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情報 スリーハンドレッド株式会社 管清工業株式会社 株式会社pluspia 株式会社シモン 株式会社富士通研製作所 ナレッジスイート株式会社

株式会社アールワークス
ソフィアインデックス商圏分
析事務所

菊地シート工業株式会社 有限会社ベック 株式会社新栄スクリーン 富士電波工機株式会社 （ロールモデル）

株式会社IT働楽研究所 株式会社ソフィックス 合資会社 木と字の神林 ムーブケア株式会社 株式会社慎研工業 株式会社藤村工業 エイコム株式会社

株式会社アスマーク 株式会社タイガー 株式会社クロスメディア
有限会社ユーアイエスジャ
パン

神港精機株式会社 株式会社プラックス スリーフィールズ株式会社

株式会社アップワード 大星グループ 株式会社KOYO 株式会社リーリンジャパン
株式会社SINJIN-SMジャパ
ン

株式会社ブルーク 株式会社ピコトン

特許業務法人アテンダ国
際特許事務所

大成ネット株式会社
株式会社サンライズコーポ
レーション 機械・金属 信和産業株式会社

株式会社フルハートジャパ
ン

株式会社ローザ特殊化粧
料

アドバンスデザインテクノロ
ジー株式会社

株式会社代田ファクトリー シーレックス株式会社 株式会社アイオイ・システム 株式会社スカイ
株式会社放電加工セン
ター

（ニューノーマル支援）

Atlas Associates Inc. ダイワテクニカル株式会社 株式会社ジェークラフト アイグローバル株式会社 鈴木ＴＭ株式会社 堀精工株式会社 株式会社アイエージー

株式会社イナミツ印刷 タカラ株式会社 株式会社シクソン ICOP I.T.G. 株式会社 株式会社須藤精密 株式会社ホリテック ＩＭＲ事業協同組合

岩科蓮花事務所 株式会社タスキブ 株式会社システムブレイン 株式会社相信 墨田加工株式会社
マイクロフィルター株式会
社

日本アート印刷株式会社

株式会社インターマインド
ＤＦＯソリューションズ合同
会社

城北紙器梱包株式会社 株式会社葵製作所 墨田螺子産業株式会社
瑞穂ファントム工場（瑞穂
町商工会）

ハートコア株式会社

株式会社ウイズ・ワン
有限会社デルタテクノロ
ジー

株式会社シンプル東京 有限会社赤塚製作所
一般社団法人すみだ六次
化支援ネット

株式会社ミナト・メディア 経営革新優秀賞ゾーン

WED株式会社 株式会社東京技術協会 株式会社新和精機
株式会社アカツキプレシ
ジョン

精電舎電子工業株式会社 株式会社ミューテック35
ネットビジネスサポート株式
会社

Web活用経営株式会社 株式会社東美
株式会社ダイアン・サービ
ス

株式会社アジャスト
株式会社セキコーポレー
ション

株式会社村山電機製作所 株式会社光レジン工業

株式会社ウゴトル NowTech Group合同会社 有限会社鯛のたい 株式会社アヅマネジ セキダイ工業株式会社 明星大学 株式会社ヒキフネ

株式会社エイ・アイ・エス
株式会社日東テクノブレー
ン

多摩防水技研株式会社 アテイン株式会社 石道鋼板株式会社 元田技研株式会社 富士セイラ株式会社

エイシーティ株式会社 日本ソフト開発株式会社 鳥海工業株式会社 株式会社新井精密 SOLIZE株式会社 森産業株式会社 株式会社YAMABISHI

株式会社ANP 株式会社hatte
トリプルエーマシン株式会
社

株式会社有我工業所 有限会社大昌塗装 株式会社矢島製作所
経営革新計画（東京都商
工部経営支援課）

Ekuipp株式会社
バラエティーショップ・レット
ゴー

トレンドサイン株式会社
医建エンジニアリング株式
会社

有限会社大成塗装電機製
作所

株式会社ヤマテック 世界発信コンペティション

株式会社エクセス
株式会社バリューソフトウエ
ア

株式会社日本イトミック インエイチバー合同会社 高井精器
株式会社友玉園セラミック
ス

アルファペイント株式会社

株式会社エクレアラボ 株式会社ビーオーエス 日本化工機材株式会社
インターワイヤード株式会
社

高島ロボットマーケティング
株式会社

ヨコキ株式会社 EAGLYS株式会社

株式会社ESCAPE
TOKYO

株式会社PIVOT
株式会社日本翻訳セン
ター

株式会社インテグラル電子 株式会社田島軽金属 株式会社米山製作所 Welltool株式会社

株式会社NCネットワーク Vivasia S&C株式会社 株式会社BAN-ZI 株式会社ウシオ 多摩冶金株式会社 ライン精機株式会社
株式会社エスキャリア・ライ
フエージェンシー

