
新価値創造展2016【出展者一覧・一般出展】

小間番号 出展テーマ 会社/団体名 所在地 主な業種 HP

M-001 ものづくり （有）ケイツー電子工業 大阪府 1.製造業 http://www.k2-denshi.com/

M-002 ものづくり （株）ベストサニックス 兵庫県 1.製造業 http://www.k4.dion.ne.jp/~b.sanix

M-003 ものづくり （株）IT働楽研究所 東京都
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.dorakuken.co.jp/

M-004 ものづくり （株）辻商店 京都府 2.卸売業 http://www.tsujitoku.net

M-005 ものづくり （株）ＭＯＬＥ’Ｓ ＡＣＴ 長野県 1.製造業 http://www.moles-act.co.jp

M-006 ものづくり （株）岐阜文芸社 岐阜県 1.製造業 http://www.bungeisya.co.jp/

M-007 ものづくり アサゴエ工業（株） 岡山県 1.製造業 http://www.asagoe-net.co.jp

M-008 ものづくり セイデンテクノ（株） 新潟県 1.製造業 http://www.seidentechno.co.jp

M-009 ものづくり （株）新東京エンジニアリング 東京都 1.製造業 http://www.ste-p.com

M-010 ものづくり ユーエスウラサキ（株） 岐阜県 1.製造業 http://usac.co.jp

M-011 ものづくり ヤマキ電器（株） 愛知県 1.製造業 http://ymkco.co,.jp

M-012 ものづくり （株）エナミ精機 京都府 1.製造業 http://www.enami.co.jp

M-013 ものづくり 林時計工業（株） 東京都 1.製造業 http://www.htkgp.co.jp

M-014 ものづくり DogNoseセンサ技研 東京都 1.製造業 http://dognosesens.web.fc2.com/

M-015 ものづくり アイテック（株） 岐阜県 1.製造業 http://www.aitech-inc.co.jp

M-016 ものづくり （株）ダイナテック 埼玉県 5.サービス業 http://wwww.j-dynatec.co.jp

M-017 ものづくり サカイ産業（株） 静岡県 1.製造業
http://www.sansaqua.com
http://www.sakai-grp.co.jp

M-018 ものづくり （株）アイテック・ツリタニ 岡山県 1.製造業 http://www.itec-tsuritani.co.jp

M-019 ものづくり （有）シブヤ 神奈川県 1.製造業 http://pla-shibuya.com

M-020 ものづくり （株）松岡カッター製作所 静岡県 1.製造業 http://matsuoka-cutter.jp

M-021 ものづくり アートアローズ 兵庫県 1.製造業 http://art-arrows.com/

M-022 ものづくり （株）オメガトロン 茨城県 1.製造業 http://www.omegatron.co.jp

M-023 ものづくり （株）汎建大阪製作所 兵庫県 1.製造業 http://www.hanken-ss.jp

M-024 ものづくり 山下電装（株） 東京都 1.製造業 http://www.yamashitadenso.co.jp/

M-025 ものづくり （有）大善硝子店 宮城県 6.その他 http://www.mille-le.jp/

M-026 ものづくり （有）エムエスイー 千葉県 1.製造業 http://www.m-s-e.co.jp

M-027 ものづくり （株）ハシバモールド 東京都 1.製造業 http://www.hashiba-shisaku.co.jp

M-028 ものづくり （株）大谷商会 新潟県 2.卸売業 http://www.otani-shokai.com/

M-029 ものづくり 妙中鉱業（株） 千葉県 1.製造業 http://www.taenakalostwax.jp/index.html

M-030 ものづくり （株）水野製作所 大阪府 1.製造業 http://www.mizuno-works.co.jp/index.htm

M-031 ものづくり （株）トーコー 東京都 2.卸売業 http://www.tohkohpro.com

M-032 ものづくり （株）マルセ 奈良県 6.その他 http://www.maruse.info/

M-033 ものづくり （株）美販 大阪府 1.製造業 http://bihan.jp/

M-034 ものづくり （株）太陽マーク 大阪府 1.製造業 http://www.ty-mark.com

M-035 ものづくり （株）井上製作所 栃木県 1.製造業 http://www.inoue-seisakusho.com
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M-036 ものづくり （株）石井表記 広島県 1.製造業 http://www.ishiihyoki.co.jp

M-037 ものづくり （株）朝日化成 福岡県 1.製造業 http://www.kk-asahi-kasei.co.jp/

M-038 ものづくり 協和工業（株） 東京都 1.製造業 http://www.bankin.co.jp

M-039 ものづくり （株）ラミーコーポレーション 大阪府 1.製造業 http://www.lami-corporation.co.jp

M-040 ものづくり （株）前田シェルサービス 愛知県 1.製造業 http://www.maedauni.co.jp

M-041 ものづくり 三鷹製版（株） 愛知県 1.製造業 http://www.mitaka-seihan.co.jp

M-042 ものづくり アンデックス（株） 広島県 6.その他 http://www.andex.co.jp/company.html

M-043 ものづくり （株）ファシオネ 北海道 6.その他 http://www.fusione.co.jp

M-044 ものづくり （株）唐沢製作所 埼玉県 1.製造業 http://www.karasawa.jp/

M-045 ものづくり 大塚産業マテリアル（株） 滋賀県 1.製造業 http://ohtsukasangyo.com/material/

M-046 ものづくり オーアイテック（株） 大阪府 1.製造業 http://www.oitech.co.jp/

M-047 ものづくり （株）エーディーディー 京都府
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.addev.co.jp/

M-048 ものづくり やまと興業（株） 静岡県 1.製造業 http://www.yamato-industrial.co.jp

M-049 ものづくり エム・ティ・ケー（株） 岐阜県 1.製造業 http://www.mtk-migaki.jp/

M-050 ものづくり 新中央工業（株） 広島県 1.製造業 http://www.shinchuo.co.jp

M-051 ものづくり （株）レーザーマーク 茨城県 1.製造業 http://lasermark.co.jp

M-052 ものづくり （株）成田 大阪府 1.製造業 http://www.kk-narita.co.jp

M-053 ものづくり （株）旭プレシジョン 京都府 1.製造業 http://www.akg.jp/puresijyon/

M-054 ものづくり アスカカンパニー（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.askacompany.co.jp/

M-055 ものづくり （株）弘和電材社 東京都 1.製造業 http://www.kowagroup.co.jp/

M-056 ものづくり 平野整機工業（株） 大阪府 1.製造業 http://www.hiranoseiki.co.jp

M-057 ものづくり フレックスエージェント（株） 東京都
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.flexagent.co.jp/

M-058 ものづくり （株）アフレアー 神奈川県 1.製造業 http://www.aflair.co.jp

M-059 ものづくり （株）サン・プロテック 愛知県 5.サービス業 http://www.purotec.co.jp

M-060 ものづくり （株）第一鉸製作所 神奈川県 1.製造業 http://www.daiichishibori.co..jp

M-061 ものづくり （株）ＡＤＳムラカミ 香川県 1.製造業 http://www.ads-murakami.co.jp

M-062 ものづくり （株）アクティ 東京都 1.製造業 http://acty.tv/

M-063 ものづくり （有）北辰工業所 富山県 1.製造業 http://hoxsin.com

M-064 ものづくり （株）大安製作所 三重県 1.製造業 http://www.daian-ss.co.jp/

M-065 ものづくり （有）創造デザイン 東京都
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://sozodg.com

M-066 ものづくり （株）アリーナ 福島県 1.製造業 http://www.arena-net.co.jp

M-067 ものづくり ユウアイ電子工業（株） 山梨県 1.製造業 http://www.ui-denshi.co.jp

M-068 ものづくり 大成技研（株） 東京都 1.製造業 http://www.taiseigiken.com

M-069 ものづくり 日進精機（株） 東京都 1.製造業 http://www.nissin-precision.com

M-070 ものづくり 魚岸精機工業（株） 富山県 1.製造業 http://www.uogishi.co.jp
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M-071 ものづくり （株）プラズマイオンアシスト 京都府 1.製造業 http://www.plasma-ion.co.jp

M-072 ものづくり （株）ダイアン・サービス 東京都 1.製造業 http://www.daian.co.jp/

M-073 ものづくり （株）アルミ表面技術研究所 茨城県 1.製造業 http://www.apajapan.org/AST

M-074 ものづくり 武生特殊鋼材（株） 福井県 1.製造業 http://www.e-tokko.com

M-075 ものづくり （株）ロボストラクト 神奈川県 1.製造業 http://robostruct.cojp

M-076 ものづくり （株）プラントテクノス 福井県 1.製造業 http://www.plant-technos.co.jp/

M-077 ものづくり （株）ティアンドエスラボラトリ 埼玉県 1.製造業 http://www.t-lab.co.jp

M-078 ものづくり （有）武藤設計 愛知県 1.製造業 http://www.mutoh-sekkei.jp/

M-079 ものづくり （株）大和化学工業所 和歌山県 1.製造業 http://daiwakagaku.net

M-080 ものづくり （株）豊岡販売 愛知県 1.製造業 http://www.toyooka-h.com

M-081 ものづくり （株）司電子 山梨県 1.製造業 http://www.tsukasa-e.com/

M-082 ものづくり （株）富士製作所 大阪府 1.製造業 http://www.fujiseisakusyo.com

M-083 ものづくり （株）飯野製作所 埼玉県 1.製造業 http://www.iinoseisakusho.co.jp

M-084 ものづくり （株）ブレーク 新潟県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.break.ac

