
出展者一覧（10月13日現在）
＜ハイブリッド出展＞
情報 和丘 飯田設計 東金パッキング
アープ 環境 池田自動機器 東京技術士会
ＩＳＢマーケティング アイグロックス インターワイヤード 東京工業団体連合会
アイティオール アイディ・タナカ ウェーブスプリッタ・ジャパン 東京スリーブ
あかざわ工房 ABicom ウッドベル工業 東京都商工会連合会
アスマーク イルミカライツ 海野技研 東京彫刻工業
アドバンテック インターテック・サーティフィケーション 永光電機 東新プラスチック
アネット NAロット 永進ゴム製作所 東洋研磨材工業
アルメロウズ エンザイム 栄豊シッピング TOWA
アンサム 縁の木 エヴァアビエーション トネ製作所
イーガルド 大野技術研究所 エスイーウェルディング 富山
e-Janネットワークス カネパッケージ NMC トムコ
イーネット グローバル・エコロジー MkFF Japan 長尾工業
イナミツ印刷 KOYO MCドリームス 中里スプリング製作所
インディーロム コスモポリタン エルテック 習志野商工会議所
インフォラボ 佐武 オーティエス 二幸技研
vizo サンコウ電子 大川製作所 ニッシンエレクトロ
エーシーシステムズ ＪＥＭＳ 大久保商会 日本規格協会
ACW-DEEP システムブレイン 大浩 日本電子工業
エイコム 柴田科学 オカモト 日本電鍍工業
XPAND シライデザイン 梶原機械 日本フォーミング
エスエーティー 新和精機 カノウプレシジョン ニューシステムズテクノロジー
エスエスアイ・ラボ 杉並区産業振興センター 上板塑性 ネクシィーズ
エムツークリエイト スタンス カルテックス バーネット
上落合製作所 スミリーフ 川崎電線 ハイウィン
カルチュレード 空まめシステム 京西電機 柏都電機工業
GOOOD CREW 田邊ガステクノ クラフテックオカモト 橋永金属
クリテックジャパン 東京都中小企業団体中央会 ケーイーシー 八王子商工会議所
計算流体力学研究所 東鈴紙器 ケイ・オール BANTEC
コーピー 猫のとびら ケイ・ピー・ディ 東久留米市商工会 工業部会
ゴールデンバーグ ピコトン コーダ電子 樋口製作所
高電社 フォトレックス 高和電氣工業 久松機工
向陽デジタルワークス フナボリ コスモサウンド 平栗
コネクト 三倉工業 小林鋲螺 フィーサ
Zion みどりの産業 サーモグラフィティクス フィーブリケミカル
さきラボ ムライケミカルパック サイプラ 風流設計
三通テレコムサービス ユニフローズ 相模ゲージ製作所 フォーテック
GFS ライフハーツ 相模原市産業振興財団 フォレストテック
シーダースコミュニケーションズ リバティークリエイト 佐藤製作所 深田工業
Jリポート 医療・福祉 三幸電機製作所 富士精器
ジャムハウス アイシム医療器 三幸電機製作所 富士無線機材
人財ソリューション ixio シーフォース プライオリティ
スリーフィールズ エニーシステム ジェーピーシー フルハートジャパン
セールスアシスト KUTSU INSOLE シバサキ 堀硝子
創造デザイン ケアゲート 島崎熱処理 マキシム
SoVeC サーランド・アイエヌイー SHIMADA 丸鈴
ソリッド・ソリューションズ サクラテック 潤製作所 瑞穂ファントム工場
大星グループ 三機コンシス 松楽産業 ミューテック35
代田ファクトリー サンナイオートメーション 白山工業 村山電機製作所
ダイワテクニカル 三和紙工 新栄スクリーン Modec
ダブルズ 志幸技研工業 新興技術研究所 MORINOBU
チャレンジ システマックス 伸和商工 ヤマキ電器
ディーグル システムツー・ワン 新和精機 ＹＯＮＥＤＡ
DEHA SOLUTIONS SK8INSOLL スーパーレール リーデ
ナレッジクリエーションテクノロジー スパーク スカイ リカザイ
日本電波 土屋産業 スズキ 理工電気
日本ソフトウェアシステム デルタ電子 3D Printing Corporation RYOPON
ハートコア 日本教育楽器 製作所穂積 ワイ・シイ・アイ
発明屋 華コーポレーション Zen-Sai 感染症対策ゾーン
バリュークリエイティブ フィールジャパンwith K 草加RINC Ｍ２モビリティー
ピアレス marubun&Co. 速巧 尾池工業
光アルファクス メルシー ダイエイバレル 協同制作
フィグニー モノコトデザイン 匠マーケティング 響尤
フィフティーンミニッツ YAK-OH 武田トランク製作所 サンオキ
フォレストバーウッド ヤマト 田島製作所 ステップ・ワン
フタイテン ユーアイエスジャパン 多摩岡産業 スパテクノ
プロテックジャパン レノックス 玉川パイプ 日本エイサー
マイクロネット 機械・金属 多摩冶金 日本エフ・ディー・シー
未来技術研究所 アイキ工業 千葉製作所 Biogenics Tokyo
山小電機製作所 アイザック ツジマキ HULL
ユニバーサルコンピューター 青山精工 ティー・アイ・アンド・アイ ピュアリンクス
ランドマークス アカツキプレシジョン テクニカ マックス
リノーズ アジャスト テクノロジック 脱炭素ゾーン
リブリッジ ASTINA TESSHA woodinfo
ルグラン アテック デルタテクノロジー 大阪電機工業
ロステーカ アンドウカンパニー テレコム 空スペース



