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企業名 ブース 都道府県
あ
株式会社アーステック I-012 静岡県
R-e 株式会社 P-004 北海道
アイクォーク株式会社 P-008 福岡県
株式会社アイザック P-006 福島県
株式会社アイシム医療器 H-022 東京都
株式会社アイティーティー I-075 兵庫県
昭島市商工会 P-010 東京都
アクセプト株式会社 I-047 埼玉県
アグリ・コア株式会社 P-006 福島県
株式会社朝日化成 I-001 福岡県
旭工業有限会社 I-048 神奈川県
有限会社アジャスト H-002 鹿児島県
アップフィールド合同会社 I-050 大阪府
株式会社アテック I-054 東京都
アドコート株式会社 P-007 京都府
株式会社アトム精密 /
株式会社南信精機製作所 I-035 東京都

株式会社新井精密 I-049 埼玉県
株式会社アルファ技研 I-036 兵庫県
安藤製作所 G-015 大阪府
アンドール株式会社 I-076 東京都
アンヴァール株式会社 Q-001 静岡県
い
E.F.E 株式会社 G-004 東京都
株式会社EME I-055 東京都
株式会社飯島機械製作所 I-061 神奈川県
飯田製作所 Q-002 神奈川県
株式会社飯塚鉄工所 I-089 愛知県
異業種連携次世代グループ草加
RINC　そうかみっけ I-056 埼玉県

石川技研工業株式会社 I-002 石川県
一般社団法人
石川県繊維協会 P-009 石川県

株式会社イナック オンライン
のみ 愛知県

株式会社井上鉄工所 I-090 広島県
株式会社イノフィス P-006 東京都
イノベーションリサーチ
株式会社 I-003 東京都

インタアクト株式会社 H-023 東京都
株式会社インターパーク P-004 北海道
う
株式会社ウィザード P-001 神奈川県
ウエカツ工業株式会社 I-091 新潟県
え
株式会社
エイサムテクノロジー I-013 大阪府

株式会社H&C技術研究所 H-003 京都府
エイム・テクノロジーズ
株式会社 H-012 東京都

株式会社エーディーディー オンライン
のみ 京都府

株式会社エー・ピー・エス I-014 山梨県
株式会社エキスパートギグ I-041 栃木県
株式会社エコート H-004 広島県
株式会社エコシステム G-021 石川県
SiB 株式会社 I-132 東京都
エニーシステム株式会社 H-009 埼玉県
株式会社Any Design I-040 東京都
株式会社NCC I-124 福井県
株式会社エヌビー I-092 大阪府
株式会社
エヴァアビエーション I-042 東京都

株式会社 FD G-016 愛知県
株式会社エム・アイ・シー G-002 神奈川県
株式会社
MSTコーポレーション I-093 奈良県

MCドリームス I-004 東京都
エムバイオテック株式会社 Q-003 東京都
株式会社エムラ精工 I-062 埼玉県
株式会社エルグ I-125 群馬県
お
オオクマ・ソリューション関西株
式会社 Q-004 京都府

オーケーディー株式会社 P-007 奈良県
大阪電機工業株式会社 G-029 大阪府
オープンイノベーション・ベン
チャー創造協議会（JOIC） O-002 神奈川県

オーミケンシ株式会社 I-077 大阪府

企業名 ブース 都道府県
大森クローム工業株式会社 I-126 東京都
大谷石漆喰壁材開発グループ（とち
タッチグループ） 【有限会社ドライ
テック /（有）阿久津左官店 /株式会
社テラサキ / 日本販売促進サポート
（株）】

P-005 栃木県

有限会社オーリン社 I-094 神奈川県
株式会社大和田測量設計 P-006 福島県
株式会社岡部洋食器製作所 H-005 新潟県
株式会社オカモト I-095 埼玉県
岡安ゴム株式会社 I-005 滋賀県
株式会社オシザワ G-005 東京都
株式会社オハラ H-024 石川県
株式会社オプス I-006 宮城県
株式会社
オプトイノベーション P-007 京都府

