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説明

販売理由・
メッセージ

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

会社名 所属NBC

金額（税込） ￥ 在庫 問合せ先 URL

No photo

検温サーモカメラ（離れた位置から体温を計測）

説明
1m程離れた位置から体温を計測出来るハンディ検温サーモカメラ。安価で設置が簡単。

販売理由・
メッセージ

一般の非接触タイプ体温計では、計測者が感染する危険性が極めて高まるが、このカメラでは、1m以上離れた位置で検温が可能な
ため、クラスター感染の防止や検温者への感染防止に大変効果的でしかも安価。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.seiko-
denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8
%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%
ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e8%b2%a9
%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%

e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/

092-473-9065 092-473-9082 https://www.seiko-se.co.jp/contact/

会社名 株式会社正興電機製作所 所属NBC 九州

金額（税込） ￥173,800 在庫 問合せ先 092-473-9082 (オープンイノベーション室 山本） URL

https://www.seiko-
denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8%a
9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%ab%e3
%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%
b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e
3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/

https://www.seiko-denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://www.seiko-se.co.jp/contact/
https://www.seiko-denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/


No photo

#STAY HOME 食べるジュース6本セット

説明

山梨県産果物の種も皮もまるごと使用した完全無添加の「食べるジュース」。シリーズ6種（マスカット・ベーリーA、巨峰、シャインマ
スカット、藤稔、もも、ブルーベリー）が入った、1箱で山梨を丸ごと味わえる贅沢なセットです。果物に含まれる豊富な栄養素と、そ
の効果をムダにすることなくカタチにした超濃厚なジュースです。

販売理由・
メッセージ

自社店舗や観光土産店での販売が困難になり在庫過多となってしまったため、全国の皆様にご自宅で食べるジュースを楽しめる
セットを作りました。ネット販売を通して山梨県の魅力と健康をお届けします。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://yamanashi-made.jp/ 055-225-5553

会社名 山梨Made株式会社 所属NBC 山梨

金額（税込） ￥3,500 在庫 700 問合せ先 055-225-5553 担当 石坂まどか URL https://yamanashi-made.jp/

No photo

検温サーモカメラ（非接触で30人同時検温）

説明

工場、病院、公共施設、ビルの入り口等に設置し、離れた位置（２ｍ）から多人数（最大30人）を素早く正確（±0.5～0.1℃以内）に検
温するカメラで、新型コロナ等の発熱者をいち早く発見し、各種アラートを出す事で、クラスターの発生を未然に防ぐ助けになる。世
界最大の納入実績を誇る製品。

販売理由・
メッセージ

リモートワークが困難な職場や不特定多数の人々が集まる公共施設等では、新型コロナなどの感染を常に警戒する必要があるが、
このカメラにより集団感染の拡大を防ぐ事が可能になる。従来より正確で安価。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

092-473-9065 092-473-9082 kouhei-yamamoto@seiko-denki.co.jp

会社名 株式会社正興電機製作所 所属NBC 九州

金額（税込） ￥792,000 在庫 問合せ先
https://www.seiko-
se.co.jp/contact/

(担当者：山本) URL

https://www.seiko-
denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8%a9%e3%82%b
5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3
%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%
8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/

https://yamanashi-made.jp/
https://yamanashi-made.jp/
mailto:kouhei-yamamoto@seiko-denki.co.jp
https://www.seiko-se.co.jp/contact/
https://www.seiko-denki.co.jp/news/product_topics/%e6%a4%9c%e6%b8%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
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トリプルエッセンス 30ml

説明

潤いを実感する高濃度美容液。４大美容成分に加え、日焼けした後のお肌をケアしてくれるユキノシタエキスを配合。日焼けによる
シミ・ソバカスを防いで、しっとり潤い透き通る肌へ導きます。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。弊社サロンのエステメニューには欠かせない、大人気の当商品を広
く皆さまに知って頂きたく出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/essence.ht
ml

028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥6,160 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

