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情報 東京音楽制作合同会社 株式会社三機コンシス 有限会社げんごろう 荒川区あすめし会 株式会社崎山製作所 株式会社寺製作所

株式会社アーク・システム
マネジメント

一般社団法人東京都情報
産業協会

株式会社サンニック
特定非営利活動法人声と
ことばの力

飯田機械株式会社 サクラ電線工業株式会社 株式会社東京技術研究所

アイティオール株式会社
有限会社東京ノーティス
ボード

株式会社シーティーアイ 株式会社コーラル 株式会社池田熱処理工業 株式会社サテリット
一般社団法人東京技術士
会

株式会社 アオイシステム 西東京商工会 有限会社システマックス KOTORI楽器 石川金網株式会社 有限会社三幸電機製作所
一般社団法人東京工業団
体連合会

株式会社アクア
株式会社日本システムブ
レーンズ

篠崎技術士事務所 小林メディカル 石川技研工業株式会社 株式会社三誠 株式会社東京センサ

株式会社アサイマーキング
システム

株式会社ハイブリッチ 株式会社芝正園
株式会社コンベックスコー
ポレイション

株式会社市川電機
株式会社三誠AIR断震シス
テム

東京彫刻工業株式会社

有限会社アップドラフト 株式会社橋場グランド社
ジャパンモレキュラーサー
ビス株式会社

さがし愛ネット合同会社
インターワイヤード株式会
社

三和工機株式会社 東京都商工会連合会

特許業務法人アテンダ国
際特許事務所

株式会社パッション 有限会社正和製作所 有限会社サンラボ 株式会社ウシオ 株式会社シグナス 株式会社東京歯車工業

株式会社アバール長崎 株式会社発明屋 有限会社シライデザイン 三和紙工株式会社 株式会社薄衣電解工業 品川区 東新プラスチック株式会社

アヴァント株式会社
株式会社バリューソフトウ
エア

株式会社新和精機 有限会社三和テクノ 永光電機株式会社 株式会社SHIMADA 株式会社POOL

株式会社アポロクリエイト
株式会社ビジネス・プラン・
ネット

杉並区産業振興センター ＣＯ２システムズ株式会社
ACORNLOGICTECHNOL
OGY株式会社

有限会社秋栄製作所 東洋研磨材工業株式会社

イーネット株式会社 ビット・パーク株式会社 スミリーフ株式会社 株式会社CQ-Sネット 有限会社永進ゴム製作所 株式会社潤製作所※ 同和鍛造株式会社

株式会社インターマインド 株式会社ファナティック
スリーオーサプライ株式会
社

株式会社ジーマップ企画 永進テクノ株式会社 城北紙器梱包株式会社 東和パーツ株式会社

株式会社インフォラボ
株式会社フォレストバー
ウッド

株式会社星光社 株式会社昭洋精機 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 白根電機産業株式会社
株式会社トーキンコーポ
レーション

株式会社ヴィバーク プロフェクト株式会社 株式会社西都紙工 協同組合新食研 ACS株式会社 白山工業株式会社 株式会社トーコー

株式会社ウェルキャット 株式会社マイクロネット 株式会社SEPINO ダブル・ピー株式会社 株式会社エージーポイント 株式会社新栄スクリーン 株式会社特殊阿部製版所