M-085 ものづくり 髙木金属（株） 京都府 1.製造業 http://www.takagilabo.jp

M-086 ものづくり 栗田アルミ工業（株） 茨城県 1.製造業 http://www.kurita-al.co.jp/

M-087 ものづくり （株）クリエイティブ・コーティング 静岡県 1.製造業 http://creative-coating.co.jp

M-088 ものづくり 共栄ダイカスト（株） 大阪府 1.製造業 http://kyoeidc.com

M-089 ものづくり （株）中尾製作所 三重県 1.製造業 http://www.nakaoss.com

M-090 ものづくり 浪速鉄工（株） 大阪府 1.製造業 http://www.naniwa-iron.com

M-091 ものづくり （株）岡野製作所 大阪府 1.製造業 http://www.Lkip-os.co.jp

M-092 ものづくり ファンテック（株） 栃木県 1.製造業 http://www.sanwafan.co.jp

M-093 ものづくり ＣＳＳ（株） 愛知県 1.製造業 http://www.css-corp.jp

M-094 ものづくり （株）日本パルス技術研究所 群馬県 1.製造業 http://www.jpl.co.jp

M-095 ものづくり （株）トクシキ 千葉県 1.製造業 http://www.orizuru.co.jp

M-096 ものづくり ネクサスプレシジョン（株）    熊本県 1.製造業 http://www.nexusprecision.co.jp/

M-097 ものづくり （株）ノボリ 東京都 1.製造業 http://www.knobori.co.jp/

M-098 ものづくり （株）エムケーセラ 長野県 1.製造業 http://www.mk-cera.co.jp/

M-099 ものづくり （有）日幸     山梨県 1.製造業 http://nkkko1985.co.jp

M-100 ものづくり （株）オンネット・システムズ 千葉県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.onnet.ne.jp
http://www.onnet.co.jp

M-101 ものづくり （株）草新舎 宮城県 1.製造業 http://soushinsha.co.jp/

M-102 ものづくり 明石プラスチック工業（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.akapla.co.jp/

M-103 ものづくり （株）山田製作所 大阪府 1.製造業 http://y-decl.com/

M-104 ものづくり ウインセス（株） 香川県 1.製造業 http://www.wincess.co.jp

M-105 ものづくり 日本コーティング工業（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.nipponcoating.co.jp/
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M-106 ものづくり （株）タムラ 愛知県 1.製造業 http://www.tamura-corp.jp/

M-107 ものづくり ナガシマ工芸（株） 埼玉県 1.製造業 http://www.nagashimakougei.com

M-108 ものづくり （株）ミヤタ 長野県 1.製造業 http://www.miyata-np.co.jp

M-109 ものづくり 平井工業（株） 兵庫県 1.製造業 http://hiraken.com/

M-110 ものづくり HILLTOP（株） 京都府 1.製造業 http://hilltop21.co.jp/

M-111 ものづくり 美濃商事（株） 京都府 1.製造業 http://www.minoshoji.co.jp

M-112 ものづくり 松村鋼機（株） 神奈川県 1.製造業 http://matumura-kohki.co.jp/

M-113 ものづくり 浅井金型（株） 大阪府 1.製造業 http://www.a-mold.co.Jp

M-114 ものづくり （株）コマックス 静岡県 1.製造業 http://www.commax.co.jp

M-115 ものづくり （株）日興製作所 東京都 1.製造業 http://www.nikko-seisaku.co.jp/

M-116 ものづくり 日本メカニック（株） 東京都 1.製造業 http://www.nichimecha.jp

M-117 ものづくり ユビキタス・テクノロジーズ（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.ubiquitous-tech.com

M-118 ものづくり ケイ・エイチ工業（株） 大阪府 1.製造業 http://www.kh-co.jp/

M-119 ものづくり （株）富士通研製作所 東京都 1.製造業 http://www.fujitsuken.com

M-120 ものづくり ビジネスメンター（株） 東京都
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.bm-c.jp

M-121 ものづくり （株）井上模型製作所 大阪府 1.製造業 http://www.inouemokei.co.jp

M-122 ものづくり プラスコート（株） 京都府 1.製造業 http://www.plascoat.co.jp

M-123 ものづくり シバセ工業（株） 岡山県 1.製造業 http://www.shibase.co.jp

M-124 ものづくり 五明金箔工芸 京都府 1.製造業 http://gomei.ne.jp/

M-125 ものづくり （株）アマサキ 大阪府 6.その他 http://www.amasaki.com

M-126 ものづくり
枚岡合金工具（株）
（株）ネクストサイエンス

大阪府 1.製造業 http://www.digitaldolphins.jp/

M-127 ものづくり 大星グループ 埼玉県 6.その他 http://www.estrella.co.jp

M-128 ものづくり 大洋製器工業（株） 大阪府 2.卸売業 http://www.taiyoseiki.co.jp

M-129 ものづくり （株）セイロジャパン 埼玉県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.saeilo.co.jp/

M-130 ものづくり （株）光栄プロテック 大阪府 1.製造業 http://koeip.co.jp/

M-131 ものづくり （株）中野製作所 福島県 1.製造業 http://www.nakano-ss.com

M-132 ものづくり 興南設計（株） 岡山県 6.その他 http://www.konan-sekkei.co.jp/

M-133 ものづくり （株）山岸鍛工 群馬県 1.製造業 http://yamagishitankoh.jp/

M-134 ものづくり （株）空スペース 東京都 1.製造業 http://www.coo-space.com/

M-135 ものづくり 中村製作所（株） 長野県 1.製造業 http://www.nakamuramfg.co.jp

M-136 ものづくり （有）野田技研 大阪府 1.製造業 http://www.nodagiken.co.jp

M-137 ものづくり 相模通信工業（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.sagami-net.co.jp

M-138 ものづくり （株）ラヤマパック 東京都 1.製造業 http://www.rayama.co.jp/

M-139 ものづくり （株）ナンゴー 京都府 1.製造業 http://www.nango-kyoto.co.jp/

M-140 ものづくり （株）丸三電機 東京都 1.製造業 http://www.lex.co.jp

http://www.tamura-corp.jp/
http://www.nagashimakougei.com/
http://www.miyata-np.co.jp/
http://hiraken.com/
http://hilltop21.co.jp/
http://www.minoshoji.co.jp/
http://matumura-kohki.co.jp/
http://www.a-mold.co.jp/
http://www.commax.co.jp/
http://www.nikko-seisaku.co.jp/
http://www.nichimecha.jp/
http://www.ubiquitous-tech.com/
http://www.kh-co.jp/
http://www.fujitsuken.com/
http://www.bm-c.jp/
http://www.inouemokei.co.jp/
http://www.plascoat.co.jp/
http://www.shibase.co.jp/
http://gomei.ne.jp/
http://www.amasaki.com/
http://www.digitaldolphins.jp/
http://www.estrella.co.jp/
http://www.taiyoseiki.co.jp/
http://www.saeilo.co.jp/
http://koeip.co.jp/
http://www.nakano-ss.com/
http://www.konan-sekkei.co.jp/
http://yamagishitankoh.jp/
http://www.coo-space.com/
http://www.nakamuramfg.co.jp/
http://www.nodagiken.co.jp/
http://www.sagami-net.co.jp/
http://www.rayama.co.jp/
http://www.nango-kyoto.co.jp/
http://www.lex.co.jp/
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M-141 ものづくり （株）トラストシステム 神奈川県 1.製造業 http://trust-system.co.jp/

M-142 ものづくり （株）ヒューマンテック 東京都 1.製造業 http://humantech.jp

M-143 ものづくり （株）阪村エンジニアリング 京都府 1.製造業 http://sakamura-eng.co.jp

M-144 ものづくり 大同化成（株） 千葉県 1.製造業 http://daidokasei.co.jp/

M-145 ものづくり 山岡金属工業（株） 大阪府 1.製造業 http://www.silkroom.co.jp

M-146 ものづくり （株）フジコー 香川県 1.製造業 http://www.fujiko.jp

M-147 ものづくり （株）クライム・ワークス 東京都 1.製造業 http://www.climbworks.co.jp/

M-148 ものづくり ライフケア技研（株） 富山県 1.製造業 http://lifecare-giken.co.jp

M-149 ものづくり （有）ファームファクトリー 静岡県 1.製造業 http://www.farmf.com

M-150 ものづくり アルファテクノロジー（株） 東京都
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://alphatc.co.jp

M-151 ものづくり （株）フジヤマ 新潟県 1.製造業 http://www.fujiyama-corp.jp

M-152 ものづくり （株）五合 愛知県 1.製造業 http://www.gogoh.jp/

M-153 ものづくり （株）協和 群馬県 1.製造業 http://kyj.co.jp

M-154 ものづくり （株）ベルニクス 埼玉県 1.製造業 http://www.bellnix.co.jp/

M-155 ものづくり （株）トコウ 埼玉県 1.製造業 http://www.toko-toso.com

M-156 ものづくり （株）魁半導体 京都府 1.製造業 http://sakigakes.co.jp

M-157 ものづくり 産機テクノス（株） 東京都 1.製造業 http://www.sanki-technos.co.jp

M-158 ものづくり ＧＡＳＴＪＡＰＡＮ（株） 長野県 1.製造業 http://gast.jp

M-159 ものづくり （有）ステック 埼玉県 1.製造業 http://www.Tcat.ne.jp/~stzk/

M-160 ものづくり （株）くるま屋 東京都 1.製造業 http://jinrikishaseisaku.com

M-161 ものづくり （株）グラファイトデザイン 埼玉県 1.製造業 http://www.gd-inc.co.jp

M-162 ものづくり ピーエス（株） 東京都 1.製造業 http://www.ps-group.co.jp/

M-163 ものづくり 明星電気（株） 東京都 1.製造業 http://meiseidenki.co.jp/

M-164 ものづくり コムス（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.coms-corp.co.jp