No photo

エロイーナリップトリートメント 7ｇ

説明

ヒト幹細胞を配合したリップトリートメントです。ヒト幹細胞のリペア機能に着目し、唇の乾燥や縦ジワ、ハリ不足を改善し、ふっくら
魅力的なくちびるへと導きます。夜はリップケア、朝はリップグロスとしてお使い頂けます。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。唇を「育てる」リップとして大人気の当商品を少しでも広く皆さまに
知って頂きたく、出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/eroina_s.ht
ml

028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥2,816 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

https://www.molti.org/SHOP/essence.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
https://www.molti.org/SHOP/eroina_s.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/


No photo

トリプルクリーム 30g

説明

油分が少なく、角質層にしっかり浸透。ベタつかずさらっと使えてお肌ふっくら。イソフラボンが大豆の40倍と言われる「プエラリア
ミリフィカ」配合で、ピン！っとハリのある肌へ導きます。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。弊社サロンのエステメニューでも使用している、大人気の当商品を
少しでも広く皆さまに知って頂きたく、出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/cream.html 028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥6,160 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

No photo

トリプルローション 30ml

説明

美容成分がたっぷり含まれているから、化粧水なのに濃厚とろとろなテクスチャー。濃厚なのに、手のひらでもスーーっと浸透しお
肌をキュッと引き締めます。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。公式サイトの口コミで5.0を獲得し、一度使うと手放せなくなると評
判の当商品を広く知って頂きたく出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/lotion.html 028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥6,160 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

https://www.molti.org/SHOP/cream.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
https://www.molti.org/SHOP/lotion.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
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ハロックス美容液 10ml

説明

シワ・くま改善に効果的なハロックス美容液。アルジルリンがじわじわとクマを２週間ほどで改善していきます。また、高濃度の美容
成分がお肌をきゅっと引き締め！実際にエステや美容室でも採用され、喜ばれているフェイシャルパックの美容液です。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。公式サイトの口コミでも4.0を獲得している大人気商品を広く皆さ
まに知って頂きたく、出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/halox.html 028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥3,465 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

No photo

トリプルクレンジング 100g

説明

お肌にやさしい弱酸性で、しっかり洗っても肌を傷めず、つっぱりません。また、洗顔料なのに美容成分を贅沢に配合。古い角質を
落とし、潤いを与えながら洗うことでしっとり、ツヤのあるクリアな素肌へ導きます。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。公式サイトの口コミで5.0の洗顔力を、広く皆様に知って頂きたく
出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/cleansing.h
tml

028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥6,160 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

https://www.molti.org/SHOP/halox.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
https://www.molti.org/SHOP/cleansing.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
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八ヶ岳(長野県) 産 ミニトマト 箱込約1kg 味濃いめ
免疫力UPに

説明

"ミニトマトを標高1200m八ヶ岳の美味しい水で生産しています。減農薬の水耕栽培です。晴天率が非常に高いため赤くなりやす
く、昼と夜の寒暖差が大きいため、同じ品種のミニトマトと比べても味がしっかりのります。
甘さと酸味のバランスが良く、糖度は8～10度くらいと高めです。また、緻密な肉質で食味が特にすぐれています。ただし、さくらん
ぼのような甘さはありませんので過度な期待はされないようにお願いします。"

販売理由・
メッセージ

助けて下さい！コロナ前の販路がホテルや飲食店だけでしたので、日々の売上が99%なくなりました(இдஇ; )

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://ktamiya.stores.jp/

会社名 水耕野菜コム 所属NBC 東京

金額（税込） ￥1,980 在庫 100 問合せ先 080-4835-0831 URL https://ktamiya.stores.jp/

No photo

ジュエリージェリー 50ｇ

説明

天然ミネラル石と和漢植物を配合したジェリー状美容液。隠すのをやめて、「素肌美人」に着目して作りました。ブースタ美容液とし
てもお使い頂けます。手のひらで温めて塗布するだけで、フェイスアップ・弾力回復・保湿ケアが可能です。

