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私たちは、皆様の様々なニーズや要望に合わせて自社独自、または提供企業と連携
して製品の研究開発や製造を行いお客様に提供致します。
また、各種デザインや印刷等様々なアイテムを提供し、お客様の商品化や販売等の
サポートも行います。
さらにＩＴ関連システム等のコンサルティングや構築から、オフィスのコスト削減
まで、様々なサービスをご提供致します。
それらの事業により、より豊かな社会づくりに貢献します。
お客様の為に、弊社の専門スタッフや提携会社のスタッフと共に、お客様を総合的
にバックアップ致します。

「みんなが笑顔になれるように・・・」

『私たちは、環境問題を経営の重要な課題とし、明日の未来の為に全ての事業活動
を行うにあたり、 資源の有効利用と地球環境保全をめざして以下の、方針のもとで
行動します。』 　 

1. 事業活動において、廃棄物の減少、及びエネルギ－使用量、資源使用量の削減に
　取り組みます。 
2. 適用可能な法規・規制及び協定など企業として同意するその他の要求事項を遵守
　し、環境施策を推進し、さらに環境に対する社会貢献活動を行い、地球・地域環
　境との調和ならびに汚染防止に努めます。 
3. 環境目的・目標を定め、毎年見直しを実施し、環境マネジメントシステムの継続
　的な改善を図り、環境汚染の予防に努めます。 
4. この方針を全従業員または当社で働く全ての人に周知します。 

2007 年 4 月　株式会社ビープロ
代表取締役　玉木勝也

弊社では CO2 削減に向けた「チャレンジ２５キャンペーン」に参加し、
企業として CO2 削減の為に出来る取り組みを行っていきます。

みんなが笑顔になれるように・・・

　　　　　　私たちが応援します！

みんなが笑顔になれるように・・・

　　　　　　私たちが応援します！

頑張れ日本！頑張れ東北！頑張れ日本！頑張れ東北！頑張れ日本！頑張れ東北！
弊社では、経営理念である「みんなが笑顔になれるように・・・」に基づいて、
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被災者の皆様が笑顔になれるよう
に、売り上げの一部を日本赤十字社を通して義援金として寄付させて頂いております。

経営方針

経営理念

環境方針



お客様の笑顔の為に様々な事業展開を行い、より良い製品開発を行って、皆様に
ご提供します。お客様のより良い製品開発や、ビジネスを総合的にサポートし、
人々の暮らしや夢にビープロの技術が貢献いたします。

