
キャッチ画像

確かな技術と⾃由な発想 
新しいライフスタイルを提案します

最新情報

会社案内

詳しくはこちら

株式会社昭栄精化⼯業は、プラスチック加⼯製品を製造販売する会社です。
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〒577-0062 
東⼤阪市新家東町2番16号 
TEL：06-6789-7517 
FAX：06-6789-7656 
E-mail：shoei@bridge.ocn.ne.jp

株式会社昭栄精化⼯業

ライト製品・スマホ、タブレット/ＰＣ製品、防災/防犯製品、ステー 
ショナリー、⽇⽤アイデア製品を取り扱っております。

製品部⾨

商品写真

成型機を中⼼に部品加⼯、製品組⽴てまで、⼀連の製品加⼯が可能で 
す。

製造部⾨

会社の外観

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.

ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ
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◆順番について 
旧サイトではトップページを除いて
会社案内が最初でしたが、⼀番サイ
トからの注⽂が多い製品部⾨を
TOPに持ってきました。 
その次に製造部⾨、会社案内とさせ
ていただきました。

◆製品部⾨について 
⾻組み段階では製品部⾨にカーソル
を合わせてもライト製品などの商品
⼀覧が展開されませんが、本番では
展開されるように致します。

◆キャッチ画像について 
こちらはご指⽰をいただけたら、フ
リー素材から設定させていただきま
す。

◆最新情報について 
ブログで投稿することで、投稿され
た⽇付とタイトルを表⽰させます。 
あくまで最新情報を表⽰させるため
のブログなので、ブログはメニュー
に⼊れておりません。 
もし、ブログ投稿も頻繁にされるの
でしたら、メニューに付け加えさせ
ていただきます。
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◆製品部⾨と製造部⾨について 
こちらは写真をクリックすることで
それぞれのページにリンクします。

◆電話でのお問い合わせについて 
スマホ版ではクリックすることで電
話がそのままかけられる仕様となり
ます。

◆テキストについて 
お問い合わせに使⽤しているテキス
トは仮のものです。 
昭栄精化⼯業様に合わせますので、
修正箇所がございましたらお知らせ
ください。 
 
◆設置場所について 
お問い合わせフォーム、個⼈情報保
護⽅針、特定商取引に関する法律に
基づく表記以外のページの下部に設
置します。
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キャッチ画像

製品部⾨

ライト製品、スマホ・タブレット・ＰＣ製品、防災・防犯製品、ステーショナリー、⽇⽤アイデア製品を取り扱っております。

製品⼀覧

ライト製品

暗所での動きをセンサーが感知したらライトが⾃動点灯。⼿動で点灯・消灯
の切り替えができるので⾮常時、緊急時のライトとしても使えます。設置が
簡単なスタンド式。

防災・防犯製品

新しいスタイルのエマージェンシー防寒シート。頭⼱付だから頭や⾸まで
覆っていただきやすく、熱が逃げにくいです。 また、レインプルーフ加⼯で
⼩⾬時の使⽤も便利です。各種防災・防犯製品をご⽤意しております。

⽇⽤アイデア製品

果物・野菜・ハーブなどでいつものお⽔に⾹りや⾵味付けを。ワインを⼊れ
て⾃家製サングリア。デトックスウォーターも⼿軽に作れます。

スマホ・タブレット・PC製品

スマートフォン、タブレットの操作に便利なタッチペン。ビジネスシーンや
スクールライフに⽋かせないボールペン。 緊急時の光源としてまた、節電時
の暗所での操作に便利なライト。各種グッズをご⽤意しております。

ステーショナリー

職場はもちろん家庭でも利⽤機会の多くなった付箋紙。事務仕事はもとよ
り、カタログの気になるページに、辞書に貼り付ける学習法も話題です。 各
種グッズをご⽤意しております。

表⽰価格に消費税は含まれておりません。 
内容は予告なく廃番、変更する場合があります。 
⽣産物賠償責任保険加⼊済です。 
価格表⽰については万全を期しておりますが、万⼀表⽰価格に誤りがありました場合には早急に正しい価格(⾦額)を弊社よりご連絡いたします。

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

特定商取引に関する法律に基づく表記はこちら

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.

ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ

A

A

◆キャッチ画像について 
⾊の指定をお願いします。

新着情報はトップページと同じもの
でしたので、削除しております。 
必要でしたら載せますのでお知らせ
ください。 
また、提案書⼀覧も名前を⾒ただけ
では商品がわからないので、削除し
ております。 
こちらも必要でしたら載せますので
お知らせください。

◆製品⼀覧のリンクについて 
⾻組み段階ではライト製品のみ繋が
るようになっております。

B B



ライト製品

ライトキーホルダー キューブ

スタイリッシュライト キーホルダー

カラビナCOBライト

フラッシュ9 ライト

カラビナフック付LEDファン

11灯ライトランタン

ポケットライト2

3WAY フラッシュライト

ソーラーパワー3 ライトUSB 充電器付

スライドポケットライト

パワフル300 ライトランタン

クリップ＆スタンドライト

スタンディングセンサーライト

参考上代：200円[税別]

参考上代：200円[税別]

参考上代：450円[税別]

参考上代：400円[税別]

参考上代：480円[税別]

参考上代：520円[税別]

参考上代：950円[税別]

参考上代：1,000円[税別]

参考上代：1,400円[税別]

参考上代：1,450円[税別]

参考上代：2,900円[税別]

参考上代：3,000円[税別]

参考上代：1,800円[税別]

かわいい箱型のライトキーホルダー。頭部を引っ張ればライトが点灯いたし
ます。キュートなボディーなのに強⼒ライトの光。

スタイリッシュなライト付きキーホルダー。⼤きな名⼊れスペースでノベル
ティーに最適です。

明るさ抜群のCOBライトと使い勝⼿の良い2灯ライト!カラビナフック付きで
鞄やベルトに簡単装着。

スタイリッシュなフォルムに強⼒ライトが9 灯！⻑時間持っていても滑りに
くいゴム加⼯。携帯に便利なストラップ付。緊急時だけでなく、アウトド
ア・キャンプ、夜間ウォーキングにも⼤活躍。

酷暑、猛暑の必需品！熱中症や災害時の停電対策に！夜間のウォーキング、
散歩のライトとして。やわらかいEVA樹脂の⽻根から⼼地よい⾵。明るい
LEDライトの光。ベルトなどに簡単に引っ掛けられるカラビナフック。

11灯ライトで明るさ抜群。ライトのON/OFFだけのシンプル機能で低価格が
可能になりました。上部にフックがついているので、吊り下げての使⽤も可
能です。

ライト8灯のスタンドライト、懐中電灯、⾚⾊ライト2灯が警告灯となりま
す。持ち運びに便利なハンディーストラップにはコンパスがついています。
アウトドア、キャンプの他災害時の避難⽤懐中電灯としてのご利⽤も可能で
す。1台3役フラッシュライト。スタンドランタンライト。懐中電灯。⾮常警
告⾚⾊灯。

1台3役のフラッシュライト通常の懐中電灯、停電時や野外に便利なランタン
式ライト。⾮常警告灯となる点滅⾚⾊ライト。フック付で吊下使⽤、強⼒磁
⽯で⾞のボンネット等どの様な場所での使⽤も可能。防災･防犯、アウトド
ア、レジャーアイテムなど多様な提案が可能。輝度⽩1200mcd/1灯、⾚
4000 mcd/1灯。

太陽光パネルで畜電、充電する懐中電灯。3 灯の強⼒ライトです。スタイ
リッシュなフォルムに、太陽光パネルの⿊とシルバーの2トーンカラーが⾼
級感を感じさせます。太陽光での充電がメインですが、⾬天、夜間等でも充
電可能なUSB充電器付きです。