M-165 ものづくり （株）長濱製作所 京都府 1.製造業 http://nagahama-f.com

M-166 ものづくり 倉敷レーザー（株） 岡山県 1.製造業 http://www.k-lasergroup.com/

M-167 ものづくり （株）アイテクノス 三重県 1.製造業 http://www.aitechnos.com

M-168 ものづくり （株）辻村 静岡県 1.製造業 http://www.tsujimuranet.co.j

M-169 ものづくり （株）ネクサスエアー 神奈川県 1.製造業 http://www.nexusair.co.jp

M-170 ものづくり 大阪バネ工業（株） 大阪府 1.製造業 http://www.osakabane.ecnet.jp

M-171 ものづくり 三陽保安産業（株） 長崎県 1.製造業 http://sanyo-hoan.com/company

R-001 ロボット （株）ダイナックス 東京都 1.製造業 http://www.dynax-corp.com/

R-002 ロボット 臼田総合研究所（株） 東京都 1.製造業 http://usudasouken.com

R-003 ロボット 創屋（株） 石川県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.souya.biz

R-004 ロボット （株）オプティコン 神奈川県 1.製造業 http://www.opticon.co.jp

http://trust-system.co.jp/
http://humantech.jp/
http://sakamura-eng.co.jp/
http://daidokasei.co.jp/
http://www.silkroom.co.jp/
http://www.fujiko.jp/
http://www.climbworks.co.jp/
http://lifecare-giken.co.jp/
http://www.farmf.com/
http://alphatc.co.jp/
http://www.fujiyama-corp.jp/
http://www.gogoh.jp/
http://kyj.co.jp/
http://www.bellnix.co.jp/
http://www.toko-toso.com/
http://sakigakes.co.jp/
http://www.sanki-technos.co.jp/
http://gast.jp/
http://www.tcat.ne.jp/~stzk/
http://jinrikishaseisaku.com/
http://www.gd-inc.co.jp/
http://www.ps-group.co.jp/
http://meiseidenki.co.jp/
http://www.coms-corp.co.jp/
http://nagahama-f.com/
http://www.k-lasergroup.com/
http://www.aitechnos.com/
http://www.tsujimuranet.co.j/
http://www.nexusair.co.jp/
http://www.osakabane.ecnet.jp/
http://sanyo-hoan.com/company
http://www.dynax-corp.com/
http://usudasouken.com/
http://www.souya.biz/
http://www.opticon.co.jp/
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R-005 ロボット （株）アイキューブテクノロジ 愛知県 1.製造業 http://www.i-cube-tech.co.jp/

R-006 ロボット （株）ハマダ工商 愛知県 1.製造業 http://hamakou.co.jp

N-001
新素材・

新エネルギー
関西電子（株） 東京都 1.製造業 http://www.kansaidenshi.co.jp

N-002
新素材・

新エネルギー
（株）タカハラコーポレーション 愛知県 1.製造業 http://www.takahara-corp.jp/

N-003
新素材・

新エネルギー
パイオトレック（株） 京都府 1.製造業 http://www.piotrek-il.co.jp/

N-004
新素材・

新エネルギー
（株）ＳＯＰＩＣ 東京都 2.卸売業 http://www.373kz.com

N-005
新素材・

新エネルギー
ガウス（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.gauss.ne.jp/

N-006
新素材・

新エネルギー
マイクロ・ビークル・ラボ（株） 大阪府 1.製造業 http://www.mvl.co.jp/

N-007
新素材・

新エネルギー
（株）ダイセー 石川県 1.製造業 http://www.kdaise.co.jp/

N-008
新素材・

新エネルギー
（株）水田製作所 兵庫県 1.製造業 http://www.mizuta-inc.com/

N-009
新素材・

新エネルギー
（株）クリスタルプロセス 広島県 1.製造業 http://crystalprocess.co.jp/id/index.html

N-010
新素材・

新エネルギー
戸出化成（株） 富山県 1.製造業 http://h-tkc.co.jp/

N-011
新素材・

新エネルギー
（協組）ティー・デイー・アール 東京都 5.サービス業 http://koshipro.com/

N-012
新素材・

新エネルギー
（株）栗田製作所 京都府 1.製造業 http://pekuris.co.jp

N-013
新素材・

新エネルギー
（株）マイクロフェーズ 茨城県 1.製造業 http://www.microphase.jp

N-014
新素材・

新エネルギー
光映工芸（株） 京都府 1.製造業 http://www.wada-mitsumasa.com

N-015
新素材・

新エネルギー
アズサイエンス（株） 長野県 2.卸売業 http://azscience.jp/

N-016
新素材・

新エネルギー
共立エレックス（株） 佐賀県 1.製造業 http://www.kyoritsu-po.co.jp

N-017
新素材・

新エネルギー
（株）工房成瀬 秋田県 1.製造業 http://www.h3.dion.ne.jp/~kbns/

N-018
新素材・

新エネルギー
（株）飯島機械製作所 神奈川県 1.製造業 http://glovebox-imc.com

N-019
新素材・

新エネルギー
マツバラ金網（株） 大阪府 1.製造業 http://wire-mesh.co.jp

N-020
新素材・

新エネルギー
プライミクス（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.primix.jp

N-021
新素材・

新エネルギー
三和化成工業（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.sanwakasei.co.jp

N-022
新素材・

新エネルギー
カクシンＪＰ（株） 静岡県 1.製造業 http://www.kacxinjp.com/

N-023
新素材・

新エネルギー
コンフォートフォーム（株） 東京都 2.卸売業 http://www.i-icf.co.jp

N-024
新素材・

新エネルギー
発電機工房 大阪府 1.製造業 http://.www..eonet..ne.jp/~geneta

N-025
新素材・

新エネルギー
（株）エム・アイ・シー 神奈川県 6.その他 http://www.m-i-c.jp/

N-026
新素材・

新エネルギー
（株）イオックス 大阪府 1.製造業 http://iox.co.jp

N-027
新素材・

新エネルギー
（株）アヅマ 東京都 2.卸売業 http://www.azuma-web.co.jp

N-028
新素材・

新エネルギー
（株）シオン 岩手県 1.製造業 http://u-oil.jp/

N-029
新素材・

新エネルギー
（株）ＥＫＴ 神奈川県 5.サービス業 http://www.ekt.co.jp

N-030
新素材・

新エネルギー
グッドシール（株） 東京都 2.卸売業 http://www.goodseal101.com

N-031
新素材・

新エネルギー
イノベーションリサーチ（株） 東京都 5.サービス業 http://www.innovation-r.com

N-032
新素材・

新エネルギー
（株）ナガオシステム 神奈川県 1.製造業 http://www4.plala.or.jp/nagaosystem/

N-033
新素材・

新エネルギー
内外特殊エンジ（株） 京都府 1.製造業 http://www..naigai-special.co.jp

http://www.i-cube-tech.co.jp/
http://hamakou.co.jp/
http://www.kansaidenshi.co.jp/
http://www.takahara-corp.jp/
http://www.piotrek-il.co.jp/
http://www.373kz.com/
http://www.gauss.ne.jp/
http://www.mvl.co.jp/
http://www.kdaise.co.jp/
http://www.mizuta-inc.com/
http://crystalprocess.co.jp/id/index.html
http://h-tkc.co.jp/
http://koshipro.com/
http://pekuris.co.jp/
http://www.microphase.jp/
http://www.wada-mitsumasa.com/
http://azscience.jp/
http://www.kyoritsu-po.co.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~kbns/
http://glovebox-imc.com/
http://wire-mesh.co.jp/
http://www.primix.jp/
http://www.sanwakasei.co.jp/
http://www.kacxinjp.com/
http://www.i-icf.co.jp/
http://.www..eonet..ne.jp/~geneta
http://www.m-i-c.jp/
http://iox.co.jp/
http://www.azuma-web.co.jp/
http://u-oil.jp/
http://www.ekt.co.jp/
http://www.goodseal101.com/
http://www.innovation-r.com/
http://www4.plala.or.jp/nagaosystem/
http://www..naigai-special.co.jp/
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H-001
健康・医療・
予防・介護