事業概要

提携企業の優秀な製品を販売するほか、お客様のニーズに合わせて提携
企業と一緒に製品の設計、製造、サポートまで幅広い業務を行います。

販売事業（Sales Business Solutions）

個人のお客様向けに様々な商品を企画、製造、販売、仕入れ販売を行います。
自社ブランド　スマイルプラスにて、健康食品や美容食品等販売しています。

通販事業（Mail Order Business Solutions）

各種デザイン（ロゴ・ホームページ・パンフレット・ポスター・箱・名刺等）
から、印刷、撮影、展示会等のサポート等 幅広くサポートいたします。

デザイン事業（Desige Business Solutions）

オフィス総合サポート事業として、システムの導入やホームページ等の構築
からオフィスのコスト削減等に役立つ様々なサービスを提供いたします。

ＯＳＳ事業（OSS Business Solutions）

お客様の笑顔の為に様々な事業展開

を行い、人々の暮らしや夢に、

ビープロの技術が貢献いたします。

お客様の笑顔の為に様々な事業展開

を行い、人々の暮らしや夢に、

ビープロの技術が貢献いたします。

お客様の様々なニーズに合わせた自社製品を研究開発、製造し、皆様に
ご提供いたします。

プロダクト事業（Product Business Solutions）



マグネットギヤマグネットギヤマグネットギヤ

マグネットカップリングマグネットカップリングマグネットカップリング

マグネットスライダーマグネットスライダーマグネットスライダー

直行用 平行用

提携企業の優秀な製品を販売するほか、 お客様のニーズに合わせて提携企業と一緒に

製品の設計、 製造、 サポートまで幅広い業務を行います。

弊社では社会にとって、 より良い製品の企画 ・開発 ・製造 ・販売を行います。

常に新たな製品開発にトライしております。

Seles Business SolutionsProducs Business Solutions

クリーンで静かな装置を低コストで実現！
安価で他に無い程の強力なトルクです。

強力な磁石の力を用いて、 非接触でトルクを伝達する機構部品です。 豊富な製品ライン

ナップより、 お客様にあった製品をお選び頂ける他、 カスタムでの製作も行っております。

軟Ｘ線式フォトイオナイザー（静電気除去機器）軟Ｘ線式フォトイオナイザー（静電気除去機器）軟Ｘ線式フォトイオナイザー（静電気除去機器）

コロナ放電式イオナイザー（静電気除去機器）コロナ放電式イオナイザー（静電気除去機器）コロナ放電式イオナイザー（静電気除去機器）

半導体ウエハ、 液晶ガラスパネル、 フィルムなどを取り扱う

製造工程や粉末状の薬品や食品を取り扱う工場など様々な

用途に対応出来ます。

特徴として、 両面除電、 逆帯電が無い、 送風不要、 塵 ・電磁

　　　ノイズが発生しない、 メンテナンスフリーとなります。

様々な用途に対応出来、 設置場所を選びません。

大型から小型まで様々なラインナップを取り揃

えております。 高性能で低価格を実現！

植物育成用や、 医療用、 紫外線カット等

様々な特殊ＬＥＤ照明を提供いたします。

特殊ＬＥＤ照明特殊ＬＥＤ照明特殊ＬＥＤ照明



Mail Order Business Solutions

弊社では自社ブランドのスマイルプラスにてグルコサミン等の健康食品や、 石鹸など

多数のアイテムをインターネットのホームページ等で販売しております。

( 通信販売事業部）
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http://www.smile-ps.jp

各種デザイン （パンフレット ・ ポスター ・箱 ・名刺等） や、

ホームページのデザインから構築、 展示会等のサポート等

お客様のニーズに合わせて幅広くサポートいたします。

( デザイン事業部）

ホームページの製作

各種ロゴ／イラスト制作

ポスター／パンフレット製作・印刷

名刺／ハガキ製作・印刷

各種シール類製作

化粧箱・ダンボール箱製作

写真撮影・写真デジタル加工

雑誌等広告デザイン・掲載

展示会出展サポート

Desing Business Solutions

ＷＥＢギャラリーアートポート

アートポートでは、 第一弾として抽象平面の世界を真摯

に追求し制作を続けている根岸芳郎氏の作品にて、 作者

監修の元でポートグラフを作成し、 販売しています。

http://artport.bpro.jp

<根岸義郎作 :3-6-21P＞



2007. 4

2007. 5

2008. 9

2008.10

2009. 7

2010. 2

2010. 5

2011. 6

2012. 4

2012. 7

2012. 8

2014. 1

2014. 2

2014. 3

2014. 4

株
式
会
社
ビ
ー
プ
ロ
 設
立

株式会社ビープロ 設立

非接触磁気式歯車　マグネットギヤMGS シリーズ販売開始( プロダクト事業部）

Web ギャラリーアートポートオープン（デザイン事業部）

ポートグラフ販売開始（第１弾　根岸芳郎）

非接触磁気式継手　マグネットカップリングMGC シリーズ販売開始

非接触磁気式歯車　マグネットギヤMGP シリーズ販売開始

自社ブランドスマイルプラス設立　（通販事業部設立）

通販用WEB サイトオープン

健康食品（グルコサミン＆コンドロイチン）販売開始

長野県の認可を受け、長野県創業支援センター内に　R&D センター開設

非接触磁気式継手　マグネットカップリングスラスト軽減タイプ

MGD シリーズ販売開始

Hansol Lighting Co.,Ltd. 社（韓国）と業務提携（販売事業部設立）

特殊LED 照明の販売開始

株式会社ライトアップと業務提携　クラウド型商材取扱開始

IT（Information Technology.）事業部をOSS（Office Synthesis Support）事業部に変更

粉塵収集用マグネット　パーティクルキャッチャー MPC シリーズ販売開始

美容食品（モイスチャーコラーゲン）販売開始。

非接触磁気式スライダー　マグネットスライダー　MSL シリース販売開始

甲府伊奈鋼業株式会社と業務提携

VSI Corporation. 社（韓国）と業務提携　軟X 線式静電気除去機器の販売開始

株式会社東日技研（韓国）と業務提携　コロナ放電式静電気除去機器の販売開始



B‘PRO Corporation 2014.04 81010100202

http://www.bpro.jp

ビープロはチャレンジ２５を応援しています。弊社では売り上げの一部を日本赤十字社より義援金として寄付させて頂いております。

本社
〒394-0083長野県岡谷市長地柴宮 3-17-5 
TEL：0266-78-4270  FAX：0266-78-4271
R&Dセンター
〒394-0084 長野県岡谷市長地片間町1-5-16
長野県創業支援センター岡谷センター内

Web.  http://www.bpro.jp
E-mail.  info@bpro.jp

頑張れ日本！頑張れ東北！頑張れ日本！頑張れ東北！頑張れ日本！頑張れ東北！
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