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新価値創造展2018　出展者一覧

■一般出展

　　【産業・技術】　生産技術、新素材、ＩｏＴ、ロボット 2p-6p

　　【健康・福祉】　健康、予防、医療、介護 6p-7p

　　【環境・社会】　環境、防災、社会・地域課題 7p-8p

■パブリック共同出展 9p-14p

■インキュベーション出展 15p

■支援機関出展 16p

■特別展示出展 17p

　　【産業・技術】　特別出展

　　【健康・福祉】　医工連携商談会

　　【健康・福祉】　特別出展

　　【環境・社会】　特別出展

■海外企業 18p-20p
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■新価値創造展2018　一般出展　【産業・技術】　生産技術、新素材、ＩｏＴ、ロボット

1 I-001 共同技研化学株式会社 埼玉県 分子勾配膜接着テープ、メークリンゲル 【産業・技術】 素材・材料 http://www.kgk-tape.co.jp

2 I-002 戸出化成株式会社 富山県 プラスチック射出成形品及び各種フィラーコンパウンド製品 【産業・技術】 素材・材料 http://h-tkc.co.jp/

3 I-003 ナミテイ株式会社 大阪府 異形線 【産業・技術】 素材・材料 http://www.namitei.co.jp/

4 I-004 ナノダックス株式会社 東京都 エコマル:プラスチック成形機用洗浄剤【射出・押出】 【産業・技術】 素材・材料 http://www.nanodax.jp/

5 I-005 ニッパ株式会社 大阪府 離型フィルム、耐熱離型フィルム、粘着テープ、易成形フィルム 【産業・技術】 素材・材料 http://nippa-co.com/

6 I-006 有限会社スイサク 大阪府 多孔質鋳鉄RASK 【産業・技術】 素材・材料 http://www.rask.co.jp

7 I-007 ミクロ吸盤応用研究所 神奈川県 きゅうばん君、バックライトシート。きゅうばんコロコロ。エコパウチ 【産業・技術】 素材・材料 http://www.mq-lab.com

8 I-008 有限会社翔輝 鹿児島県 ワンショットワン 【産業・技術】 素材・材料 http://www.one-shot-one.com

9 I-009 株式会社エム・アイ・シー 神奈川県 パシフィックビーム/モールド 【産業・技術】 素材・材料 http://www.m-i-c.jp/

10 I-010 秋山精鋼株式会社 東京都 ASK-8000 【産業・技術】 素材・材料 https://www.ask-akiyama.co.jp/

11 I-011 株式会社ナノカム 神奈川県 オウシロミニプラス 【産業・技術】 素材・材料 http://www.nanocame.jp/

12 I-012 株式会社日新化学研究所 大阪府 界面活性剤及び油剤等を用いた工程改善薬剤・機能性加工剤 【産業・技術】 素材・材料 http://www.nissin-kk.co.jp/

13 I-013 東海サーモ株式会社 岐阜県 ラミネート加工技術、整理加工技術 【産業・技術】 素材・材料 http://www.thermofix.co.jp/

14 I-014 北陸ケーティシーツール株式会社 石川県 精密鋳造品 【産業・技術】 素材・材料 http://www.hktc.co.jp/

15 I-015 大同化成株式会社 千葉県 合成樹脂製シート、マット 【産業・技術】 素材・材料 http://daidokasei.co.jp/

16 I-016 ヤマキ電器株式会社 愛知県 ファインセラミックス、石英、工業用ヒーター、プレス製品 【産業・技術】 素材・材料 http://www.ymkco.co.jp/

17 I-017 株式会社オプス 宮城県 アドバンスコート 【産業・技術】 素材・材料 http://www.opus-gr.com

18 I-018 ガウス株式会社 兵庫県 粉末射出成形法による錆びないハサミ 【産業・技術】 素材・材料 https://www.gauss.ne.jp/

19 I-019 株式会社日本抗菌総合研究所 奈良県 【国際特許出願済】水溶性水酸化カルシウム(除菌・抗菌・消臭) 【産業・技術】 素材・材料 http://www.hotapa.com/

20 I-020 株式会社右川ゴム製造所 埼玉県 スーパーセットフォーム 【産業・技術】 素材・材料 http://www.ukawa-rubber.co.jp

21 I-021 アクアシステム株式会社 群馬県 バクテリア・セルフチェッカー『mil-kin(⾒る菌)』 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
http://www.aqua-club.co.jp/

22 I-022 臼田総合研究所株式会社 東京都 世界最高48軸ロボットセンサーによるVR・ARシステム 【産業・技術】 情報・通信 http://usudasouken.com

23 I-023 株式会社小松精機工作所 長野県 三次元構造部品のマイクロ精度製造技術(金属MEMS) 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.komatsuseiki.co.jp

24 I-024 株式会社アリーナ 福島県 超高密度実装基板 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.arena-net.co.jp

25 I-025 ハヤシレピック株式会社 東京都 ペルチェ式電子クーラー、デジタル温度調節器 【産業・技術】 電気電子機器 https://www.h-repic.co.jp

26 I-026 長野テクトロン株式会社 長野県 プログラマブルキーボード 【産業・技術】 電気電子機器 http://nagateku.co.jp

27 I-027 三英電気工業株式会社 埼玉県 高周波同軸コネクタ 【産業・技術】 電気電子機器 https://sanei-connector.com/

28 I-028 株式会社ナガオシステム 神奈川県 小型3次元ボールミル(3次元リアクター)装置(PC制御対応) 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.nagaosystem.co.jp/

29 I-029 東特巻線株式会社 長野県 リッツ線 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.ngn.makisen-ttk.co.jp

30 I-030 株式会社メディアロジック 富山県 USBPowerDerivery対応のパワーhubとHDDケース 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.medialogic.co.jp

31 I-031 株式会社東京理工舎 埼玉県 サイリスタ式電力調整器:バリタップ　ウェーブ 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.tokyorikosha.co.jp

32 I-032 株式会社テクニカルサポート 静岡県 楽々プリント基板分割機　V-cutシリーズ 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.t-support.co.jp/

33 I-033 株式会社システム・プロダクツ 東京都 高周波・RF・電源などアナログ基板設計とノイズ対策基板設計 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.sys-pro.co.jp/

34 I-034 大場機工株式会社 静岡県 精密ステンレスパイプ・プラスチック光ファイバー加工・組立 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.ohbakiko.co.jp/

35 I-035 株式会社HSPテクノロジーズ 茨城県 高せん断成形加工技術による多様な新規ナノコンポジットの創製 【産業・技術】 素材・材料 http://www.hsp-technologies.co.jp/

36 株式会社キメラ 北海道 超精密機械加工部品・微細加工部品・成形品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.chimera.co.jp/

37 I-037 有限会社シンセテック 千葉県 クイック爪　APS油圧チャック　切粉カバー 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://synthe.jp/

38 I-038 株式会社タナック 岐阜県 ロボットアームカバー・医療用シミュレーター 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.k-tanac.co.jp

39 I-039 有限会社マジカルプレス 愛媛県 少部数での特殊印刷物の貼り合せ加工、およびその他特殊印刷 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.magical-press.co.jp

40 I-040 株式会社　弘和電材社 東京都 3D-CAD導入による、ハーネス設計から加工まで 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.kowagroup.co.jp

41 I-041 株式会社パパラボ 静岡県 ハンディ型2次元色彩計(PPLB-500) 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.papalab.co.jp

42 I-042 株式会社ワイ・エス・エム 埼玉県 FFLP(フレキシブル・フラット・ライト・パネル) 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.k-ysm.co.jp

43 I-043 新潟電子工業株式会社 新潟県 各種電源及び電源関連製品の企画/設計開発/製造の受託 【産業・技術】 電気電子機器 https://ne-n.co.jp/np/

44 I-044 日本制禦機器株式会社 大阪府 ISDN-NGN変換アダプタ『DWN-INS-100』 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.nihon-seigyo.co.jp
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45 I-045 フィーサ株式会社 東京都 静電気除去器(イオンブレード) 【産業・技術】 電気電子機器 https://www.fisa.co.jp/

46 I-046 株式会社MTI.Network 岐阜県 樹脂射出成形・発泡成形の成形トライアルサービス 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
https://mtin.co.jp

47 I-047 ユニオン合成株式会社 東京都 2色成形技術 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.union-gosei.co.jp

48 I-048 倉敷レーザー株式会社 岡山県 重ね溶接加圧成型 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.k-lasergroup.com/

49 I-049 株式会社ワカヤマ 福井県 次世代キズ修復塗装　クロスガード 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.wakayamapp.jp

50 I-050 大阪バネ工業株式会社 大阪府 自動車用バネ、産業機械用バネ、精密機械小物バネ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.osakabane.ecnet.jp

51 I-051 HILLTOP株式会社 京都府 日本庭園(難形状切削加工物) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.hilltop21.co.jp

52 I-052 SHコンサルティング株式会社 東京都 長距離無線Lora開発キット 【産業・技術】 電気電子機器 http://swhwc.com

53 I-053 株式会社IT働楽研究所 東京都 しゃべる名刺 【産業・技術】 情報・通信 http://www.dorakuken.co.jp/

54 I-054 株式会社アルテ 東京都 あらわれ 【産業・技術】 情報・通信 http://www.arte-inc.co.jp

55 I-055 株式会社エーディーディー 京都府 iVision 【産業・技術】 情報・通信 http://www.addev.co.jp/

56 I-056 株式会社サン・プロテック 愛知県 情報のマンガ化サービス 【産業・技術】 情報・通信 http://www.purotec.co.jp/

57 I-057 ヒロセ電子システム株式会社 東京都 多機能小型自動分析装置 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.hiroset.co.jp/

58 I-058 妙中鉱業株式会社 千葉県 ロストワックス精密鋳造品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.taenaka.co.jp/

59 I-059 有限会社雪山シボリ 静岡県 へらシボリ加工品&パイプスピニング加工品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理

https://www.ipros.jp/company/detail/

2051186/

60 I-060 株式会社シティプラスチック 広島県 ペットボトル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.city-plastic.co.jp/

61 I-061 村田ボーリング技研株式会社 静岡県 溶射加工品、セラミックレーザー彫刻ロール 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
https://www.murata-brg.co.jp/

62 I-062 Podea株式会社 埼玉県 Podea-01,Podea ZERO 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
https://www.podea.net/

63 I-063 株式会社セイコー 東京都 当社の工作機械で製造した精密金属加工製品。 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.seikoo.com/

64 I-064 株式会社ウイング 新潟県 業務システム作成支援ツール「MagicLogic」 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.weing.co.jp

65 I-065 株式会社E&T 栃木県 熱流体シミュレーションソフト『MUJO』 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://e-et-t.com

66 I-066 ファーエンドテクノロジー株式会社 島根県 プロジェクト管理ツール「Redmine」のクラウドサービス 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.farend.co.jp/

67 I-067 株式会社キャトックス 兵庫県 CATOXシリーズ 【産業・技術】 情報・通信 http://www.catox.co.jp/

68 I-068 新潟通信機株式会社 新潟県 ソフトウェア無線を利用した送受信機の紹介 【産業・技術】 情報・通信
https://www.niigata-

t.co.jp/index.html

69 I-069 株式会社山田製作所 大阪府 ワイデクル管理ボード/ワイデクルパルフェ帳/ちょくレポ 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.yamada-ss.co.jp/

70 I-070 枚岡合金工具株式会社/株式会社ネクストサイエンス 大阪府 文書管理・図面管理システム『デジタルドルフィンズ』 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://digitaldolphins.jp/

71 I-071 株式会社バサラ 東京都 エトワール、ブランチ・インク 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.va-sa-ra.co.jp/

72 I-072 株式会社グラップス 東京都 エヌスタイラー64bit版 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.graps.co.jp/

73 I-073 株式会社ロバスト 東京都 アプリ開発、Webシステム開発 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.robust-inc.com/

74 I-074 アクセプト株式会社 埼玉県 金属バネサンプル、福祉機器デモ機 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.acsept.co.jp/

75 I-075 伊藤金属株式会社 新潟県 ステンレス　深絞り加工　ー　複合絞り=プレス+スピニング 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.ito-kinzoku.co.jp

76 I-076 株式会社大安製作所 三重県 径精密加部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.daian-ss.co.jp/

77 I-077 株式会社　共栄デザイン 東京都 石膏鋳造品　真空注型品　切削品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://kyoeidesign.net

78 I-078 上毛電化株式会社 群馬県 アルミ、金属表面処理製品(アルマイト、アルプラス、めっき、他 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.alumite.jp

79 I-079 株式会社井上製作所 栃木県 自動車向けプレス金型で使用されるカム及び形状部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.inoue-seisakusho.com

80 I-080 株式会社マネジメントシステム 茨城県 ⾒えバス 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.msioc.co.jp/

81 I-081 株式会社シンカ 東京都 おもてなし電話 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.thinca.co.jp/

82 I-082 創屋株式会社 石川県 AI(機械学習・ディープラーニング)の導入支援プログラム 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.souya.biz

83 I-083 有限会社創造デザイン 東京都 技能伝承・作業分析・遠隔現場リアルタイム技術支援ソフト 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://sozodg.com

84 I-084 株式会社ティ・シー・エス 東京都 「フレームデザイナー」及び「コンパクトシーラー」 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.tcsnet.co.jp

85 I-085 株式会社つくばマルチメディア 茨城県 ホームページ作成システム @WEB Ver.7.1 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.tsukuba.co.jp/

