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情報
帝人フロンティアセンシン
グ株式会社

株式会社プロトテック 株式会社アースブルー 旭フォークリフト株式会社 高和電氣工業株式會社 株式会社田村歯車工業

株式会社アープ
デジタルカプセル 株式会
社

株式会社環境開発技研 株式会社アイシム医療器 Asia Startup Office MONO 株式会社コーキ電子 司フエルト商事株式会社

アイティオール株式会社
（ナイセンクラウド）

デジタルファクトリー株式会
社

関東プラスチック工業協同
組合

アイティーオー 株式会社 株式会社アジャスト 株式会社コスモサウンド 筑波ドロウイング有限会社

株式会社アイパス 株式会社東京技術協会
一般社団法人技術知財経
営支援センター

医建エンジニアリング株式
会社

株式会社東電工舎
株式会社コスモ設計　東京
事業所

有限会社ティアーズコン
ピュータ

株式会社アオイシステム
公益社団法人東京グラ
フィックサービス工業会港

合同会社 ＱＲテクノロジー
株式会社インテリジェンス・
ワークス

株式会社アフィット さがし愛ネット,LLC. 株式会社ティアンドティ

株式会社芦屋バティーズ
東京

一般社団法人東京都情報
産業協会

株式会社グリーンスリーヴ
ス

ウイル企画株式会社 アベール技研株式会社 株式会社相模化学金属
有限会社ティー・アイ・アン
ド・アイ

有限会社アップドラフト
一般社団法人東京水の都
推進協議会

グローバル・エコロジー株
式会社

株式会社エース・E&L 有限会社天ヶ瀬工業
相模共同受注グループ
Spase246

株式会社　ティス

株式会社　アンサム
有限会社
TokyoNoticeBoard

株式会社KOYO
株式会社エムアイストー
リー

ARAJIN.Lab
公益財団法人相模原市産
業振興財団

株式会社ティムズ販売

イ―ネット株式会社 西東京商工会 有限会社コスモポリタン 株式会社エムエイティ 飯田設計株式会社
相模原市トライアル発注認
定製品

株式会社テクノブレイン

株式会社インフォラボ
株式会社日本システムブ
レーンズ

株式会社ささき
オーニット販売東日本株式
会社

イクタム合同会社 サクラ電線工業株式会社 株式会社テクノメイト

株式会社ヴィバーク
特定非営利活動法人日本
情報技術取引所

サンエービルドシステム株
式会社

屋上発電株式会社 池田自動機器株式会社 株式会社サテリット
TES-AMM JAPAN株式会
社

株式会社エスエーティ 箱豊製函株式会社 株式会社シーティーアイ 株式会社おさるの森 石川技研工業株式会社 株式会社佐藤製作所 鉄道車輛工業株式会社

株式会社エス・ジー 株式会社発明屋 株式会社シール堂印刷 かつしか異業種交流会 株式会社市川電機 株式会社サワエ
デバイス販売テクノ株式会
社

株式会社エヌエステック
株式会社バリューソフトウ
エア

株式会社新和精機
株式会社アイティエステー
ト

有限会社岩井精機製作所 有限会社三幸電機製作所
有限会社デルタテクノロ
ジー

株式会社エムツークリエイト 株式会社PIJIN 杉並区産業振興センター 株式会社インプリム イワブチ株式会社 株式会社サンレイ
株式会社東京エンジニアリ
ング

株式会社エルグベン
チャーズ

ビット・パーク株式会社 スミリーフ株式会社 株式会社キャトルプラン 株式会社ウシオ 三和工機株式会社 株式会社東京技術研究所

株式会社カク 株式会社ブイテック研究所 株式会社西都紙工 協同組合新食研 株式会社ウッドベル工業 株式会社Ｃ＆Ｖテクニクス
一般社団法人東京技術士
会

カクイ法律事務所
フィデル・テクノロジーズ株
式会社

有限会社セットバック 株式会社こどものかお 株式会社ウッドボックス 有限会社シートリム
（一社）東京工業団体連合
会

株式会社　ITS
株式会社フォレストバー
ウッド

有限会社創造社 小林メディカル 株式会社海野技研
株式会社Sharing
FACTORY

東京彫刻工業株式会社

カルチュレード株式会社
株式会社フラスコ１００ｃｃシ
ステムサービス

合同会社空まめシステム 株式会社三機コンシス 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 株式会社シグナス 東京電線工業株式会社