販売理由・
メッセージ

現在、来店客数の減少により余剰在庫が出てしまっております。弊社サロンのフェイシャルメニューでも使用している大人気商品を
少しでも広く皆さまに知って頂きたく、出品致します。プレゼントにもおすすめです！

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://www.molti.org/SHOP/jewelryjelly.ht
ml

028-902-1303 028-902-1312 m_info@e-molti.jp

会社名 株式会社モルティー 所属NBC 栃木

金額（税込） ￥9,240 在庫 500 問合せ先 藤岡 / 出口 URL https://www.e-molti.jp/

https://ktamiya.stores.jp/
https://ktamiya.stores.jp/
https://www.molti.org/SHOP/jewelryjelly.html
mailto:m_info@e-molti.jp
https://www.e-molti.jp/
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キルギス産ホワイトハニー

説明

キルギスの天山山脈の高地に位置するアト・バシ産の天然蜂蜜です。ポリフェノール、カルシウム、マグネシウム、ヨウ素、マンガン、カ
リウム、その他、ビタミンC、B群、HPP等を含んでいます。一般の蜂蜜に比べて、100gあたり、カルシウム81mg、マグネシウム
74mgと多く含みます。色はややクリーム色ががった白色で、最大の特徴は、やさしい甘さとふんわりとした食感です。とても美味
しい蜂蜜です。

販売理由・
メッセージ

キルギスの大自然から恩恵を受けた蜂蜜は、栄養価のバランスに優れています。多くのアスリートや美容関係の方々からも絶賛を
いただいている蜂蜜は、免疫力アップにも最適です。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

http://muse-house.stores.jp 055-228-7875 090-1508-6459 info@m-house.biz

会社名 m-house（有）ミュージック・ハウス石川 所属NBC 山梨

金額（税込） ￥2,100 在庫 100 問合せ先 info@m-house.biz 石川美穂 URL https://muse-house.online/

No photo

クリアリキッド（エタノール美容液手指洗浄タイプ）200ml

説明

エタノール59%、ミネラル水使用なので、ウイルス対策と同時に肌荒れを保湿力で改善します。抗菌作用の上、美肌作用もあるので、
１日に何回使用しても手荒れが気になりません。防菌しながら美肌若肌を！

販売理由・
メッセージ

消毒で手荒れが気になる方には、とてもお薦めな、ウイルス対策しながら保湿できる抗菌スプレーです。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://muse-house.stores.jp/ 055-228-7875 090-1508-6459 info@m-house.biz

会社名 m-house（有）ミュージック・ハウス石川 所属NBC 山梨

金額（税込） ￥2,200 在庫 100 問合せ先 m-house 石川美穂 URL http://www.m-house.biz

http://muse-house.stores.jp/
mailto:info@m-house.biz
mailto:info@m-house.biz
https://muse-house.online/
https://muse-house.stores.jp/
mailto:info@m-house.biz
http://www.m-house.biz/
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リモートサポートサービス『リモサポ』

説明

IT技術者がいない中小零細企業のお悩みに応え、テレワーク化を遠隔リモートで代行設定します。ご希望の方には「テレワーク導入
セミナー動画」もご案内いたしますのでご相談ください。

販売理由・
メッセージ

新型コロナで相談急増し、急遽サービス化しました。完全なテレワークを目指すのではなく、まずは部分的な導入からはじめてみる
方法もあります。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://remosuppo.com/ 045-548-6812 info@attrise.com

会社名 株式会社アットライズ 所属NBC 神奈川

金額（税込） ￥16,500 在庫 問合せ先 (株)アットライズ 服部洋二 URL https://www.attrise.com

No photo

雪室貯蔵珈琲 ドリップバッグ 「 和み 」ｹｰｽ販売

説明

厳選した珈琲豆を、雪国新潟に古くから伝わる雪の貯蔵庫「雪室」で熟成しました、まろやかで雑味のない、日本ならでは、雪国なら
ではの味わいのコーヒーです。日本をイメージするパッケージでドリップバッグコーヒーにしました。リモートワークやご家庭でも手
軽に本格的な味を楽しんでいただけます。