86 I-086 株式会社レーザーマーク 茨城県 レーザーマーキングラベル、レーザーマーキング加工品など 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://lasermark.co.jp

87 I-087 株式会社　東洋溶材 東京都 溶接部材 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.toyo-yozai.jp/

88 I-088 株式会社ピーエスピー 大阪府 金属加工製品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://psp-corp.co.jp/
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89 I-089 天野屋化工株式会社 京都府 樹脂機械加工品、溶接・曲げ加工品等 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.amanoyakako.com/

90 I-090 株式会社　草加ネジ 埼玉県 ストッパー付Uボルト 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://sokaneji.jp/

91 I-091 アクテック株式会社 大阪府 アルミケース・ソフトケース 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.actec1972.co.jp

92 I-092 株式会社室住設計 兵庫県 電気設計業務、遠隔デバッグシステム 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.murozumisekkei.jp/

93 I-093 株式会社セイロジャパン 埼玉県 3Dデータ支援サービス、AI工程 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.saeilo.co.jp/

94 I-094 東杜シーテック株式会社 宮城県 スマートエコー、TWINDS-T 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.tctec.co.jp

95 I-095 株式会社KIT 愛知県 超高速開発ツール”RADEN”(ラデン) 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.kit-japan.co.jp/

96 I-096 株式会社センクリード 茨城県 ①ディグシーリーダー②エリアキャプチャー 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.senqlead.co.jp

97 I-097 株式会社バーネット 東京都 タブレット検品システム 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.barnet.co.jp/

98 I-098 市川鉸工業株式会社 群馬県 レーザー板金、ヘラ絞り、プレスの複合加工サンプル他 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.i-shibori.com

99 I-099 髙橋金属株式会社 滋賀県 型内ねじ転造加工技術 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.takahasi-k-group.jp

## I-100 株式会社栗田製作所 京都府 ダイヤモンドライクカーボン膜、パルス電源 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://pekuris.co.jp

## I-101 吉野化成株式会社 東京都 塗装用マスキングフィルム・各種機能性フィルム 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.yoshinokasei.co.jp

## I-102 マイクロ・スクェア株式会社 神奈川県 ハイビジョンマイクロスコープ　DS-330HD 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.microsq.com/

## I-103 株式会社エスケーエレクトロニクス 京都府 大型高精細Niモールド/スタンパ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sk-el.co.jp

## I-104 有限会社デザインオフィス・シィ 岐阜県 連続写真Mopi など 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://designofficesee.com/

## I-105 三喜電機株式会社 東京都 ビジュアル先生プロ 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.mikielectric.co.jp

## I-106 株式会社デジタル・ウント・メア 秋田県 ペーパーレス会議ツール「エムピー・イーミーティング」 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.und-meer.com/

## I-107 株式会社エムズコーポレーション 大阪府 5軸・3軸マシニングによる切削加工品。真空注型品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.ms-corporation.jp/

## I-108 野田プラスチック精工株式会社 愛知県 アクリル透明切削加工 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nodapla.jp

## I-109 三鷹製版株式会社 愛知県 産業用ネームプレートの高度標準化イメージサンプル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.mitaka-seihan.co.jp/

## I-110 日本コーティング工業株式会社 兵庫県 セラミックコーティング施工品、パネル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nipponcoating.co.jp/

## I-111 株式会社朝日化成 福岡県 真空成型用木型・プラスチック真空成型品・プラスチック加工品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kk-asahi-kasei.co.jp/

## I-112 株式会社磯貝製作所 東京都 精密切削部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.isogai-ss.com

## I-113 コーワ機械株式会社 神奈川県 軟質素材の3次元形状切削加工 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kowakk.co.jp

## I-114 株式会社ダイサン 栃木県 スライダーボード・薄肉樹脂トレー・脱気装置・らくらく車 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.daisan-ecotech.com

## I-115 株式会社クリスタルプロセス 広島県 無機質ガラス塗料 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://crystalprocess.co.jp/

## I-116 株式会社協和 群馬県 ポリカーボネートめっき 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kyj.co.jp

## I-117 アスカカンパニー株式会社 兵庫県 卓上手動切断機(キッタロウ) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://askacompany.co.jp/

## I-118 セキダイ工業株式会社 東京都 ブリスク 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sekidai.co.jp/

## I-119 服部板金工業有限会社 神奈川県 プレス深絞り 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.hattori-bk.co.jp/

## I-120 ツジカワ株式会社 大阪府 レーザー彫刻加工技術　RAY-Texture 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理

http://www.tsujikawa.co.jp/jp/index.

php/

## I-121 GAST　JAPAN株式会社 長野県 機能性コーティング(帯電防止、防汚、撥水、親水、反射防止　など) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://gast.jp

## I-122 株式会社中野製作所 東京都 ラジカロック 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nakasei.co.jp/

## I-123 株式会社エスケー精工 長野県 3Dミラーブロック 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://sk-seiko.com

## I-124 矢野工業株式会社 香川県 ステム(船舶船首ぎょう鉄加工品) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.yano-kk.com

## I-125 東神電池工業株式会社 茨城県 らいんえっくす 【産業・技術】 1-その他 http://toshin-fx.co.jp/

## I-126 株式会社旭プレシジョン 京都府 フォスブラックⅢ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理

http://www.akg.jp/puresijyon/index.h

tm

## I-127 株式会社吉増製作所 東京都 チタン及びニッケル合金加工技術の紹介 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.yoshimasu.com

## I-128 株式会社ミヤタ 長野県 パイプの管端完全クロージング 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.miyata-np.co.jp

## I-129 アイテック株式会社 岐阜県 浸窒焼入れ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.aitech-inc.co.jp

## I-130 株式会社長野サンコー 長野県 精密プレス絞り加工技術 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.naganosankoh.jp

## I-131 栗田アルミ工業株式会社 茨城県 自動車のエンジン部品、トランスミッション部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kurita-al.co.jp/

## I-132 株式会社日清精工 大阪府 縦型3軸MC・大型設備・各種部品加工・各種量産金型製作 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nissinseikou.com
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## I-133 株式会社中部プログレス 静岡県 次世代自動車向けの試作品(高圧バスバー、プレスフィット端子) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://chu-grp.co.jp

## I-134 株式会社ハイビー 埼玉県 コーキングシール製品とその製造技術 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www/hi-b.jp

## I-135 株式会社吉田鉄工所 群馬県 ハブ・デフケース・サイドギヤ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.techroad.co.jp/

## I-136 有限会社エスエスシー 広島県 低温溶射用HVAF 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.ssc-hvaf.co.jp/

## I-137 太成二葉産業株式会社 大阪府 ①コスメルパック、②フレキシブルパッケージ 【産業・技術】 1-その他 https://www.tims-net.co.jp

## I-138 株式会社永和マテックス 大阪府 ・冷凍、冷蔵庫用パネル・超軽量天井材・消防用ヘルメットライナー 【産業・技術】 1-その他 http://www.kalook.co.jp

## I-139 イノベーションリサーチ株式会社 東京都 技術動向分析イノベーションレポート 【産業・技術】 1-その他 https://www.innovation-r.com/

## I-140 大橋紙器印刷株式会社 栃木県 ダンプラ製品・ダンボール製品 【産業・技術】 1-その他 http://ops-package.com

## I-141 興南設計株式会社 岡山県 デザイン、設計、システムを融合したマルチソリューションを展開 【産業・技術】 1-その他 https://www.konan-sekkei.co.jp/

## I-142 オーエフテクノ株式会社 東京都 オーエフコート、オーエフコートS、超親水コート、静電防止コート 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.ohf-techno.co.jp

## I-143 株式会社コーケン 神奈川県 一般アルマイト・着色アルマイト・硬質アルマイトの各施工例 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.koh-ken.jp/

## I-144 三共株式会社 群馬県 カーボン素材への自動電気めっき技術 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sankyoplating.co.jp/

## I-145 株式会社エナミ精機 京都府 エナロック 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.enami.co.jp

## I-146 有限会社日興研磨工業所 神奈川県 内面バフ研磨サンプル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nikkou-kenma.com/

## I-147 株式会社豊里金属工業 大阪府 精密板金試作において、オリジナル簡易金型を用いた絞り加工事例 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://toyosatokinzoku.com

## I-148 ケンシン工業株式会社 富山県 線材加工品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kenshin.jp

## I-149 日本電鍍工業株式会社 埼玉県 貴金属めっき 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
https://www.nihondento.com/

## I-150 有限会社野田技研 大阪府 OA機器、自動車部品、医療機器、家電製品等の試作サンプル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nodagiken.co.jp

## I-151 株式会社ケーエムケー 長野県 各種プラスチック部品サンプル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://kmk-j.co.jp/

## I-152 三好興業株式会社 福井県 ポリカーボネート偏光レンズ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
－

## I-153 株式会社五鈴精工硝子 大阪府 ガラス製光学レンズ、光学ガラスフィルター 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.isuzuglass.com

## I-154 株式会社エヌエス機器 宮城県 金属積層造形品,理・美容はさみの柄,医療機器用ピストンほか 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://ns-kiki.com

## I-155 大同紙工印刷株式会社 愛知県 プラスチックシートの印刷・加工 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://ddsp.jp

## I-156 CMインダストリー株式会社 神奈川県 水冷板(コールドプレート) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.cm-industry.co.jp

## I-157 佐渡精密株式会社 新潟県 金属加工部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sadoseimitsu.co.jp

## I-158 株式会社　ムラカミ 京都府 MTPプラスチック染色 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.m-c-sys.com/

## I-159 株式会社イングスシナノ 長野県 液晶パネル等の2.5D曲面へのフィルム貼り合わせ 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.ings-s.co.jp/

## I-160 株式会社司電子 山梨県 ゴムの焼付け成型 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.tsukasa-e.com/

## I-161 ナガシマ工芸株式会社 埼玉県 加飾サンプル 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nagashimakougei.com

## I-162 株式会社富士通研製作所 東京都 試作用金型 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.fujitsuken.com

## I-163 株式会社プラズマイオンアシスト 京都府 インテリジェントDLC　(機能性DLC) 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.plasma-ion.co.jp

## I-164 株式会社ベスト 大阪府 ワイヤーメッシュ 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.best-jp.com/

## I-165 共栄ダイカスト株式会社 大阪府 ダイカスト鋳造品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://kyoeidc.om

## I-166 株式会社さくら樹脂 神奈川県 プラスチック全般切削加工　並びに接着組み立て品等 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.acry-ya.com

## I-167 株式会社岩間化学 三重県 異形・チューブ押出成形品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.iwamakagaku.co.jp/

## I-168 株式会社エムケーセラ 長野県 産業用製造装置向けファインセラミックス部品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.mk-cera.co.jp

## I-169 有限会社テー・シー・富山 富山県 CNF添加保持器 【産業・技術】 機械部品・機器 http://tctoyama.com/

## I-170 東京スリーブ株式会社 神奈川県 バルブガイド,ピストン耐摩環(リングトレッガ),一般機械部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://tokyosleeve.co.jp

## I-171 株式会社オーテック 群馬県 長尺ローラー、長尺シャフト、摩擦圧接加工品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.oiw.co.jp

## I-172 山元株式会社 埼玉県 金属ドーム接点・精密順送プレス部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.yamagen-kk.co.jp

## I-173 合同会社NPG研究所 長野県 波動歯車TTCシリーズ 【産業・技術】 機械部品・機器 http://npg-ri.jp/

## I-174 株式会社サンテック 京都府 医療用レーザーメス 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.suntecweb.com

## I-175 株式会社テック・エイト 群馬県 3次元形状・困難形状への印字を可能にした5軸制御レーザーマーキング 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.tech-eight.jp

## I-176 株式会社ワークステーション 群馬県 デザイン建築建材 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.koubou-rihachi.jp
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## I-177 株式会社アベリオシステムズ 東京都 チャットボット、eラーニング、位置情報サービス、クーポンアプリ 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
https://www.avelio.co.jp/

## I-178 増成織ネーム株式会社 広島県 QRコード織ネーム 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.masunari-net.co.jp/

## I-179 株式会社太陽マーク 大阪府 システムによる受注から配達まで一貫製造 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.ty-mark.com/

## I-180 水谷フライス工機株式会社 愛知県 特殊電極 【産業・技術】 機械部品・機器 http://mizutanifuraisu.co.jp/

## I-182 株式会社高井精器 神奈川県 樹脂ベアリング、自動計数・計量装置 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.tki.ne.jp

## I-183 有限会社 中里スプリング製作所 群馬県 各種スプリング製品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.nasspack.co.jp/

## I-184 株式会社羽生田鉄工所 長野県 複合材料加熱硬化成形試験用オートクレーブ「ダンデライオン」 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.hanyuda.co.jp/