ニュースタイルポケットライト！ケースからスライドさせれば⾃動的に強⼒
15灯が点灯。⽴ててランタンとして寝かせておいて⼿元灯として。また、収
納ケースに磁⽯がついるので⾞などの⾦属製品に付けて使⽤できます。ま
た、外側にも1 灯ライトついているので従来の懐中電灯スタイルとしての使
⽤も可能です。15 灯ライト点灯時45ルーメン。

1：パネルにライトが15 灯。 
2：パネルで計30 灯。 
⽚⽅パネルごとのスイッチ操作可能。パネルが⽔平⽅向に360度、垂直⽅向
に180度回転するので投射⽅向は⾃由⾃在です。持ち運び、吊り下げに便利
なハンドル付。30灯点灯時360ルーメン。

新しいスタイルの懐中電灯。強⼒クリップとスタンドでどこでも設置OK。
アウトドア、緊急災害時の避難に便利です。通常スタイルの懐中電灯として
でなく、⼤⼝クリップでどこでも設置可。スタンド式にもなるので設置場所
を選びません。

暗所での動きをセンサーが感知したらライトが⾃動点灯。⼿動で点灯/消灯
の切り替えができるので⾮常時、緊急時のライトとしても使えます。設置が
簡単なスタンド式。100度・5メートルのセンサーライト。10ルクス以下の暗
所で動きを感知したら⾃動で点灯消灯。ON/OFF機能もありますので、緊急
時のライトしてもご使⽤いただけます。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.

ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム ⾻組みではライト製品を例に作成し
ました。 
スマホ・タブレット・PC製品、防
災・防犯製品などもこの形の⾻組み
となります。

◆リンクについて 
⾻組みではライトキーホルダーのみ
リンクしております。

A A



参考上代：200円[税別]

製品情報

かわいい箱型のライトキーホルダー。頭部を引っ張ればライトが点灯いたします。キュートなボ
ディーなのに強⼒ライトの光。

PDF提案書ダウンロード PowerPoint

⼀覧へ戻る

包装タイプ 箱 68×27×27 mm

ABS LR44×3個内蔵

中国製 4562214410571

60×20×20 mm 26g

⽩ 600個(100個×6)

30×11mm

本体サイズ

材質

包装サイズ

本体重量

電源

⾊柄 ⼊数

⽣産地 JAN

名⼊れスペース

ライトキーホルダー キューブ

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.

ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム ⾻組みではライトキーホルダー 
キューブを例に作成しました。 
他の商品もこのような⾻組みとなり
ます。

◆画像について 
画像はクリックすることで、元のサ
イズを表⽰します。

A A



プラスチックの異材接合はお任せください

その他、ブロー成型、押出し成型も対応可能です 
是⾮、ご相談ください

私たちにできること

制作実例

製造の流れ

主要設備

所在地

射出成形機

その他の設備

塩ビインサートできないかな

近くに1000shotロットの 
成型ができないかな

VP-180 TM-130G AD-110HA VP-100機種

型締⼒(ton) 180 130 110 100

 最⼩型厚(mm) 200 150 150200

最⼤型厚(mm) 500 400 420 380

ダイバ間隔(mm) 510×510 460×460 460×410 380×380

型締ストローク(mm) 470 400 350 320

理論射出(cm3) 392 200 115 170

射出量(PS)(g) 371 190 105 153

駆動⽅式 油圧 油圧 電動 油圧

メーカー 菱屋精⼯ 東洋機械⾦属 ⽇本製鋼所 菱屋精⼯

⾦型温度調節機

脱湿乾燥機

ゲートカットロボット

粉砕機

⾃動取り出し機

材料乾燥機

エアーバキューム装置

タンプラー

1台

1台

2台

2台

4台

4台

1台

1台

〒577-0062 
東⼤阪市新家東町2番16号 
アメニティータカツキ１階 
TEL：06-6789-7517 
FAX：06-6789-7656 
E-mail：shoei@bridge.ocn.ne.jp 
連絡担当者：⾼槻 箕弘

株式会社昭栄精化⼯業

昭栄精化が承ります！

⾦型製作
当社提携⾦型製作
会社にて製作

成型 加⼯ アセンブリー
⾃社製作、24時間
操業でフレキシブ

名⼊れ、切削、
メッキ等の個別加

当社にてアセンブ
リー、安⼼をお届

Googleマップまたは会社の外観

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.

ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ

製造部⾨

A A

◆キャッチ画像について 
旧サイトでは所在地がトップに来て
おりましたが、キャッチ画像は最初
の⽅がインパクトがあると思い、移
動させていただきました。

◆私たちにできることについて 
旧サイトでは私たちにできることと
制作の流れが⼀緒になっており、わ
かりにくかったので別コンテンツに
させていただきました。 
お客様の声と、昭栄精化⼯業様の声
をわかりやすくするために、画像と
セリフ形式にさせていただきまし
た。 
画像の絵柄にご希望がございました
ら、お知らせください。

◆制作実例について 
⾻組みでは10枚にさせていただき
ました。 
枚数を減らしたり、増やしたりでき
ますので、ご希望の枚数をお知らせ
ください。 
また、サイズは⼩さめとなっており
ますが、クリックすることで元のサ
イズに変更されます。

◆主要設備について 
旧サイトでは2つの表に分かれてお
りましたが、形式を変更して1つの
表にまとめさせていただきました。

B B

C C

D D



会社案内

会社概要

事業沿⾰

アクセスマップ

社名

設⽴

所在地

資本⾦

代表者

取引銀⾏（順不同）

従業員数

昭和44年4⽉

平成9年1⽉

昭和52年7⽉

平成19年1⽉

営業内容

株式会社 昭栄精化⼯業

平成9年1⽉29⽇

〒577-0026 
⼤阪府東⼤阪市新家東町2番1６号アメニティータカツキ１階 
TEL. 06-6789-7517(代) 
FAX. 06-6789-7656

1,000万円

代表取締役 ⾼槻 箕弘

⼤阪信⽤⾦庫永和⽀店、三井住友銀⾏⼩阪⽀店、池⽥泉州銀⾏東⼤阪⽀店 他

12名

精密射出成型 昭栄樹脂⼯業として⼤阪市平野区に創業開始する。

株式会社昭栄精化⼯業と社名を改め、法⼈に改組する。

現在地に本社⼯場を移転する。

特販部を開設し、商業貿易を軸にギフト・DIY品の企画、製造、販売を開始。

精密射出・押出成型全般企画、製造及び販売 
ギフト・DIY商品企画、製造、輸⼊及び販売

Googleマップ

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記
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ご相談・お⾒積もりは無料です、お気軽にお問い合わせください！

電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ

8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休） 8:00-17:00（⽇・祝祭⽇ 定休）

06-6789-7517 06-6789-7656

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

2営業⽇以内に返信いたします。

お問い合わせフォームへ

◆アクセスマップについて 
旧サイトでは1ページで独⽴してお
りましたが、必要性を感じなかった
ため、会社案内のページに移動させ
ました。

A A



お問い合わせ

お問い合わせご希望の⽅は下記フォームよりお送り下さい。  
送信内容を確認させていただき担当よりご連絡致します。

＞個⼈情報保護⽅針はこちら

お問い合わせ区分

会社名

会社名フリガナ

お名前/ご担当者様名

郵便番号

住所

電話番号

メールアドレス

お問い合わせ内容

個⼈情報保護⽅針に同意する
同意事項

製品部⾨ 製造部⾨ その他

送信

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記
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旧サイトでは、メールを⽴ち上げる
形となっておりましたが、お問い合
わせフォームの⽅が使いやすいた
め、作成いたしました。 
項⽬については仮のものです。 
必要なもの、削除してほしいものが
ございましたら、お知らせくださ
い。