株式会社オプトン I-140 愛知県
株式会社オンダ製作所 G-028 岐阜県
か
株式会社
カウベルエンジニアリング I-043 長野県

かがつう株式会社 I-063 東京都
株式会社カスタネット G-006 京都府
金森藤平商事株式会社 G-036 東京都
株式会社カネマス I-007 埼玉県

カルックス オンライン
のみ 栃木県

川並鉄工株式会社 I-127 京都府
関西電子株式会社 G-022 東京都
公益財団法人
関西文化学術研究都市推進機構 P-007 京都府

き
有限会社岸本工業 I-064 東京都
岐阜精器工業株式会社 I-096 東京都
株式会社キャステム I-097 広島県
株式会社九建 P-003 宮崎県
株式会社九飛勢螺 I-128 大阪府
共栄ダイカスト株式会社 I-098 大阪府
株式会社京スパ I-099 京都府
株式会社共成 G-007 大阪府
株式会社協和 I-100 群馬県
協和精工株式会社 I-101 埼玉県
金属溶材株式会社 I-129 東京都
く
株式会社クアンド I-078 福岡県
合同会社Gugenka P-004 北海道
国広産業株式会社 I-102 奈良県
株式会社久保村製作所 I-141 京都府
グラドコジャパン株式会社 I-017 東京都
株式会社
クラフテックオカモト I-103 東京都

株式会社
クリーンバブル研究所 H-006 京都府

栗田アルミ工業株式会社 I-104 茨城県
グルービーモバイル
株式会社

オンライン
のみ 福岡県

株式会社クレール オンライン
のみ 神奈川県

クロスクローバ株式会社 オンライン
のみ 愛知県

け
京葉興業株式会社 G-030 千葉県
こ
独立行政法人工業所有権情報・研
修館（INPIT） O-003 東京都

株式会社コクブ G-023 奈良県
独立行政法人
国立高等専門学校機構 O-004 東京都

株式会社
コスミックエムイー H-001 埼玉県

株式会社近藤組 G-037 愛知県
近藤工業株式会社 G-038 愛知県
さ
有限会社坂本石灰工業所 H-025 熊本県
一般財団法人
さっぽろ産業振興財団 P-004 北海道

有限会社佐藤化成工業所 オンライン
のみ 栃木県

有限会社佐野機工 I-105 栃木県
株式会社サンエイ I-106 群馬県
株式会社三栄興業 Q-005 千葉県

企業名 ブース 都道府県
THK株式会社 S-001 東京都
株式会社テクノフェイス P-004 北海道
有限会社
デザインオフィス・シィ G-009 岐阜県

と
東海サーモ株式会社 I-011 岐阜県
株式会社東科精機 G-001 神奈川県
一般社団法人
東京中小企業家同友会 O-005 東京都

東京中小企業
投資育成株式会社 O-007 東京都

株式会社東京ファクトリー I-084 東京都
株式会社東光通商 I-117 東京都
東特巻線株式会社 I-023 長野県
株式会社東穂 I-015 大阪府
東北マイクロテック
株式会社 Q-012 宮城県

株式会社東洋溶材 I-118 東京都
東レ合繊クラスター 
エンドプロダクツ分科会 P-009 福井県

東和工業株式会社 I-119 宮城県
徳寿工業株式会社 G-040 香川県
栃木県
中小企業団体中央会 P-005 栃木県

株式会社トネ製作所 I-120 東京都
株式会社戸畑製作所 P-008 福岡県
株式会社トピア I-121 三重県
トヨタ自動車株式会社 S-003 愛知県
株式会社
トライエッティング Q-013 愛知県

株式会社
トライテック

オンライン
のみ 新潟県

株式会社
DRAGON AGENCY I-052 愛知県

株式会社トレイル オンライン
のみ 兵庫県

な
ナイセンクラウド
（アイティオール株式会社） I-051 東京都

有限会社
中里スプリング製作所 I-068 群馬県

ナガシマ工芸株式会社 I-134 埼玉県
株式会社ナガシマ製作所 I-024 神奈川県

株式会社ナノカム オンライン
のみ 神奈川県

株式会社ナベヤ H-011 岐阜県
に
新潟電子工業株式会社 G-010 新潟県
新倉工業株式会社 G-011 静岡県
西日本設計工業株式会社 Q-014 福岡県
一般財団法人
日欧産業協力センター O-008 東京都

ニチレイマグネット
株式会社 I-020 東京都

日光精器株式会社 H-027 滋賀県

株式会社日興電機製作所 オンライン
のみ 埼玉県

株式会社日さく G-012 埼玉県
株式会社日新化学研究所 I-016 大阪府
株式会社日進機械 G-026 香川県
株式会社ニッセー I-069 山梨県

株式会社日本遮蔽技研 オンライン
のみ 福島県

日本エフ・ディー・シー
株式会社 G-017 東京都

一般財団法人日本規格協会 O-009 東京都
株式会社
日本抗菌総合研究所 I-021 奈良県

日本システム開発株式会社 I-085 愛知県
株式会社
日本省力技術研究所 P-001 千葉県

一般社団法人
日本真空工業会 O-010 東京都

日本電鍍工業株式会社 I-135 埼玉県
株式会社
日本パルス技術研究所 I-025 群馬県

ね
ネオケミカル株式会社 I-143 大阪府
株式会社ネクサスエアー S-005 神奈川県
『寝つきが良くリラックスして眠れ
る寝具 pasima®』の龍宮株式会社 H-019 福岡県

