
別紙

情報 株式会社チャレンジ 札幌施設管理株式会社 株式会社J・STORIA
株式会社エーケーダイカス
ト工業所

株式会社潤製作所
有限会社デルタテクノロ
ジー

株式会社アープ テクノベインズ株式会社
株式会社サンライズコーポ
レーション

有限会社品川製作所 ATテクマック株式会社
株式会社ジュンテクノサー
ビス

株式会社東金パッキング

アイティオール株式会社
株式会社デジタルアテンダ
ント

株式会社シーティーアイ 株式会社　シモヤマ
株式会社エスイーウェル
ディング

有限会社昌永工機 株式会社東京技術研究所

株式会社アオイシステム 東京システムズ株式会社
ジェイ・イー・イー株式会
社

(有)セットバック Energy Frog 城北紙器梱包株式会社 一般社団法人東京技術士会

株式会社アビット
一般社団法人東京都情報産
業協会

株式会社システムブレイン Tairaida 株式会社ＮＭＣ 株式会社松楽産業
（一社）東京工業団体連合
会

株式会社アンサム 株式会社東京藤田工業 有限会社正和製作所 株式会社タコー 株式会社エフイーシー 株式会社ショーワ精工 東京彫刻工業株式会社

イ―ネット株式会社 東邦電子株式会社 株式会社新和精機 土屋産業株式会社
株式会社エム・コーポレー
ション

白根電機産業株式会社 東京電線工業株式会社

インフィニテグラ株式会社 株式会社トリム 杉並区産業振興センター
株式会社ＤＭＳ-ＴＡＫＩＺ
ＡＷＡ

株式会社ＬＤＦ 白山工業株式会社
東京都異業種交流会
ONEDAY24

株式会社インフォラボ 西東京商工会 株式会社スタービジョン 東京ピラミッド エルテック株式会社 株式会社新栄スクリーン 東京都商工会連合会

株式会社インプリム 株式会社パーシテック スマートロジック株式会社 株式会社トキワ 株式会社大川製作所 株式会社シンク
東京都中小企業振興公社異
業種グループグローバル
TOKYO

Web活用経営株式会社 箱豊製函株式会社 スミリーフ株式会社 日本教育楽器株式会社 株式会社　大久保商会 株式会社新興技術研究所 東京都デザイン支援

株式会社エクセス 株式会社発明屋
スリーエスバッテリー株式
会社

日本軸受加工株式会社 株式会社オカモト 神港精機株式会社 株式会社東京歯車工業

株式会社エスアンドシー 株式会社ビーオーエス 合同会社空まめシステム 日本新聞インキ株式会社 株式会社小木製作所 伸和商工株式会社 株式会社東光通商

株式会社エスエーティ ヒット・パーク株式会社 大成技研株式会社 株式会社Biogenics Tokyo 株式会社小原工業 株式会社スーパーレール 東新プラスチック株式会社

