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情報

有限会社タカプラン

株式会社アーク・システムマネジメント

株式会社 アーシタン

かつしか異業種交流会 株式会社マテリアルハウス 有限会社 ヒラメキ工房

株式会社 大久保商会 墨田螺子産業株式会社

株式会社チェリービー

有限会社環境開発技研 馬渕技研

株式会社藤井製作所

株式会社オーティエス

株式会社 チャレンジ

有限会社環境トータルシステム

丸美工藝株式会社

フラワー治療院

大森クローム工業株式会社 株式会社 製作所穂積

関東プラスチック工業 協同組合

有限会社ミクロコスモス

分析工房

株式会社 オカモト

アースシステム株式会社 デジタルカプセル株式会社

スリーピース株式会社

株式会社セイラ
公益財団法人

株式会社アープ

有限会社 デルタテクノロジー 気相成長株式会社

MIRAI-LABO株式会社 ベッドの上で入浴 企画 おかもとポンプ株式会社 世田谷区産業振興公社

株式会社相信

東京システムズ株式会社 株式会社グリーンスリーヴス

モバイルソリューション株式会社

アイティオール株式会社

一般社団法人 東京都情報産業協会 グローバル・エコロジー株式会社

株式会社モルタルアート 株式会社 ホスピタリティ・ワン 株式会社 オプター

株式会社IPイノベーションズ 株式会社 トリム

株式会社K&W World

合資会社 谷貝鐵工所

ヘルスサイエンス

株式会社 小木製作所

公益社団法人
世田谷工業振興協会

草加ＲＩＮＣ

ポップベリー株式会社

カートン光学株式会社

有限会社双明通信機製作所

株式会社 アオイシステム

特定非営利活動法人
中野コンテンツネットワーク協会

株式会社Kラインサービス ヤキィー株式会社

ミツハシ

神奈川県スクリーン・デジタル印刷
協同組合

株式会社 ソフト９９コーポレーション

青葉技術会

株式会社 日本システムブレーンズ

ＫＫテクノロジーズ株式会社 柳川建設株式会社

武蔵野商工会議所 工業部会

株式会社カノウ

第一ガスケット工業株式会社
【草加RINC】

株式会社メルシー

川口商工会議所

泰興物産株式会社

株式会社アクティブデザイン 株式会社日本ソフトウェアシステム 株式会社 高揚プロダクト 山口産業株式会社

川崎鉄工株式会社

株式会社 大成

株式会社 アバール長崎 株式会社 橋場グランド社 サラ株式会社

ユニラムジャパン株式会社 株式会社 ヤマト

関西電子株式会社

株式会社 大創

株式会社 アポロクリエイト ハズウエア株式会社

株式会社ラシュラン

特許業務法人 アテンダ国際特許事務所

株式会社パイロット

有限会社 コスモポリタン 株式会社 ヤングトラスト 山路製陶工房

株式会社 サンニック

株式会社カントー

株式会社 タイネツ

株式会社 リガルジョイント 株式会社 ライステック

株式会社菊池製作所

有限会社 鯛のたい

株式会社シーイーエム

医療・福祉

木島通信電線株式会社 太洋テクニカ株式会社

株式会社イデアルデザイン 株式会社樋口事務所

敷島産業株式会社

株式会社アイシム医療器 株式会社リーリンジャパン 技術知財経営支援センター

竹下工業株式会社

株式会社 岩田エレクトリック 株式会社ピコトン

ジャック株式会社

株式会社 アイ・メデックス 株式会社 リンディー・セールス 株式会社共同製作所

株式会社 武田トランク製作所

株式会社 アンサム

一般社団法人発明推進協会 株式会社 三和

イーネット株式会社

株式会社 バリューソフトウエア

有限会社 ユーアイエスジャパン

株式会社 蘭華

一般社団法人

株式会社インターマインド ビット・パーク株式会社

城北紙器梱包株式会社 株式会社AmitA

レ ボットゥ ドゥ ノリ

共立産業株式会社

株式会社 竹野入工業