カングロ株式会社 株式会社プロビデント 有現会社鯛のたい 株式会社三洋
AAポータブルパワー株式
会社

品川区 東京都商工会連合会

株式会社　きもの人 プロフェクト株式会社 太洋テクニカ株式会社 三和紙工株式会社 永光電機株式会社 株式会社清水精機
東京都中小企業振興公社
交流グループグローバル

株式会社GOOODCREW 株式会社ヘルスサイエンス Tairaida 株式会社ジーマップ企画 エイテック株式会社 株式会社シモヤマ 株式会社東京歯車工業

雲紙舎合同会社 株式会社マイクロネット 株式会社タジマEV 株式会社シモヤマ
株式会社エーケーダイカス
ト工業所

有限会社秋栄製作所 株式会社東光通商

株式会社クリエイティブライ
ン

株式会社ミスターマーケ
ティング

株式会社田中印刷
株式会社中央歯科補綴研
究所

株式会社エース・E&L 城北紙器梱包株式会社 東商ゴム工業株式会社

株式会社Gloture 有限会社ミックシステムズ (株)タナカコウ 土屋産業株式会社 ATテクマック株式会社 白根電機産業株式会社 東新プラスチック株式会社

有限会社ケイデザイン ミハル通信株式会社 中央工芸企画株式会社 株式会社Diezon
株式会社エスイーウェル
ディング

新光舎 東洋研磨材工業株式会社

株式会社研恒社 株式会社ムーブメント テージー株式会社
株式会社ＤＭＳ-ＴＡＫＩＺＡ
ＷＡ

ＳＥＰ株式会社 伸和商工株式会社
株式会社トーキンコーポ
レーション

株式会社ゴーイング・ドット
コム

明京電機株式会社 東京工科大学 株式会社Dentaluxe 株式会社エナメディカル 株式会社新和精機 株式会社トーケン

株式会社コンベックスコー
ポレイション

明星大学
東京都地球温暖化防止活
動推進センター

東京ピラミッド 株式会社ＮＭＣ 株式会社スカイ 株式会社トーコー

株式会社サーランド・アイ
エヌイー

望月印刷株式会社
一般社団法人東京都中小
企業診断士協会

株式会社トキワ 株式会社エフ・イー・シー 杉山産業株式会社 株式会社トリム

株式会社さきラボ 株式会社モトヤ
東京都中小企業団体中央
会

株式会社トランスペース 株式会社Ｆ－Ｄｅｓｉｇｎ 鈴木TM株式会社 長尾工業株式会社

株式会社G-Smart ユタカ電気株式会社 東京都町田市
ハイブリッドシステム株式会
社

株式会社エム・コーポレー
ション

有限会社　ステック 有限会社中澤製作所

株式会社ジーニアスイン
ターナショナル

株式会社ユピア
トリプルエーマシン株式会
社

株式会社ヴィガード 株式会社大久保商会 スリーピース株式会社 株式会社ナガセ

JNS株式会社 合同会社ラーテルノス トレンドサイン株式会社 株式会社ファイアフライ 株式会社オカモト 株式会社製作所穂積
ニッシンエレクトロ株式会
社

株式会社Jリポート 株式会社ランドマークス 株式会社日昇緑化研究所 株式会社ファナティック 有限会社オクギ製作所 株式会社セイラ 株式会社ニットク

株式会社シエンアート 株式会社リブリッジ
ニッシン・ジャパン株式会
社

ＭＡＫＩスポーツ 株式会社小原工業
公益財団法人世田谷区産
業振興公社

日本ブレイディ株式会社

ジオメトリシステムズ株式会
社

株式会社レイコム
一般社団法人日本モルタ
ルアート協会

有限会社　松橋製作所 株式会社オプター
公益社団法人世田谷工業
振興協会

日本教育楽器株式会社

株式会社シグマクレスト ロステーカ株式会社 株式会社ネクセル
株式会社松村エンジニアリ
ング

有限会社海鴻社
株式会社世田谷電線製作
所

国立研究開発法人日本原
子力研究開発機構

株式会社シスコム
株式会社ワイズ・コーポ
レーション

株式会社バイオフェイス 丸光産業株式会社
株式会社カノウプレシジョ
ン

株式会社ゼニス計測シス
テム

日本軸受加工株式会社

祝然貿易株式会社 和丘株式会社
有限会社バイオフュー
チャー

武蔵野商工会議所　工業
部会

株式会社カルテックス
センチュリーイノヴェーショ
ン株式会社

株式会社日本テクノ

首都大学東京リサーチコア
serBOTinQ

環境 光テック 株式会社メルシー 川口商工会議所
有限会社双明通信機製作
所

株式会社バイオマシナリー

有限会社正和製作所 RKK JAPAN 株式会社 有限会社啓 山路製陶工房 有限会社岸本工業
双和プラスチックス工業株
式会社

橋永金属株式会社

株式会社人財ソリューショ
ン

アクアエコロジーライフ株
式会社

株式会社フナボリ
株式会社大和ビジネスサ
ポート

KICCプロジェクト　日本熱
電機製作所

株式会社ソニア 橋本理研工業株式会社

スリーフィールズ株式会社
株式会社アコースティック・
アドバンス

北埼ダンボール工業株式
会社

有限会社ユーアイエスジャ
パン

京西電機株式会社 株式会社大興製作所 株式会社バスライン

株式会社星光社 Upsolar Japan 株式会社
株式会社ボロンインターナ
ショナル

ユコー株式会社 株式会社共同製作所
有限会社大成塗装電機製
作所

八王子市　ものづくり企業
の技術・新商品

セールスワン株式会社
（SalesOne, Inc.）

株式会社アボード まちだテクノパーク 株式会社よろし化粧堂 旭光通商株式会社 株式会社大創
八王子商工会議所　次世
代工業研究会

ゼニット株式会社 株式会社ウイーズダム 有限会社ミクロコスモス
リードエンジニアリング株式
会社

株式会社QuickHelpJapan 株式会社タイネツ ハッソー株式会社

大星グループ 株式会社植杢 MIRAI-LABO株式会社 ワイヤー株式会社 グラドコジャパン株式会社 高千穂電気株式会社 Varinos株式会社

大成ネット株式会社 株式会社エアコンサービス
株式会社MEDIA-JACK研
究所

機械・金属 株式会社クレア 株式会社竹内製作所 有限会社ビークラフト

株式会社タイタンコミュニ
ケーションズ

株式会社エーシーダブリュ 株式会社ヤングトラスト 株式会社AG Techniks 株式会社クロスワン 株式会社竹川精密 株式会社Piezo Sonic

大輪印刷株式会社
一般社団法人エコステー
ジ協会

株式会社ユース アートビーム有限会社 ケイエルブイ株式会社
株式会社武田トランク製作
所

日川電機株式会社

ダイワテクニカル株式会社 株式会社NAロット ユーファースト株式会社 アイキ工業株式会社 株式会社ＫＥＩＣＨＩ
株式会社タッチパネル研
究所

合同会社微細加工研究所

株式会社タスキブ 株式会社大野技術研究所
株式会社リバティークリエイ
ト

株式会社アイザック 株式会社ケーイーシー 株式会社WTM 株式会社久松機工

株式会社チェリービー 有限会社落合ハーブ園 株式会社ルナサンド
株式会社アカツキプレシ
ジョン

圏央道青梅インターチェンジ
活用による産業効果研究会

株式会社タブレイン 株式会社土方電機

株式会社チャレンジ
一般社団法人化学物質管
理士協会

医療・福祉 株式会社秋山製作所 株式会社　厚栄商会 多摩岡産業株式会社
株式会社ビット・トレード・ワ
ン
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有限会社平栗
特許業務法人アテンダ国
際特許事務所