## I-185 株式会社カネコ 千葉県 特殊締結部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.e-neji.co.jp/

## I-186 アースアテンド株式会社 東京都 樹脂切削加工品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.earth-attend.co.jp

## I-187 株式会社ノボリ 東京都 自動車部品　建機部品　農機具部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.knobori.co.jp/

## I-188 株式会社　創成電子 山形県 IoT小型ユニット、音声認識/光通信関連商品、OEM商品 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://sousei-elec.co.jp

## I-189 株式会社Sスズキ技研工業 静岡県 プラスチック成形品、ソーラーランタン、ホイッスル&ライト他 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.ssuzuki.co.jp/

## I-190 CSS株式会社 愛知県 単動式電子JG、ダイレクトJG、コントローラ、USBD 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.css-corp.jp

## I-191 ポーライト株式会社 埼玉県 焼結含油軸受、焼結機械部品、MIM部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.porite.co.jp

## I-192 平井工業株式会社 兵庫県 HIP塗工ダイ、HIP 多層塗工ダイ、HIPTダイリップ 【産業・技術】 機械部品・機器 http://hiraken.com

## I-193 産機テクノス株式会社 東京都 エコモア、ミニモアムーブ、スラッジバキューマー、SVオート 【産業・技術】 機械部品・機器 http://sanki-technos.co.jp

## I-194 三元ラセン管工業株式会社 大阪府 成型ベローズ 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.mitsumoto-bellows.co.jp

## I-195 株式会社昭洋精機 東京都 小型液体吐出ポンプ 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.shoyoseiki.co.jp

## I-196 株式会社有我工業所 東京都 金属3Dプリンター出力サービス　金属焼付塗装 【産業・技術】 機械部品・機器 http://kk-ariga.co.jp

## I-197 株式会社プログレス 群馬県 ゴムの研磨品　各種極薄製品　異質接着 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.progress-co.jp

## I-198 株式会社ナベヤ 岐阜県 防振マウント、防振パッド、除振台 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.nabeya.co.jp

## I-199 株式会社ツシマエレクトリック 広島県 DAモータシステム・ソーラー換気扇(てんかいくん) 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.tusima.co.jp

## I-200 伊福精密株式会社 兵庫県 金型レスものづくり:3D金属プリンターを使用した機能部品開発 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.ifukuseimitsu.com/

## I-201 西光エンジニアリング株式会社 静岡県 マイクロ波減圧乾燥機 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.seikoeng.jp

## I-202 絹川工業株式会社 石川県 金型キャビネット 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.kinukawa.co.jp/

## I-203 東海光学株式会社 愛知県 分光透過率計　TL-110 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
http://www.tokaioptical.com/

## I-204 エーエルティー株式会社 東京都 ・ウルトラファインバブル濃度センサ 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
http://www.alt.co.jp/

## I-205 有限会社ナック 栃木県 レーザー内径測定器(試作品) 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
https://e-nak.com

## I-206 株式会社佐藤製作所 東京都 【業界唯一】超冷却・超軽量、厚さ「0.3ミリ」銅ヒートシンク 【産業・技術】 ロボット・ドローン http://sato-ss.co.jp/

## I-207 株式会社鈴木スプリング製作所 静岡県 ばね製品・線加工品・クリップ・板バネ・アッセンブリー品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.s-sp.co.jp/

## I-208 株式会社KATOTEC 栃木県 ミクロスパイダー 【産業・技術】 機械部品・機器 http://katotec-op.com

## I-209 株式会社 永田製作所 大阪府 熱処理工程のある精密金属製品(シャフト、ピン、カラー) 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.nagataseisakusyo.com/

## I-210 平野整機工業株式会社 大阪府 固結結晶ほぐし装置　砕き太郎　KT-102RW 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.hiranoseiki.co.jp/

## I-211 株式会社五合 愛知県 超親水性塗料「ゼロ・クリア」、天井クレーン安全システムzen 【産業・技術】
制御・自動運転・

安全・セキュリティ
http://www.gogoh.jp

## I-212 トーグ安全工業株式会社 大阪府 LEDストリームワン 【産業・技術】
制御・自動運転・

安全・セキュリティ
http://www.tougu.co.jp

## I-213 中外テクノス株式会社 広島県 シームスクラウドバージョン 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.chugai-tec.co.jp/

## I-214 株式会社スリック 長野県 3方向の加速度を記録する小型データレコーダー 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.sric.co.jp

## I-215 株式会社CUBIC 愛知県 高所撮影機器「スマートビューシステム」 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.cubictech.jp/

## I-216 ヤマヨ測定機株式会社 東京都 ミリオンデジタル 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.yamayo.co.jp

## I-217 株式会社テムテック研究所 東京都 EtherCAT変換器　ECG-485 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.tem-tech.co.jp/

## I-218 株式会社STRASSE 東京都 ビジュアル　ファクトレーサー　映像検索システム 【産業・技術】
制御・自動運転・

安全・セキュリティ
http://www.strasse.co.jp/

■新価値創造展2018　一般出展　【健康・福祉】　健康、予防、医療、介護

1 H-001 クルン株式会社 大阪府 歯周ケアロールブラシ&小型健康美顔器具 【健康・福祉】 診断・予防 http://kurun.co.jp

2 H-002 株式会社H&C技術研究所 京都府 異物吸引ブラシ、シリーズ化ハンデイ吸引ブラシ 【健康・福祉】 診断・予防 http://www.handc-techno.co.jp
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3 H-003 株式会社DHL 大阪府 舌クリーナー 【健康・福祉】 診断・予防 http://d-h-l.co.jp

4 H-004 株式会社ノームラトレーディング 愛知県 ダニサル除湿シート 【健康・福祉】 診断・予防 https://www.danisaru.co.jp

5 H-005 株式会社タムラテコ 大阪府 BT-088M 【健康・福祉】 診断・予防 http://www.teco.co.jp/

6 H-006 株式会社アイ・メデックス 千葉県 マイローデ 【健康・福祉】 診断・予防 https://www.imedex.co.jp/

7 H-007 株式会社疲労科学研究所 大阪府 バイタルモニターVM500(簡易疲労・ストレス測定システム) 【健康・福祉】 診断・予防 http://www.fatigue.co.jp

8 H-008 ログイン株式会社 東京都 タンデン 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.sido-japan.com

9 H-009 セパレーターシステム工業株式会社 奈良県 消臭除菌の神様、Dr.Noro(ドクターノロ) 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.s-s-k.co.jp

10 H-010 有限会社佐藤化成工業所 栃木県 長尺綿棒　病理検査用容器　採便管　ポリエステル製綿棒関連製品 【健康・福祉】 臨床・処置 http://sato-kasei.com/

11 H-011 株式会社コスミックエムイー 埼玉県 エンドニードルネオ 【健康・福祉】 臨床・処置 http://www.cme.co.jp

12 H-012 株式会社美浜工業 静岡県 ソリッドフリークロス 【健康・福祉】 臨床・処置 http://www.mihama-kogyo.jp

13 H-013 株式会社リーリンジャパン 福島県 眼用超音波治療器 【健康・福祉】 臨床・処置 http://www.rihrin.com

14 H-014 株式会社メイプルバイオラボラトリーズ 千葉県 生化学関連の受託研究開発 【健康・福祉】 2-その他 http://www.maple-biolab.com

15 H-015 日光精器株式会社 滋賀県 ハナオート 【健康・福祉】 2-その他 http://www.nikko-seiki.co.jp/

16 H-016 有限会社小池経編染工所 栃木県 座・布団 【健康・福祉】 介護・リハビリ https://www.rakunaosiri.jimdo.com

17 H-017 増田樹脂化学工業株式会社 静岡県 ユニバーサル　シャワーフック 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.mjk1964.co.jp/

18 H-018 株式会社GFS 東京都 SPEXA 【健康・福祉】 介護・リハビリ https://e-gfs.co.jp

19 H-019 株式会社ワークジョイ 群馬県 1.電子ペグボード・システム　2.マインドバランスモニター 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://workjoy.co.jp

20 H-020 株式会社カネマス 埼玉県 通気性、伸縮性が高く、水、液体汚れを弾く『MINO』商品 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.kanemas.co.jp/

21 H-021 株式会社TOSCOM 長野県 シリコンサポーター　ホルザック 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.toscom-inc.co.jp/

22 H-022 ドリーム・トラスト株式会社 宮城県 電動パセッヂ 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://d-rust.jp

23 H-023 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 東京都 スリープモニタ　+　Mini　Voice　Kit 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://www.j-wcl.com/

24 H-024 株式会社NESI 茨城県 ⾒守り向け位置情報管理サービス「アイズ」 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://www.nesi.co.jp

25 H-025 北海道IT医工連携事業協同組合 北海道 アイモセンスーエフ 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り －

26 H-026 株式会社　人間と科学の研究所 東京都 ウェアブル生体センサー　「BIT]　「BITAS」 【健康・福祉】
診断支援・解析・セ

ンサー
http://www.bitas.co.jp/

27 H-027 桐生電子開発合同会社 群馬県 体内「糖バランス計」 SMHG-001(仮) 【健康・福祉】
診断支援・解析・セ

ンサー
http://www.krydk.co.jp

28 H-028 株式会社イケックス工業 愛知県 電鋳金型技術を利用した成形品/自社開発製品 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://www.ikex.co.jp/index.html

29 H-029 昭和電子産業株式会社 埼玉県 介護施設向け人体体動検出常時監視・通報システム 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://www.showadenshisangyo.co.jp

■新価値創造展2018　一般出展　【環境・社会】　環境、防災、社会・地域課題

1 G-001 プロセブン株式会社 大阪府 プロセブン耐震マット・プロセブンバイオマスマット 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.pro-7.co.jp

2 G-002 八洲電業株式会社 大阪府 ドローン用リチウムイオン電池、釣り用電池「FishingCUBE」 【環境・社会】 二次電池 http://www.dlgbattery-japan.com

3 G-003 関西電子株式会社 東京都 ナノファイバー溶融紡糸量産型装置 【環境・社会】 3-その他 http://www.kansaidenshi.co.jp

4 G-004 株式会社ファインテック 神奈川県 有機半導体可視光触媒 【環境・社会】 環境改善・保全 http://finetech.com

5 G-005 株式会社MTL 愛知県 スカイバード 【環境・社会】 環境改善・保全 https://www.mtl.jp/company/

6 G-006 株式会社サンフロイント 東京都 漏洩検知装置付き樹脂二重殻配管及びタンク内面FRP二重殻構造 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.sanfreund.com

7 G-007 アイサン工業株式会社 静岡県 凝集剤　塗料固化剤　重金属吸着剤　排水処理装置 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.aisan-ecomax.co.jp/

8 G-008 株式会社アヴァンティ 大阪府 新光触媒 アヴァンコート、親水光触媒アヴァンクリーンコート 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.avanti94.com

9 G-009 株式会社メンテックワールド 広島県 スパイラルダクト、継手類、ミストネット、ダストバスタ 【環境・社会】 環境改善・保全 http://mentecworld.co.jp

10 G-011 株式会社北関スクリーン 群馬県 (屋外専用)高輝度蓄光式誘導標識 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.hokkaninc.co.jp/

11 G-012 株式会社KAKEN 静岡県 カメラ付ソーラー外灯 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.office-kaken.co.jp

12 G-013 竹内工業株式会社 愛知県 STOレスキュージャッキ 【環境・社会】 防災・防犯 http://sto-takeuchi.co.jp/index.html

13 G-014 光電気LEDシステム株式会社 鳥取県 LEDワイドスクエアライト 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.hikari-system.com

14 G-015 株式会社日本コムダック 大阪府 「UG-ロック」、「拡翼アンカー<杭働楽>」、「カンロク」 【環境・社会】 防災・防犯 http://comdac.co.jp

15 G-016 明陽電機株式会社 静岡県 オイルミストセンサ 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.meiyoelc.co.jp/about/

16 G-017 株式会社ヨロズヤ 静岡県 完全自然還元型業務用生ゴミ処理システムトラッシュバスター 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.yoroz.co.jp/
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17 G-018 株式会社ピュアソン 東京都 カビ処理革命(カビ処理施工と処理剤の継続販売) 【環境・社会】 環境改善・保全 https://www.pureson.co.jp/

18 G-019 チコーエアーテック株式会社 大阪府 CBA-1000AT3-HC-DSA-V1 【環境・社会】 環境改善・保全 https://chiko-airtec.jp/

19 G-020 株式会社リード 岩手県 ほっと安心帽 【環境・社会】 環境改善・保全 http://hot-anshin.com

20 G-021 マルオカ工業株式会社 長野県 木製壁板「レグノ」 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.maruoka.co.jp/

21 G-022 有限会社 常磐スクリーンプロセス 埼玉県 カラー蓄光和紙・折紙、蓄光式滑り止めシール、反射+蓄光シール 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.tokiwa-sp.com/