販売理由・
メッセージ

主にインバウンドを期待して作成するも旅行者激減、店舗営業自粛等販売先が激減したことによる販売不振となっております。ご発
注時にJNB又はNBC分とご記入をお願い致します。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://bellmate.com/products/detail/318 025-249-7080 025-249-7400 contact@suzukicoffee.co.jp

会社名 株式会社鈴木コーヒー 所属NBC 新潟

金額（税込） ￥10,368 在庫 80 問合せ先
025-249-7400
contact@suzukicoffee.co.jp

戸成 清香 西田 俊介 URL https://suzukicoffee.co.jp/

https://remosuppo.com/
mailto:info@attrise.com
https://www.attrise.com/
https://bellmate.com/products/detail/318
mailto:contact@suzukicoffee.co.jp
mailto:contact@suzukicoffee.co.jp
https://suzukicoffee.co.jp/
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サージカルマスク

説明

メルトブロンシート入りのサージカルマスク。一箱3,000枚入り（50枚入りのPCが60個入り）で1枚45円単価となります。50箱
分は販売可能です。

販売理由・
メッセージ

弊社関連会社で作成しました（中国工場での作成）。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

n-komatsu@sakae-uk.co.jp

会社名 栄運輸工業（株） 所属NBC 関西

金額（税込） ￥148，000 在庫 50 問合せ先 栄運輸工業（株） 小松まで URL http://sakae-uk.jp/

No photo

webコンバージョン率向上サービス KaiU

説明

webサイトにアクセスしたユーザーを逃さないサービスを初期費用と2か月間無料でお試しできます。2か月後解約可能です。EC
サイトや問い合わせを増やしたい企業はお試しください。

販売理由・
メッセージ

対面販売ができないので、webを通じた販売や問い合わせを少しでも増やせます。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://xgravity.co.jp/kaiu/ 050-3737-6957 050-5533-7303 info@xgravity.co.jp

会社名 株式会社エックスグラビティ 所属NBC 東京

金額（税込） ￥0 在庫 問合せ先 金子篤史 URL https://xgravity.co.jp/

mailto:n-komatsu@sakae-uk.co.jp
http://sakae-uk.jp/
https://xgravity.co.jp/kaiu/
mailto:info@xgravity.co.jp
https://xgravity.co.jp/


No photo

除菌・抗菌スプレー Ag＋バリア

説明

"ドアノブやテーブルなど気になるところに、シュッと吹きかけてサッと拭くだけで、簡単に除菌・抗菌でき、その効果が1ケ月以上持
続！（JIS規格の抗菌認証済み）マスクや衣類にももちろん使用OKで、30回洗濯しても抗菌持続するスプレーです。"

販売理由・
メッセージ

コロナに負けない！大切な人を守ろう！キャンペーン商品です。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

https://chachacha.asia/shop/ag_plus/

会社名 株式会社フラウ 所属NBC 九州

金額（税込） ￥2,000 在庫 50 問合せ先 株式会社フラウ URL https://chachacha.asia/

No photo

雨漏り、リフォーム、外装、内装

説明

資材販売、リフォーム、リノベーション。内装、外装、雨漏り等

販売理由・
メッセージ

宜しくお願い致します。

ネット通販（URL) FAX注文 電話注文 メール注文

025-250-1267 025-250-1255 rs.niigata.webmaster@gmail.com

会社名 ㈱ルチルスター 所属NBC 新潟

金額（税込） ￥35,000 在庫 24 問合せ先 025-250-1255 URL https://rutile-star.jp/

https://chachacha.asia/shop/ag_plus/
https://chachacha.asia/
mailto:rs.niigata.webmaster@gmail.com
https://rutile-star.jp/