株式会社woodinfo 株式会社マクロス 太陽エネクス株式会社
ダンシングウォークアカデ
ミー株式会社

ATテクマック株式会社 神港精機株式会社 株式会社トクヨシ精機

株式会社エクセス 株式会社Mirror Life 太洋テクニカ株式会社 株式会社長白山研究所
株式会社エスイーウェル
ディング

株式会社新東京エンジニ
アリング

株式会社トネ製作所

株式会社エスエーティ 明京電機株式会社 太洋塗料株式会社 土屋産業株式会社 エスジー工業株式会社 伸和商工株式会社 TRANSPHYSICS

株式会社ＮＣＣ 株式会社ユピア 株式会社太陽油化 ＤＭＳ-ＴＡＫＩＺＡＷＡ 株式会社Any Design 株式会社スカイ 株式会社トルネックス

株式会社エネックス 株式会社頼人 有限会社田中幸商店 株式会社Dentaluxe 株式会社Ｆ・ＣＲＡＦＴ
株式会社SUGA・システム
ズ

トレンドサイン株式会社

株式会社M2モビリティー
株式会社リエゾン・デート
ル

テージー株式会社 東京ピラミッド 株式会社Ｆ－Ｄｅｓｉｇｎ 杉山産業株式会社 長尾工業株式会社

株式会社エルグベン
チャーズ

株式会社レイコム ドゥーベル企画株式会社 日本教育楽器株式会社
株式会社エム・コーポレー
ション

有限会社スズキ 有限会社中澤製作所

有限会社大里化工 ロステーカ株式会社 東京信用保証協会
株式会社日本熱電機製作
所

有限会社ＯＳ技研 スリーピース株式会社 株式会社ナガセ

株式会社大野技術研究所
株式会社ワールドソフト・
イーエス

公益財団法人東京都環境
公社

有限会社ハッピー商会 株式会社オーデイーケー 株式会社製作所穂積 習志野商工会議所

カクイ法律事務所 環境
一般社団法人東京都中小
企業診断士協会

フヨー株式会社
大森クローム工業株式会
社

セキダイ工業株式会社 新座冶金株式会社

公益財団法人神奈川産業
振興センター

RKK JAPAN株式会社
東京都中小企業団体中央
会

フラワー治療院 株式会社小木製作所
公益財団法人世田谷区産
業振興公社

株式会社西川精機製作所

カルチュレード株式会社 有限会社アイデイ・タナカ 株式会社トワード
ベッドの上で入浴企画株
式会社

株式会社小原工業
公益社団法人世田谷工業
振興協会

株式会社日興エボナイト製
造所

キットデザイン株式会社
アクアエコロジーライフ株
式会社

株式会社日昇緑化研究所 株式会社ヘルスサイエンス 株式会社オプター
株式会社世田谷電線製作
所

日本軸受加工株式会社

株式会社クリエイティブライ
ン

株式会社アコースティック・
アドバンス

株式会社ネクセル
武蔵野商工会議所　工業
部会

カートン光学株式会社 草加ＲＩＮＣ 日本電子工業株式会社

クリテックジャパン株式会社 株式会社アジラ 株式会社バイオフェイス 株式会社メルシー 有限会社海鴻社
有限会社双明通信機製作
所

株式会社日本メンブレン

株式会社クレスト アズフィット株式会社
有限会社バイオフュー
チャー

山路製陶工房 川口商工会議所
双和プラスチックス工業株
式会社

株式会社ニューコン工業

株式会社グローバルトレー
ドリソーセス

株式会社アテック 株式会社BAN-ZAI 株式会社ヤマト 株式会社カントー
第一ガスケット工業株式会
社

橋永金属株式会社

株式会社クロス
株式会社アリトンシステム
研究所

株式会社フナボリ
有限会社ユーアイエスジャ
パン

京西電機株式会社 株式会社ダイコク
八王子市　ものづくり企業
の技術・新商品

株式会社ココロネクト 株式会社エアコンサービス 株式会社プロトテック 株式会社UGA 株式会社協同電気研究所 株式会社大成 八王子商工会議所

株式会社コスモスインター
ナショナル

株式会社ASC
株式会社ボロンインターナ
ショナル

株式会社ユニオンシンク 株式会社共和工業
有限会社大成塗装電機製
作所

林薬品機械株式会社

コトブキワークス株式会社