22 G-023 株式会社ミヤサカ工業 長野県 ポリタンク型　非常用浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」 【環境・社会】 防災・防犯 http://mskcg.jp/

23 G-024 有限会社システマックス 千葉県 「タフレンジャー」　「わんたっちスピーカー」 【環境・社会】 防災・防犯

24 G-025 株式会社アーステック 静岡県 汎用ハイブリッド型蓄電インバーター「ECIシリーズ」 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://www.earthtec.co.jp

25 G-026 株式会社トシプラ 滋賀県 TOP FLOAT 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://www.toshipla.com

26 G-027 丸一興業株式会社  bolda事業部 兵庫県 硬質紙ボード製   簡易ひな壇ディスプレイ 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://bolda.jp/

27 G-028 ウインセス株式会社 香川県 耐突き刺し安全手袋 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.wincess.co.jp/

28 G-029 株式会社カスタネット 京都府 いざという時すぐに持ち出し、そのまま持ってけBOX 【環境・社会】 防災・防犯 http://www.castanet.co.jp

29 G-030 ゼロコン株式会社 兵庫県 ガラス用遮熱断熱シートZEROCOATシート 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.zerocon.co.jp

30 G-031 日本電子工学株式会社 栃木県 非常用ソーラー電源サン・ポータブル 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.nihondensi.co.jp/

31 G-032 有限会社ベイライン 静岡県 フォークリフトバッテリーの再生 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.battery-service.jp/

32 G-033 金森藤平商事株式会社 東京都 NUKOTE(ニューコート)ポリウレアライニングシステム 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://www.k-tobei.co.jp

33 G-034 株式会社工房成瀬 秋田県 多機能建材「くん炭ボード」「樹皮ボード」、炭入り工芸建具 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
－

34 G-035 協同組合ティー・ディー・アール 東京都 高性能・防音断熱マット、地球に優しい『エコパルトン』 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://koshipro.com

35 G-036 龍野コルク工業株式会社 兵庫県 高機能断熱材E4、3Dモデリング切削、機能性ビーズクッション 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://www.tatsuno-cork.co.jp/

36 G-037 豊栄工業株式会社 愛知県 高性能静電浄油装置 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.hoei-kogyo.co.jp

37 G-038 株式会社マキ商会 埼玉県 くるもみ 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.makishokai.co.jp

38 G-039 株式会社スーパーレール 神奈川県 レール式移動棚 『スーパーレール』 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.sp-r.jp

39 G-040 東亜電機工業株式会社 石川県 建設機械用ソーラーチャージャー 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://www.toa-ele.co.jp

40 G-041 株式会社　多勢丸中製作所 山形県 充電式蓄電池ためまるくん 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://www3.omn.ne.jp/~marunaka/

41 G-042 有限会社エムエスイー 千葉県 mSeソーラーシェアリングとmSeソーラーハウス 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://m-s-e.co.jp

42 G-043 株式会社 BIOMIO 熊本県 飼料添加物「パワー・セル」 【環境・社会】
農林水産業の効率

化
http://biomio.jp

43 G-044 株式会社氏家製作所 埼玉県 グッドカッター 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.ujiie-ss.co.jp

44 G-045 株式会社エムエムシー 愛知県 エマージェンシーランプ 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://m-m-c.jp

45 G-046 株式会社スイシン 群馬県 流下液膜式熱回収装置 SWE-EQシリーズ 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://ew-suishin.com/swe-eq/

46 G-047 株式会社ナカムラ 神奈川県 瞬間防水断熱塗装システムの提供 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://nakamura-web.jp/

47 G-048 株式会社保証防水工業所/クボタ金属株式会社 神奈川県 屋上防水エアーコントロール工法 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://www.hoshobousui.com/

48 G-049 コンフォートフォーム株式会社 東京都 エアインフォーム 【環境・社会】
高機能建材・高効

率建築
http://www.i-icf.co.jp
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1 P-001 石川県中小企業団体中央会 石川県 ー http://www.icnet.or.jp/

2 P-001 株式会社マイクロエミッション 石川県 ポータブル元素分析装置MH-6000A、ハンディ元素分析器 【産業・技術】 理化学機械・光学機器 http://www.microem.co.jp

3 P-001 シシクアドクライス株式会社 石川県 緩衝スプリングキャスタⅣ 【産業・技術】 1-その他 http://www.sisiku.com

4 P-001 高松油脂株式会社 石川県 導電性インク印刷用プライマー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.takamatsuyusi.co.jp/

5 P-001 株式会社エコシステム 石川県 車載式瓦舗装材プラント「GAIAX(ガイアックス)」 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://eco-system.ne.jp/

6 P-001 有限会社金装 石川県 めくれったー 【環境・社会】 3-その他 ー

7 P-001 株式会社ネイブ 石川県 Neive　Dash　奔流 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.neive.jp/

8 P-001 株式会社森山鉄工 石川県 MTカート ウイング α 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.moriyamatekkou.co.jp

9 P-001 カジナイロン株式会社 石川県 伸縮配線 【産業・技術】 情報・通信 http://www.kajigroup.co.jp/index.php

10 P-001 株式会社スミタ 石川県 機械式調整機構を内蔵した杖と自転車サドル 【健康・福祉】 2-その他 http://www.sumita-net.com

11 P-001 石川樹脂工業株式会社 石川県 金型の手彫り加工技術、肉厚成型技術を使ったタンブラー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.ishikawajyushi.net

12 P-001 株式会社横山商会 石川県 OZV920MHz帯域無線モジュール 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.yokoyama-gr.co.jp/

13 P-002 門真市ものづくり企業ネットワーク 大阪府 ー
http://www.kadoma-

sc.hs.plala.or.jp/kadomanet/index.ht

ml

14 P-002 株式会社ティエラ 大阪府 エルビーノ 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://tierra-club.com/

15 P-002 株式会社スタッフ 大阪府 kitoki・呼吸デバイス/TISPY・アルコールガジェット 【産業・技術】 受託サービス(試作・OEM) http://www.rd-stuff.com

16 P-002 株式会社東穂 大阪府 粘着性押出成形品、押出レンズ、柔軟導光ファイバー 【産業・技術】 素材・材料 http://www.toho-ext.co.jp/

17 P-002 SST設計開発センター株式会社 大阪府 TV用バックシャーシ試作品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.sst-sk.co.jp

18 P-002 杉山金属株式会社 大阪府 二相系ステンレス鋼SUS821L1 【環境・社会】 高機能建材・高効率建築 http://www.sugiyamametals.co.jp/

19 P-002 株式会社日惠製作所 大阪府 LED回転灯・LED表示灯・ソーラー照明灯 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.nikkei-mfg.co.jp

20 P-002 株式会社京伸 大阪府 ホッパー　カバー　ステンレス鏡面カバー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.f-kyo-shin.co.jp

21 P-002 株式会社一瀬製作所 大阪府 FB形状を曲げ物で製作します。(他所にない5ミリ巾の曲げ物) 【環境・社会】 高機能建材・高効率建築 http://www.ichi.co.jp

22 P-003 奈良県中小企業団体中央会 奈良県 ー ー http://www.chuokai-nara.or.jp

23 P-003 株式会社高木包装 奈良県 オリジナルデザインの組立簡単ディスプレイ什器 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.takagi-hoso.co.jp

24 P-003 株式会社飯塚製作所 奈良県 シートベルト用部品、エアバッグ用部品、エンジン用部品、その他 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.iidzka.com/

25 P-003 南和繊維工業株式会社 奈良県 機能性衣類、機能性縫製品、身体機能対応衣類 【産業・技術】 素材・材料 http://nanwa-web.co.jp/

26 P-003 国広産業株式会社 奈良県 バレル研磨用プラスチックメディア 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.kunihirosangyou.co.jp

27 P-003 株式会社フジフレックス 奈良県 くらいお-2 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.fuji-flex.co.jp

28 P-004 富山県中小企業団体中央会 富山県 ー
https://www.chuokai-

toyama.or.jp/

29 P-004 株式会社サイプラ 富山県 チューブ容器、全面ホットスタンプキャップ 【産業・技術】 1-その他 http://www.saipla.co.jp/

30 P-004 株式会社富山プレート 富山県 高精度高耐候のスケール、QRコードプレート、非鉄金属薄板加工 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.t-pla.co.jp

31 P-004 黒部紙業株式会社 富山県 縫製式エコボビン 【産業・技術】 素材・材料 http://www.kurobeshigyou.co.jp

32 P-004 株式会社三幸 富山県 プラスチック成形品及び金型部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.miyuki-mold.co.jp/

33 P-004 株式会社スカイ 富山県 アルミ、ステンレス薄物溶接精密機械板金加工部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://sky-toyama.co.jp/

34 P-004 アイティ経営コンサルタント株式会社 富山県 タイムラインメーラー 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.it-keiei.info

35 P-004 アイ・ディック株式会社 富山県 簡単計測器　「瞬測」 【産業・技術】 測定・分析機器・センサー ー

36 P-004 株式会社イーシステム 富山県 デジビュー 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.esyst.co.jp/

37 有限会社西川鉄筋 富山県 風ホウキ 【産業・技術】 環境改善・保全 http://www.kazehouki.co.jp/

38 P-004 株式会社グランテック 富山県 スクリュー・プレス工法 【産業・技術】 3-その他 http://www.grountec.net

39 P-004 株式会社エムダイヤ 富山県 エコセパレ分離・破砕機 【産業・技術】 環境改善・保全 http://www.m-dia.com/

40 P-004 アイオーティカーボン株式会社 富山県 炭を使った脱臭雑貨「炭草花シリーズ　猫砂、シューキーパー」 【産業・技術】 環境改善・保全 http://www.iotc.co.jp

41 P-004 協同アルミ株式会社 富山県 アルミらせん水車を用いたマイクロ水力発電装置 【産業・技術】 再生可能エネルギー http://kyoudou-a.com

42 P-004 株式会社小谷製作所 富山県 ステンレス製板金部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 https://www.kotaniseisakusyo.jp/

43 P-004 株式会社ネクストリー 富山県 粉末一剤型凝集剤アクアネイチャーAL(エーエル) 【産業・技術】 環境改善・保全 http://nextry.jp

44 P-005 埼玉県中小企業団体中央会 埼玉県 ー http://www.chuokai-nara.or.jp
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45 P-005 兼松精鍍工業有限会社 埼玉県 シリンダーライナー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.kanematsu-seito.com

46 P-005 株式会社FUJIMI 埼玉県 光学機器、半導体、自社サンプル製作部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 ー

47 P-005 株式会社長谷川製作所 埼玉県 アクリルグローブ 【産業・技術】 素材・材料 https://www.e-hasegawa.co.jp

48 P-005 株式会社田島軽金属 埼玉県 コールドボックス鋳造法 【産業・技術】 素材・材料 http://www.tac-casting.com

49 P-005 株式会社イー・エッチ・ティー 埼玉県 USBハブ充電器 【産業・技術】 受託サービス(試作・OEM) http://www.eht.co.jp/

50 P-005 株式会社上田鉄工所 埼玉県 多彩な加工技術を組み合わせたアイデア製品。 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理
http://www.uedatekkou.server-

shared.com/

51 P-005 株式会社　ＳＨＩＭＡＤＡ 埼玉県 医療機器部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.msinker.jp/simada/

52 P-005 Shimada　Appli合同会社 埼玉県 マスクレススプレイのFSCC06セレクティブスプレイコーター 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://shimadaappli.com/