Mtame株式会社 フォーテック株式会社 PXC株式会社 株式会社ウッドベル工業
有限会社ティー・アイ・アン
ド・アイ

有限会社渡邉技研工業 株式会社大橋知創研究所

株式会社エムツークリエイト 株式会社フラスコ１００ｃｃ
株式会社フールミーソ
リューションズ

株式会社栄豊シッピング 株式会社ティムズ販売 感染症対策ゾーン GLASS-LAB株式会社

株式会社エム・ディー・シス
テムズ

ブローダービズ株式会社
まちだテクノパーク（多摩高
度化事業協同組合）

エーエルティー株式会社 株式会社データ・テック 株式会社アンサム
クリムゾンテクノロジー株式
会社

MBPジャパン株式会社 Polaris Infotech株式会社
株式会社マックスネット・コ
ンサルタント

株式会社Any Design 株式会社テクニカ ENT株式会社 株式会社サイエンスアーツ

有限会社OS技研
マーズコンピュータ株式会
社

モバイルソリューション株式
会社

ＮＩＰ株式会社 株式会社テクノメイト 株式会社三機コンシス サイトセンシング株式会社

株式会社オレンジアーチ 株式会社マイクロネット 合資会社谷貝鐵工所
エヌ・デイ・ケー加工セン
ター株式会社

株式会社テクノロジック サンパートナーズ株式会社 ジオ・サーチ株式会社

カクイ法律事務所 株式会社マネージビジネス 株式会社ヤングトラスト MTA合金株式会社 株式会社テレコム 株式会社サン・メルクス 有限会社菅谷食品

株式会社上落合製作所 株式会社みなるき
ゆうらホールディングス株
式会社

株式会社LDF
一般社団法人東京技術士
会

株式会社スマートセンシン
グ

ダブルフロンティア株式会
社

キットデザイン株式会社
株式会社MIRAIt Service
Design 医療・福祉 株式会社大久保商会

（一社）東京工業団体連合
会

株式会社TARA
東京都公立大学法人東京
都立産業技術大学院大学

キャスティンスヴォート株式
会社

株式会社メイテンス
あけび動作の学校株式会
社

株式会社大島製作所 東京食品機械株式会社 株式会社ニッソク 株式会社TransRecog

株式会社キャリア・マム 明立特許事務所 ARAJIN.Lab 株式会社オプター 東京スリーブ株式会社 パルク化学工業株式会社 株式会社TRINUS

クラウズ・スパイス株式会社 株式会社メディア・アイ イツモスマイル株式会社 攪拌カイゼン合同会社 東京彫刻工業株式会社 日川電機株式会社
株式会社　西尾硝子鏡工
業所

株式会社クラステクノロジー 森田テック株式会社 株式会社 AH Products 有限会社笠井製作所
東京特殊印刷工業株式会
社

ファースト電子開発株式会
社

株式会社ニューロシュー
ティカルズ

株式会社グラフ ヨギコミュニケーションズ有限会社 株式会社協同制作
株式会社カノウプレシジョ
ン

東商ゴム工業株式会社 平成電機株式会社
株式会社Nature Innovation
group

ケンユウテクノ株式会社
LABORATOIRE DE LA
MODE モード研究所

コガソフトウェア株式会社 株式会社関東製作所 東洋ドライルーブ株式会社 株式会社丸鈴 株式会社biima

株式会社高電社 株式会社ランドマークス 有限会社コンサルテ 技術者育成研究所 株式会社トーコー
ヤスダインテリアサプライ株
式会社

株式会社ビジネスラボ

株式会社向陽デジタル
ワークス

リネオソリューションズ株式
会社

株式会社サンユーメディカ
ル

有限会社共栄打抜 株式会社トリニティーラボ 株式会社ラ・ショエット 株式会社プラグ

後藤建築事務所ＭＯＮＯ
事業部

株式会社リブリッジ
株式会社システムツー・ワ
ン

株式会社協同電気研究所 長尾工業株式会社 株式会社ルグラン
株式会社ボスコ・テクノロ
ジーズ

コトノハ株式会社 株式会社リリーフサイン 株式会社ストロベリーキッス 株式会社キョーワハーツ 株式会社西川精機製作所 株式会社ワイズファクトリー 株式会社メジャメンツ