一般社団法人エコステージ協会
東京エコステージ研究会

まちだテクノパーク 株式会社ライステック 旭光通商株式会社 株式会社 大創 有限会社伴田鉄工所

株式会社コムウェーブ 株式会社NAロット 株式会社ムラコシ精工 株式会社レジーナ きんぱね関東株式会社 株式会社タイネツ 東日本電線工業協同組合

Concession エルゴジャパン株式会社
学校法人明星学苑明星大
学

レボットゥドゥノリ グラドコジャパン株式会社 大輪印刷株式会社 日川電機株式会社

株式会社サンゼ
一般社団法人化学物質管
理士協会

株式会社ヤングトラスト 株式会社ワイエフテクノ コアーテック株式会社 有限会社高村工業所
株式会社ビット・トレード・ワ
ン

ＪＮＳ株式会社 かつしか異業種交流会 株式会社ラシュラン 株式会社YKC 株式会社厚栄商会 株式会社竹内製作所 有限会社平栗

株式会社Ｊリポート 有限会社環境開発技研
有限会社ル・アンジェ　（株
式会社虎丸）

機械・金属
光栄テクノシステム株式会
社

株式会社橘光学
広島ネームプレート工業株
式会社

株式会社ジェーピークリエ
イト

有限会社環境トータルシス
テム

株式会社ROX アートビーム有限会社 江東ブランド（江東区） 多摩岡産業株式会社 フィーサ株式会社

株式会社シエンアート
関東プラスチック工業協同
組合

渡紙器製作所 アイキ工業株式会社 株式会社コーキ電子 有限会社千葉精螺
フジコントロールズ株式会
社

株式会社シグマクレスト
一般社団法人技術知財経
営支援センター

医療・福祉 株式会社アイサー商事 株式会社コーケン 通信興業株式会社 富士精器株式会社

株式会社シップス
株式会社グリーンスリーヴ
ス

株式会社アースブルー アイザック株式会社 株式会社コシブ精密 司フエルト商事株式会社
有限会社不二パッキング
製作所

株式会社ジニヤズ
グローバル・エコロジー株
式会社

株式会社アイシム医療器 株式会社相信 株式会社コスモサウンド 株式会社ティアンドティ 富士プリント工業株式会社

ジャパンクオリティ株式会
社

株式会社KEICHI（セキュリ
ティサポート）

有限会社岩商 株式会社葵製作所 株式会社コスモ設計 株式会社T・SPEC 株式会社藤村工業

セールスワン株式会社 株式会社Kラインサービス
株式会社エー・シー・ダブ
リュ

株式会社青山精工
後藤建築事務所株式会社（アジア
スタートアップオフィス　MONO）

株式会社ティ・シー・エス
株式会社プライズコミュニ
ケーション

創研情報株式会社
株式会社ＫＯＹＯ（ 高揚プ
ロダクト）

株式会社エースエンジニア
リング

株式会社アジャスト 株式会社コレスポンド光栄 株式会社ティムズ販売
プラスチック異業種グルー
プ A.P.F.

大新技研株式会社 有限会社 コスモポリタン オーイソ株式会社 株式会社アヅマ 株式会社サインビクトリー
テクシアマシナリー株式会
社

平成電機株式会社

株式会社ダブルズ 有限会社小堀加工所
オーニット販売東日本株式
会社

株式会社アフィット 有限会社サカエ技研 株式会社テクノクラート 株式会社べラスアクア

株式会社チェリービー 株式会社サウンドファン
KICCプロジェクト推進協議
会

アベール技研株式会社
相模共同受注グループ
Space246

株式会社テクノス ベルボン株式会社

株式会社ティー・エス・イー 株式会社ささき 株式会社クルー 株式会社アポロ製作所
公益財団法人相模原市産
業振興財団

有限会社テクノ菅谷 松下徽章株式会社

ディグランド株式会社
サンエービルドシステム株
式会社

ケアプロ株式会社 株式会社アムキャン
相模原市トライアル発注認
定製品

株式会社テクノメイト 株式会社松田モデル

有限会社デルタテクノロ
ジー

サンエービルドシステム株
式会社

株式会社ケアラポール 株式会社新井精密 相模螺子株式会社
テストデータシステム株式
会社

MISTRAL

　　　　