53 P-005 株式会社エクセル・タム 埼玉県 オリジナル印刷アイテム製造OEMサービス 【産業・技術】 受託サービス(試作・OEM) http://www.exceltam.co.jp/

54 P-005 五光印刷株式会社 埼玉県 ポップアップ印刷物 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.gocoh.co.jp

55 P-005 株式会社ジェイネット 埼玉県 ジェイコア 【産業・技術】 測定・分析機器・センサー http://www.jng.co.jp

56 P-005 中島プレス工業有限会社 埼玉県 形状記憶商品　平和鳩・ORU-KOTO・K'clock 【産業・技術】 1-その他 http://nakajimapress.jp

57 P-005 株式会社デサン 埼玉県 車輌や室内装飾・屋外サインのシートラッピング広告 【産業・技術】 1-その他 http://www.dessin.co.jp/

58 P-005 株式会社ウイル 埼玉県 RFID付き商品タグ印字装置 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.will-j.co.jp/

59 P-005 株式会社ツカサ 埼玉県 ハイパーエルボカバー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.tksltd.co.jp

60 P-005 大和工業株式会社 埼玉県 板金加工品、電子部品用スクリーン製版、洗浄ノズル 【産業・技術】 機械部品・機器 https://daiwa.motoro.co.jp/

61 P-005 株式会社清野電子 埼玉県 大型基板外観検査装置 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.seinodenshi.co.jp/

62 P-005 株式会社ユニフィードエンジニアリング 埼玉県 電解次亜水生成装置 【産業・技術】 1-その他 http://www.unifeed.co.jp

63 P-005 株式会社アイ・スリー 埼玉県 マメトレ:スパルタ式「サボれない」社内研修の開発支援システム 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.ix3.co.jp/

64 P-005 エニーシステム株式会社 埼玉県 マルチキッス 【産業・技術】 情報・通信 http://anysystem.co.jp/

65 P-006 茨城県中小企業団体中央会 茨城県 ー http://www.ibarakiken.or.jp/

66 P-006 株式会社宮本製作所 茨城県 超硬・ハイス鋼工具の再研磨・長寿命化提案 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://saikenma.com/

67 P-006 有限会社ミトモ 茨城県 ガチロック 【産業・技術】 3-その他 http://www.mitomo-tile.co.jp

68 P-006 有限会社廣木精機製作所 茨城県 金属切削加工製品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://hiroki.sub.jp/

69 P-006 株式会社サンテクノ 茨城県 インプラント用チタン製メスチップ 【産業・技術】 臨床・処置 http://suntechno3.jimdo.com/

70 P-006 有限会社ジオテック 茨城県 傾きが⾒える崩壊兆候検知システム 【産業・技術】 防災・防犯 http://www3277up.sakura.ne.jp

71 P-006 東京フェライト製造株式会社 東京都 磁石 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.tokyoferrite-ho.co.jp/

72 P-006 株式会社ショウエイ 茨城県 製缶溶接品サンプル及びパネル展示 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.shoueigp.jp

73 P-006 株式会社国盛化学関東工場 茨城県 FNSコンテナ、NSコンテナ、パンロック、ブロックコンテナ 【産業・技術】 素材・材料 http://www.stertec.co.jp/~kck

74 P-006 株式会社ハシバモールド 茨城県 石膏鋳造品 【産業・技術】 受託サービス(試作・OEM) http://www.hashiba-shisaku.co.jp

75 P-006 有限会社タツミ理化 茨城県 石英セル　石英細萓 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 https://tatsumi-rika.com

76 P-006 岩瀬光学株式会社 茨城県 産業機器パーツ、半導体パーツ、自動車パーツ、医療介護パーツ等 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.iwasekogaku.jp

77 P-006 株式会社真空デバイス 茨城県 VE-2012形 卓上真空蒸着装置 【産業・技術】 理化学機械・光学機器 http://shinkuu.co.jp

78 P-006 株式会社ミナキ 茨城県 プラスチック切削加工品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 https://www.minakipla.co.jp

79 P-006 株式会社ローバルコム 茨城県 歴史オリエンテーリングアプリ「歴オリ」 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.lovalcom.jp/

80 P-006 株式会社クリエイティブハンター 茨城県 リフレリング 【健康・福祉】 2-その他 http://www.cre-hun.com/

81 P-006 株式会社大畠製作所 茨城県 SUS316 製溶接部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.oohata-totalworks.jp

82 P-006 エスプランニング株式会社 茨城県 マイナスイオンライト 【産業・技術】 省エネ・リサイクル http://www.splaning.co.jp

83 P-006 株式会社ユニキャスト 茨城県 ロボットアプリケーションサービス(Pepper, Sota) 【産業・技術】 ロボット・ドローン https://www.unicast.ne.jp/

84 P-006 株式会社角田製作所 東京都 ニンニク簡単にばらせますマシン 【産業・技術】 農林水産業の効率化 ー

85 P-006 株式会社三和機工 茨城県 バーチャルリアリティー　ワイヤレスヘッドマウントディスプレイ 【産業・技術】 情報・通信 http://www.sanwakiko.co.jp

86 P-006 日本メカニック株式会社 茨城県 安全カバー付き卓上グラインダー 【産業・技術】 制御・自動運転・安全・セキュリティ http://www.nichimecha.jp

87 P-006 日本ゲージ株式会社 茨城県 錠剤計数器 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.nihongauge.co.jp

88 P-007 長野県中小企業団体中央会 長野県 ー http://www.alps.or.jp/
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89 P-007 株式会社Aizaki 長野県 5軸複合旋盤を使用した複雑形状旋盤加工品とその他切削加工品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.aizaki.co.jp/

90 P-007 株式会社エーシーオー 長野県 振動計、地震計、実装基板、プレス製品 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.aco-nagano.co.jp/

91 P-007 株式会社キザキ 長野県 水中ウォーキングポール・エアーポール 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://www.kizaki-net.co.jp/

92 P-007 株式会社コソブ精機工業舎 長野県 おねじ加工器具 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 ー

93 P-007 株式会社駒ヶ根電化 長野県 亜鉛ニッケル合金めっき 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.komaganedenka.co.jp/

94 P-007 株式会社サイベックコーポレーション 長野県 高機能・低コストを実現するプレス成形サイクロイド歯車と減速機 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.syvec.co.jp

95 P-007 株式会社柴田合成 長野県 高精度・短納期プラスチック製品用金型 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.shibatagousei.co.jp

96 P-007 有限会社スワコ精密工業 長野県 弊社加工微細・難削加工製品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.suwaco.co.jp

97 P-007 株式会社セリオテック 長野県 自動車関連部品などの各種複合形状部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.ceriotec.co.jp

98 P-007 株式会社大東製作所 長野県 マイスクリュー(非循環式簡易ボールねじ) 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.kk-daito.jp

99 P-007 楯木工製作所 長野県 レーザー加工機を使ったボール型照明器具 【産業・技術】 素材・材料 http://www.tatemoku.jp

10

0
P-007 株式会社Ｄｉｇｉｔ Ｗｏｒｋｓ 長野県 生産管理システム  i-PROERP3 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.digitworks.jp

10

1
P-007 東京精電株式会社 長野県 高周波リアクトル、交流安定化電源、抵抗負荷装置 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.tokyo-seiden.co.jp/

10

2
P-007 株式会社長野セラミックス 長野県 機能性セラミックス及び応用製品 【産業・技術】 素材・材料 http://www.nagacera.com

10

3
P-007 株式会社南安精工 長野県 時計部品、精密加工部品、自社製オリジナルブランド時計 【産業・技術】 機械部品・機器 https://www.nanan.co.jp/

10

4
P-007 株式会社西軽精機 長野県 複雑形状小型精密加工部品(偏芯、薄肉、多条ネジ、六角穴) 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.nishikaru.co.jp/

10

5
P-007 マテリス株式会社 長野県 各種材料粉末化における、受託製造サービス 【産業・技術】 素材・材料 http://www.materis.co.jp/

10

6
P-007 株式会社ミスズ 長野県 超精密金型部品、微細加工部品、鏡面プロファイル加工部品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.misuzu-pro.jp/

10

7
P-007 株式会社MOLE’S　ACT 長野県 ハイサイクル金型 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.moles-act.co.jp

10

8
P-008 船橋商工会議所 千葉県 ー http://www.e-funabashi.com/

10

9
P-008 株式会社　日本省力技術研究所 千葉県 ID-200N　二液混合吐出装置 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.dispenser.jp/

11

0
P-008 株式会社Eプラン 千葉県 アルカリイオン水生成装置:UNI-KIDS 【環境・社会】 環境改善・保全 http://e-wash.jp/

11

1
P-008 東葛テクノ株式会社 千葉県 ビクラス(次亜塩素酸系空間洗浄製品シリーズ) 【健康・福祉】 2-その他 http://www.tokatsu-techno.com/

11

2
P-008 株式会社リージック 千葉県 スイッチド・リラクタンス・モータ「回生+発電」システム 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.leagic.co.jp

11

3
P-008 有限会社昌永工機 千葉県 微小球反発試験機　eNM 【産業・技術】 測定・分析機器・センサー http://www.syoueikouki.co.jp

11

4
P-008 株式会社総合印刷新報社 千葉県 紙だけじゃない印刷 【産業・技術】 1-その他 http://www.shinposha.co.jp

11

5
P-009 大分市 大分県 ー http://www.city.oita.oita.jp/

11

6
P-009 ニシジマ精機株式会社 大分県 機械部品、小型衛星「てんこう」内部構造部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.nisijima.jp

11

7
P-009 有限会社大分サーバー 大分県 ドアガード 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://www.oiss.net/

11

8
P-009 株式会社インパクト 大分県 高輝度蓄光応用製品 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://blue-impact.site/

11

9
P-009 株式会社スズキ 大分県 位置情報、バイタルデータ可視化マップサービス 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り https://www.e-suzuki.co.jp/

12

0
P-009 株式会社オーイーシー 大分県 臨床診断システム 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.oec.co.jp/

12

1
P-009 大分エコセンター株式会社 大分県 端材をアップサイクルした商品【AMA RE】(アマリ)・企画 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://eco-alliance.net

12

2
P-010 福島県中小企業団体中央会 福島県 ー

http://www.chuokai-

fukushima.or.jp/index.php

12

3
P-010 株式会社会津技研 福島県 六価クロムフリー樹脂めっき技術 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.aizugiken.co.jp/

12

4
P-010 株式会社エム・ティ・アイ 福島県 めっきによる微細構造品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.mti-mf.co.jp/

12

5
P-010 有限会社紺野機業場 福島県 川俣シルク 【産業・技術】 素材・材料 https://www.konno-silk.com/

12

6
P-010 株式会社エイチ・エー・ティー 東京都 LEDフィルムビュアーセット 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.h-a-t.co.jp/

12

7
P-010 株式会社コアテック 東京都 モーターコア 【産業・技術】 電気電子機器 http://coretec2929.sakura.ne.jp

12

8
P-010 和田装備株式会社 福島県 免震エキスパンションジョイント 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.wadasoubi.jp

12

9
P-010 株式会社中野製作所 福島県 難削材の切削加工品、宇宙エレベータの展示 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.nakano-ss.com/

13

0
P-010 福島セラミック株式会社 福島県 四重極ホルダー 【産業・技術】 電気電子機器

https://www.yugyokuen-

ceramics.com/

13

1
P-010 東北江南株式会社 福島県 フッ素系樹脂チューブの曲げ加工品を含めた樹脂加工全般 【産業・技術】 機械部品・機器 http://t-kounan.co.jp/

13

2
P-011 (一財)旭川産業創造プラザ 北海道 ー http://www.arc-net.or.jp/
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13

3
P-011 旭川機械工業株式会社 北海道 3Dターニングマシン 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.asahikawakikai.com

13

4
P-011 旭川計量機株式会社 北海道 トウモロコシ先端不稔X線検査装置 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.asahikawa-scale.co.jp

13

5
P-011 株式会社ストラク・ラボ 北海道 産業機械の構造・熱流体解析サービス 【産業・技術】 受託サービス(試作・OEM) http://www.struclab.com

13

6
P-011 世良鉄工株式会社 北海道 セラフレーム 【産業・技術】 素材・材料 http://www.seratekkou.co.jp/

13

7
P-011 旭川市 北海道 ユニバーサル製品(木製コップ、アームチェア等) 【産業・技術】 1-その他

http://www.city.asahikawa.hokkaido.j

p

13

8
P-012 山梨市商工会 山梨県 ー http://shokokai.yamanashishi.jp/

13

9
P-012 甲府電器部品株式会社 山梨県 ワンタッチ　耐雷アンテナプラグ 【産業・技術】 電気電子機器

http://www.shokokai.or.jp/19/kdb/in

dex.htm

14

0
P-012 有限会社ダイエー製作所 山梨県 金属プレス加工品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.daiei-eletecfj.co.jp

14

1
P-012 株式会社堀内製作所 山梨県 抗菌ライト 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.horiuchi-s.com

14

2
P-012 株式会社山下精工 山梨県 ねじ 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.nejiya.ne.jp

14

3
P-013 長崎県中小企業団体中央会 長崎県 ー http://www.nagasaki-chuokai.or.jp/

14

4
P-013 株式会社システック井上 長崎県 μRAPIX、S-Smart 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://www.sys-inoue.co.jp/

14

5
P-013 ミナミ化工産業株式会社 長崎県 金属製品の化学研磨処理品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.minami-ci.jp/

14

6
P-013 湯川王冠株式会社 長崎県 スピニング加工品、各種材質の加工品、パイプ加工品等 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 https://www.yukawaoukan.co.jp/

14

7
P-014 鳥取県中小企業団体中央会 鳥取県 ー http://www.chuokai-tottori.or.jp/

14

8
P-014 株式会社松村合金ダイス研究所 大阪府 樹脂押出成型金型、チューブ成形用ストレートヘッド 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://matsumura-die.co.jp