（株）コスミックエムイー 埼玉県 1.製造業 http://www.cme.co.jp

H-002
健康・医療・
予防・介護

（株）タケチ 愛媛県 1.製造業 http://www.takechi.co.jp/

H-003
健康・医療・
予防・介護

（株）遊天セラミックス 佐賀県 1.製造業 http://youten-cera.com

H-004
健康・医療・
予防・介護

（株）Windy 福岡県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.e-wondy.co.jp

H-005
健康・医療・
予防・介護

（株）エスグロー 兵庫県 5.サービス業
http://s-grow.co.jp/
http://www.fairiel.jp/

H-006
健康・医療・
予防・介護

（株）横山商会 石川県 2.卸売業 http://www.yokoyama-gr.co.jp

H-007
健康・医療・
予防・介護

奈良精工（株） 奈良県 1.製造業 http://www.nara-seiko.co.jp

H-008
健康・医療・
予防・介護

（有）佐藤化成工業所 栃木県 1.製造業 http://sato-kasei.com/

H-009
健康・医療・
予防・介護

（株）疲労科学研究所 大阪府 6.その他 http://fatigue.co.jp

H-010
健康・医療・
予防・介護

ニッキトライシステム（株） 長野県 1.製造業 http://nicki.co.jp

H-011
健康・医療・
予防・介護

龍宮（株） 福岡県 1.製造業 http://www.pasima.com

H-012
健康・医療・
予防・介護

（株）森山鉄工 石川県 1.製造業 http://www.moriyamatekkou.co.jp

H-013
健康・医療・
予防・介護

（株）オフィス・ラボ 愛媛県 2.卸売業 http://www.officelabo.co.jp

H-014
健康・医療・
予防・介護

（株）盛光 静岡県 2.卸売業 http://www.kothala.net

H-015
健康・医療・
予防・介護

泰榮エンジニアリング（株） 東京都 5.サービス業 http://www.taiei-eng.co.jp

H-016
健康・医療・
予防・介護

セパレーターシステム工業（株） 奈良県 1.製造業 http://www.s-s-k.co.jp

H-017
健康・医療・
予防・介護

（株）ブラスト 神奈川県 1.製造業 http://www.blst.co.jp

H-018
健康・医療・
予防・介護

（株）ゆほびか 北海道 5.サービス業 http://www.yuhobica.jp

H-019
健康・医療・
予防・介護

（同）ロイス・ライン 福岡県 2.卸売業 http://www.royce-line.com/

H-020
健康・医療・
予防・介護

（株）ケイロン・ジャパン 東京都 6.その他 http://www.cheiron.co.jp

H-021
健康・医療・
予防・介護

桐生電子開発（同） 群馬県 1.製造業 http://www.krydk.co.jp

H-022
健康・医療・
予防・介護

（株）ウエキコーポレーション 東京都 6.その他 http://www.ueki.co.jp

H-023
健康・医療・
予防・介護

（株）ノームラトレーディング 愛知県 1.製造業 http://www.danisaru.co.jp

H-024
健康・医療・
予防・介護

（株）BMZ 群馬県 1.製造業 http://bmz.jp

H-025
健康・医療・
予防・介護

（株）カネマス 埼玉県 1.製造業 http://www.kanemas.co.jp

H-026
健康・医療・
予防・介護

ドリーム・トラスト（株） 宮城県 3.小売業 http://www.d-rust.jp/

H-027
健康・医療・
予防・介護

アクトインテリア（株） 広島県 1.製造業 http://www.act-interior.co.jp/

H-028
健康・医療・
予防・介護

（有）金野縫製 埼玉県 1.製造業 http://konnnohousei.com

H-029
健康・医療・
予防・介護

CO2システムズ（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.炭酸泉.com/

H-030
健康・医療・
予防・介護

（株）ナナミ 静岡県 1.製造業 http://canproducts.jp

A-001
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
（株）BIOMIO 熊本県 2.卸売業 http://www.biomio.jp

A-002
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
Rayson（株） 京都府 1.製造業

A-003
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
ウォーターナビ（株） 大阪府 1.製造業 http://www.waternavi.co.jp/

A-004
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
三秀工業（株）  千葉県 1.製造業 http://www.3shu.co.jp

A-005
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
ファームランド（株） 群馬県 1.製造業 http://www.farmdo.com/

http://www.cme.co.jp/
http://www.takechi.co.jp/
http://youten-cera.com/
http://www.e-wondy.co.jp/
http://s-grow.co.jp/
http://s-grow.co.jp/
http://www.yokoyama-gr.co.jp/
http://www.nara-seiko.co.jp/
http://sato-kasei.com/
http://fatigue.co.jp/
http://nicki.co.jp/
http://www.pasima.com/
http://www.moriyamatekkou.co.jp/
http://www.officelabo.co.jp/
http://www.kothala.net/
http://www.taiei-eng.co.jp/
http://www.s-s-k.co.jp/
http://www.blst.co.jp/
http://www.yuhobica.jp/
http://www.royce-line.com/
http://www.cheiron.co.jp/
http://www.krydk.co.jp/
http://www.ueki.co.jp/
http://www.danisaru.co.jp/
http://bmz.jp/
http://www.kanemas.co.jp/
http://www.d-rust.jp/
http://www.act-interior.co.jp/
http://konnnohousei.com/
http://www.炭酸泉.com/
http://canproducts.jp/
http://www.biomio.jp/
http://www.waternavi.co.jp/
http://www.3shu.co.jp/
http://www.farmdo.com/
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A-006
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
（株）悠心 新潟県 1.製造業 http://www.dangan-v.com

A-007
農業・水産事業の変革と

食品製造の自動化
（株）メイプルバイオラボラトリーズ 千葉県 5.サービス業 http://inquiry@maple-biolab.com

S-001
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
エコエナジー（株） 東京都 5.サービス業 http://www.eco-energy.co.jp

S-002
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
東洋エンジニア（株） 滋賀県 1.製造業 http://www.toyo-engineer.com

S-003
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）エコシステム 石川県 6.その他 http://eco-system.ne.jp/

S-004
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）スーパーレール 神奈川県 1.製造業 http://www.sp-r.jp

S-005
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）OA.システムシャープ 香川県

4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.oasharp.co.jp

S-006
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
環清技研エンジニアリング（株） 千葉県 1.製造業 http://kanseigiken.com/

S-007
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ビーリンク 兵庫県 5.サービス業 http://bl-group.co.jp

S-008
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
クールスマイル 大阪府 1.製造業 http://coolsmile.jp/

S-009
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（有）センターパーツ 長野県 1.製造業 http://centerparts.co.jp/

S-010
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）三興建創 大阪府 5.サービス業 http://sanko-kenso.co.jp

S-011
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）SMB 愛知県

4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.smb-inc.co.jp

S-012
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
光建設（株） 沖縄県 6.その他 http://www.okinawa-sofil.com

S-013
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）植杢 滋賀県 6.その他 http://www.uemoku.com

S-014
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ヨロズヤ 静岡県 1.製造業 http://www.yoroz.co.jp

S-015
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）サインクリエイト 静岡県 1.製造業 http://www..sign-create.jp

S-016
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
エコフューチャー（株） 大阪府 1.製造業 http://www.ecofuture.co.jp

S-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）閑雲 愛知県 1.製造業 http://www.smile.cci.or.jp/hp/kanun/

S-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
木村金属工業（株）  福井県 3.小売業 http://online.titankobo.co.jp/

S-019
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
エバグリーンシステムズ（株） 東京都 1.製造業 http://www.evergreen-sys.co.jp

S-020
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）エムアンドティー 大阪府 1.製造業 http://wwwjp-mt.com

S-021
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
冨澤物産（株） 東京都 1.製造業 http://www.adpower.jp

S-022
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）環境システムヤマノ 福島県 1.製造業 -

S-023
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（有）カルチエ 東京都 1.製造業 http://www2s.biglobe.ne.jp/~quartier/

S-024
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
アルボルデマンサナ（株）
新和建設工業（株）

東京都 1.製造業 http://www.dmcs.co.jp

S-025
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
クリップウェア（株） 宮崎県 2.卸売業 http://www.woman-link.net/maika

S-026
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ダイシンテクノス・
群馬県森林組合連合会JV

群馬県 1.製造業 http://www.daishin-tekunosu.co.jp

S-027
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
七王工業（株） 香川県 1.製造業 http://www.nanao-net.co.jp

S-028
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
エヌシーダイヤモンド（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.ncdiamond.co.jp/

S-029
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
マックテクニカルズシステムズ（株） 東京都 1.製造業 http://macts-masato@shirt.ocn..ne.jp

S-030
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
川並鉄工（株） 京都府 1.製造業 http://metal-spice.jp

S-031
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）モンキャラメル 大阪府

4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://wanpuppy.com

S-032
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）カスタネット 京都府 6.その他 http://www.castanet.co.jp

S-033
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ネクセル 福井県 1.製造業 http://nexcell.co.jp/

http://www.dangan-v.com/
http://inquiry@maple-biolab.com/
http://www.eco-energy.co.jp/
http://www.toyo-engineer.com/
http://eco-system.ne.jp/
http://www.sp-r.jp/
http://www.oasharp.co.jp/
http://kanseigiken.com/
http://bl-group.co.jp/
http://coolsmile.jp/
http://centerparts.co.jp/
http://sanko-kenso.co.jp/
http://www.smb-inc.co.jp/
http://www.okinawa-sofil.com/
http://www.uemoku.com/
http://www.yoroz.co.jp/
http://www..sign-create.jp/
http://www.ecofuture.co.jp/
http://www.smile.cci.or.jp/hp/kanun/
http://online.titankobo.co.jp/
http://www.evergreen-sys.co.jp/
http://wwwjp-mt.com/
http://www.adpower.jp/
http://www2s.biglobe.ne.jp/~quartier/
http://www.dmcs.co.jp/
http://www.woman-link.net/maika
http://www.daishin-tekunosu.co.jp/
http://www.nanao-net.co.jp/
http://www.ncdiamond.co.jp/
http://macts-masato@shirt.ocn..ne.jp/
http://metal-spice.jp/
http://wanpuppy.com/
http://www.castanet.co.jp/
http://nexcell.co.jp/
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S-034
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（有）ベストプラン北陸 石川県 1.製造業 http://e-bestplan.com