株式会社エヌデーデー 株式会社ファイアフライ 株式会社太陽油化 パルク化学工業株式会社 株式会社オプテックス 株式会社スカイ 東洋研磨材工業株式会社

エフ・プラット株式会社
フィデル・テクノロジーズ
株式会社

（株）タナカコウ ベスパック株式会社 カードプラニング株式会社 杉山産業株式会社 株式会社東洋レーベル

株式会社MITECH
株式会社フォレストバー
ウッド

ティー・エス・ビー株式会
社

株式会社ヘルスサイエンス 撹拌カイゼン合同会社 有限会社　スズキ 東立電機株式会社

MCドリームス
フジクラソリューションズ
株式会社

公益財団法人　東京都環境
公社

MARUMI合同会社 梶原機械株式会社 スズキ機工株式会社
株式会社トーキンコーポ
レーション

株式会社エルグベンチャー
ズ

株式会社プリズム 東京都中小企業団体中央会 株式会社みまもーら
株式会社カノウプレシジョ
ン

鈴木TM株式会社 株式会社  トーコー

株式会社カオルデザイン 株式会社平成浪漫
トリプルエーマシン株式会
社

武蔵野商工会議所 株式会社上白石 ステラ株式会社 株式会社トムコ

株式会社カテナス 株式会社ホーユー 株式会社トレンディ 株式会社メルシー 川口商工会議所
一般社団法人すみだ六次化
支援ネット

有限会社豊岡製作所

カルチュレード株式会社
株式会社松村エンジニアリ
ング

株式会社日昇緑化研究所 株式会社ヤマト 株式会社川口電機製作所 スリーピース株式会社 TRIM株式会社

クラウズ・スパイス株式会
社

明京電機株式会社 猫のとびら合同会社
有限会社ユーアイエスジャ
パン

川越商工会議所 株式会社製作所穂積 トレンドサイン株式会社

株式会社クリエイティブラ
イン

明星大学
ピュアポリウレア工業研究
会 関東支部

リードエンジニアリング株
式会社

川崎電線株式会社 株式会社セイラ ナウ精工株式会社

クリテックジャパン株式会
社

株式会社メイテンス 有限会社啓 ㈱リバティークリエイト
有限会社カンノ・カンパ
ニー

セールスワン株式会社
（SalesOne, Inc.）

長尾工業株式会社

クリムゾンテクノロジー株
式会社

株式会社明友社
ファビュラスワークスエン
ターテインメント株式会社

株式会社ＲａｙＡｒｃ
株式会社クラフテックオカ
モト

公益社団法人世田谷工業振
興協会

有限会社 中澤製作所

株式会社Gloture 株式会社ユート
フィーブリケミカル株式会
社

ワイヤー株式会社 Creative Works 株式会社セライズ
ニッシンエレクトロ株式会
社

株式会社グローバルトレー
ドリソーセス

株式会社ランドマークス 双葉化学株式会社 機械・金属 クレバ株式会社 草加RINC 株式会社ニッチュー

株式会社ゲットイット 株式会社リズ 株式会社フナボリ 株式会社アートレイ 株式会社ケーイーシー 有限会社双明通信機製作所
国立研究開発法人日本原子
力研究開発機構