14

9
P-014 気高電機株式会社 鳥取県 くいっくでぃーあくあすりー 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 https://www.ketaka.co.jp/

15

0
P-014 株式会社アサヒメッキ 鳥取県 ステンレス鋼発色 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.asahimekki.jp/

15

1
P-015 徳島県中小企業団体中央会 徳島県 ー http://www.tkc.or.jp/

15

2
P-015 イツモスマイル株式会社 徳島県 イツモツナガル　アット　ホーム 【健康・福祉】 在宅製品・⾒守り http://itsumosmile.jp/

15

3
P-015 朝日音響株式会社 徳島県 スリムケーブレス5000、タフケーブレス8000他 【産業・技術】 制御・自動運転・安全・セキュリティ http://www.asahionkyo.co.jp/

15

4
P-015 株式会社栄工製作所 徳島県 業務用ペースト製造機 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.sus-eiko.co.jp

15

5
P-015 株式会社シナジーテック 徳島県 空飛ぶドローン用照明 【産業・技術】 ロボット・ドローン https://www.synergytec.co.jp

15

6
P-015 株式会社フクブル 徳島県 スパイダーロボ 【環境・社会】 環境改善・保全 http://fukubull.com/

15

7
P-015 株式会社アクト 徳島県 無機系凝集剤「水夢」、アルカリ中和剤「融夢」 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.act-yume.jp

15

8
P-016 韮崎市商工会 山梨県 ー http://nirasaki.or.jp/

15

9
P-016 有限会社雨宮製作所 山梨県 カム式インデックス装置、ピックアンドプレース、カム加工品 【産業・技術】 機械部品・機器

http://www.shokokai.or.jp/19/19207

1S0104/index.htm

16

0
P-016 株式会社フューチャーズクラフト 山梨県 カーボン製品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.fc-carbon.com

16

1
P-017 山口県中小企業団体中央会 山口県 ー http://axis.or.jp/

16

2
P-017 サンヨー宇部株式会社 山口県 ターフメイク 【環境・社会】 高機能建材・高効率建築 http://www.sanyo-ube.co.jp

16

3
P-018 松山商工会議所 愛媛県 ー https://www.jemcci.jp/

16

4
P-018 株式会社オフィス・ラボ 愛媛県 ピタットチェア 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://officelabo.co.jp

16

5
P-018 株式会社インプット 愛媛県 新産直繁盛くん 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.input.co.jp/

16

6
P-019 山形県中小企業団体中央会 山形県 ー http://www.chuokai-yamagata.or.jp

16

7
P-019 株式会社カルイ 山形県 樹木粉砕機 【産業・技術】 環境改善・保全 http://funsaiki.com

16

8
P-019 株式会社ムトウ 東京都 プラスチック金型　プラスチック成形品 【産業・技術】 加工・成型・接合・表面処理 http://www.muto-mold.com

16

9
P-019 ジャスト株式会社 山形県 UDC　めっき 【健康・福祉】 ロボット・遠隔医療 http://www.yamagata-just.co.jp

17

0
P-019 株式会社栄進鈑金製作所 山形県 技術:大型盤、筐体の製作および塗装　製品:防水盤 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
https://eishin-bankin.co.jp/

17

1
P-019 株式会社ティーワイテクノ 山形県 OCT(光干渉断層画像化法)を用いた膜厚計 【産業・技術】

測定・分析機器・セ

ンサー
http://ty-techno.jp

17

2
P-019 スズキハイテック株式会社 山形県 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)素材対応めっき加工技術 【産業・技術】 素材・材料 http://www.sht-net.co.jp

17

3
P-019 山形精密鋳造株式会社 山形県 WAX積層3Dプリンター本体・WAXパーツ・鋳物製品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://web-ysc.jp/

17

4
P-020 熊本県中小企業団体中央会 熊本県 ー http://www.kumachu.or.jp

17

5
P-020 有限会社坂本石灰工業所 熊本県 高活性酸化カルシウム乾燥剤 【産業・技術】 素材・材料 http://sakamoto-lime.com/

17

6
P-020 株式会社旭製作所 熊本県 ハバネロからカプサイシンを抽出・濃縮するためのプロセス・装置 【産業・技術】 1-その他 http://www.agi.co.jp
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新価値創造展【パブリック共同出展】

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品名 テーマ 出展カテゴリー HP URL

17

7
P-020 フジプルーフ工専有限会社 熊本県 エコな屋根の設計指針「エコルーフガイド」 【産業・技術】 ソフトウェア・システム http://fuziproof.jp/

17

8
P-020 合同会社イワ建開発 熊本県 1　マグエン　　　2　マグ造形材　　3　FQ保護剤 【環境・社会】

高機能建材・高効

率建築
http://www.iwk-k.co.jp/

17

9
P-020 ネクサス株式会社 熊本県 マグネシウム成型品、マグネシウム製品レーザー加工品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nexus-grp.co.jp/

18

0
P-021 草加市 埼玉県 ー http://www.city.soka.saitama.jp/

18

1
P-021 株式会社栗原精機 埼玉県 ジュラルミン製削り出しカラビナ 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.kurihara-seiki.co.jp

18

2
P-021 有限会社永進ゴム製作所 埼玉県 あらゆる分野で使用されるゴム製品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理

http://www.bbweb-

arena.com/users/eishin/eishin-

gomu.htm
18

3
P-021 有限会社スズキ 埼玉県 デザイン性の高い　サンプル・オブジェ・展示用製作品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.soka-suzuki.com/

18

4
P-021 小林鋲螺株式会社 埼玉県 ・足場板用幅木留め金具・仮囲い鋼板用Cクィック金具 【産業・技術】

高機能建材・高効

率建築
http://www.kobayashi-byora.co.jp

18

5
P-021 株式会社潤製作所 埼玉県 町工場の切削加工　『ねじやさんのものづくりシリーズ』 【産業・技術】 機械部品・機器 http://jun-ss.jp/

18

6
P-021 第一ガスケット工業株式会社 埼玉県 プラスチック精密部品 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.daiichi-gk.co.jp

18

7
P-021 草加RINC 埼玉県 ー 【産業・技術】 機械部品・機器 ー

18

8
P-022 公益財団法人ひろしま産業振興機構 広島県 ー https://www.hiwave.or.jp

18

9
P-022 ヤマトプロジェクト 広島県 溶接・曲げ加工サンプル、歯車、水冷ヒートシンク 【産業・技術】 1-その他 https://www.hiwave.or.jp/yamatopj/

19

0
P-022 株式会社高村興業所 広島県 精密板金部品の溶接サンプル、曲げ加工サンプル 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.takamura-kk.co.jp

19

1
P-022 株式会社井上鉄工所 広島県 歯車 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.inoue-tekkosho.co.jp/

19

2
P-022 タイム株式会社 広島県 水冷ヒートシンク 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.time-merit.co.jp

19

3
P-022 ＣＮＢトーユー 広島県 足軽くん 【健康・福祉】 診断・予防 http://www.cnbtoyu.com

19

4
P-022 株式会社泉工作所 広島県 フランジ、シャフト、ギヤー 【産業・技術】 機械部品・機器 http://izumi-works.co.jp

19

5
P-022 株式会社市林鐵工所 広島県 各種鍛造部品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://ichi-forge.jp/

19

6
P-022 土本鍛工株式会社 広島県 薄肉鍛造部品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.mcat.ne.jp/~tsuchidf/

19

7
P-022 有限会社中本螺旋製作所 広島県 ニードルローラー、ボルト、ピン 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.nakamoto-rasen.com/

19

8
P-022 花岡鉄工株式会社 広島県 シャフト・ピン 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.hanaoka-kure.com/

19

9
P-022 株式会社浜野鉄工所 広島県 ディファレンシャルピニオンシャフト 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理

https://www.facebook.com/hamanow

orks/

20

0
P-022 松田鉄工株式会社 広島県 パイプ加工製品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://mtd-co.jp

20

1
P-022 中国ビー・エフ株式会社 広島県 インサート製品・ダクト製品他 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.c-bf.net/

20

2
P-022 備後ものづくりネットワーク 広島県 真空チャック 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://bingo-monozukuri.com/

20

3
P-022 株式会社キョウエイ 広島県 ー ー ー ー

20

4
P-022 株式会社エヌテック 広島県 金属精密機械加工部品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.ntech-co.com/

20

5
P-022 株式会社アイエスツール 広島県 エンドミル　ドリル 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://istool.jp/

20

6
P-022 株式会社三谷製作所 広島県 製品なし 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.mitani-1918.com

20

7
P-023 岡山県中小企業団体中央会 岡山県 ー http://www.okachu.or.jp/

20

8
P-023 三石耐火煉瓦株式会社 岡山県 ラシックス-エイチディー 【産業・技術】 防災・防犯 https://mtaika.jp/

20

9
P-023 ニチドー株式会社 岡山県 独自の超音波ラミネート工法による多積層シート 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.nichido-kurashiki.co.jp

21

0
P-023 株式会社エスケー 岡山県 チップソー研磨機/チェンソー目立て機 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.rakuken-sk.jp/

21

1
P-023 くろがね産業株式会社 岡山県 「着色ゴムチップ」及び「着色ウレタンチップ」 【産業・技術】 環境改善・保全 http://www.kurogane-sangyo.com

21

2
P-023 株式会社イーアールディー 岡山県 筋機能数値化センサ!(筋音筋電同時計測センサ) 【健康・福祉】

診断支援・解析・セ

ンサー
http://www.erd.co.jp/

21

3
P-023 株式会社英田エンジニアリング 岡山県 フォーミングロール/破砕機粉砕機用刃物 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.aida-eng.co.jp

21

4
P-024 (公財)関西文化学術研究都市推進機構 京都府 ー https://www.kri.or.jp

21

5
P-024 株式会社サンエール 京都府 ガラス管、精密細管、ガラス加工、パイプ切断 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sun-yell.co.jp/

21

6
P-024 日産スチール工業株式会社 京都府 機能性保存袋:フレッシュママ 【環境・社会】

農林水産業の効率

化
https://nsk-kk.co.jp/

21

7
P-024 株式会社クリーンバブル研究所 京都府 マイクロナノバブル発生システム 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.eonet.ne.jp/~tribiox

21

8
P-024 東英産業株式会社 京都府 導電性パイル生地(ブラシ)静電植毛ブラシ、静電植毛シート 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.toeisangyo.jp

21

9
P-024 フロムデータ株式会社 京都府 ファクトリーサポーター 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.fromdata.co.jp/

22

0
P-024 オーケーディー株式会社 奈良県 超鏡面サンプル加工品 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.okd-jp.com
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新価値創造展【パブリック共同出展】

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品名 テーマ 出展カテゴリー HP URL

22

1
P-025 姫路市 兵庫県 ー http://www.city.himeji.lg.jp

22

2
P-025 広畑鋼板工業株式会社 兵庫県 スチールボックスパレット 【環境・社会】 省エネ・リサイクル http://www.hirohatakohan.co.jp

22

3
P-025 パイオニア精工株式会社 兵庫県 ドリームケア 【健康・福祉】 診断・予防 http://pioneer-seiko.co.jp/

22

4
P-025 有限会社相互製作所 兵庫県 ラムブロック 【産業・技術】

加工・成型・接合・

表面処理
http://www.sougoworks.com

22

5
P-025 ヤヱガキ醗酵技研株式会社 兵庫県 β-キチンナノファイバー(NF) 【産業・技術】 素材・材料 http://www.yaegaki.co.jp/

22

6
P-025 有限会社アトリエケー 兵庫県 ワーキングパワースーツ 【環境・社会】 環境改善・保全 http://agri-suit.com
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新価値創造展2018【インキュベーション出展】

No
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品 出展テーマ 出展カテゴリー HP URL

1 Q-001 株式会社コンセラ 愛知県 フォーマー加工のセミドライ化システムの提案 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理

2 Q-002 株式会社サンケンテック 愛知県 炭素繊維断熱タイルDANT 【産業・技術】 素材・材料 http://sanken.tech/

3 Q-003 スペースリンク株式会社 神奈川県 CNTキャパシタ/金属燃料電池/多周波数マルチGNSS受信機 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.spacelinkltd.jp/

4 Q-004 株式会社ファルマクリエ神戸 兵庫県 WAKI(シコニン)、コンナルス 【健康・福祉】 2-その他 http://www.pharmacrea.com

5 Q-005 株式会社ヒットリサーチ 京都府 FFF方式3Dプリンター用高温ホットエンド(500℃) 【産業・技術】 機械部品・機器 http://www.hitresearch.co.jp

6 Q-006 株式会社Piezo Studio 宮城県 新規圧電単結晶及び応用デバイス 【産業・技術】 素材・材料 http://www.piezostudio.co.jp/

7 Q-007 株式会社フロント研究所 大阪府 リサイクルカーボンを使用した製品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理

https://jgoodtech.jp/ja/web/jc000000

0000368

8 Q-008 アイ’エムセップ株式会社 京都府 世界に類を⾒ない革新的「溶融塩電気化学プロセス:MSEP」 【産業・技術】 素材・材料 http://www.imsep.co.jp/

9 Q-010 株式会社丹宇 京都府 「タウンガード」・「みぞきれい　ぴかっと」 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.tan-u.co.jp

10 Q-011 センスプロ株式会社 大阪府 未来型人工知能利用老人向け⾒守りセンサー 【産業・技術】 情報・通信 http://www.sense-pro.com/

11 Q-012 オオクマ・ソリューション関西株式会社 京都府 液晶セル信号発生器、スマートグラス 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.os-kansai.co.jp

12 Q-013 株式会社アストレックス 大阪府 超小型衛星用電源装置 【産業・技術】 電気電子機器 －

13 Q-014 一般財団法人　地域未来創生機構 石川県 社会共創プロデューサー 【環境・社会】 3-その他 http://aaaa.com

14 Q-015 株式会社二葉科学 千葉県 遠赤外線加熱装置 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://futaba-kk.co.jp

15 Q-016 輝創株式会社 愛知県 PMS剤及び関連技術・製品 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://kisoh-tech.com/

16 Q-017 株式会社ロジックリサーチ 福岡県 IoT向けデジタルIC 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.logic-research.co.jp

17 Q-018 株式会社NSCore 福岡県 パームエスラム/ツインビット 【産業・技術】 電気電子機器 http://www.nscore.com

18 Q-019 エムバイオテック株式会社 東京都 マイコプラズマ感染症に対する最先端予防未病医療 【健康・福祉】 診断・予防 http://www.mbiotech.org/

19 Q-020 株式会社　ノア 茨城県 高分解能3Dスキャナ 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.kknoa.co.jp

20 Q-021 株式会社パリティ・イノベーションズ 大阪府 空中映像表示素子”パリティミラー”、空中タッチディスプレイ 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
http://www.piq.co.jp