S-035
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
晃南印刷（株） 栃木県 1.製造業 http://www.ko-nan.co.jp

S-036
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
フジダン（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.fujidan.co.jp/

S-037
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）空調服 東京都 3.小売業 http://www.9229.co.jp

S-038
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（有）ジオテック 茨城県 5.サービス業 http://www.geotech.jp/

S-039
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）MODERATOR 東京都

4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.moderator.co.jp

S-040
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
ETE（株） 埼玉県 1.製造業 http://ete-eco.com/

S-041
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（有）浅原工業 静岡県 1.製造業 http://www.asahara-c.com

S-042
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
植田工業（株） 大阪府 1.製造業 http://www.uedaindustry.co.jp/

S-043
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）みどり工学研究所 北海道 1.製造業 http://www.midori-eng.com

S-044
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）あんじん 佐賀県 1.製造業 http://www.anjin-group.com/

S-045
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）神戸設計ルーム 兵庫県 6.その他 http://www.kobe-sekkei.co.jp/

S-046
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ケンテック 千葉県 1.製造業 http://www.kentec-pcs.jp/

S-047
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
kaiseiモータ（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.kaiseimotors.com

S-048
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）今井鉄工所 香川県 1.製造業 http://www.imaitekkosho.co.jp/

S-049
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）特殊衣料 北海道 1.製造業 http://www.tomoni.co.jp/

S-050
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
音羽電機工業（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.otowadenki.co.jp/

http://e-bestplan.com/
http://www.ko-nan.co.jp/
http://www.fujidan.co.jp/
http://www.9229.co.jp/
http://www.geotech.jp/
http://www.moderator.co.jp/
http://ete-eco.com/
http://www.asahara-c.com/
http://www.uedaindustry.co.jp/
http://www.midori-eng.com/
http://www.anjin-group.com/
http://www.kobe-sekkei.co.jp/
http://www.kentec-pcs.jp/
http://www.kaiseimotors.com/
http://www.imaitekkosho.co.jp/
http://www.tomoni.co.jp/
http://www.otowadenki.co.jp/
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P-001 ものづくり
（公財）21あおもり産業総合支援セン
ター

青森県 7.支援機関 http://www.21aomori.or.jp

P-001 ものづくり （株）ササキコーポレーション 青森県 1.製造業 http://www.sasaki-corp.co.jp/

P-001 ものづくり （株）アピール 青森県 1.製造業 http://www.appeal‐net.co.jp

P-001 ものづくり （株）共同電算センター 青森県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://hoc-cnet.jp/

P-001 ものづくり （株）コーア 青森県 1.製造業 http://www.ko-ametal.co.jp

P-001 ものづくり 青森環境開発（株） 青森県 6.その他 http://aokankyo.com

P-002 ものづくり 船橋商工会議所 千葉県 7.支援機関 http://www.e-funabashi.com/

P-002 ものづくり （株）Eプラン 千葉県 1.製造業 http://www.e-wash.jp/e-plan/

P-002 ものづくり （株）山本科学工具研究社 千葉県 1.製造業 http://www.ystl.jp

P-002 ものづくり （株）日本省力技術研究所 千葉県 1.製造業 http://www.dispenser.jp

P-002 ものづくり 協和工業（株） 千葉県 1.製造業 http://kyowa2.co.jp

P-002 ものづくり （株）総合印刷新報社 千葉県 1.製造業 http://www.shinposha.co.j;p

P-002 ものづくり カナガワファニチュア 千葉県 6.その他 http://www.kanagawa-furniture.co.jp

P-003 ものづくり 姫路市 兵庫県 7.支援機関 http://www.city.himeji.lg.jp/index.html

P-003 ものづくり （株）香寺ハーブ・ガーデン 兵庫県 1.製造業 http://www.koudera-herb.com/

P-003 ものづくり 河部精密工業（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.ksk-kawabe.co.jp

P-003 ものづくり （有）アトリエケー 兵庫県 1.製造業 http://agri-suit.com

P-003 ものづくり （有）播磨海洋牧場 兵庫県 1.製造業 http://www.harikai.com

P-004 ものづくり （特非）教育・雇用研究機構 福島県 7.支援機関 http://www.npo-aizu.com/index.html

P-004 ものづくり 齋栄織物（株） 福島県 1.製造業 http://saiei-orimono.com

P-004 ものづくり （株）エム・ティ・アイ 福島県 1.製造業 http://www.mti-mf.co.jp

P-004 ものづくり アイガモヅ  福島県 6.その他 http://iplab.u-aizu.ac.jp/

P-004 ものづくり 東和（株） 福島県 1.製造業 -

P-004 ものづくり （株）伸クリーン 福島県 1.製造業 http://kabushinclean@crocus.ocn.ne.jp

P-004 ものづくり （株）会津工場 福島県 1.製造業 http://kabuaizu.co.jp/

P-004 ものづくり 林精器製造（株） 福島県 1.製造業 http://www.hayashiseiki.co.jp

P-004 ものづくり 宇部樹脂加工（株） 山口県 1.製造業 http://www.ujk.co.jp

P-004 ものづくり トラスト企画（株） 福島県 5.サ-ビス業 -

P-005 尾道商工会議所・尾道市 広島県 7.支援機関 http://www.onomichi-cci.or.jp

P-005 -
NPO法人工房おのみち帆布/（または）
（有）彩工房

広島県 1.製造業 -

P-005 - 今岡製菓（株） 広島県 1.製造業 -

P-005 - まるか食品（株） 広島県 1.製造業 -

P-005 - （株）千代乃 広島県 2.卸売業 -

P-005 - （株）島ごころ 広島県 1.製造業 -

P-005 - （有）セカンドグリッド 広島県 1.製造業 -

http://www.21aomori.or.jp/
http://www.sasaki-corp.co.jp/
http://www.appeal‐net.co.jp/
http://hoc-cnet.jp/
http://www.ko-ametal.co.jp/
http://aokankyo.com/
http://www.e-funabashi.com/
http://www.e-wash.jp/e-plan/
http://www.ystl.jp/
http://www.dispenser.jp/
http://kyowa2.co.jp/
http://www.shinposha.co.j;p/
http://www.kanagawa-furniture.co.jp/
http://www.city.himeji.lg.jp/index.html
http://www.koudera-herb.com/
http://www.ksk-kawabe.co.jp/
http://agri-suit.com/
http://www.harikai.com/
http://www.npo-aizu.com/index.html
http://saiei-orimono.com/
http://www.mti-mf.co.jp/
http://iplab.u-aizu.ac.jp/
http://kabushinclean@crocus.ocn.ne.jp/
http://kabuaizu.co.jp/
http://www.hayashiseiki.co.jp/
http://www.ujk.co.jp/
http://www.onomichi-cci.or.jp/
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P-006 ものづくり 熊本市 熊本県 - http://www.city.kumamoto.jp/

P-006 ものづくり リボンガス（株） 熊本県 5.サ-ビス業 http://www.ribongasu.jp

P-006 ものづくり （株）オーケープランニング 熊本県 1.製造業 http://www.tablecombi.com

P-006 ものづくり 人吉アサノ電機（株） 熊本県 1.製造業 http://www.h-asano-e.jp/

P-006 ものづくり 天草池田電機（株） 熊本県 1.製造業 http://ikeda-aid.jp

P-007 ものづくり さぬき市商工会 香川県 7.支援機関 http://shokokai-kagawa.or.jp/sanukishi/

P-007 ものづくり （株）カワニシ 香川県 1.製造業 http://www.kawanishi-st.co.jp

P-007 ものづくり マルワ製袋（株） 香川県 1.製造業 http://www.maruwaseitai.jp/

P-007 ものづくり 伸興電線（株） 香川県 1.製造業 http://www.shinko-ew.co.jp 

P-008 ものづくり 福岡県工業技術センタークラブ 福岡県 7.支援機関
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/center_club/
club.htm

P-008 ものづくり （株）奥平 福岡県 2.卸売業 http://www.okukana.jp

P-008 ものづくり 東洋ステンレス研磨工業（株） 福岡県 1.製造業 http://www.toyo-kenma.co.jp

P-008 ものづくり UーTEC（ユーテック）（株） 福岡県 1.製造業 http://u-tec.info

P-008 ものづくり （株）東和コーポレーション 福岡県 1.製造業 http://www.towaco.co.jp/

P-009 ものづくり 金沢かがやきブランド情報発信チーム 石川県 7.支援機関 http://kanazawa-brand.jp/

P-009 ものづくり  （株）ニシムラジグ     石川県 1.製造業 http://www.nishimira-jig.jp/

P-010 ものづくり 韮崎市商工会 山梨県 7.支援機関
http://www.shokokai-
yamanashi.or.jp/~nirasaki/

P-010 ものづくり 昭和産業（株） 山梨県 1.製造業 http://www.syowa.com/

P-010 ものづくり （株）ササキ 山梨県 1.製造業 http://www.sasaki-harness.co.jp

P-010 ものづくり （株）フューチャーズクラフト 山梨県 1.製造業 http://www.fc-carbon.com

P-010 ものづくり （有）雨宮製作所 山梨県 1.製造業 http://amemiyass.me.land.to/

P-010 ものづくり （株）アイメックス 山梨県 1.製造業 http://www.imex-j.com/

P-011 ものづくり
（公財）北海道中小企業総合支援セン
ター

北海道 7.支援機関 http://www.hsc.or.jp

P-011 ものづくり 光源舎オートプロダクツ（株） 北海道 1.製造業 http://www.kogensha.net/

P-011 ものづくり 正和電工（株） 北海道 1.製造業 http://www.seiwa-denko.co.jp/

P-012 ものづくり （一社）旭川産業創造プラザ 北海道 7.支援機関 http://www.arc-net.or.jp/

P-012 ものづくり 旭川機械工業（株） 北海道 1.製造業 http://www.asahikawakikai.com

P-012 ものづくり （株）エフ・イー 北海道 1.製造業 http://www.fesystem.co.jp/

P-012 ものづくり ヒグマ乾燥機（株） 北海道 1.製造業
http://www13.plala.or.jp/higumakansouki/in
dex.html