特定非営利活動法人 コミュニ
ティビジネスサポートセンター

合同会社ルノムービー スパテクノ株式会社 株式会社ケイアンドエム 日建塗装工業株式会社 SDGsゾーン
株式会社メディカルスイッ
チ

株式会社コンベックスコー
ポレイション

株式会社ロバスト ソーサン有限会社 株式会社ケイ・オール 株式会社ニッチュー あかり企画合同会社 ユカイ工学株式会社

産業労働局商工部経営支
援課

株式会社ワープ・スタイル Tairaida 有限会社ケイ・ピー・ディ 株式会社ニッポー
異業種交流会台東ビジネ
ス交流会

ルーシッド株式会社

株式会社Ｃ－ｔ－ｉ 株式会社YNS
特定非営利活動法人チャ
イルド・ギフト

高和電氣工業株式会社 日本電子工業株式会社 株式会社woodinfo 株式会社ｗｋｗｋ

株式会社シードパートナー 環境 千代田交易株式会社
有限会社サービステック
ジャパン

株式会社野村製作所
一般社団法人エコステージ
協会

東京都産業労働局商工部
創業支援課

株式会社シエンアート 株式会社アイラム 株式会社Dental Defense Zion株式会社
パーカー熱処理工業株式
会社

GuardianAngel株式会社

シノビプラン合同会社 株式会社灯 トライリンクス株式会社 相模螺子株式会社 橋永金属株式会社 加藤商事株式会社 （裏面へつづく）

株式会社シャノン E.F.E株式会社
一般財団法人日本自動車
研究所

株式会社佐鳴 東日本オリオン株式会社
株式会社タイタンコミュニ
ケーションズ

株式会社シンクブレインイ
ンターナショナル

株式会社一九堂印刷所 株式会社日本ネオライズ 三桂機械株式会社 株式会社久松機工 日本エムテクス株式会社

株式会社人財ソリューショ
ン

イトマン株式会社 株式会社ピュアリンクス 有限会社三幸電機製作所 有限会社平栗 双葉化学株式会社

シンフォニア株式会社 有限会社インフォソケット ヒューテック株式会社 株式会社サンテック フィーサ株式会社 テーマゾーン

スターティアラボ株式会社
エコノロジーブレイン株式
会社

有限会社ヒラメキ工房 株式会社シスラボ フォレストテック株式会社 （DX支援）

株式会社ステップアップ エコロマジック 株式会社フェアワーク 株式会社シバサキ 株式会社深田工業 株式会社Spelldata

株式会社スマートワークス 株式会社　環境開発技研 株式会社フツラ Shimada Appli合同会社 富士精器株式会社 株式会社ドリームIT研究所
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スポーツ推進ゾーン 宇部蒲鉾株式会社 異業種・団体ゾーン 株式会社シーティーアイ
株式会社日本法務システ
ム研究所