ケンユウテクノ株式会社 株式会社リブリッジ
株式会社ボロンインターナ
ショナル

アイキ工業株式会社
ケプナー・トリゴー・ジャ
パン

双和プラスチックス工業株
式会社

 株式会社　日本省力技術研
究所

株式会社五大システム 株式会社リモシス 町田市 ICOP I.T.G. 株式会社 元気な中小企業応援隊
第一ガスケット工業株式会
社

日本電磁測器株式会社

株式会社胡蝶 ロステーカ株式会社 まちだテクノパーク 株式会社アイザック 株式会社厚栄商会 株式会社ダイコク
株式会社日本熱電機製作所
／KICCプロジェクト

コトブキワークス株式会社 株式会社六本企画 望月印刷　株式会社
アイティーエムクリエイト
株式会社

公益財団法人　世田谷区産
業振興公社

株式会社ダイソー 株式会社日本フラックス

株式会社コネクト 株式会社ロバスト 有限会社木工房シン
アイ・フィット工業株式会
社

コーダ電子株式会社
株式会社ダイナテック　電
気製品安全検査研究所

日本メカニック株式会社

コムズ研 株式会社WorkDive 株式会社ヤングトラスト 株式会社アジャスト 株式会社コスモサウンド
株式会社ダイワハイテック
ス

株式会社ニューコン工業

株式会社さきラボ 和丘株式会社 株式会社ライフハーツ AVAIL Corporation 株式会社サイプラ 株式会社タカキ 柏都電機工業株式会社

株式会社サンコウ電子 環境 株式会社ラックス Ａｐｅｘ株式会社 株式会社サイモン 匠マーケティング 株式会社長谷川製作所

株式会社シーティーイー
株式会社アコースティッ
ク・アドバンス

株式会社YT＆H アムトランス株式会社 株式会社相模化学金属 株式会社武井製作所 株式会社ハタダ．

JNS株式会社 株式会社アテック 医療・福祉 アライ電子株式会社
相模共同受注グループ
Space246

株式会社竹内製作所
八王子商工会議所　次世代
工業研究会

株式会社Jリポート 株式会社アボード 有限会社アイシステム 株式会社アルプレート
公益財団法人相模原市産業
振興財団

株式会社武田トランク製作
所

株式会社八洋

株式会社ジェーピークリエ
イト

一般社団法人日本モルタル
アート協会

株式会社アイシム医療器 株式会社EME
相模原市トライアル発注認
定製品

株式会社田島製作所 一般社団法人発明学会

志幸技研工業株式会社
一般社団法人　エコステー
ジ協会

アイティーオー株式会社 飯田設計株式会社 株式会社崎山製作所 株式会社タブレイン バリュークリエイティブ

株式会社シスコム 株式会社ＮＡロット 株式会社アイ・メデックス 株式会社Eプラン サクラ電線工業株式会社 株式会社TAMURA パワードライヤー有限会社

首都大学東京リサーチコア
serBOTinQ

大阪電機工業株式会社
株式会社芦屋バティーズ東
京

異業種交流グループ足立イ
コー会

株式会社佐藤製作所 有限会社千葉精螺 飯能精密工業株式会社

株式会社人財ソリューショ
ン

大阪屋商事株式会社 株式会社インテック 池田自動機器株式会社 株式会社サワエ チューナー株式会社 株式会社Piezo Sonic

シンフォニア株式会社 株式会社大野技術研究所 株式会社ウイーズダム 株式会社市川電機 三英電気工業株式会社 司フエルト商事(株) 東日本電線工業協同組合

株式会社スタート・ノード 株式会社華集 株式会社エース・E&L
インターワイヤード株式会
社

三研工業株式会社 株式会社ツジマキ 日川電機株式会社

株式会社Spelldata かつしか異業種交流会 株式会社エストパートナー 株式会社インテグラル電子 有限会社三幸電機製作所 株式会社ティアンドティ 株式会社久松機工

スリーフィールズ株式会社 株式会社環境開発技研
株式会社エムアイストー
リー

株式会社ウシオ 有限会社三幸電機製作所
有限会社ティー・アイ・ア
ンド・アイ

株式会社土方電機

株式会社精美堂 株式会社クイック
オーニット販売東日本株式
会社

株式会社ウッドベル工業 株式会社サンレイ 株式会社ティムズ販売
株式会社 ビット・トレー
ド・ワン

セブンヒルズ株式会社 グラドコジャパン株式会社 株式会社Office MYC 株式会社ウッドボックス サンレイ 工機 株式会社 株式会社テクノブレイン 有限会社平栗

ソフトウエア技術株式会社
グローバル・エコロジー株
式会社

株式会社カンポマリノ 株式会社海野技研 三和工機株式会社 株式会社テクノメイト
株式会社平山ファインテク
ノ

体験シェアリング株式会社 株式会社ＫＯＹＯ 株式会社ゲノムクリニック 有限会社永進ゴム製作所 株式会社Sharing FACTORY 株式会社テクノロジック フォーテック株式会社

大星グループ 有限会社コスモポリタン 株式会社三機コンシス エイテック株式会社 有限会社芝三工業所 でざいん工房ゆたか 株式会社深田工業

株式会社田中印刷 株式会社小林 三和紙工株式会社 株式会社栄豊シッピング 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ 株式会社デジタルキューブ 富士精器株式会社

株式会社ダブルズ 株式会社ささき 株式会社ジーマップ企画 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 株式会社清水精機
デバイス販売テクノ株式会
社

有限会社不二パッキング製
作所

産業交流展2019　出展企業・団体一覧（令和元年9月17日現在）



富士プリント工業株式会社
中小企業世界発信プロジェ
クト推進事務局

生き方美心株式会社 千葉県産業振興課 （川崎市） 株式会社Liberaware

株式会社藤村工業
世界発信コンペティション
ゾーン

株式会社ヴェルフ
ちばの「食」産業連絡協議
会

有限会社イルフェジュール
スポーツ産業見本市
ゾーン

船橋商工会議所 株式会社アイエスゲート 株式会社壁紙革命 （山梨県） 株式会社オガサワラ
オリンピック・パラリン
ピック準備局

船橋商工会議所共同ビジネ
スマッチング事業推進室

株式会社インプリム 株式会社KITAMURA 金精軒製菓株式会社 おつけもの慶 kei その他

プラスチック異業種グルー
プ A.P.F.