P-012 ものづくり （株）ストラク・ラボ 北海道 5.サ-ビス業 http://www.struclab.com

P-012 ものづくり （株）コスモメカニクス  北海道   1.製造業 http://www.cosmo-mk.co.jp

P-012 ものづくり （有）杏和建具 北海道 1.製造業 http://kyowa-tategu.com/

P-012 ものづくり （株）MARVELOUS 北海道 1.製造業 -

P-012 ものづくり （株）稚内産業振興機構 北海道 1.製造業 http://www.wakkanai-shinko.co.jp/
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http://www.okukana.jp/
http://www.toyo-kenma.co.jp/
http://u-tec.info/
http://www.towaco.co.jp/
http://kanazawa-brand.jp/
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http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~nirasaki/
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http://www.arc-net.or.jp/
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http://www.fesystem.co.jp/
http://www13.plala.or.jp/higumakansouki/index.html
http://www13.plala.or.jp/higumakansouki/index.html
http://www.struclab.com/
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P-013 ものづくり （公財）室蘭テクノセンター 北海道 7.支援機関 http://www.murotech.or.jp/

P-013 ものづくり （株）アール・アンド・イー 北海道 5.サ-ビス業 http://www.rande.co.jp/

P-013 ものづくり （有）アルフ 北海道 1.製造業 http://alf-m.com/

P-013 ものづくり （株）キメラ 北海道 1.製造業 http://www.chimera.co.jp/

P-013 ものづくり （株）西野製作所 北海道 1.製造業 http://nishinoseisakusyo.ｊp

P-013 ものづくり （株）日本システムデザイン 北海道
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://jsysd.com/

P-013 ものづくり （株）三好製作所室蘭工場 東京都 1.製造業 http://www.miyoshi-ss.com

P-014 ものづくり 吉田商工会工業部会 新潟県 7.支援機関 http://www.yoshida.or.jp

P-014 ものづくり （有）イワセ 新潟県 1.製造業 http://iwase-monozukuri.com

P-014 ものづくり （有）ゴトウ熔接 新潟県 1.製造業 http://www.gotou-yousetsu.co.jp

P-014 ものづくり （有）荒木熔接工業所 新潟県 1.製造業 -

P-014 ものづくり セキサーマル（株） 新潟県 1.製造業 http://www.ash.ne.jp/~thermal/profile.html

P-014 ものづくり （株）カドクラ 新潟県 1.製造業 http://www.k-kadokura.com

P-015 ものづくり 門真市役所 大阪府 7.支援機関 http://www.city.kadoma.osaka.jp/

P-015 ものづくり 栄光技研（株） 大阪府 1.製造業 http://www.eiko-sp.co.jp

P-015 ものづくり SST設計開発センター（株） 大阪府 6.その他 http://sst-sk.co.jp

P-015 ものづくり （株）イーエーエスジャパン 大阪府 1.製造業 http://www.easj.co.jp

P-015 ものづくり （株）京伸 大阪府 1.製造業 http://www.f-kyo.-shin.co..jp

P-015 ものづくり （株）スタッフ 大阪府 1.製造業 http://www.rd-stuff.com

P-015 ものづくり （株）東穂 大阪府 1.製造業 http://toho-ext.co.jp

P-015 ものづくり （株）古谷鉄工所 大阪府 1.製造業 http://www.fiw.co.jp

P-015 ものづくり （株）リバイタライズ 大阪府 1.製造業 http://rev-rev.co.jp

P-015 ものづくり 大日運輸（株） 大阪府 5.サ-ビス業 http://ｗｗｗ.dun.co.jp

P-015 ものづくり 門真市ものづくり企業ネットワーク 大阪府 1.製造業
http://www.kadoma-
sc.hs.plala.or.jp/kadomanet/index.html

P-016 ものづくり
（公財）関西文化学術研究都市推進機
構

京都府 7.支援機関 http://www.kri-p.jp/

P-016 ものづくり （株）キャトルアイ・サイエンス 京都府
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.i4s.co.jp/

P-016 ものづくり 日産スチール工業（株） 京都府 1.製造業 http://nsk-kk.co.jp/re_site/

P-016 ものづくり （有）トリビオックスラボラトリーズ 京都府 1.製造業 http://eonet.ne.jp/~tribiox

P-016 ものづくり エースジャパン（株） 京都府 1.製造業 http://www.acejapan.biz/

P-016 ものづくり オーケーディー（株） 奈良県 1.製造業 http://www.okd-jp.com

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（公財）仙台市産業振興事業団 宮城県 7.支援機関 http://www.siip.city.sendai.jp/

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
アンデックス（株） 宮城県

4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.and-ex.co.jp/

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
産電工業（株） 宮城県 6.その他 http://www.sandenkogyo.co.jp

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）堀尾製作所 宮城県 1.製造業 http://www.horioss.co.jp

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）宮城化成 宮城県 1.製造業 http://www.miyagi-kasei.co.jp/
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http://alf-m.com/
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http://www.miyoshi-ss.com/
http://www.yoshida.or.jp/
http://iwase-monozukuri.com/
http://www.gotou-yousetsu.co.jp/
http://www.ash.ne.jp/~thermal/profile.html
http://www.k-kadokura.com/
http://www.city.kadoma.osaka.jp/
http://www.eiko-sp.co.jp/
http://sst-sk.co.jp/
http://www.easj.co.jp/
http://www.f-kyo.-shin.co..jp/
http://www.rd-stuff.com/
http://toho-ext.co.jp/
http://www.fiw.co.jp/
http://rev-rev.co.jp/
http://www.dun.co.jp/
http://www.kadoma-sc.hs.plala.or.jp/kadomanet/index.html
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http://eonet.ne.jp/~tribiox
http://www.acejapan.biz/
http://www.okd-jp.com/
http://www.siip.city.sendai.jp/
http://www.and-ex.co.jp/
http://www.sandenkogyo.co.jp/
http://www.horioss.co.jp/
http://www.miyagi-kasei.co.jp/
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P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）デザインココ 宮城県 1.製造業 http://dcoco.info

P-017
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）錦 東京都 1.製造業 http://www.brush-nic.co.jp

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（公財）やまぐち産業振興財団 山口県 7.支援機関 http://www.ymg-ssz.jp

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
キッコウ・ジャパン（株） 山口県 1.製造業 http://www.kikkouen.com/

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
ケイアンドアイ技術開発（有） 山口県 5.サ-ビス業 http://www9.plala.or.jp/kandi

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
ケイ・プロジェクト・ネットワーク 山口県 6.その他 -

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）シーエス 山口県 1.製造業 http://cs-peonia.com

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ジオパワーシステム 山口県 1.製造業 http://www.geo-power.co.jp

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
セキュラ（株） 山口県 2.卸売業 http://www.seqra.com

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）ひびき精機 山口県 1.製造業 http://www.hibikiseiki.com/

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（地独）山口県産業技術センター 山口県 5.サ-ビス業 http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（公財）山口・防府地域工芸・地場産業
振興センター

山口県 6.その他 http://www.dphofu.or.jp

P-018
環境・災害対応、

社会・地域課題解決
（株）野村工電社 山口県 6.その他 http://www.nomurakoudensha.co.jp

P-019
健康・医療・
予防・介護

（協組）企業情報センター 東京都 7.支援機関 http://www.kjc.ne.jp

P-019
健康・医療・
予防・介護

（株）サイトパスファインダー 東京都 1.製造業 http://www.cytopathfinder.com

P-019
健康・医療・
予防・介護

（株）エコ・ワークス 東京都 1.製造業 http://www.ecoworks-suisosui.com

P-020 ものづくり (国研)産業技術総合研究所 東京都 7.支援機関 http://www.aist.go.jp/

P-020 ものづくり （株）ジェイタス 大阪府 1.製造業 http://j-tas.jp//

P-020 ものづくり つくばテクノロジー（株） 茨城県 1.製造業 http://www.tsukubatech.co.jp

P-020 ものづくり サイトセンシング（株） 東京都
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://site-sensing.com

P-020 ものづくり （株）トリマティス 千葉県 1.製造業 http://www.trimatiz.com/jp/

P-020 ものづくり ユニバーサルロボット（株） 東京都
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.urobot.co.jp/

