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価格
※キャンセル不可
本体 15,000円＋税 ⇒ 5,000円+税
STbook会員とは当社ホームページの登録会員
（ログイン機能）
です。
（無料）
（STbook会員：14,200円＋税 ⇒ 4750円＋税）

旨

各項目掲載情報

再生可能エネルギー・エネルギー有効利用を実現するため、
積極的に事業展開を図る企業を収載した日本初の便覧 !
★事業開発や自社エネルギー有効利用にむけたパートナー探しや相談窓口として
★直接担当部署の「問い合わせ」情報があるから、気になったらすぐ連絡できる
★異業種からの参入事例を知ることができる
★展示会などではお目にかかれない中小企業の情報も掲載
★企業名や製品・サービス分類ごとの索引で探しやすい
★各製品・サービスごとに会社基本情報がつき、そのページで情報が完結

ASTI, A-WING インターナショナル, EROOF, FDK, JFEエンジニアリング, JX日鉱日
石エネルギー, M.I.T, Mywayプラス, NTN, OMソーラー, UL Japan, アイシン精機,
アイティティキャノン, 旭化成イーマテリアルズ, アジア共同設計コンサルタント, アナログ・
デバイセズ, アルティマ, イースタン技研, イーズライフ, 石橋製作所, イノアック住環境,
インター・ドメイン, ヴェック, エコ・エンジニヤリング, エス・エス・ケイ, エスジーワイ, エ
ネルギープロダクト, エムティエスセンサーテクノロジー, オハラ, オリックス・レンテック,
カイレン・テクノ・ブリッジ, 環境リサーチ, 元旦ビューティ工業, 菊川工業, 九州計測器,
グリーンテック, クロスボー, 計測技術研究所, 京浜光膜工業, 興和, 山洋電気, シー
ベルインターナショナル, ジオパワーシステム, シナネン, シムパックジャパン, ジャパン マリ
ンユナイテッド， 昭和電工, シンキー, 新日本コンサルタント, スカイ電子, 住友重機械工
業, ゼットエムピー, ゼネラルヒートポンプ工業, 先端技術情報総合研究所,セントラル・
ニューテクノロジー, 双信電機, ソーラーフロンティア, ソニーエナジー・デバイス, ダ・ビ
ンチ, 大日エネルギー, ダイヘン, 太陽工房, 大和ハウス工業, 高木製作所, 中央復建コ
ンサルタンツ, 中外テクノス, 中外炉工業, ディーグラット, テュフ ラインランド ジャパン,
寺田鉄工所, デンヨー, 東亜無線電機, 東京アールアンドデー, 東京エレクトロンデバイ
ス, 東京発電, 東電設計, 東邦地水, 東洋計器, 東洋炭素, 東横化学, トーヨーマルク,
戸上電機製作所, トレードサービス, 長野オートメーション, ナックコーポレーション, ニッ
コー, 日新システムズ, 日伸テクノ, 日本グリーンパックス, 日本電業工作, 日本ヘルツ,
日本レーザー, ネミーエネルギーソリューションズ, ノリタケカンパニーリミテド, 白山工業,
ハビリス, パルステック工業, ヒロトモエナジー, フォーアールエナジー, 富士エネルギー,
古河機械金属, 三浦工業, ミサワ環境技術, 三鷹光器, 三井化学分析センター, 三菱化
学, 三菱化工機, 三菱自動車工業, 三菱樹脂, 三菱電機, 三峰川電力, 銘建工業, 有
限会社イーガーコーポレーション, 横河電機, ラスコジャパン, リプラス, リンテック, ロー
ム, ワイビーエム, ワコーシステムコントロール

書籍申込用紙

◆会社基本情報
・本社所在地
・従業員数
・設立年
・資本金
・年間売上
・事業内容
（関連会社）

◆問い合わせ情報
・製品・サービス紹介WebURL
・担当部署
（担当者）
・担当部署所在地
・電話番号
・FAX番号
・e-mail

◆製品・サービス情報
・名称
・分類
・説明
・写真

＊一部、非公開の情報などは掲載しておりません。
◆アンケート期間：2012年7月〜11月
アンケート対象企業数：2,030社
掲載企業数：121社
掲載製品・サービス品目数：234

【掲載例】

掲載企業一覧 （50音順）

リチウムイオン等二次電池用実験設備

長野オートメーション株式会社

二次電池用評価セル製造設備

リチウムイオン等二次電池用生産設備

二次電池用電極積層装置
機器・装置

機器・装置

〒 386-0406 長野県上田市下丸子 401

評価用のセルや少量の二次電池を製造するた

二次電池用の電極とロール原反から裁断し

従業員数：118 名

めの設備です。

たセパレータを精度良く高速に積層する装

創 立 年： 1982 年

手作業で品質に影響のない部分は省きコスト

置です。

資 本 金：35 百万円

ダウンしていますが、電池の品質に関わると

大型電池用の電極積層装置としては、世界最

年間売上：5,200 百万円（2011 年）

ころは量産用の設備と同じパーツを用いてお

速クラスです。また、駆動方法を見直しシン

事業内容：各種電池や液晶・半導体または自

り量産レベルの電池生産が可能です。安定し

プルな装置構成とすることで当社従来比約

動車部品など様々な分野の色々

て高品質な電池を組み立てることができます

な製品を生産するための生産設

30% のコストダウンを達成しています。

ので信頼性の高い評価が可能になります。

備をお客様のご要望に沿って設
計・製作しています。大量生産だ
けでなく実験用に少量製造する
ための治具や半自動の設備にも
対応します。
関連会社：長野自動機械（瀋陽）有限公司

■問い合わせ■
紹介 WebURL：http://www.naganoautomation.co.jp/
担当部署：
担 当 者：
〒 386-0406 長野県上田市下丸子 401
TEL：0268-42-6835
FAX：0268-42-7541
e-mail：

書籍名：R001（再生可能エネルギー・エネルギー有効利用企業便覧 2013）

購入冊数

冊

DM

※左記ご記入の上、 FAX 03-3261-0238
までお申込みください。
※E-ｍａ
ｉ
ｌアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

会社名
団体名
部署・役職
ふりがな

氏

検索

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、
ＦＡＸでお申込みください。
または当社ホームページからお申し込みください。

〒
住

名

所

TEL

■商品の発送
お申込み日の翌営業日までに書籍、請求書、納品書を佐川急便
で発送いたします。
※未刊書籍は発刊次第お送りいたします。

FAX
※申込みに関する連絡に使用するため、
可能な限りご記入ください。

E-mail
STbook会員
（無料）
に □登録する □登録済み
今後、弊社からのご案内が不要な方は
以下に 印をつけてください。
□郵送DM不要
□E-mail不要

振込予定日

※E-mailアドレスが必須です。
※左に 印をつけてご入会いただくと、
この申込
からSTbook会員価格で購入できます。

通信欄

TEL 03-3261-0230 FAX 03-3261-0238 http://www.stbook.co.jp/
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-8 DSビル3Ｆ

月

日

■お支払
銀行振込・ゆうちょ銀行払込
（郵便振替）
にてお願いいたします。
クレジットカード払いは受け付けておりません。
書籍・請求書到着後、1か月以内にお振込みください。
銀行振込・ゆうちょ銀行払込（郵便振替）の手数料は、
ご負担ください。
原則として領収書は発行いたしません。
ゆうちょ銀行払込取扱票（郵便振替票）は、書籍に同封しております。
■個人情報の取り扱い
ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、
ご案内等に
使用いたします。