中央会
スリーワンデザイン株式会
社

杉浦味淋株式会社 モンゴルの企業 株式会社キロアルファ

株式会社平本製作所 株式会社エクセス
東京都中小企業団体中央
会

一般法人法つくばグローバ
ル・イノベーション推進機

中埜酒造株式会社 中国の企業・政府系機関 株式会社Comfort

フェイス株式会社 株式会社システムブレイン
旭産業株式会社 空調事
業部

株式会社つくばマルチメ
ディア

株式会社隆祥房
東京都政策企画局「東京
都誘致企業ブース」

合同会社３．１４

フォーテック株式会社 合資会社谷貝鐵工所 株式会社アヅマネジ 日東高圧株式会社 （大阪府） Autonomous ID 株式会社Ｓｕｐｅｒ　Ｄｕｐｅｒ

フジコントロールズ株式会
社

東京ビジネスフロンティア 株式会社アテック 全国ゾーン アドバンス株式会社 Imageous 株式会社ナノア

富士精器株式会社 エコムーバ―株式会社 Ａｐｅｘ株式会社 （北海道） 株式会社かわかみ Jsecurity 株式会社Bloom of beauty

有限会社不二パッキング
製作所

有限会社小原彫刻工業
アルボルデマンサナ株式
会社

北竜町 西尾茗香園 Magency ブローダービズ株式会社

富士プリント工業株式会社 株式会社川口電機製作所 株式会社AnchorZ 株式会社山下水産 （兵庫県） Nessa Hearing ライズ株式会社

株式会社藤村工業
有限会社カンノ・カンパ
ニー

株式会社インパクト 和寒町 株式会社伍魚福 Plugwise ラング株式会社

株式会社プライオリティ 株式会社共生エアテクノ
エナジーワイヤレス株式会
社

（岩手県） 有限会社こやま園 Populstay その他

プラスチック異業種グルー
プ A.P.F.