P-020 ものづくり （株）小松精機工作所 長野県 1.製造業 http://www.komatsuseiki.co.jp

P-020 ものづくり （株）アスペクト 東京都 1.製造業 http://aspect.jpn.com

P-020 ものづくり 大成プラス（株） 東京都 1.製造業 http://taiseiplas.lekumo.biz/

P-021 ものづくり 埼玉県中小企業団体中央会 埼玉県 7.支援機関 http://www.saikumi.or.jp/

P-021 ものづくり （株）SHIMADA 埼玉県 1.製造業 http://msinker..jp/simada/

P-021 ものづくり テクノプリント（株） 埼玉県 1.製造業 http://www.technoprint.co.jp

P-021 ものづくり サイデン化学（株） 東京都 1.製造業 http://saiden-chem.co.jp/index.html

P-021 ものづくり （株）東信製作所 埼玉県 1.製造業 http://toshin-caster.co.jp

P-021 ものづくり （有）川連製作所 埼玉県 1.製造業 http://www12.plala.or.jp/kawa-ltd/

P-021 ものづくり 兼松精鍍工業（有） 埼玉県 1.製造業 -

P-021 ものづくり ヒーハイスト精工（株） 埼玉県 1.製造業 http://www.hephaist.co.jp/

P-021 ものづくり OPI（株） 埼玉県 1.製造業 -

P-021 ものづくり Ｃllソフト開発（株） 埼玉県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://ciisoft.co.jp/
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http://www.seqra.com/
http://www.hibikiseiki.com/
http://www.iti-yamaguchi.or.jp/
http://www.dphofu.or.jp/
http://www.nomurakoudensha.co.jp/
http://www.kjc.ne.jp/
http://www.cytopathfinder.com/
http://www.ecoworks-suisosui.com/
http://www.aist.go.jp/
http://j-tas.jp/
http://www.tsukubatech.co.jp/
http://site-sensing.com/
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新価値創造展2016【出展者一覧・共同出展】

小間番号 出展テーマ 会社/団体名 所在地 主な業種 HP

P-021 ものづくり （株）ツカサ 埼玉県 1.製造業 http://www.tksltd.co.jp

P-021 ものづくり （株）薬物安全性試験センター 東京都 5.サ-ビス業 http://www.dstc.jp/

P-021 ものづくり （株）ワイ・エス・エム 埼玉県 1.製造業 http://www.k-ysm.co.jp

P-021 ものづくり
（株）志木サテライトオフィス・ビジネス
センター

埼玉県 5.サ-ビス業 http://telework.to/

P-021 ものづくり 江東電気（株） 東京都 1.製造業 http://www.koto-jp.com

P-021 ものづくり （株）長谷川製作所 埼玉県 1.製造業 http://www.e-hasegawa.cojp

P-021 ものづくり （有）光沢 埼玉県 1.製造業 http://www.kotaku.cojp

P-021 ものづくり （株）富士精工 埼玉県 1.製造業 http://http://www.fujiseikou.cojp/

P-021 ものづくり （株）G.W.JAPAN 埼玉県 1.製造業 http://gw-japan.co.jp/

P-021 ものづくり （株）ＳＨＵＴＥＣＨ 山形県 1.製造業 http://www.shutech.co.jp/

P-021 ものづくり 大成樹脂工業（株） 東京都 1.製造業 http://liver-u.net

P-022 ものづくり
中小企業庁経営支援部技術・経営革
新課

東京都 7.支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07
_sbir.htm

P-022 ものづくり （株）ダイヤ精機製作所 長野県 1.製造業 http://www.daiya.co.jp

P-022 ものづくり 愛知産業（株） 東京都 2.卸売業 http://www.aichi-sangyo.co.jp

P-022 ものづくり SUWA小型ロケットプジェクト 長野県 6.その他 -

P-022 ものづくり キングパーツ　（株） 広島県 1.製造業 http://www.kingparts.co.jp

P-022 ものづくり 富士測範（株） 東京都 1.製造業 http://fujisokuhan.co.jp

P-023 ものづくり 防衛装備庁装備政策課 東京都 7.支援機関

P-023 ものづくり 立川精密工業（株） 東京都 1.製造業 http://www.tachikawa-sk.co.jp

P-023 ものづくり （株）東京御咲（みさき） 東京都 1.製造業 http://tokyomisaki.com

P-023 ものづくり （株）仙北谷 神奈川県 1.製造業 http://www.senbokuya.co.jp/index.html

P-023 ものづくり ニダック精密（株） 福島県 1.製造業 http://www.nidakseimitsu.co.jp

P-023 ものづくり 大石電機工業（株） 東京都 1.製造業 http://www.ohishi-denki.co.jp

http://www.tksltd.co.jp/
http://www.dstc.jp/
http://www.k-ysm.co.jp/
http://telework.to/
http://www.koto-jp.com/
http://www.e-hasegawa.cojp/
http://www.kotaku.cojp/
http://http/www.fujiseikou.cojp/
http://gw-japan.co.jp/
http://www.shutech.co.jp/
http://liver-u.net/
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07_sbir.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07_sbir.htm
http://www.daiya.co.jp/
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
http://www.kingparts.co.jp/
http://fujisokuhan.co.jp/
http://www.tachikawa-sk.co.jp/
http://tokyomisaki.com/
http://www.senbokuya.co.jp/index.html
http://www.nidakseimitsu.co.jp/
http://www.ohishi-denki.co.jp/


新価値創造展2016【出展者一覧・インキュベーション】

小間番号 出展テーマ 会社/団体名 所在地 主な業種 HP

Q-001 ものづくり （株）アスタワン 静岡県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://asterone.co.jp 

Q-002 健康･予防･医療･介護 （株）アドバンジェン 千葉県 1.製造業 http://www.advangen.jp

Q-003 健康･予防･医療･介護 アドバンスト・ソフトマテリアルズ（株） 千葉県 1.製造業 http://www.asmi.jp/

Q-004 ロボット （株）アモーガイメージング 静岡県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.amoga.jp

Q-005 ものづくり （株）アロック 静岡県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://alloc.co.jp/

Q-006
環境・災害対応、社会・

地域課題解決
池田設計・企画 福岡県 5.サ-ビス業 http://www.ikeda-sekkei.com

Q-007 ものづくり （株）イナック 愛知県 1.製造業 http://www.kk-inac.com

Q-008 新素材・ 新エネルギー インテリジェント・サーフェス（株） 千葉県 1.製造業 http://intelligent-surfaces.co.jp/

Q-009 ものづくり （株）ウェッブアイ 東京都
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.webi.co.jp/

Q-010 新素材・ 新エネルギー エーアイシルク（株） 宮城県 1.製造業 http://www.ai-silk.com

Q-011 ものづくり オオクマ・ソリューション関西（株） 京都府 1.製造業 http://www.os-kansai.co.jp

Q-012 ものづくり （株）九州伝播 熊本県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://kyushu-denpa.com

Q-013
環境・災害対応、社会・

地域課題解決
（株）GBRY 大阪府 1.製造業 http://www.gbry.jp

Q-014 ものづくり シーエステック（株） 大阪府 1.製造業 http://cstec-jp.com

Q-015
環境・災害対応、社会・

地域課題解決
（株）JAPANSTAR 大阪府 1.製造業 http://japan-star.com/

Q-016
環境・災害対応、社会・

地域課題解決
（株）ZEROMOZJAPAN 熊本県 1.製造業 http://www.zeromozjapan.com

Q-019 ものづくり センスプロ（株） 大阪府 1.製造業 http://www.sense-pro.com/

Q-020 新素材・ 新エネルギー （株）DJK 千葉県 5.サ-ビス業 http://www.djklab.com/

Q-021
農林・水産事業の変革と

食品製造の自動化
デザイナーフーズ（株） 愛知県 5.サ-ビス業 http://www.designerfoods.net

Q-022 健康･予防･医療･介護 （有）デジタルメディア企画 長崎県
4.情報通信業・ソフ
トウェア業 http://www.n-digitalmedia.com

Q-023 新素材・ 新エネルギー （株）天久 大阪府 1.製造業 -

Q-024 新素材・ 新エネルギー （株）ＮＡＺＣＡ 東京都 1.製造業 http://www.nazca.cc

Q-025 健康･予防･医療･介護 （株）ファルマクリエ神戸 兵庫県 6.その他 http://www.pharmacrea.com

Q-026 健康･予防･医療･介護 メディカルフォトニクス（株） 北海道 1.製造業 http://www.med-photonics.com

Q-027 健康･予防･医療･介護 （株）ユニアル 東京都 1.製造業 http://www.unial.info/

http://asterone.co.jp/
http://www.advangen.jp/
http://www.asmi.jp/
http://www.amoga.jp/
http://alloc.co.jp/
http://www.ikeda-sekkei.com/
http://www.kk-inac.com/
http://intelligent-surfaces.co.jp/
http://www.webi.co.jp/
http://www.ai-silk.com/
http://www.os-kansai.co.jp/
http://kyushu-denpa.com/
http://www.gbry.jp/
http://cstec-jp.com/
http://japan-star.com/
http://www.zeromozjapan.com/
http://www.sense-pro.com/
http://www.djklab.com/
http://www.designerfoods.net/
http://www.n-digitalmedia.com/
http://www.nazca.cc/
http://www.pharmacrea.com/
http://www.med-photonics.com/
http://www.unial.info/