個⼈情報保護⽅針

個⼈情報の収集について

個⼈情報の利⽤⽬的について

個⼈情報の利⽤⽬的について

個⼈情報の開⽰、訂正等について

個⼈情報保護に関するお問い合わせ先

株式会社昭栄精化⼯業（以下当社）では、個⼈情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の⼤切な個⼈情報の保護に万全を尽くします。

当社では、次のような場合に必要な範囲で個⼈情報を収集することがあります。

・当社へのお問い合わせ時 
・当社へのサービスお申し込み時

・お客様への連絡のため 
・お客様からのお問い合せに対する回答のため 
・お客様へのサービス提供のため

・ご本⼈の同意がある場合 
・警察からの要請など、官公署からの要請の場合 
・法律の適⽤を受ける場合

当社は、お客様から収集した個⼈情報を次の⽬的で利⽤いたします。

当社では、お客様より取得した個⼈情報を第三者に開⽰または提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。

当社は、お客様ご本⼈からの⾃⼰情報の開⽰、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。

〒577-0062 
東⼤阪市新家東町2番16号 
株式会社昭栄精化⼯業 
TEL：06-6789-7517 
FAX：06-6789-7656 
E-mail：shoei@bridge.ocn.ne.jp

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記

Copyright (c) 2014 SHOEISEIKA INDUSTRY CO,.LTD All Rights Reserved.



特定商取引に関する法律に基づく表記

商品表⽰価格について

販売業者

運営責任者

所在地

注⽂⽅法

引き渡し時期

商品以外の必要料⾦

商品以外の必要料⾦

送料

情報の保護

株式会社昭栄精化⼯業とのお取引企業の⼀般価格及びサービス価格とは異なりますことご了承ください。価格表⽰については万全を期しておりますが、万⼀表
⽰価格に誤りがありました場合には早急に正しい価格(⾦額)を弊社よりご連絡いたします。その際はご連絡いたします正しい価格(⾦額)にてご請求させていた
だきますので、予めご了承ください。

※国際的な原油価格、為替変動による影響で予告なく価格を変更する場合がございます。

※お届け地域により、発送期間が異なりますのでご了承ください。

※デザインが必要な場合は別途料⾦がかかります。

＞個⼈情報保護⽅針はこちらからご覧いただけます。

ご注⽂は、法⼈で⽇本国内のみとさせていただきます。

株式会社昭栄精化⼯業

⾼槻 箕弘

〒577-0026 ⼤阪府東⼤阪市新家東町2番16号アメニティータカツキ１階 
TEL. 06-6789-7517(代) 
FAX. 06-6789-7656 
E-mail ：shoei@bridge.ocn.ne.jp

TEL・FAX・メール

名⼊れ商品の場合は事前に確認後、発送いたします。在庫切れの場合は⼊荷次第発送いたします。

名⼊れ代、版代、包装代、のし代、送料、消費税

1.代⾦引換 商品到着時に宅配業者にお⽀払いください。代引き⼿数料はお客様負担。 
2.銀⾏振込 ご⼊⾦確認後の発送とさせていただきます。また、振込⼿数料はお客様のご負担となります。

1. 納品した商品は基本的に返品できませんので、必ずサンプル品を⾒てからご注⽂をお願いします。 
2. 次の場合の返送料は、当社が負担いたします。送料着払いで返送ください。 
 ・商品が運送途中で損傷していた場合。 
 ・名⼊れの内容が異なる商品が届いた場合。 
 ・お申し込みと異なる商品が届いた場合。 
3. お客様の事情による返品・交換については、 商品代⾦ならびに返送料はお客様のご負担となります。

お客様の情報は弊社で管理し、業務遂⾏に必要な⽤途以外で使⽤することはありません。

株式会社昭栄精化⼯業 お問い合わせ会社案内製造部⾨製品部⾨ホーム

個⼈情報保護⽅針 特定商取引に関する法律に基づく表記
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