360株式会社 株式会社エル・アンド・エフ 岩手県産株式会社 株式会社マルト水産 REC Solar
中小企業世界発信プロ
ジェクト推進協議会

有限会社ベック 株式会社Seabird 株式会社アストエイト （宮城県） 有限会社ムッシュ 異業種・団体ゾーン
※本表の他に共同出展者
　 がおります。

ベルボン株式会社 株式会社新興技術研究所 技研精機株式会社 宮城ふるさとプラザ （鳥取県） 株式会社アイエスゲート

株式会社星製作所 株式会社セイコーウェーブ
サイエンスソリューションズ
株式会社

（茨城県） 株式会社地域商社とっとり あだち異業種連絡協議会

株式会社ホリテック ターナー色彩株式会社 坂田電機株式会社 株式会社AS企画 （香川県） 足立ブランド

株式会社マクロス 株式会社タイガー 産業開発機構株式会社 株式会社コルカリーノ 株式会社イヅツみそ 合同会社アダム医健

株式会社マコメ研究所 株式会社TBM 白山工業株式会社 つくばきくらげ販売 伊吹漁業協同組合
異業種交流会台東ビジネ
ス交流会

松尾木工所 Dasyn.com 第一資料印刷株式会社 （栃木県） 丸島醤油株式会社 石田鉄工株式会社

松下徽章株式会社 株式会社DREAM TOKYO 大東印刷工業株式会社 おこんにゃく茶屋 合同会社藻塩工房 株式会社AH Products

株式会社松田モデル 柏都電機工業株式会社 多摩冶金株式会社 ORGARS合同会社 株式会社レアスウィート 株式会社エーワンテクニカ

ミストラル 株式会社ファンクション テクノアルファ株式会社 榊屋株式会社 （愛媛県）
公益財団法人神奈川産業
振興センター

有限会社ミズノ
ベンチャーマテリアル株式
会社

TechnoMatrYx株式会社 株式会社シトロン
一般社団法人愛媛県観光
物産協会

株式会社コスモテック

瑞穂ファントム工場（瑞穂
町商工会）

株式会社山小電機製作所 東京通信機材株式会社 早川食品株式会社 （佐賀県） 株式会社三信商会

株式会社ミック 株式会社リノーズ
株式会社トキワメディア
サービス

株式会社ふ～でゅ～す 株式会社EverFood 株式会社ジャロック

株式会社三山精工 株式会社LINK PLANET
特許業務法人ウィルフォー
ト国際特許事務所

（群馬県）
合同会社田島柑橘園＆加
工所

株式会社シリウス

美和電気株式会社 世界発信コンペティション 株式会社日本メンブレン 株式会社北毛久呂保
農業生産法人グレイス
ファーム株式会社

株式会社セフト研究所

株式会社村山電機製作所 アイメックス株式会社 のぞみ株式会社
有限会社牧商事　うどん茶
屋水沢万葉亭

（長崎県）
台東区異業種交流プラザ
91

明興双葉株式会社 株式会社アサップシステム 株式会社ビーオーエス 株式会社大和屋 日本橋長崎館 多摩川クラフト有限会社

株式会社ものづくり学校 株式会社アタゴ Penta-C株式会社 （埼玉県） （熊本県）
公益財団法人千葉県産業
振興センター

株式会社モリコー 株式会社イノフィス 株式会社みどりの産業 株式会社光英科学研究所
一般社団法人熊本県物産
振興協会

株式会社寺田電機製作所

株式会社ヤマテック Ｈ２Ｌ株式会社
リードエンジニアリング株式
会社

埼玉県酒造組合 人吉温泉物産館　蔵元屋 東京商工会議所

大和電器株式会社 エーテンラボ株式会社 公社総合展示ゾーン （千葉県） （大分県） 東京信用保証協会

有限会社ユニゾン 押入れ産業株式会社
公益財団法人東京都中小
企業振興公社

kiyomidai cafe 大分乾物有限会社
東京都産業労働局雇用就
業部

ヨシザワ株式会社 株式会社カテラ 三広アステック株式会社  千葉県栄町産業課 有限会社デリカフーズ大塚 東京都デザイン支援

株式会社依田工業所
株式会社カミエンステクノロ
ジー

昭和機器計装株式会社 
ちばの「食」産業連絡協議
会

有限会社二反田醤油店中
津工場