株式会社 インフォメーションポート フォーディーバランス株式会社

有限会社 正和製作所

株式会社 YKC

株式会社 共和工業

多摩岡産業株式会社

株式会社 ヴィバーク

イトマン

有限会社シライデザイン 株式会社Ｆ・ＣＲＡＦＴ

機械・金属

株式会社キョーワハーツ 株式会社 玉川製作所

有限会社 エーアンドエフ・コーポレーション ブルームーン・マーケティング株式会社

株式会社 新和精機

エムアイストーリー

アートビーム有限会社

旭光通商株式会社

株式会社 エクセス

株式会社 プロアシスト

杉並区産業振興センター

オーニット販売東日本株式会社

アイキ工業株式会社

久保孝ペイント株式会社 司フエルト商事株式会社

株式会社 エスエーティ

豊作プロジェクト株式会社 有限会社セットバック

株式会社ガードアイ

ICOP I.T.G.株式会社

株式会社 栗原精機【草加RINC】

株式会社 エネックス

株式会社マイクロネット

株式会社 SEPINO

KICCプロジェクト推進協議会 アイザック株式会社

株式会社 グルーテック

株式会社 ティムズ販売

太洋塗料株式会社

株式会社キャリア・ルネサンス

株式会社葵製作所

KST株式会社

有限会社テクニトロン･サプライ

株式会社 フォレストバーウッド

株式会社エルグベンチャーズ マッシュコーポレーション株式会社

DFG JAPAN株式会社

株式会社太陽油化

キヨタ株式会社

アクセプト株式会社

株式会社 コーキ電子

株式会社 テクノクラート

カルチュレード株式会社 株式会社 マルコプラン

有限会社 田中幸商店

有限会社げんごろう

アクト株式会社

株式会社コスモ計器

株式会社 テクノメイト

株式会社クリエイティブライン 三喜電機

株式会社津田沼技研

株式会社 コーラル

株式会社 アジャスト

株式会社 コスモ設計

株式会社 東京技術研究所

株式会社 クレアビジョン 株式会社ムーブメント

株式会社テック高橋

株式会社ココロネクト

株式会社 吾嬬製作所

後藤建築事務所株式会社 一般社団法人 東京技術士会

株式会社オーエー・システムシャープ

株式会社マリブ

多摩商工会議所

クロスカルチャーパートナーズ株式会社

株式会社 モトヤ

東京信用保証協会

コデン株式会社

あすめし会

小林鋲螺株式会社【草加RINC】

東京金属工業株式会社

株式会社ケイズ

株式会社ユウスタイル

東京都異業種交流プラザ
Ｈ１２グループ

コンセッション

株式会社アフィット

小松ばね工業株式会社

一般社団法人東京工業団体連合会

株式会社 ケンプラス

株式会社ユピア

公益財団法人 東京都環境公社

株式会社 ささき

Ａｐｅｘ 株式会社

有限会社小山ミシン商会 東京工業彫刻協同組合

一般社団法人
東京都中小企業診断士協会

株式会社三機コンシス

株式会社アポロ製作所

相模共同受注グループ Space246

東京彫刻工業株式会社

有限会社 天ヶ瀬工業

公益財団法人
相模原市産業振興財団

東京電装株式会社

アルペジオ株式会社

相模原市トライアル発注認定製品

ケンユウテクノ株式会社 ヨシダ印刷株式会社
株式会社コスモスインターナショナル

株式会社リブリッジ

コスモリサーチ株式会社 株式会社 レイコム
コラボル・ジャパン合同会社 ロステーカ株式会社

一般社団法人
東京都中小企業診断士協会 国際部

株式会社サンダイヤ

東京都中小企業団体中央会 三和紙工株式会社

東宏株式会社

株式会社ジーマップ企画 異業種交流会 新和会 株式会社 崎山製作所

東京都商工会連合会
東京都中小企業振興公社
交流グループグローバルTOKYO

さがし愛ネット合同会社 Ronkジャパン株式会社 トリプルエーマシン株式会社 志幸技研工業株式会社 池田自動機器株式会社 有限会社佐藤精巧直線 株式会社 東京歯車工業
株式会社 サンゼ