産業交流展2017　出展企業・団体一覧（平成29年9月13日現在） 別紙

株式会社村山電機製作所 株式会社デジタリーフ 株式会社テクノメイト
株式会社グローバル・コ
ミュニケーションズ

岡谷熱処理工業株式会社 徳島県商工労働観光部 あだち異業種連絡協議会

明興双葉株式会社 株式会社トリム 株式会社東京技術協会
スフェラーパワー株式会社
恵庭営業所

株式会社星光技研 （香川県） 足立ブランド（足立区）

有限会社モノテック ㈱ドリーム
日本システム開発株式会
社

株式会社ネクステック マイクロストーン株式会社 株式会社広立
公益財団法人
埼玉県産業振興公社

株式会社モリセ精工 ナプソン株式会社 株式会社ファインドゲート （岩手県） （岐阜県） 株式会社ホーコーエン 株式会社サニーアワーズ

モリヤ 日本ラインファースト㈱ 日本フォーミング株式会社
岩手インフォメーション・テ
クノロジー株式会社

岐阜県次世代エネルギー
産業創出コンソーシアム

株式会社ＡＤＳムラカミ 産業技術大学院大学

株式会社ヤシマ 株式会社バーネット 株式会社フジヤマ
株式会社環境保全サービ
ス

株式会社清流パワーエナ
ジー

（佐賀県）
異業種交流会
台東ビジネス交流会

山元株式会社 株式会社ピノー 松田金型工業株式会社 （宮城県） 株式会社マルエイ 株式会社緑門
台東区異業種交流プラザ
９１

株式会社ユニオン精密
株式会社フェアトレードコッ
トンイニシアティブ

株式会社ミクロコスモス 株式会社アステム （静岡県） 和糀
公益財団法人
千葉県産業振興センター

ユニラムジャパン株式会社 株式会社扶桑 株式会社溝尻光学工業所 テクノ・マインド株式会社
株式会社クリエイティブ・
コーティング

株式会社AQUQPASS 東京商工会議所

株式会社依田工業所 ヘリテイジ株式会社 メイショウ株式会社 夢づくりの森株式会社 株式会社ＣＡＩメディア （熊本県）
東京都産業労働局雇用就
業部

合同会社リーデ みききんず株式会社
株式会社メカニカルデザイ
ン

（秋田県）
公益財団法人静岡県産業
振興財団

株式会社オーケープラン
ニング

東京都デザイン関連事業

LEADING EDGE
ASSOCIATES株式会社

㈱友功社 株式会社メデック 株式会社オクトライズ （愛知県） 株式会社サクシス
東京都トライアル発注認定
制度

レボックス株式会社 Kimono Tango
株式会社ワイヤレスコミュニ
ケーション研究所

有限会社開商 名古屋特殊鋼株式会社  人吉アサノ電機株式会社 日本弁理士会

株式会社ワイ・シイ・アイ 株式会社PIJIN ユコー株式会社 株式会社トラパンツ 丸菱工業株式会社 （大分県） 港区役所 産業振興課

テーマゾーン 世界発信コンペティション 株式会社ユー・ビー・コム （山形県） 株式会社不二機販 株式会社インパクト
株式会社芦屋バティーズ
東京

（X-tech）
株式会社アイオイ・システ
ム

株式会社Eishin 中井工芸 （三重県） 九州チップス株式会社
三田電子ケイサン株式会
社

株式会社アープ
株式会社アクティベートラ
ボ

株式会社ＥＶＴＤ研究所 ワタナベ自動車機器開発 旭電器工業株式会社 株式会社ブライテック フルリバ・アシスト株式会社

アットマーク・インタラクティ
ブ株式会社

株式会社アルカディア・
イーエックス

KKテクノロジーズ株式会社 （福島県） 株式会社中村製作所 （鹿児島県） 株式会社ベルベ

株式会社アンサム インターリハ株式会社 SEP株式会社
東成イービー東北株式会
社

株式会社光機械製作所
公益財団法人
鹿児島県特産品協会

株式会社ビーコンテクノロ
ジーズ

イープロニクス株式会社 エヴィクサー株式会社
SHコンサルティング株式会
社

アルファ電子株式会社 （滋賀県） （沖縄県）
公益財団法人
横浜企業経営支援財団

株式会社高電社 関西電子株式会社 公社総合展示ゾーン （茨城県） 株式会社大木工藝
一般社団法人トロピカルテ
クノプラス

Tairaida

株式会社人財ソリューショ
ン

株式会社キティ―
公益財団法人東京都中小
企業振興公社

キョウワアグメント株式会社 （京都府） 琉球ボーテ株式会社 株式会社ロボケン

株式会社追客力 株式会社コンセプト 株式会社アトラス広告社
株式会社ネクステッジテク
ノロジー

あっと株式会社 （さいたま市） 次世代ロボットゾーン

株式会社ビーリンクス 株式会社サウンドファン エーラウンド実行委員会 （栃木県） 株式会社タナベ 株式会社 オカモト
地方独立行政法人東京都
立産業技術研究センター