株式会社　瑩 株式会社Surpass 株式会社Bull Ventures 株式会社スエヒロ Tcyss（東京都、警視庁）

株式会社プリント電子研究
所

オーロラ株式会社 FUNFAM株式会社 （茨城県） （千葉市）
中小企業世界発信プロジェ
クト推進協議会

古谷電機工業株式会社 株式会社エアロネクスト 株式会社ブロー 株式会社AS企画 株式会社サーマス

株式会社フロロコート
株式会社サイエンスインパ
クト

株式会社ビー・エム・シー （東京都） 有限会社シタァール

平成電機株式会社 360株式会社 公社総合展示ゾーン 遠忠食品株式会社 異業種・団体ゾーン

ベルボン株式会社 株式会社JobRainbow
公益財団法人東京都中小企
業振興公社

（埼玉県） アイグローバル株式会社

有限会社ポン菓子機販売 株式会社シンキー
首都圏テクノネットワーク
ゾーン

埼玉県酒造組合 アサヒリサーチ株式会社

マイクロテック・ラボラト
リー株式会社

新光電子株式会社
地方独立行政法人神奈川県
立産業技術総合研究所

有限会社　福祉ネットワー
クさくら

株式会社イガラシ

マイサイエンス株式会社 株式会社スタイル
埼玉県産業技術総合セン
ター

株式会社味輝
異業種交流会台東ビジネス
交流会

有限会社マグネティックス
クエア

株式会社ゼロイン 合同会社従来技術研究所 （静岡県） 株式会社ウオールナット

松尾木工所 株式会社テンクー 千葉県産業支援技術研究所 カネ松製茶株式会社 株式会社永光自動車工業

松戸商工会議所 日進工業株式会社
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

静岡県温室農業協同組合 株式会社エクセルシア

瑞穂ファントム工場（瑞穂
町商工会）

日本分析工業株式会社 つくば市 （愛知県） 株式会社NRプロモーション

株式会社ミューテック３５
ノイシュタットジャパン株
式会社

つくばテクノロジー株式会
社

澤田酒造株式会社 Eriy

美和電気株式会社 株式会社　リノーズ 株式会社東京測器研究所 太陽食品工業株式会社
公益財団法人神奈川産業振
興センター

株式会社村山電機製作所 株式会社RevComm
地方独立行政法人東京都立
産業技術研究センター

七福醸造株式会社 株式会社カワハラ技研

明興双葉株式会社 株式会社ロジクリエイト 都立皮革技術センター ヤマシン醸造株式会社 空間情報サービス株式会社

株式会社ものづくり学校
中央会ものづくり補
助金ゾーン

日東高圧株式会社 （三重県） GROWITH株式会社

株式会社モリセ精工
株式会社アイ・ティ・エン
ジニアリング

横浜市工業技術支援セン
ター

一般社団法人大山田農林業
公社

株式会社グロータック

ヤマキ電気株式会社
株式会社アイホールディン
グス

次世代ロボットゾーン 海童工房　魚寅 札幌施設管理株式会社

山元株式会社 有限会社内野製作所 株式会社菊池製作所
株式会社梶賀コーポレー
ション

株式会社三信商会

山城製作所 エイシーティ株式会社
株式会社キャロットシステ
ムズ

株式会社小杉食品 品川区

株式会社友玉園セラミック
ス

株式会社Any Design 株式会社グローバー
株式会社セーフティ・リ・
ファーム８８

株式会社　世広

ユーテクニック(有）
エバグリーンシステムズ株
式会社

株式会社サステクノ 八風農園雅 株式会社せひら

有限会社勇和工業
株式会社オンネット・シス
テムズ

サンリツオートメイション
株式会社

（兵庫県） 株式会社ソニック

ユニラムジャパン株式会社 株式会社木具定商店 株式会社システムクラフト あわじ島グルメトマト 株式会社タイガー