株式会社ワイズ

株式会社トワード

株式会社システムツー・ワン 医建エンジニアリング株式会社 株式会社サム

株式会社 サンレイ

環境

株式会社日昇緑化研究所

株式会社 白川 「クリアサウンズ」

株式会社三六工芸印刷社 有限会社 アーカイブ

日本三友商事株式会社 協同組合新食研

石川技研工業株式会社 株式会社サワエ
株式会社 石川精器

東創技研株式会社
東洋研磨材工業株式会社

有限会社 三幸電機製作所 株式会社東洋レーベル

有限会社ジー・アンド・エル 株式会社アート・ワタナベ 株式会社日本エレクトライク 有限会社 ステップ・ワン 株式会社 今泉精機

三和工機株式会社

株式会社G-Smart

株式会社 シーティーアイ 長尾工業株式会社

アートプラント

株式会社バイオフェイス セキアオイテクノ株式会社 株式会社 ウシオ

ＪＮＳ株式会社

有限会社 アイデイ・タナカ 有限会社バイオフューチャー

株式会社 ソフィアコミュニケーションズ

永光電機株式会社

株式会社 Jリポート

株式会社 アコースティック・アドバンス

白山商事株式会社

株式会社 大真

有限会社 永進ゴム製作所
株式会社 シグナス
【草加RINC】

株式会社 ナガセ

株式会社 ジェーピークリエイト

アズフィット株式会社

BOSストーン株式会社

株式会社 タイズ

株式会社エイト電子

品川区

中村精密工業株式会社

株式会社翔雲

株式会社 アテック

光商事株式会社

株式会社 長白山研究所

株式会社 エーケーダイカスト工業所

シナノ産業株式会社

習志野商工会議所

昌栄電機株式会社

株式会社 イーエフイー 株式会社福井洋樽製作所 土屋産業株式会社

株式会社 エスイーウェルディング

株式会社清水精機

新潟精密鋳造株式会社

エスジー工業株式会社

株式会社 潤製作所【草加RINC】 株式会社 西川精機製作所

株式会社 人財ソリューション 株式会社 エアコンサービス 株式会社 フナボリ

株式会社 東通研

シーム株式会社

株式会社栃木屋

有限会社 中澤製作所

ＳＷＯＴ有限会社

永興電機工業株式会社 古川エージェンシー株式会社 ニッシン・ジャパン株式会社 株式会社 Any Design

白根電機産業株式会社 西東京商工会

スミリーフ株式会社

株式会社 オオニシ

白井市・
一般社団法人白井工業団地協議会

株式会社 ニッシン

株式会社すみれ情報システム 株式会社 大野技術研究所 株式会社 ボロンインターナショナル 株式会社ノルメカエイシア 株式会社エム・コーポレーション

白山工業株式会社

日本軸受加工株式会社

セールスワン株式会社

有限会社 ハッピー商会 エルテック株式会社

株式会社 新栄スクリーン 一般社団法人 日本チタン協会

株式会社セカンドチャンス 株式会社ALL LINKAGE (町田市ものづくり産業支援)

株式会社 華コーポレーション 青梅商工会議所

伸和商工株式会社

株式会社 日本メンブレン

創研情報株式会社

株式会社 オンリースタイル まちだテクノパーク

ピースリーテクノロジーズ株式会社

株式会社 スカイ

ハイソル株式会社

株式会社ソフトテックス

株式会社ＮＡロット

株式会社 ピュアリンクス 株式会社大川製作所

株式会社オオハシ

株式会社 プロトテック

株式会社増野製作所
町田市経済観光部

マテックス株式会社

日本教育楽器株式会社 株式会社 エフ・イー・シー

株式会社オーエム

スマイルリンク株式会社 柏都電機工業株式会社
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株式会社茂呂製作所