株式会社保全工学研究所 志幸技研工業株式会社 是吉興業株式会社 有限会社ウィンウィン 株式会社テック技販 株式会社 K,office 有限会社アストロン

合資会社谷貝鐵工所
株式会社シタシオンジャパ
ン

株式会社サトーゴーセー オグラ金属株式会社 トスレック株式会社 株式会社 MIKAMI 株式会社クラフトワークス

株式会社リアリニット
株式会社スポーツシッ
ター・ジャパン

有限会社三和テクノ 桑名商事株式会社 株式会社ビジョナップ （千葉県） 株式会社システムクラフト

株式会社Pro-SPIRE 株式会社すららネット 株式会社ジェイフラッグ （群馬県）
株式会社京都マイクロシス
テムズ

株式会社ティ・エス・シー テクノツール株式会社

（働き方改革） 株式会社田中電気研究所
システム・インスツルメンツ
株式会社

株式会社土屋合成 （大阪府） 特殊技研金属株式会社 株式会社府中技研

株式会社工藤鉄工所 ディグランド株式会社 第一合成株式会社
株式会社日東電気製作所
（㈱日東システム開発）

株式会社ウエダ美粧堂 （千葉市）
プロアクシアコンサルティン
グ株式会社

三立金型工業株式会社
東成エレクトロビーム株式
会社

株式会社トーコー （埼玉県） 菊水産業株式会社 岩田産業株式会社 株式会社レイトロン

有限会社鯛のたい
トランクソリューション株式
会社

株式会社西尾硝子鏡工業
所

カネマス株式会社 藤田金属株式会社 ディジットワークス株式会社 株式会社Doog

一般社団法人　日本産業
保健サポートセンター

トリプル・ダブリュー・ジャパ
ン株式会社

株式会社フジタ・ジャパン 株式会社ドリマックス （兵庫県） 株式会社日進技研 iPresence合同会社

株式会社ファンクション
ナノフロンティアテクノロ
ジー株式会社

株式会社WASARA
医療イノベーション埼玉
ネットワーク

伊東電機株式会社 （横浜市）
SOCIAL ROBOTICS株式
会社

株式会社ＢＥＬＬＳＯＦＴ 日本分析工業株式会社
首都圏テクノネットワーク
ゾーン

（千葉県） 音羽電機工業株式会社 アイディア・パーク スポーツ産業見本市

株式会社労働新聞社 株式会社八興
地方独立行政法人東京都
立産業技術研究センター

千葉県商工労働部産業振
興課

但馬ティエスケイ株式会社
株式会社アンベエスエム
ティ

東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局

（地方創生）
ベンチャーマテリアル株式
会社

東京都立皮革技術セン
ター

株式会社ティ・エス・シー （奈良県） 株式詩会社コレッド その他

東京都鍍金工業組合西部
支部

株式会社ミリメーター
横浜市工業技術支援セン
ター

特殊技研金属株式会社 株式会社カワタテック （川崎市）
株式会社 東京TYフィナン
シャルグループ

株式会社萬盛スズキ 合同会社リルワールド
埼玉県産業技術総合セン
ター

（神奈川県）
株式会社武田トランク製作
所

東信電機株式会社