新価値創造展2016【出展者一覧・ジェグテック一般出展】

小間番号 出展テーマ 会社/団体名 所在地 主な業種 HP

J-001 センシング （株）テクノス　 東京都 1.製造業 http://www.technos.jp

J-002 センシング （株）ビー・アンド・プラス 埼玉県 1.製造業 http://www.b-plus-kk.jp/

J-003 新素材 （株）麗光 京都府 1.製造業 http://www.reiko.co.jp

J-004 新素材 アベル（株） 大阪府 1.製造業 http://www.abel-s.co.jp

J-005 新素材 ヱビナ電化工業（株） 東京都 1.製造業 https://www.ebinadk.com/

J-006 新素材 （株）ウイセラ 岐阜県 1.製造業 http://www.wicera.co.jp

J-007 センシング （株）イーアンドエム 栃木県 1.製造業 http://www.eminc.co.jp/

J-008 センシング （株）フィット・デザイン・システム 東京都 1.製造業 http://www.fit-design.com/

J-009 センシング （株）三次元メディア 滋賀県 1.製造業 http://www.3dmedia.co.jp/

Ｊ-010 センシング （株）デュース・テクノロジーズ 東京都 １.製造業 http://www.duse.co.jp/index.html

Ｊ-011 新素材 （株）大阪アサヒメタル工場 大阪府 1.製造業 http://www.asahimetal.co.jp/

Ｊ-012 新素材 （株）中山アモルファス 大阪府 １.製造業 http://www.nakayama-amorphous.co.jp/

Ｊ-013 新素材 ニシハラ理工（株） 東京都 1.製造業 http://www.nishihararikoh.co.jp

Ｊ-014 新素材 （株）アイ．エス．テイ 滋賀県 製造業 http://www.istcorp.jp/

Ｊ-015 新素材 ユアサシステム機器（株） 岡山県 1.製造業 http://www.yuasa-system.jp/

Ｊ-016 センシング バイスリープロジェクツ（株） 宮城県
4.情報通信
業･ｿﾌﾄｳｪｱ業

http://www.x3pro.co.jp/

Ｊ-017 新工法 輝創（株） 愛知県 1.製造業 http://kisoh-tech.com/

J-018 新工法 カワソーテクセル（株） 大阪府 1.製造業 http://www.kawaso-texcel.co.jp

J-019 新素材 （株）ケミカル 大阪府 ２卸売業 http://www.chemi-cal.co.jp/

J-020 新素材 （株）信光社 神奈川県 1.製造業 http://shinkosha.com/scube/index.html

J-021 新工法 （株）ワイエイシイダステック 埼玉県 1.製造業 http://yacdastech.co.jp/

J-022 新工法 深江化成（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.watson.co.jp/

J-023 新工法 （株）クニムネ 大阪府 1.製造業 http://www.kunimune.co.jp/

J-024 新工法 （株）エルグ 群馬県 1.製造業 http://ｗｗｗ.k-erg.co.jp/

J-025 新工法 中谷産業（株） 神奈川県 1.製造業 http://www.nakatanigroup.com/

Ｊ-026 新工法 （株）ワークス 福岡県 1.製造業 http://wks-co.com

Ｊ-027 新工法 （有）シバ金型 岐阜県 1.製造業 http://shibakanagata.web.fc2.com/

Ｊ-028 新工法 （株）アルファーテック 東京都 1.製造業 http://www.alphatech-yokohama.co.jp

Ｊ-029 新工法 （株）浅井鋳造所 愛知県 1.製造業 http://www.asaichuzo.com/

Ｊ-030 新工法 （有）豊岡製作所 東京都 1.製造業 http://toyooka.biz-sumida.com/

Ｊ-031 新工法 （株）ルミナスジャパン 新潟県 1.製造業 http://www.luminous.co.jp

Ｊ-032 新工法 神港精機（株） 兵庫県 1.製造業 http://www.shinko-seiki.com

http://www.technos.jp/
http://www.b-plus-kk.jp/
http://www.reiko.co.jp/
http://www.abel-s.co.jp/
https://www.ebinadk.com/
http://www.wicera.co.jp/
http://www.eminc.co.jp/
http://www.fit-design.com/
http://www.3dmedia.co.jp/
http://www.duse.co.jp/index.html
http://www.asahimetal.co.jp/
http://www.nakayama-amorphous.co.jp/
http://www.nishihararikoh.co.jp/
http://www.istcorp.jp/
http://www.yuasa-system.jp/
http://www.x3pro.co.jp/
http://kisoh-tech.com/
http://www.kawaso-texcel.co.jp/
http://www.chemi-cal.co.jp/
http://shinkosha.com/scube/index.html
http://yacdastech.co.jp/
http://www.watson.co.jp/
http://www.kunimune.co.jp/
http://www.k-erg.co.jp/
http://www.nakatanigroup.com/
http://wks-co.com/
http://shibakanagata.web.fc2.com/
http://www.alphatech-yokohama.co.jp/
http://www.asaichuzo.com/
http://toyooka.biz-sumida.com/
http://www.luminous.co.jp/
http://www.shinko-seiki.com/


新価値創造展2016【出展者一覧・海外出展】

小間番号 会社/団体名

F-101 劦井實業股份有限公司

F-102 穩鈦興業有限公司

F-103 成翌股份有限公司

F-104 尚余企業股份有限公司

F-105 侑能工業股份有限公司

F-106 宮周企業有限公司

F-107 台湾美琪電子工業株式会社

F-108 金利橡膠股份有限公司

F-109 亞聖企業社

F-110 大倉興業有限公司

F-111 勝方實業股份有限公司

F-112 智威富科技股份有限公司

F-113 町洋国際株式会社

F-114 TAITRA

F-201 HaYen Corporation

F-202 Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Corp

F-203 Le Group Manufacturing and Trading JSC

F-204 Vina Nha Trang Engineering JSC

F-205 TRI　CUONG　INDUSTRIAL (TCI)

F-206 Phan Vinh Seimitsu Company Limited

F-207 PTI Business School

F-208 FECON

F-209 TENZI

F-210 Tam Hop Group

F-211 Shengli Vietnam

F-212 Tam Phat

F-213 Bach Lien JSC

F-214 GIZA

F-215 FIA

台湾企業 Taiwan

ベトナム企業 Vietnam



新価値創造展2016【出展者一覧・支援機関】

小間番号 会社/団体名 所在地 HP

O-001 東京中小企業家同友会 東京都 http://www.tokyo.doyu.jp/?gclid=CLre_P7gx80CFVBvvAodBRYEOw

O-002 東京弁護士会中小企業法律支援センター 東京都
http://www.toben.or.jp/
http://cs-lawyer.tokyo/

O-003 日本パテントデータサービス（株） 東京都 http://www.jpds.co.jp

O-004 (一社)アジアビジネスマッチング支援協会 東京都 http://absa-jp.com

O-005 （公財）大阪産業振興機構 大阪府 http://www.mydome.jp/

O-006 (国研)科学技術振興機構 埼玉県 http://www.jst.go.jp/index.html

O-007 （公財）ふくい産業支援センター 福井県 http://www.fisc.jp

O-008 松本ヘルス・ラボ 長野県 https://m-health-lab.jp/

O-009 （公財）三菱UFJ技術育成財団 東京都 http://www.mutech.or.jp

O-010 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 茨城県 http://nanonet.mext.go.jp/

O-011 （公財）りそな中小企業振興財団 東京都 http://www.resona-fdn.or.jp/

O-012 東京中小企業投資育成株式会社 東京都 http://www.sbic.co.jp/

O-013 株式会社日本政策金融金庫 東京都 https://www.jfc.go.jp/

http://www.tokyo.doyu.jp/?gclid=CLre_P7gx80CFVBvvAodBRYEOw
http://www.toben.or.jp/
http://www.toben.or.jp/
http://www.jpds.co.jp/
http://absa-jp.com/
http://www.mydome.jp/
http://www.jst.go.jp/index.html
http://www.fisc.jp/
https://m-health-lab.jp/
http://www.mutech.or.jp/
http://nanonet.mext.go.jp/
http://www.resona-fdn.or.jp/
http://www.sbic.co.jp/
https://www.jfc.go.jp/


新価値創造展2016【出展者一覧・特別出展】

小間番号 会社/団体名 所在地

T-550 公益社団法人国土緑化推進機構 東京都

T-102 ABB株式会社 東京都

T-104 IVI（インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ) 東京都

T-201 SEQSENSE株式会社 神奈川県

T-501 アールティ株式会社 東京都

T-301 株式会社エーシーエム 神奈川県

T-603 エナジー・ソリューションズ株式会社 東京都

T-402 エネフォレスト株式会社 大分県

T-401 成蹊大学理工学部 東京都

T-302 セーレン株式会社 福井県

T-303 セルロースナノファイバーの最新技術、事例のパネル展示 -

T-203 ソフトバンク株式会社 東京都

- 第7回ロボット大賞　パネル展示 -

T-101 東京理科大学 東京都

T-503 日本遠隔制御株式会社 大阪府

T-602 ハイボット株式会社 東京都

T-601 ハウステンボス株式会社 長崎県

T-550 富士通株式会社 東京都

T-205 ユカイ工学株式会社 東京都

T-604 ルーチェサーチ株式会社 広島県

T-202 株式会社Doog 茨城県

T-204 株式会社MUJIN 東京都

T-403 株式会社RDS 埼玉県

T-502 株式会社セラク 東京都

T-103 株式会社ワイティーエル 神奈川県

T-504 日本産高級果実の超高品質世界展開技術開発プラットフォーム -