門倉貿易株式会社

コヨウ株式会社

ベリフィケーションテクノロジー
株式会社

横浜市工業技術支援センター フジナチュラルフーズ株式会社

株式会社やおき

翔飛工業株式会社

株式会社プリンシプル

（川崎市）

全国ゾーン

（長野県）

長谷川電機工業株式会社 株式会社レセプター

橋永金属 株式会社

株式会社PARAM

橋村電材株式会社
株式会社バスライン

株式会社 ダイエー

フタバ食品株式会社

アースクリーン株式会社

株式会社長谷川機械製作所 （北海道）

株式会社マキシム

赤田工業 株式会社

株式会社フジ・データ・システム

株式会社ロクリア

アドバンスデザイン株式会社

八王子市
ものづくり企業の技術・新商品

札鶴ベニヤ株式会社

株式会社 横倉本店

アルティメイトテクノロジィズ株式会社

（奈良県）

（佐賀県）

株式会社冲セキ

八王子商工会議所工業部会
次世代工業研究会

シオン電機株式会社

（群馬県）

樫山工業株式会社

広陵化学工業株式会社 IMARI株式会社

飯能商工会議所

株式会社 スマートサポート 株式会社 サカエ

株式会社 コシブ精密

セパレーターシステム工業株式会社

東日本電線工業協同組合 北海道経済部

株式会社柴田合成

日川電機株式会社

日本精密測器株式会社 ミカドテクノス株式会社

株式会社丸一シラサカ

信濃化学工業株式会社 （和歌山県）

佐野デザイン事務所

えがちゃん農園

株式会社テレメディカ

株式会社 Ever Food

株式会社日の出製作所

アイエムティー株式会社 株式会社神羅カンパニー （相模原市）

合同会社 微細加工研究所 株式会社メディカルプロジェクト 株式会社 BMZ

（岐阜県）

株式会社メイワ

株式会社炭化

株式会社イノウエ

有限会社 広川製作所

（青森県）

株式会社ESC研究所

（鳥取県）

株式会社ワイビーエム

（夕張市）

フィーサ株式会社

株式会社 木村食品工業 （埼玉県）

株式会社ファスター

（長崎県）

石田鉄工株式会社

カネパッケージ株式会社 株式会社共栄製作所

（島根県）

鈴田峠農園有限会社

株式会社三信商会

富士精器株式会社

Tmech
(八戸メカ技術高度化ネットワーク）

サーマル化工株式会社 鈴木工業株式会社

エクスウェア株式会社

ミナミ化工産業株式会社 国際ゾーン

株式会社 藤村工業

有限会社東奥電気

株式会社二光製作所

有限会社奥出雲薔薇園 （熊本県）

PHYSICAL PHOTON株式会社 株式会社ササキコーポレーション

株式会社 プライオリティ 株式会社フォルテ

株式会社インフォファーム イナバゴム株式会社

株式会社タニサケ

初野建材工業株式会社 有限会社夢家族

インド・タイ・台湾の
企業、貿易・投資事務所等

島根県
公益財団法人 しまね産業振興財団

天草池田電機 株式会社 欧州の企業・政府系機関

（岡山県）

株式会社エイムテック

プラスチック異業種グループ
A.P.F.