東京都トライアル発注認定
制度

ライジングサンコーポレー
ション株式会社

株式会社川村インターナ
ショナル

泰興物産株式会社
富洋観光開発株式会社
見波亭

（宮崎県） 日本弁理士会関東支部

株式会社ラヤマパック 株式会社グリーン・シップ 株式会社ラヤマパック （東京都） かわさき屋株式会社 港区役所産業振興課

合同会社リーデ
株式会社クレスト

首都圏テクノネットワーク
ゾーン

株式会社佃宝 株式会社高千穂ムラたび MIRAI-LABO株式会社

株式会社リビングファーム 株式会社こころみ
地方独立行政法人東京都立
産業技術研究センター

東京都食品産業協議会 姫泉酒造合資会社
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

レック株式会社 コデン株式会社
株式会社アルファ・プロダ
クト

公益財団法人東京都島
しょ振興公社

（千葉市） 次世代ロボットゾーン

ロイアルエンジニアリング
株式会社

株式会社シンカ 株式会社EVTD研究所
フロマージュ・デュ・テロ
ワール

株式会社オランダ家
地方独立行政法人東京都立
産業技術研究センター

株式会社ローザ特殊化粧
料

精電舎電子工業株式会社 ineova株式会社 （山梨県） 有限会社シタァール RT.ワークス株式会社

株式会社ワイ・シイ・アイ 株式会社ソニック
地方独立行政法人神奈川
県立産業技術総合研究所

富士の国やまなし館
株式会社トライ・インターナ
ショナル

株式会社アキュレイトシス
テムズ

渡辺紙器工業株式会社 株式会社高桑製作所
カムイ・イノベーション株式
会社

（長野県） （横浜市） AssistMotion株式会社

テーマゾーン 株式会社ＴＢＭ クスノキ石灰株式会社 北信濃養蜂場
一般社団法人
YOKOHAMAGOODS001

株式会社キャロットシステム
ズ

（企業間連携） 株式会社トラべリエンス
埼玉県産業技術総合セン
ター

株式会社霧しな （川崎市）
サンリツオートメイション株
式会社

株式会社アーツエイハン
株式会社ナリシゲライフメッ
ド

千葉県産業支援技術研究
所

有限会社ふくろや 有限会社イルフェジュール テクノツール株式会社

株式会社アルナ
日本ビジュアルサイエンス
株式会社

都立皮革技術センター （岐阜県） 株式会社オガサワラ 日本ウイントン株式会社

株式会社カンポマリノ ノバルス株式会社 株式会社名取製作所 有限会社老田屋 株式会社川崎京香園 (株)府中技研

株式会社空スペース 株式会社ハッカズーク ハードロック工業株式会社 天領酒造株式会社 株式会社スエヒロ 株式会社プラネックス

株式会社テクノロジック パロニム株式会社
ヤマモトホールディングス
株式会社

米SweetS 有限会社田中屋
プロアクシアコンサルティン
グ株式会社

PLIMES株式会社 株式会社ビッツ 筑波ドロウイング有限会社 （静岡県） （相模原市） ルーチェサーチ株式会社

株式会社ヤマト 株式会社フーモア
横浜市工業技術支援セン
ター

ウェルエル株式会社
さがみはらアンテナショップ
さがみっくす

株式会社レイトロン

株式会社 YONEDA 株式会社POOL つくば市 株式会社高柳製茶 国際ゾーン スポーツ産業見本市

株式会社理工電気 ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社 株式会社三王 真富士屋食品株式会社 インドの企業・政府系機関
東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局

（海外販路開拓） ユカイ工学株式会社
国立研究開発法人産業技
術総合研究所

（愛知県）
タイの企業、貿易・投資事
務所等

東京きらぼしフィナンシャ
ルゾーン
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