企業名 ブース 都道府県
株式会社サンオキ H-014 東京都
株式会社三機コンシス H-015 東京都
株式会社サンコー H-026 和歌山県
株式会社サンノハシ I-065 埼玉県
三宝ゴム工業株式会社 I-008 東京都
株式会社
サンユーメディカル

オンライン
のみ 東京都

し
ジーワン株式会社 Q-006 東京都
株式会社ジオグリフ I-079 千葉県
株式会社シオダ I-037 栃木県
有限会社ジオテック G-008 茨城県
株式会社システム技研 P-003 宮崎県
株式会社しなの富士通 I-107 長野県
柴田科学株式会社 G-024 東京都
株式会社柴田製作所 P-010 東京都
治部電機株式会社 G-031 兵庫県
株式会社シミズプレス H-010 群馬県
下西技研工業株式会社 Q-007 大阪府

株式会社ジャパン・ミヤキ オンライン
のみ 静岡県

株式会社
ジャパンモスファクトリー Q-008 埼玉県

ジョイテック株式会社 I-044 神奈川県
株式会社松楽産業 I-066 東京都
昭和電子産業株式会社 I-018 埼玉県
ジョプラックス株式会社 G-041 大阪府
株式会社シルバコンパス Q-009 静岡県
信越電線株式会社　
上田事業所 I-108 長野県

株式会社
新盛インダストリーズ I-019 東京都

新輸出大国コンソーシアム
（事務局独立行政法人
日本貿易振興機構（ジェトロ））

O-006 東京都

新和メッキ工業株式会社 I-130 新潟県
す
有限会社スイサク I-009 大阪府
株式会社スイシン G-032 群馬県
株式会社SkyDrive S-001 東京都
株式会社スタッフ I-067 大阪府
株式会社
スマートセンシング P-001 千葉県

SmartProduct 株式会社 オンライン
のみ 東京都

株式会社スリーハート H-016 茨城県
有限会社スワコ精密工業 I-109 長野県
せ
株式会社
セイエイドーKVSコーポレーション P-001 千葉県

誠勝 P-007 東京都
株式会社セールスアシスト I-045 東京都
セキダイ工業株式会社 I-110 東京都
株式会社センクリード I-080 茨城県
センスプロ株式会社 Q-010 大阪府
そ
有限会社創造デザイン I-081 東京都
創屋株式会社 I-082 石川県
双和電機株式会社 I-022 京都府
株式会社SOPIC H-017 東京都
た
大松精機株式会社 I-112 岡山県
株式会社タイタン
コミュニケーションズ I-046 東京都

大同化成株式会社 I-111 千葉県
妙中鉱業株式会社 I-113 千葉県
株式会社高山化成 I-083 大阪府
株式会社竹中製作所 I-131 大阪府
多田プラスチック工業
株式会社 I-114 大阪府

龍野コルク工業株式会社 I-115 兵庫県
WM株式会社 I-010 栃木県
ち
株式会社調和技研 Q-011 北海道
つ
堤工業株式会社 I-116 東京都

株式会社つなまも オンライン
のみ 東京都

て
株式会社DHL H-018 大阪府

企業名 ブース 都道府県
の
株式会社
ノームラトレーディング H-020 愛知県

ノシクミ株式会社 I-053 東京都
有限会社野田技研 I-122 大阪府
は
株式会社バーナードソフト P-004 北海道
株式会社ハウストン Q-015 福岡県
Powder Keg
Technologies 合同会社 I-057 広島県

株式会社長谷川製作所 G-013 埼玉県
歯っぴー株式会社 Q-016 熊本県
Patentfi eld 株式会社 Q-017 京都府
パナソニック プロダクション
エンジニアリング 株式会社 S-004 大阪府

ハヤシレピック株式会社 I-027 東京都
バリオスター株式会社 G-014 香川県
株式会社パリティ・
イノベーションズ Q-018 京都府

株式会社BANTEC I-123 東京都

株式会社バンテック オンライン
のみ 栃木県

ひ
株式会社ピーエスピー I-144 大阪府
BKtel パシフィック・リム
株式会社 I-058 神奈川県

PDA工房 /ユニバーサル
システムズ株式会社 I-038 岡山県

ビーンズユー株式会社 I-028 大阪府
株式会社Piezo Sonic H-013 東京都
株式会社東日本技術研究所 I-029 茨城県
株式会社
日野エンジニアリング I-030 東京都