グラフ ウオールナット 東京都立産業技術研究センター
東京都環境公社 エイアイビューライフ 東京都立皮革技術センター
東京都食品産業フェア ニッソク つくば市
あしたば加工工場 ヒーリンクスジャパン つくばテクノロジー
岡直三郎商店 ワンダーフューチャーコーポレーション 日京テクノス
食品企画 日本弁理士会 関東会 ハドラスホールディング
セブンライツ 町田市 ビーエルテック
橘点心庵 TOKAI精工 Bell Energy
横井醸造工業 TRYL 横浜市工業技術支援センター
和の合 啓 ローツェライフサイエンス
あだち菜うどん学会 町田造花 公社総合展示ゾーン
玉川食品 港区 アジャスト
全国ゾーン 武蔵野商工会議所 工業部会 内野製作所
大阪府 品川製作所 オビツ製作所
サイバークラフト シモヤマ 庄司電気
畑ダイカスト工業 テンサー 石道鋼板
若林精機工業 モノリクス 東京都中小企業振興公社

香川県 ＹＳコーポレーション 富田染工芸
島産業 武蔵野エリア販路開拓事業

（武蔵野商工会議所、三鷹・小金井市商工会合同事業）
日章金属

ジョーソンドキュメンツ ビーエイチエヌ
バリオスター 川﨑製作所 PIJIN

くまもとクロスイノベーション協議会(熊本県
工業連合会内) 共進プロセス ブリジア

肌美和 クリアサウンズ 白川 レスティル
くまなんピーシーネット クレオメルクス 東京ビジネスフロンティア
電盛社 小桜 アイルミッション
ラクティブジャパン サンレイ 有我工業所

佐賀県 新光 エー・アンド・ディ
大慶 タカキ エイアールティ

富山県 竹内製作所 エクセス
石金精機 日高ネオン オーシャンプロジェクト
KEC 宝泉製作所 岐阜精器工業
ハナガタ マイクロシステム 江北ゴム製作所

長崎県 三山精工 三陽
滲透工業 武蔵野商工会議所 Ｃ－ｔ－ｉ
長崎軽金属 武蔵野コーポレーション J＆C流通コンサルティング
湯川王冠 ムラコシ精工 ファインコンポーネンツ事業部 ステップ・ワン

福岡県 山下産業 ツクモ工学
Braveridge 山城製作所 東阪電子機器

北海道 ヨシザワ 日本システム開発
飛栄建設 リードエンジニアリング ビットストロング
北海道医療福祉産業研究会 渡辺紙器工業 ベネテックス
理研興業 東京きらぼしフィナンシャルグループゾーン ホリテック

宮城県 東京きらぼしフィナンシャルグループ 志村精機製作所
I・D・F OUI 理工電気
プラスヴォイス ORENDA 世界発信コンペティションゾーン
ボア ダイアログ ABELON
三ッ引興業 テイラーワークス InstaChord
メイジ DXIA インテックス

山形県 マーク電子 運動会屋
MOLCURE 次世代ロボットゾーン オケピ
山形県産業技術振興機構 サンリツオートメイション オレンジアーチ

山梨県 システムクラフト kanata
山陽精工 下町ロボット ウオールナット
藤精機 ソリューションゲート 9課
フューチャ－ズクラフト テクノツール ZIKICO
ユウアイ電子工業 TechShare ジグザグ

異業種・団体ゾーン 寺岡精工 シグニティ
昭島市商工会 東京都立産業技術研究センター Singular Perturbations
NRWジャパン Doog シンク
世田谷区産業振興公社 日本ウイントン スプライン・ネットワーク
千葉市 日本ユニシス Sportip

イノビオット ハイメックス TypeBeeGroup
ダイヤサービス 花岡車輌 タイムデザイン
大有 プロアクシアコンサルティング タイムマシーン

BAN-ZI 法政大学 理工学部
医療福祉ロボティクス研究室

田中電気研究所
ＴＴＥＳ

裕星グループ メディカルスイッチ トラーナ
千葉市産業振興財団 ルーチェサーチ ニチボウ
中小企業世界発信プロジェクト推進協議会 LEBO ROBOTICS 日本医療機器開発機構
東京商工会議所 ⾸都圏テクノネットワークゾーン ファーフィールドサウンド
東京信用保証協会 明日櫻 プライム・ストラテジー
東京中小企業投資育成 アイピコ メニサイド
東京都産業労働局雇用就業部 EVTD研究所 LasTrust
東京都産業労働局商工部創業支援課 神奈川県立産業技術総合研究所 Tokyo Contents Business Award
東京都中小企業診断士協会 CommentScreen ※後日公開