中小企業世界発信プロジェクト
推進協議会事務局

株式会社リブリッジ 山口産業株式会社
千葉県産業支援技術研究
所

ルセット・ナイン株式会社 （和歌山県）
株式会社日本システム研
究所

産業労働局商工部調整課
（サイバーセキュリティ）

東京ビジネスフロンティア ユーバー株式会社
地方独立行政法人
神奈川県立産業技術総合研究所

株式会社Setech アットシグナル株式会社 株式会社アルファメディア
※本表の他に共同出展者
　 がおります。

アイ‐コンポロジー（株） 株式会社Curio School 株式会社アスペクト （新潟県） 三木理研工業株式会社 （相模原市）

アースアイズ株式会社 株式会社QLCLE
株式会社カムイ・イノベー
ション

株式会社大湊文吉商店 和歌山県商工観光労働部 株式会社東鈴紙器

アグア商事株式会社 株式会社Seabird クスノキ石灰株式会社 （富山県） （島根県） 大沢工業株式会社

有明電装 TANREN株式会社 EVTD研究所
株式会社北陸エンジニア
プラスチック

にほんばし島根館
相模原市（スイーツフェス
企業）

有限会社インフォソケット 中央会 株式会社PARAM 株式会社田定工作所
島根県/しまね産業振興財
団

（夕張市）

ヱスケー石鹸株式会社
東京都中小企業団体中央
会

国立研究開発法人　産業
技術総合研究所

株式会社橋本テクニカル
工業

（広島県） 石田鉄工株式会社

加賀屋産業株式会社 アースアテンド株式会社
一般社団法人　つくばグローバル・
イノベーション推進機構

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

株式会社ケミカル山本 株式会社三信商会

株式会社　神田製作所 アーティサン株式会社
スリーワンデザイン株式会
社

株式会社村山製作所
デジタルソリューション株式
会社

国際ゾーン

北村淳建設設計事務所 株式会社インターデコム
株式会社スワローインキュ
ベート

（福井県） （山口県） インドの企業・政府系機関

株式会社公電テクノ 株式会社研恒社 株式会社東京ネジ製作所 株式会社織工房風美舎 アグリライト研究所
タイの企業、貿易・投資事
務所等

株式会社サンモリッツアー
ツ

株式会社シャミオール 筑波ドロウイング有限会社 （山梨県）
株式会社ブラケアジェネ
ティクス

台湾・モンゴルの企業

株式会社システムツー・ワ
ン

株式会社信栄テクノ
三和ニードルベアリング株
式会社

株式会社エスワイ精機 株式会社ＮＳＡ研究所 欧州の企業・政府系機関

株式会社新興グランド社 株式会社真精工
株式会社HALデザイン研
究所

株式会社オーテックエレク
トロニクス

（徳島県）
独立行政法人 日本貿易
振興機構

スタッフナインハット㈱ 株式会社ゼネット 全国ゾーン 昭和産業株式会社 サン電子工業株式会社
北京市の企業・政府系機
関

西条護謨株式会社 多摩冶金工業株式会社 （北海道） （長野県）
公益財団法人徳島県物産
協会

異業種・団体ゾーン

　　　　