株式会社
ヒバラコーポレーション I-086 茨城県

姫路市　産業振興課 P-002 兵庫県
平野整機工業株式会社 I-070 大阪府
HILLTOP株式会社 I-145 東京都
株式会社疲労科学研究所 H-028 大阪府
廣瀬バルブ工業株式会社 I-071 滋賀県
ふ
株式会社ファイブ
モーション・システムズ I-087 神奈川県

ファシリティジャポン
株式会社 G-018 東京都

フィーサ株式会社 I-031 東京都
フォルクスワーゲン S-002 海外
福岡県工業技術
センタークラブ P-008 福岡県

公益財団法人
福島イノベーション・
コースト構想推進機構

P-006 福島県

富士岐工産株式会社 オンライン
のみ 福岡県

富士コンピュータ株式会社 P-006 兵庫県
冨士端子工業株式会社 I-136 大阪府
株式会社富士通研製作所 I-146 岩手県
船橋商工会議所 P-001 千葉県
株式会社
フューチャーズクラフト I-147 山梨県

フラッグス株式会社 Q-019 熊本県
株式会社
フレンドマイクローブ Q-020 愛知県

プロテクト株式会社 G-025 三重県
株式会社プロテックス Q-021 埼玉県
へ
ベッコフオートメーション
株式会社 S-001 神奈川県

株式会社
ヘルステクノロジー P-006 福島県

株式会社ヘルヴェチア I-032 岡山県
ほ
ボールウェーブ株式会社 Q-022 宮城県
北陸ケーティシーツール
株式会社 I-072 石川県

株式会社ホリテック I-148 東京都

香港貿易発展局 オンライン
のみ 東京都

ま
株式会社マキ商会 G-027 埼玉県
マクタアメニティ株式会社 G-039 福島県
有限会社マジカルプレス I-137 愛媛県

企業名 ブース 都道府県
マスダテクノ株式会社 I-149 静岡県

松本機械工業株式会社 オンライン
のみ 石川県

株式会社マルイテクノ オンライン
のみ 栃木県

マルイ鍍金工業株式会社 P-002 兵庫県
株式会社マルゼン H-021 栃木県
み
三重化学工業株式会社 H-007 三重県
株式会社ミクロ技術研究所 I-142 東京都
ミクロ吸盤応用研究所 G-033 神奈川県
公益財団法人
三菱UFJ技術育成財団

オンライン
のみ 東京都

株式会社ミヤサカ工業 G-019 長野県
公益財団法人
宮崎県産業振興機構 P-003 宮崎県

株式会社ミューテック35 I-150 東京都
株式会社未来機械 S-005 香川県
株式会社ミルウス P-004 北海道
む
武蔵野通工株式会社 I-033 長野県
ムライケミカルパック
株式会社 G-003 福岡県

株式会社室住設計 I-133 兵庫県
め
株式会社メイプル
バイオラボラトリーズ H-008 千葉県

も
株式会社モス山形 G-034 山形県
株式会社
monotone technology P-007 京都府

ものレボ株式会社 I-059 京都府
茂原産業株式会社 G-035 千葉県
や
ヤヱガキ醗酵技研株式会社 P-002 兵庫県
八洲電業株式会社 I-138 大阪府
株式会社ヤナカ I-151 茨城県
株式会社山田製作所 I-060 大阪府
Yamada Power Unit P-002 兵庫県
ゆ
ユウアイ電子工業株式会社 I-034 山梨県
株式会社ユーテック I-073 山形県
有限会社雪山シボリ I-152 静岡県
株式会社ユタックス I-039 兵庫県
株式会社
ユニバーサルスペース Q-023 神奈川県

よ
株式会社吉田鉄工所 I-153 群馬県
ら
株式会社ライフリング H-029 東京都
り
株式会社リード G-020 岩手県
株式会社理工電気 I-074 岩手県
公益財団法人
りそな中小企業振興財団 O-001 東京都

株式会社リビングロボット P-006 福島県
株式会社リベンリ I-088 神奈川県
合同会社良品店 P-006 福島県
る
株式会社ルートレック・
ネットワークス S-005 神奈川県

ろ

有限会社ログ・オプト オンライン
のみ 千葉県

ロケットストーブ開発グループ（RS
グループ） 【ケイアイソフト（株）/（有）
大垣金型製作所 /（有）真京精機 /（有）
福田印刷 /（協）無垢の会】

P-005 栃木県

Logic Research Co., Ltd. Q-024 福岡県
わ
株式会社
ワールドビジネスサプライ P-001 千葉県

株式会社ワイヤレス
コミュニケーション研究所 I-139 東京都

若水技研株式会社 I-026 大阪府
株式会社渡辺精機 I-154 東京都
株式会社ワン・ステップ P-003 宮崎県