東京都トライアル発注認定制度 埼玉県産業技術総合センター 経営革新優秀賞
インテックス 千葉県産業支援技術研究所 ※後日公開



＜オンライン限定出展＞
情報 医療・福祉 Drytech corportion

アイエージー アトラス日本 Netown Corp.
アイワエンタープライズ エクセルエンジニアリング Toii Games
あかり企画 共臨社 Soteria Biotech Co., Ltd.
アクトモーション 計算力学研究センター Velodash.Inc
ALPRO サンユーメディカル Lydsec Technology Co., Ltd.
イーディーピーアシスタント ゼニット SOV Dental co. & Ltd.
イナミツ印刷 Tairaida Reas Innovation
インテリジェンス・ワークス パラゴン ADVANCED BIOMEDICAL MATERIALS TAIWAN LTD.
インフィニテグラ ベスパック Anyong Fintech Co., Ltd.
インプリム 御蔵島村漁業集落 Black solution Nanotech Co., Ltd.
ウェルフィールド ＭｅｄＩｎｆｏ 3DRENS, INC.
エーアイプロダクション 機械・金属 BRIM Biotechnology, Inc. (BRIM) 
エムツークリエイト IDレーザー Airtree Inc.
河内屋 Vivasia S&C MiracleMobile Tech. Co. Ltd.
キンコー オービットブイユージャパン EZAI
Global Runway カードプラニング FUCO & Ryzo Co.,Ltd.
K-SOCKET カルコジェニック Ultra Orange White CO., LTD
今野印刷 ケディカ MyProGuide Inc.
三州社 光栄テクノシステム WritePath Pte. Ltd.
三進社 三共商事 Memorence AI
サン・メルクス シスラボ SHENLI INTERNATIONAL DESIGN CO., LTD.
シグマクレスト WTM Voiss Co., Ltd.
JNS ティムズ販売 ible Technology Inc.
George P.Johnson テストラム FlyingCrazyer
鈴鹿システックス 東京スクリーン・デジタル印刷協同組合 Data Yoo Application Co.,Ltd.
ストラテジット 新妻精機 Avalanche Computing Taiwan Inc.
セールスワン（SalesOne, Inc） ニケウィング Youuxi Digital Co., Ltd.
創土社 ニッシン mindtronicAI
ダーツ 日新技研 Nestech Corporation Ltd.
D4cアカデミー パル技研 Taiwan Cloud Environmental Technology CO., Ltd. (TCET)
テクノベインズ ＰＳＳ Kdan Mobile Software Ltd. 
デジタルブックプリント 富士電波工機 Crescendo Lab
テストラム 森産業 A.V. Mapping Co., LTD
Tokyo Properties ユーファースト Goomade Co., Ltd.
東京リテラシー ユニバーサルロボット DeepMentor Inc.
能登印刷 吉野機械製作所 RongFei Tech Company 
Passion 感染症対策ゾーン
hatte ケーアンドエス
バーチャレクス・コンサルティング 小松建設工事
バリューソフトウエア ローザ
ヒューテック 異業種・団体ゾーン
BEYOND LIMITS アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ
深志 イースクエア
フジサービス 異業種交流会台東ビジネス交流会
プランニングマーケット 神奈川産業振興センター
文洋社 世田谷工業振興協会
ベスト・プリンティング ティー・エム・アソシエイツ
まこと印刷 東京都障害者スポーツ協会
ミック 東京都アスリート・キャリアサポート事業
メディアサイト 東京都立産業技術大学院大学
Ｍａｕｖｅ ニイガタ
大和印刷 国際ゾーン
ヤマトヤ商会 Hugreen BV
Reality Analytics LoF International Co., Ltd
リモシス AcroViz Inc.
レイコム Winmate Inc.

環境 香港商移動摩卡有限公司
アオイ環境 V5 TECHNOLOGIES CO., LTD.
アクシア Grammy Health International Inc.
アセントイズム Profet AI
アムスエンジニアリング Turing Chain Ltd. 
エコステージ協会 Relax Int’l Co., Ltd.
冲セキ Leading Solutions INC.
加藤商事 Shen Mao Co., Ltd.
クロスハーツ YajanTech

さがみ化学物質管理 LIQUID COOLER GREENENERGY 
TECHNOLGYCO.,LTD

シンプル東京 Riotec Co., Ltd.
東京電源 Yi Guan Precision Co., Ltd.
東京プロダクツ ROBOTSMITH
トリプルエーマシン Maktar Inc.
まちだテクノパーク（多摩高度化事業協同組合） Ozer International Corp.
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