21 Q-022 株式会社JAPAN　STAR 大阪府 なのふぇみらす 【健康・福祉】 介護・リハビリ http://nano-femiras.com

22 Q-023 株式会社パンソリューションテクノロジーズ 宮城県 ベッカー 2500 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
https://psts.jp/

23 Q-024 株式会社ユニアル 東京都 国産機能性食品の原材料および製品受託製造(OEM) 【産業・技術】 1-その他 http://www.unial.info/

24 Q-025 東西総合株式会社 千葉県 半導体製造装置の修理、改造設計 【産業・技術】
受託サービス(試

作・OEM)
http://www.tozaisogo.co.jp

25 Q-026 株式会社ケミカルゲート 愛知県 革新的ナノ粒子 【産業・技術】 素材・材料 http://www.chemicalgate.co.jp

26 Q-027 シーエステック株式会社 大阪府 特殊レーザー加工によりイニシャルコスト無しで1個から作成可能 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://www.cstec-jp.com

27 Q-028 株式会社ZERO MOZ JAPAN 熊本県 ゼロモズ・ネオソニック・アドレット 【環境・社会】 環境改善・保全 http://www.zeromozjapan.com

28 Q-029 NPO法人　長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 長崎県 海洋統合環境無人観測プラットフォーム(ミーア) 【環境・社会】
再生可能エネル

ギー
http://namicpa.jp/

29 Q-030 株式会社　調和技研 北海道 会話型知識提示AIエンジン 【産業・技術】 ソフトウェア・システム https://www.chowagiken.co.jp/

30 Q-031 株式会社オプトメカトロ 静岡県 近赤外線モバイル成分分析器 【産業・技術】
理化学機械・光学

機器
http://opt-mt.com

31 Q-032 株式会社三栄興業 千葉県 次世代型プラスチック「ポリプロピレン2.0」 【産業・技術】 素材・材料 http://www.misato-net.com/3ak/

32 Q-033 合同会社マイクロスペース 愛知県 表面改質　ー　FLEXI-ZARAテクスチャー 【産業・技術】
加工・成型・接合・

表面処理
http://flexi-scram.co.jp/

33 Q-034 ビジョンバイオ株式会社 福岡県 異物鑑定団ならびに混入異物対策ソリューション 【産業・技術】
測定・分析機器・セ

ンサー
http://www.visionbio.co.jp/

15/20



新価値創造展2018【支援機関出展】

No
小間

番号
企業名 都道府県 出展内容 HP URL

1 O-001 一般社団法人　日本真空工業会 東京都 日本真空工業会の認知度向上ＰＲによる会員勧誘 http//www.jvia.gr.jp

2 O-002 独立行政法人工業所有権情報・研修館 東京都 知財の様々な悩み・課題等に関する相談やその他弊館各種サービス http://www.inpit.go.jp/index.html

3 O-003 一般財団法人日本規格協会 東京都 「新市場創造型標準化制度」によるJIS化等の標準化活用支援。 https://www.jsa.or.jp/

4 O-004 東京中小企業投資育成株式会社 東京都 中堅･中小企業への出資および経営コンサルティング http://www.sbic.co.jp

5 O-005 東信州次世代イノベーションセンター（長野県上田市） 長野県 製品開発や販路開拓等の企業間マッチング及び人材確保・育成事業 http://higashishinshu-ngic.com/

6 O-006 公益財団法人三菱UFJ技術育成財団 東京都 助成金・株式保有等の支援制度・支援企業のご紹介及びご相談。 http://www.mutech.or.jp

7 O-007 東京中小企業家同友会 東京都 全国45000社の経営者とのネットワーク、　都内で毎月60回以上の会合 https://www.tokyo.doyu.jp/

8 O-008 公益財団法人りそな中小企業振興財団 東京都 第30回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞技術・製品の紹介 http://www.resona-fdn..or.jp

9 O-009 東京都医工連携ＨＵＢ機構 東京都 東京都の医工連携事業のご案内 https://ikou-hub.tokyo/

10 O-010 新輸出大国コンソーシアム（事務局：日本貿易振興機構） 東京都 コンソーシアム参加支援機関による海外展開相談対応ブース https://www.jetro.go.jp/consortium/
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■　【産業・技術】　特別出展

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品 出展テーマ 特別展示 HP URL

1 S-101 アイ・イート株式会社 栃木県 モジュール分散協働型農作業補助ロボット 【産業・技術】 特別展示 https://www.ieat-fresh.com

2 S-102 株式会社IBUKI 山形県 デザイン＆機能加飾サンプル、Iot金型、Teachme Biz 【産業・技術】 特別展示 http://ibki-inc.com/about.html

3 S-103 株式会社LIGHTz 茨城県 『ORGENIUS』、『MINAMO』 【産業・技術】 特別展示 www.lightz-inc.com

4 S-104 株式会社ZMP 東京都 物流支援ロボットCarriRo　／　宅配ロボットCarriRo　Delivery 【産業・技術】 特別展示 http://www.zmp.co.jp

5 S-105 トビー・テクノロジー株式会社 東京都 ウェアラブル型アイトラッキング　動き回りながら計測可能 【産業・技術】 特別展示 www.tobii.co.jp

6 S-106 株式会社Fiot 静岡県 Ｆｉｏｔデバイス 【産業・技術】 特別展示 http://www.fiot.jp/

7 S-107 ヴイストン株式会社 大阪府 プレゼンSota 【産業・技術】 特別展示 https://www.vstone.co.jp

8 S-108 株式会社プロノハーツ 長野県
製造業向けVRデザインレビューシステム　『pronoDR』と工場スキャンサービス

の紹介
【産業・技術】 特別展示 www.prono82.com

■　【健康・福祉】　医工連携商談会

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品 出展テーマ 特別展示 HP URL

1 S-201 一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 東京都 医工連携のセミナー、個別アドバイス、ネットワークづくり支援 【健康・福祉】 【医工連携】 http://www.ikou-commons.com/

2 S-202 株式会社ムトウ 東京都 一般医療材料、冷凍手術機器、ボディチェッカー、カテーテル　他 【健康・福祉】 【医工連携】
http://www.wism-

mutoh.co.jp/mutoh/about-us

3 S-203 株式会社マイステック　 福島県 脊椎手術用開創器システム「MT-LINEシステム」 【健康・福祉】 【医工連携】 https://meistec.co.jp/

4 S-204 株式会社プラトンジャパン　  東京都 歯科用インプラント及び手術用器具、動物用整形インプラント 【健康・福祉】 【医工連携】 http://www.platonjapan.co.jp

5 S-205 株式会社フジフレックス 奈良県 CRYO-2 【健康・福祉】 【医工連携】 http://www.fuji-flex.co.jp

6 S-206 日本光電工業株式会社 東京都 AED、ベッドサイドモニタ、送信機、ホルター心電計など 【健康・福祉】 【医工連携】
https://www.nihonkohden.co.jp/inde

x.html

7 S-207 東レ株式会社 東京都 ①マイクロファイバークロス　トレシー®　②浄水器　トレビーノ® 【健康・福祉】 【医工連携】 http://www.toray.co.jp

8 S-208 第一医科株式会社 東京都 非侵襲中耳加圧装置「EFET01」 【健康・福祉】 【医工連携】 http://www.first-med.co.jp/

9 S-209 株式会社常光 東京都 医工連携事業のご紹介 【健康・福祉】 【医工連携】 http:// okoh.com/

10 S-210 株式会社カワニシホールディングス　 岡山県
“カッツェ”医療器具把持固定器

“mikoto”医療教育用シミュレータ
【健康・福祉】 【医工連携】 http:// www.kawanishi-md.co.jp

11 S-211 株式会社イナミ　 東京都 眼科用手術器具 【健康・福祉】 【医工連携】 http:// inami.co.jp

■　【健康・福祉】　特別出展

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品 出展テーマ 特別展示 HP URL

1 S-301 株式会社アイオーフィット 神奈川県 ウェラブル端末およびIoT健康管理システム 【健康・福祉】 特別展示 https//iofit.co.jp

2 S-302 株式会社QDレーザ 神奈川県 RETISSA Display 【健康・福祉】 特別展示 https://www.qdlaser.com/

3 S-303 株式会社テック技販 京都府 HapLog、ゆびレコーダー、YAWASA、フォースプレート、シートトレーサーなど 【健康・福祉】 特別展示 http://www.tecgihan.co.jp/

4 S-304 Holoeyes株式会社 東京都 HoloEyesXR 【健康・福祉】 特別展示 http://holoeyes.jp/

5 S-305 株式会社mediVR 大阪府 mediVR Kagura（仮） 【健康・福祉】 特別展示 https://medivr.jimdo.com/

6 S-306 株式会社リキッド・デザイン・システムズ 神奈川県 ベビーセンサーBaby AI/アプリNapplee 【健康・福祉】 特別展示 https://liquiddesign.co.jp/

7 S-307 H2L株式会社 東京都 PossessedHand,UnlimitedHand,FirstVR 【健康・福祉】 特別展示 http://h2l.jp

■　【環境・社会】　特別出展

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品 出展テーマ 特別展示 HP URL

1 S-401 株式会社チャレナジー 東京都 垂直軸型マグナス風力発電機 【環境・社会】 特別展示 https://challenergy.com/

2 S-402 株式会社DG TAKANO 東京都 節水ノズル「Bubble90」 【環境・社会】 特別展示 http://www.dgtakano.co.jp/

3 S-403 株式会社TBM 東京都 石灰石を主原料とし紙とプラスチックの代替となる革新的新素材LIMEX 【環境・社会】 特別展示 https://tb-m.com/

4 S-404 国立大学法人琉球大学 沖縄県 高性能気体溶解装置 【環境・社会】 特別展示 http://www.u-ryukyu.ac.jp/

5 S-405 特定非営利活動法人緊急災害備蓄推進協議会 東京都 ①生活必需品（トイレットペーパー）の備蓄推進啓蒙活動　②地域 【環境・社会】 特別展示 －

6 S-501 大和ハウス工業株式会社 大阪府 大和ハウス工業㈱総合技術研究所にて開発された商品群 【環境・社会】 特別展示 https://www.daiwahouse.co.jp/
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■海外企業　【インドネシア】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 F-101 PT Cipta Perdana Lancar インドネシア カバースチールラジエーター、エアフィルター、オイルフィルター http:// www.cpl-id.com

2 F-102  PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri インドネシア 精密メタル部品、金型、プラスチック射出成形部品、治工具  www.yogyapresisi.com

3 F-103 Ganding Toolsindo インドネシア メタル部品（フレーム、排気ブラケット、排気パイプ）、治工具、金型
http://

www.gandingtoolsindo.com

4 F-104 PT. Asmar Nakama Partogi インドネシア 各種メッキ加工（亜鉛・ニッケル・錫・鉛）
Website still in developing not yet

available

5 F-105 PT Pinisi Elektra インドネシア トランザクションモニタリングデバイス、オートドライブテスト、アセットモニタリング http://www.pinisi-elektra.com

6 F-106 PT. Fuboru Indonesia インドネシア ガスケット、ゴム部品、フィルター、小型ディーゼルエンジン部品 http://www.fuboru.co.id

7 F-107 PT. Teknikatama Karya Mandiri インドネシア メタル部品（アンダーボディー用、リアアクセルハウジング用、シャーシ用） http:// www.teknikatama.co.id

8 F-108 PT. Teknik Tadakara Sumberkarya インドネシア 船舶用の配電制御システム、機関室監視制御システム Underconstruction

9 F-109 PT. Eresto Digital Indonesia インドネシア 外食産業用のソフトウェア http:// eresto.co.id

10 F-110 CV. C-Maxi Alloycast インドネシア 電気パネル、病院用器具、自転車部品 http:// alloycasted.com

11 F-111

Directorate General Of Small And Medium

Industry - Ministry of Industry(インドネシア工業省中

小企業総局)

インドネシア バナー広告、リーフレット http://ikm.kemenperin.go.id/

■海外企業　【ミャンマー】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 F-201 Sein Shwe Ngwe ミャンマー 脱穀機 -