ユネックス合同会社 株式会社クロスワン 下町ロボット株式会社 （大阪府） 株式会社ダイヤサービス

ヨシザワ株式会社
株式会社計算力学研究セン
ター

テクノツール株式会社 株式会社天満大阪昆布 大有株式会社

株式会社依田工業所
株式会社　コスモ設計　東
京事業所

TechShare株式会社 株式会社原田食品 台東区異業種交流プラザ91

株式会社YONEDA 株式会社コスモネット
地方独立行政法人東京都立
産業技術研究センター

（香川県） 東京信用保証協会

合同会社　リ ー デ 株式会社セイコー
日菱インテリジェンス株式
会社

飯田農園
東京中小企業投資育成株式
会社

株式会社理工電気 多摩冶金工業株式会社 花岡車輛株式会社 株式会社　オキオリーブ
公益財団法人千葉県産業振
興センター

株式会社リンテック 株式会社デイテク
プロアクシアコンサルティ
ング株式会社

有限会社KOMATSU GARDEN
DESIGN

千葉市

株式会社ローザ特殊化粧料
東京都中小企業団体中央会
東京都地域事務局

株式会社メディカルスイッ
チ

株式会社鶴亀園 Dig-it works株式会社

テーマゾーン ナノダックス株式会社 ルーチェサーチ株式会社 （愛媛県） 東京商工会議所

（現場力向上）
株式会社ナラハラオートテ
クニカル

全国食品産業フェア
ゾーン

一般社団法人愛媛県観光物
産協会

東京都トライアル発注認定
制度

株式会社ＮＣネットワーク 株式会社日本ネオライズ （北海道） （熊本県） 株式会社日進技研

Ｚｉｏｎ株式会社
日本マルチメディア・イク
イップメント株式会社

一八興業水産株式会社
株式会社阿蘇自然の恵み総
本舗

株式会社ニッソク

株式会社シグマクレスト
合同会社パッチドコニック
ス

株式会社丸勝 肌美和株式会社 日本弁理士会関東会

株式会社ジャムハウス pamz.株式会社 （秋田県） 九州ベジパウダー株式会社 日本包装機械株式会社

東阪電子機器株式会社 合同会社微細加工研究所
秋田県産品ショップ＆ダイ
ニングあきた美彩館

熊本県産業振興協議会　健
康サービス産業部会

株式会社ハニック・ホワイ
トラボ

株式会社ナガセ 株式会社ブイセン （福島県）
株式会社農業法人明るい農
村天水

株式会社BAN-ZI

日本ブレイディ株式会社 株式会社プラセラム
株式会社ＡＢＥ　Ｆｒｕｉ
ｔ

（福岡県） 株式会社ビーガル

日本ソフト開発株式会社
株式会社フルハートジャパ
ン

株式会社カトウファーム 株式会社海千
株式会社ファンタスティッ
ク

一般社団法人ハウスキーピ
ング協会

株式会社プロモ （群馬県） 株式会社タケマン MAMORIO株式会社

株式会社ビザスク ペキュリア株式会社 株式会社森の香 農事組合法人福栄組合 株式会社miura-ori lab

株式会社フォトレックス 株式会社矢島製作所 （長野県） （佐賀県） 港区産業振興課

富士無線機材株式会社 菱和工業株式会社 株式会社荻原養蜂園 株式会社ローズテラス 株式会社モノテクノス

合資会社谷貝鐵工所
東京きらぼしフィナンシャ
ルグループゾーン

社会福祉法人サン・ビジョ
ンサンサンワイナリー

（宮崎県） 柳川建設株式会社

株式会社ユニフィニティー
株式会社東京きらぼしフィ
ナンシャルグループ

有限会社日成施工　（信州
ジビエパブリックリレー
ションズグループ

雲海酒造株式会社 夕張市

株式会社レイコム 株式会社AIVICK （千葉県） （沖縄県）
ヨギコミュニケーションズ
有限会社

東京ビジネスフロンティア 株式会社AZAYAKA JAPAN 有限会社アルガマリーナ 株式会社沖縄物産企業連合
吉山プラスチック工業株式
会社

産業交流展2019　出展企業・団体一覧（令和元年9月17日現在）