一般財団法人
深浦町食産業振興公社

株式会社武蔵野ユニフォーム

（静岡県）

有限会社 政井

（岩手県）

ワールド技研株式会社

株式会社小楠金属工業所 株式会社スーパーワークス 株式会社くまなんピーシーネット 北京市の企業・政府系機関

株式会社マクロス

株式会社 石神製作所

（千葉県）

株式会社サツ川製作所 株式会社BN機能設計

株式会社ヒューマン

松下徽章株式会社

岩手製鉄株式会社

株式会社アーティエンス・ラボ

三基精工株式会社

（広島県）

株式会社福岡建設合材 あだち異業種連絡協議会

有限会社 ミズノ

ECO-A株式会社

京新工業株式会社

株式会社ＧＦ技研

イトク食品株式会社

（大分県）

株式会社共立精工

有限会社サイン

株式会社ビートセンシング 株式会社宇根鉄工所

株式会社イーコンセプト 台東ビジネス交流会

株式会社テクノアート

株式会社 三協リール

株式会社平垣製作所

株式会社ケミカル山本

株式会社くじゅうビバレッジ

公益財団法人
神奈川産業振興センター

株式会社東亜電化

株式会社ソフケン

（愛知県）

株式会社広洋電子

（宮崎県）

江東ブランド

株式会社村山電機製作所 （宮城県）

千葉県商工労働部産業振興課

株式会社イマダ

タイム株式会社

株式会社 アシストユウ 埼玉県産業振興公社

明京電機株式会社

ヨシザワＬＡ株式会社

株式会社 三琇プレシジョン 株式会社扶桑ゴム産業

株式会社 器

台東区異業種交流プラザ９１

三友工業株式会社

ヤマトフーズ株式会社

有限会社白水舎乳業

公益財団法人
千葉県産業振興センター

（山口県）

宮崎ひでじビール株式会社 東京商工会議所

瑞穂ファントム工場
（瑞穂町商工会）
株式会社 ミック
ムラタ産業株式会社

株式会社シーブイエンジニアリング

八洲光学工業株式会社 東北電子産業株式会社 （神奈川県）

独立行政法人 日本貿易振興機構
（ジェトロ）

異業種・団体ゾーン

足立ブランド（足立区）
異業種交流会

公益財団法人

株式会社ヤマテック

中村物産有限会社

株式会社 エルエーピー 玉野化成株式会社

ライン精機株式会社

株式会社邦友

神奈川県産業技術センター 東海機器株式会社

株式会社アイテックス

（鹿児島県）

合同会社 リーデ

株式会社 吉岡

コーワテック株式会社

睦化学工業株式会社

アロマ空間デザイン株式会社

株式会社岡留蒲鉾本舗 東京都デザイン関連事業

株式会社ルケオ

株式会社リアルデザイン サクラテック株式会社

（三重県）

エコマス株式会社

有限会社九面屋

株式会社 レイテック

（秋田県）

（新潟県）

株式会社 奥村ゴム製作所 企業組合がんね栗の里 南薩食鳥株式会社

レック株式会社

あきたEVバス有限責任事業組合

株式会社 飯塚鉄工所 光精工株式会社

高橋産業株式会社

有限会社ふじさき漬物舗 日本弁理士会

株式会社 ワイ・シイ・アイ

秋田メディカルインダストリネットワーク

ウエタックス株式会社

長府工産株式会社

町田酒造株式会社

港区役所 産業振興課

クールジャパンゾーン

株式会社オクトライズ

株式会社大湊文吉商店 ミナミ産業株式会社

（徳島県）

吉村醸造株式会社

公益財団法人
横浜企業経営支援財団

ファッション・伝統工芸・コンテンツ・
日本食関連の企業等

株式会社デジタル・ウント・メア 株式会社オフダイアゴナル

（沖縄県）

次世代ロボットゾーン

株式会社ミエライス

東京都産業労働局雇用就業部

東京都トライアル発注認定制度

としまビジネスサポートセンター

（滋賀県）

石原金属株式会社

WHILL株式会社

公社総合展示ゾーン

（山形県）

公益財団法人
にいがた産業創造機構

艸方窯

「四国の右下・魅力倍増」推進会議 一般社団法人トロピカルテクノプラス

事業化チャレンジ道場

伊藤建具製作所

（富山県）

東洋化学株式会社

徳島県

（さいたま市）

サンリツオートメイション株式会社

伝統工芸高岡銅器振興協同組合

日産陶業株式会社

公益社団法人徳島県物産協会

株式会社クレス

株式会社 システムクラフト

株式会社ビワライト

（香川県）

株式会社第一金属製作所 SOCIAL ROBOTICS株式会社

（京都府）

髙木綱業株式会社

株式会社日本ソフトウェアサービス

株式会社長峰製作所

ＢＢＪハイテック株式会社 テクノツール株式会社

東京知的財産総合センター 株式会社 IMUZAK
東京都地域中小企業応援ファンド

公益財団法人
株式会社エスアンドケイ 富山県新世紀産業機構

公益財団法人
株式会社SHUTECH
東京都中小企業振興公社

（石川県）

株式会社ＴＮＧＭ

首都圏テクノネットワークゾーン

中井工芸

公益財団法人
NKE株式会社
石川県産業創出支援機構

株式会社アロマビット

（福島県）

（福井県）

CORESCOPE株式会社 日生化学株式会社

株式会社富士栄シスコム

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

株式会社EVTD研究所

白河素形材ヴァレー

新珠製菓株式会社

株式会社シオガイ精機

明興産業株式会社

株式会社MIKAMI

株式会社ブイ・アール・テクノセンター

株式会社オオツカ

玉川村商工会工業部会 かなづや株式会社

テック・ワーク株式会社

株式会社レクザム

（千葉県・千葉市）

株式会社府中技研

公益財団法人
株式会社フジ機工
神奈川科学技術アカデミー

協和テキスタイル株式会社 マイクロニクス株式会社 （愛媛県）

アイスマップ有限会社

スポーツ産業見本市

神奈川県産業技術センター （茨城県）

株式会社マツ勘

株式会社ヤマコー

有限会社 石川テント

（千葉市）

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

まるたけ蒟蒻有限会社

（大阪府）

愛媛県庁

インテリアいとう有限会社 その他

株式会社 サイバー

コヨミ株式会社

株式会社横崎製作所

株式会社 ハニック・ホワイトラボ

埼玉県産業技術総合センター

GLIT

三和ニードルベアリング株式会社 なめがたファーマーズヴィレッジ

横井チョコレート株式会社 株式会社 アイキ

千葉県産業支援技術研究所 株式会社堀田電機製作所 （山梨県）

株式会社アミヤ

つくば市

株式会社アズマ工機

株式会社エムジェイテック （高知県）

（横浜市）

ティエムファクトリ株式会社 （栃木県）

株式会社シップス

株式会社カツロン

株式会社 コアテック

エイシン産業株式会社

株式会社 テックライン

株式会社青木製作所

ニスコ株式会社

有限会社サイバークラフト

公益財団法人
高知県産業振興センター

五光発條株式会社

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

株式会社オプトニクス精密 株式会社富士エス・エル・アイ 株式会社 日清精工

ヤマト精機株式会社

東京都立皮革技術センター 協栄産業株式会社

有限会社 トラス

株式会社島崎酒造

堀内製作所
株式会社メイコー

（福岡県）

斉藤光学株式会社

（兵庫県）

AUTHENTIC JAPAN 株式会社

株式会社タック・ポート

エステック株式会社

株式会社
環境緑化保全コンサルタント

株式会社トッケン

株式会社 東京TYフィナンシャルグループ

※本表の他に共同出展者がおります。

