNNY TOYS (CN)

雑貨の企画・製造。 コンサートや
アーティストグッズは、簡易な名
入れ加工にとどまらず、商品企画
の段階からサポートできます。

小間番号

中国



LS2-34

YAMA RIBBONS & BOWS

新しい小売パッケージデザイン
向けのリボン。豊富なリボンコ
レクション。

小間番号

中国

LS3-41

MAYLILY

世界中で人気の赤ちゃん用品
のブランド。製品は全てポー
ランドの自社工場で製造さ
れ、赤ちゃんにやさしい素材
を使用しています。

小間番号

ポーランド

LS6-23

寧波凱越国際貿易会社

日本向けに10年以上
の実績あり。PSE認証
あるキッチン家 電 や
美 容 家 電 、人 気 ある
スポーツグッズ、コー
ヒー関連グッズ、イン
テリア雑貨も取り揃え
ています。

小間番号

中国

LS4-30

上海競博工貿

実績ある中国のカバン縫製企業。
日本語対応可。ECO素材を使用し
た鞄の製造にも力を入れています。

小間番号

中国

LS2-13

KHAN AL SABOUN

レバノン発！ナチュラルオー ガ
ニック素材を使用したボディケア
用品を幅広く取り揃えています。

小間番号

レバノン

LS2-71

SG開発

どこでも簡易に使える、
使い捨て便座シート。
天 然 パルプ 原 料 を使
用、抗菌力99.9%。
韓国/海外に多数販売
実績あり！

小間番号

韓国

LS2-32

XIAMEN KINGFORD

様々なバッグ(防臭用、応急処置用、
ランチバッグ） 、環境にやさしい素材
で作られるショッピングバッグ（タイ
ベック・キャンバス）を出展します。

小間番号

中国

LS3-29

SHENZHEN STAR ARTCRAFTS

健康に良いゲルマニウムブレス
レット。ブレスレットの長さも調節
可能。

小間番号

中国・深圳

LS3-30

SHENZHEN GAOFENG BAG

私たちのブランド、Jackie＆jillは
環境保護とリサイクル性というコ
ンセプトを追求しています。バッ
グ生地素材として知られている
PERTを使用し、私たちの高度な
製造技術で製品開発しています。

小間番号

中国・深圳

LS7-26

SHENZHEN BORIM BEAUTY 
EQUIPMENT

プロおよび家庭用市場向けの美
的ソリューションに専念するデザ
イナー兼工場（オールインワン）。

小間番号

中国・深圳

LS8-26

SHENZHEN SUNSHOW 
INDUSTRIAL

ECOをコンセプト
に 、洗 える 紙 袋 、
ショッピングバッ
グ、ランチバッグな
ど多く開発、販売し
ています。

小間番号

中国・深圳

LS7-25

SHENZHEN SUNNY INDUSTRY

トレーに360度調整可
能な排水口が付いてい
て、便利なラックです。
組立式で省スペースコ
ンパクトに収納可能。

小間番号

中国・深圳

LS4-5４

ZETTA (SHENZHEN) 
INDUSTRIAL

１0年以上の歴史を持つ文房具
メーカー。シートプロテクター、
ディスプレイボックス、エキスパ
ンドファイル、カードホルダー、
L字型フォルダーなど、あらゆる
種類のPP充填製品を製造して
います。

小間番号

中国・深圳

LS8-15

ULTMOST TECHNOLOGY 
GROUP

非 接 触 の 消 毒（ 石 鹸・アル
コール）ディスペンサー。セン
サー式石鹸/消毒機器の専
門メーカー（温度測定機能付
き）

小間番号

中国・深圳

LS8-22

SHENZHEN FORTUNE IMPORT 
& EXPORT 

ひとつひとつ手作りの割れにく
いガラスを採用した蛇口付のシ
ンク。

小間番号

中国・深圳

LS8-12

SHENZHEN RUIGU 
TECHNOLOGY

加熱式たばこ製品。小型で、バッ
テリー2600mAh 内蔵。
充電：約2時間。
喫煙温度：230-280℃。
喫煙時間：180-360秒。
フル充電で約45本の喫煙をサ
ポート（240秒 250℃）

小間番号

中国・深圳



海外出展企業の場所はこちら！ ぜひお立ち寄りください！海外出展社マップ