伊勢屋 次世代ロボットゾーン

XPAND株式会社 株式会社カン喜 アイティオール株式会社
シーデーシー情報システム
株式会社

ヌリーズ株式会社 INTERLINE株式会社
地方独立行政法人東京都立産業技
術研究センター（再掲）

エンゲート株式会社 有限会社肥塚水産加工 株式会社アイ・メデックス 株式会社Z-Works 株式会社ネクスメディア
株式会社エーアイプロダク
ション

金融機関支援ゾーン

株式会社響尤 株式会社柚子屋本店 新井製作所 ＪＮＳ株式会社 野方電機工業株式会社 エピソテック株式会社 株式会社青山精工

株式会社蔵守 （香川県） ARIA株式会社
株式会社SIXINCH.ジャパ
ン

ノバルス株式会社 All Home Page株式会社
株式会社エスイーウェル
ディング

株式会社　ジャムハウス 合同会社さぬき農園ぐらし 有限会社有木製作所 有限会社品川製作所
一般社団法人ハウスキーピ
ング協会

オレンジトーキョー株式会
社

株式会社東京きらぼしフィナンシャ
ルグループ（きらぼし銀行）

株式会社津田沼技研 中野産業株式会社
異業種連携次世代グルー
プ「草加ＲＩＮＣ」

柴田科学株式会社 株式会社バカン 株式会社外為印刷 東京信用保証協会

株式会社TREE Digital
Studio

株式会社レアスウィート
株式会社市川ソフトラボラト
リー

株式会社シモヤマ 柏都電機工業株式会社 株式会社コギト
東京中小企業投資育成株
式会社

データアーティスト株式会
社

（佐賀県） 株式会社イノビオット 合同会社SHANTI 株式会社八洋 株式会社彩華生活 株式会社理工電気

公益社団法人東京都障害
者スポーツ協会

川原食品株式会社 ＩＭＭ・ｚｅｒｏ株式会社 株式会社シャンティ 株式会社発明屋
有限会社カンノ・カンパ
ニー

公社総合展示ゾーン

公益財団法人東京都ス
ポーツ文化事業団

株式会社百姓屋 株式会社インターバディ 株式会社潤製作所 PJ-T&C合同会社
株式会社計算力学研究セ
ンター

株式会社さがら

日本写真判定株式会社 光武製菓株式会社
株式会社インテリジェンス・
ワークス

株式会社松楽産業 株式会社Piezo Sonic 株式会社Gains Line 株式会社龍工房

株式会社日本ソフトウェア
システム

（熊本県） 株式会社インプリム 株式会社白川
ファビュラスワークスエン
ターテインメント株式会社

株式会社江北ゴム製作所

株式会社フアモサライフ 河津酒造株式会社 株式会社ウッドボックス 鍼灸PrivateSalonＢ-HariT
株式会社フォレストバー
ウッド

COCO CONNECT株式会
社

モビ株式会社 TOKOsie JAPAN合同会社 URO電子工業株式会社 株式会社新興技術研究所 福生インベンション 株式会社コスモテック

株式会社Y4.com 国際ゾーン 株式会社海野技研 伸正工業株式会社
船橋市ものづくりグランプリ
（船橋市役所）

坂口電熱株式会社

株式会社ワントゥーテン URBANBASE株式会社
AAポータブルパワー株式
会社

有限会社　スズキ 船橋商工会議所 株式会社三陽

東京都オリンピックパラリンピッ
ク準備局スポーツ推進部

アトラス日本合同会社 エイエスディ株式会社 株式会社Smart119 株式会社プライオリティ 360株式会社

全国食品産業フェア EasyMile 有限会社永進ゴム製作所 スミリ－フ株式会社 プラスドリーム 株式会社シーティーイー

（東京都） インジェンタ株式会社 エコテスト株式会社 株式会社セールスアシスト ヘルツ株式会社
J&C流通コンサルティング
株式会社

家業百年山亀本店東京事
務所

ウィンボンド・エレクトロニク
ス株式会社

株式会社エストパートナー
セールスワン（SalesOne,
Inc.）株式会社

ホーショー株式会社 株式会社シンキー

（富山県） AKA株式会社 エスポ化学株式会社
公益財団法人世田谷区産
業振興公社

株式会社宝泉製作所 SmartProduct株式会社

かね七株式会社 クロマジャパン株式会社 江戸川区
株式会社世田谷電線製作
所

マイクロシステム株式会社 株式会社大王製作所

（長野県） 株式会社Zanroo Japan 株式会社NAロット ゼニット株式会社 町田市
合同会社ダイスコネクティン
グ

柄木田製粉株式会社 株式会社JSecurity 株式会社NMC 株式会社総合印刷新報社 有限会社松橋製作所 株式会社タチバナ産業

南信州菓子工房株式会社 Jitterbit
エフ・アイ・ティー・パシ
フィック株式会社

株式会社創朋 三鷹商工会 茶山制作

（岐阜県）
SWAT Mobility Japan株式
会社

MCドリームス ゾルハラ株式会社 港区産業振興課 千代田化学株式会社

岐阜県名産販売株式会社 Saffe Ltd. 株式会社冲セキ
公益財団法人台東区産業
振興事業団