2 F-202 Aung Aung Hydraulic and Machinery ミャンマー 油圧プレス機、石材切断機、旋盤機、曲げ加工機 Under-construction

3 F-203 Aye Pyaw Pyaw ミャンマー 各種スリッパ、各種サンダル -

4 F-204 Galon Minn Nyi Naung ミャンマー ベッドシート、ベッドカバー、テーブルクロス、テーブルマット、カーテン、毛布、枕カバー
http://www.galonminnyinaung.co

m

5 F-205 Myat Zaw AND Young Brothers Co.,Ltd ミャンマー 木製家具・インテリア、木製床材（寄木細工）、ドア、窓枠、天井
Facebook Page:

@mzybwoodenproducts-Myat Zaw

and Young Brothers Wooden

6 F-206 Aung Taw Win ミャンマー
アロエのサプルメント、生姜レモンペースト、にんにく・蜂蜜、天然素材の石けん、洗顔石けん、ミョウバン石

けん

http://www.facebook.com/aungta

wwin/

7 F-207 National International Commercial Enterprise Ltd. ミャンマー 有機緑茶、緑茶用加工機械 http://www.myanmartea.biz

8 F-208 Jum Jel Co,Ltd ミャンマー プラムシロップ、タマリンドシロップ、プラムジュース、タマリンソジュース、ライムジュース -

9 F-209 Kaung Satt Waddy ミャンマー サチャインチ茶、サチャインチ・ナッツ（種）、サチャインチ・オイル、サチャインチ化粧液
http://www.facebook.com/pg/kau

ngsattwaddy/about/?ref=page_int

ernal

10 F-210 Naga King Traditional Fabrics Enterprise ミャンマー ロンジー（民族衣装） -

11 F-211 Myanmar Ministry Of Industry(ミャンマー工業省) ミャンマー － -

■海外企業　【台湾】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 Ｆ-301 Zhao Yi Precision Machinery Co.,Ltd 台湾
自動ツールチェンジャー、サーボ／動力タレット、ロータリーテーブル、工作機械業界やオートマチック業界の

インデキシングドライブ
http:// www.jypm.com.tw

2 Ｆ-302 Chih Kang Material Company Ltd 台湾 電気通信用キャビネット、サーバーラック、医療用ケーシング http://  www.ck-metal.com.tw

3 Ｆ-303 Ome Technology Co.,Ltd 台湾 リニアガイド、産業オートメーション用ボールねじ、またはファクトリーオートメーション設備 http://www.ome.com.tw

4 Ｆ-304 Accutex Technologies Co., Ltd 台湾
当社のワイヤーカット放電加工機は、精密な各種金型や航空宇宙、高精度の機械加工部品産業で使

われています。
https://www.accutex.com.tw/

5 Ｆ-305 Digisine Energytech CO.,LTD 台湾 風力タービンシステム、ハイブリッドインバーター、充電コントローラー、ハイブリッド街路照明システム －

6 Ｆ-306 Tai Shih Hobby Corporation ( TSHobby GAUI ) 台湾 GX9 http://www.gauigpower.com/

7 Ｆ-307 Son Dar Electronic Technology Co., Ltd 台湾 純粋制限波インバーター、UPS（インバーター＋ソーラー充電器またはAC充電器）、充電器 http:// www.sondar.com.tw

8 Ｆ-308 Dinkle  International CO., LTD 台湾
1.各式端子台 / 2.OEM/新規開発品/ 3.金属部品 / 4.プラスチック部品 / 5. モージュール、機構件

設計、製作　など
http:// www.dinkle.com

9 Ｆ-309 Full Enterprise CORP 台湾 スマート照明、健康増進ケア、介護、スマートコミュニティーを含めた「スマートライフ」 http:// www.fullcorp.com

10 Ｆ-310 Act-Rx Technology Corporation 台湾
当社の製品には、DCファンおよび送風機、ヒートシンク、冷却器、ヒートパイプモジュール、セラミック射出

成形部品があります。
http://www.actrx.com.tw

11 Ｆ-311 Kinsun Industries Inc 台湾 M8／M12、防水コネクター、金属スタンピング、USB、RJ45、アンテナ
http://

http://www.kinsun.com/ja/

12 Ｆ-312 Kingley Rubber Industrial Co.,Ltd. 台湾
インサート成形、ウェアラブルデバイス、ラバーキーパッド、エポキシキーパッド、携帯電話用キーパッド、P+R

キーパッド、IMD＆タッチパネル、メンブレンスイッチ
http:// www.kingley.com
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No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

13 Ｆ-313 Yomura Technologies INC 台湾
二重射出、オーバーモールディング、医療用／航空機用／産業用のIMDおよびマイクロ成型部品、

OEM向け組立部品
www.yomura.com.tw

14 Ｆ-314  Excell Precision Co., Ltd 台湾
精密計量／計数／価格計算スケール、天秤、Scale-IoT®ソリューション、計量工場オートメーションソ

リューション
https:// www.excell-scale.com

15 Ｆ-315 Taroko Door & Window Technologies, Inc 台湾
3.5Gバリアフリー・プリーツ付き網戸ドア、標準プリーツ網戸、直観取り外し式プリーツ網戸、どこでも設定

網戸ドア／窓

http://www.hiss.com.tw/index.ht

ml

16 Ｆ-316 Cheng Ho Hsing Heavy Industries Co., Ltd 台湾
1）くず鉄（自動車、ステンレス綱、アルミ）の破砕設備および非鉄分離システム

2）大型スクラップ用のプレシュレッダー　3）油圧式スクラップシャー
http://www.chhtw.com

17 Ｆ-317 Broadlake CO., LTD 台湾
ヒートシンク（押し出し／プレス／式放熱フィン）、フロントパネル、シャーシとカバー、アルミ製エンクロー

ジャー、パワーレジスタハウジング、特殊ハウジング／シールディング、注文製品
http:// www.broadlake.com

18 Ｆ-318 Chiamin Steel Co., Ltd 台湾 機械のスチール部品 http:// www.chiamin.com.tw

19 Ｆ-319 Jingfa Aluminum Industry Co., Ltd 台湾
アルミ押し出し関連製品には、密閉性の高いアルミ窓、アルミ製ブラインドのほか、さまざまな関連部品が

あります。

http://

www.jarlgene.com.tw/tw/product

20 Ｆ-320 Center Active Metal Products Co.,Ltd 台湾 金属部品孤高製品／成形加工製品／CNC加工製品 http:// www.campmetal.com

21 Ｆ-321 Konzern Laser Precision Co.,Ltd 台湾
半導体関係、液晶関係、医療と薬品関係、食品関係設備の架台と板金部品及び組立

電車関係の板金部品

http://

www.konzern.com.tw/en/main.as

p

22 Ｆ-322  Meng Sin Material Co., Ltd 台湾
太陽光発電システムを屋上設置するためのスーパーPVFラミネート加工屋根用スチール、およびその他の

カスタマイズしたラミネート加工、塗装前、または印刷済みの金属材料製品
http://www.mengsin.com.tw

23 Ｆ-323 Calin Technology Co., Ltd 台湾 自動車、監視カメラおよびIPカメラ、消費者製品またはプロジェクタ用の光学レンズ http:// www.calin.com.tw

24 Ｆ-324 Sinpro Electronics Co., Ltd 台湾 電源、DC／DCコンバーター、EV・LEDドライバー・充電器用電源システム http://www.sinpro.com

25 Ｆ-325 Skypower Ent. Co., Ltd 台湾 車両安全バックアップ用バッテリーパック
http://www.skypowertek.com/ind

ex-2.html

26 Ｆ-326 Noporvis Co., Ltd 台湾 乗用車用高精密タービンホイールとゆるみ防止ナット http:// www.noporvis.com

27 Ｆ-327 Taiwan Emission Exchange 台湾
蓄電システム、 ビルマネジメントシステム（BMS）、エネルギーマネジメントシステム（EMS）、パワーコン

ディショナー（PCS）
http:// www.twemex.com

28 Ｆ-328 Milli Intl. Co 台湾 非接触マルチセンサーによる表面計測、非接触でのウエハー厚測定
http://www.milli-

intl.com/info_basic.html

29 Ｆ-329 Welltest international Energy Material Co.,Ltd 台湾 ダイヤモンドフリクションガスケット http://www.welltest.com.tw

30 Ｆ-330 Yang Xin Advanced Manufacture Co., Ltd 台湾 異なるタイプの自動ロボットとのシステム統合 http://www.yangxin.com.tw/

31 Ｆ-331 台日中小企業連携推進プラットフォーム 台湾 日台中小企業の産業連携推進
https://www.moeasmea.gov.tw/m

p.asp?mp=2

32 Ｆ-332 台湾区電機電子工業同業公会
（TEEMA） 台湾
TEEMAの会員メンバー数は3013社です。３割は大手企業、７割は中小企業です、当会のメンバー業種は主に17分野がありま

す。その中では、重電機、計測器及び設備、配線機材、オプトエレクトニクス、電子部品のメンバー数が多いです。
http://www.teema.org.tw/

33 Ｆ-333 高雄市工業会 台湾
高雄でも傑出したトップ企業やメーカーの多くが会員となっています。主な業種は、組立金属製品、機械

設備、化学製品、電子部品などです。
www.factory.org.tw/

34 Ｆ-334 台湾・加工出口区管理処 台湾 EPZの基本情報（サービス、主要産業等）
https://www.epza.gov.tw/english/

index.aspx

■海外企業　【タイ】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 F-401 SMC Corporation Limited  タイ プラスチック製ボトル製造用のブロー成形機（飲料、化粧品、医薬、殺虫剤、エンジンオイル用途ほか） http:// www.smccorp.co.th

2 F-402 CYTechnology Co., Ltd. タイ プリント基板（カーアンプ、医療機器用等） http:// www.cytech.co.th

3 F-403 International Rubber Parts Co., Ltd. タイ
ゴム製品（グロメット、シール、ゴム・金属部品、エアダクト、防振ブッシング）

www.interrubberparts.com/

4 F-404 Nonthaburi Trailer Truck and Bus Co.,Ltd タイ トラックボディー、トレーラー、クレーン －

5 F-405 Thai Rung United Engineering Co., Ltd. タイ 伸縮コンベア、ベルトコンベア、スクリューコンベア www.thairunggroup.com

6 F-406 Best Technology Innovation Co., Ltd タイ GPSを活用したソルーション（フリートマネジメント、土地計測、農業用ドローン） http:// www.besttechthailand.com

7 F-407 Dong Sung Ki Innovation Co., Ltd タイ チャットボット、AI、ブロックチェーン http://www.dski.co

8 F-408 CNC Tech  CO.,LTD タイ 精密切削部品 www.fact-link.com/home/cnctech

9 F-409 Pri Products CO.,LTD タイ uPVC （無可塑硬質塩化ビニル）製の電線管（ワイヤーウエイ）、継ぎ手、配電盤 http://pri-products.com/

10 F-410 Food Machinery Co., Ltd. タイ レトルト殺菌機、食品加工機、洗浄機、自動搬送機 www.foodmechinerys.com

11 F-411 Department of Industrial Promotion (DIP)(産業振興局) タイ http://www.dip.go.th
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■海外企業　【ベトナム】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 F-501 An Phat Group 
(An Phat Holdings JSC) ベトナム プラスチック製品（各種バッグ・袋・自動車部品、建設資材、携帯電話用部品） https://www.anphatplastic.com/

2 F-502 Bien Hoa Supplier Chain Management (Bien Hoa SCM CO.,LTD) ベトナム 自動車用アンテナ、プラスチック製品（自動車・電子部品用）
http://scm.com.vn

http://www.plasticscm.com.vn

http://www.solarscm.com.vn

3 F-503 4P Company Ltd ベトナム PCB（携帯電話・CTV・ワイファイ用）

4 F-504 Shengli Vn International Trading Production Company Limited ベトナム ラバー部品、プラスチック部品（コネクティングチューブ、プレートボトム、ラバーシール、ダクトエアチューブ） http:// shenglivietnam.com

5 F-505 Tam Hop Co.,Ltd ベトナム 2輪、4輪用プレス部品

6 F-506 Tri Cuong Industrial CO.,LTD ベトナム 工場自動化ライン、コンベヤー、各種組立機械、精密部品、治具 http:// www.tci.vn

7 F-507 Hikari Vietnam P&T Co., Ltd ベトナム 金型、エンプラ部品、スクリュー、クランプ

8 F-508 Fuji Seiko Technical CO.,LTD ベトナム ラバーシール、切削工具、CBN砥石 http://fujiseikotech.com

9 F-509 Phan Vinh Seimitsu Company Limited ベトナム 精密機械加工部品、治工具

10 F-510 An Huy Automation Joint Stock Company ベトナム 油圧ポンプ、油圧バルブ、油圧シリンダー

11 F-511 Foreign Investment Agency(FIA外国投資庁) ベトナム

■海外企業　【パキスタン】

No.
小間

番号
企業名 国名 出展製品 HP URL

1 F-601 在日パキスタン大使館（商務部） パキスタン パキスタンに関する投資環境の情報提供
http://www.pakistanembassytoky

o.com/ja
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