株式会社三山精工 株式会社DIPDA JAPAN

大洋技研工業（株)ブルー
ベリーファクトリー岐阜

泰山電子股份有限公司 Carstay株式会社 株式会社タカキ
武蔵オプティカルシステム
株式会社

株式会社デジタルキューブ

（愛知県） TAITRA カードプラニング株式会社 株式会社竹内製作所 武蔵野商工会議所 株式会社ドウガイド

株式会社なごやきしめん亭
TMA Solutions Japan株式
会社

海音堂鍼灸マッサージ院 株式会社タブレイン 株式会社村越精工
公益財団法人東京都中小
企業振興公社

宮川産業株式会社
ディーリンクジャパン株式
会社

株式会社KASUGA 千葉市 株式会社ものづくり学校 株式会社東京プロダクツ

（三重県）
NRW.Global Business Japan　ド
イツNRW州貿易投資振興公社

カルチュレード株式会社 株式会社チャレンジ 山城製作所 東北電子産業株式会社

アースワンファーム株式会
社

NextDrive株式会社 株式会社カルテックス 調布市商工会工業部会
株式会社山本科学工具研
究社

株式会社中野製作所

一般社団法人　大山田農
林業公社

株式会社パソナ 株式会社川口電機製作所 株式会社塚本 株式会社ユー・イー・エス 新妻精機株式会社

PatisserieAfreile Beyond Limits, Inc.
川崎ものづくりブランド推進
協議会

土屋産業株式会社 ユーテクニック有限会社 ニシハラ理工株式会社

三重北農業協同組合
プロテックジャパン株式会
社

株式会社共進プロセス 手づくり文具雑貨工房 株式会社ユニフローズ 日本電波株式会社

（大阪府） 株式会社マジェンシー
独立行政法人勤労者退職
金共済機構

TESSHA株式会社 株式会社ユピア
日本テクノフォート株式会
社

アドバンス（株） Reality Analytics, Inc グラドコジャパン株式会社 東京商工会議所 ヨシザワ株式会社
株式会社ネットアクティビ
ティ

（兵庫県） Realwear
株式会社クリエイティブテク
ノロジー

東京都産業労働局雇用就
業部

合同会社リーデ 株式会社バイオフェイス

赤穂あらなみ塩株式会社 首都圏テクノネットワーク クリテックジャパン株式会社 東京都商工会連合会
リードエンジニアリング株式
会社

株式会社ハイテックス

株式会社ＡｄｄＶｅｎｔｕｒｅ 株式会社EVTD研究所 株式会社クレオメルクス
一般社団法人東京都中小
企業診断士協会

株式会社リバティークリエイ
ト

株式会社バカー

株式会社神戸モリーママ 株式会社大菜技研
グローバル・エコロジー株
式会社

東京都中小企業団体中央
会

株式会社リビングファーム （株）蜂谷製作所

株式会社嶋本食品
地方独立行政法人神奈川県立
産業技術総合研究所

有限会社ケイエスレーザー
加工

東京都トライアル発注認定
制度

株式会社リモシス 株式会社PIJIN

株式会社寺尾製粉所 Closer ケイワイトレード株式会社
東京都福祉保健局保健政
策部

レイトリロジー株式会社 株式会社ビットストロング

BOTTEGA BLUE
埼玉県産業技術総合セン
ター

株式会社ケーイーシー
東京ブラインド工業株式会
社

ロステーカ株式会社 株式会社ピノー

株式会社夢工房 合同会社従来技術研究所 株式会社工苑 東京弁護士会 株式会社ROX 株式会社フェイスラボ

（岡山県） 株式会社ゼン コーダ電子株式会社 株式会社ＴＯＫＡＩ精工
合同会社ＹＳコーポレー
ション

株式会社フォルマーデザイ
ン

菊池酒造株式会社
千葉県産業支援技術研究
所

有限会社小桜 株式会社トレンディ 和丘株式会社 ベストスキップ　株式会社

暮四季33(有)ニコー光斗 つくば市 株式会社胡蝶 株式会社ナガオシステム 渡辺紙器工業株式会社 ベストプランナー合同会社

株式会社薫製倶楽部
つくばテクノロジー株式会
社

株式会社コバヤシ精密工
業

中野区 東京ビジネスフロンティア 有限会社ミックシステムズ

日本オリーブ株式会社
地方独立行政法人東京都立産
業技術研究センター

小林鋲螺株式会社 株式会社ニチオン
アイ‐コンポロジー株式会
社

MedInfo

株式会社山方永寿堂
東京都立皮革技術セン
ター

三鎮工業株式会社 株式会社日本テレソフト 株式会社アイルミッション 株式会社YEAAH

株式会社ヤマサキ珍味 株式会社ナノルクス
株式会社サンナイオート
メーション

日本救命器具株式会社 株式会社アジアンベース 有限会社ユニッツ

有限会社モトヤ メイワフォーシス株式会社 株式会社サンレイ
株式会社日本省力技術研
究所

株式会社　アセントイズム 株式会社Ryeland

（山口県）
横浜市工業技術支援セン
ター

シー・エイチ・シー・システ
ム株式会社

株式会社日本フラックス Amobee Japan合同会社
株式会社ラユニオン・パブ
リケーションズ

※本表では、原則1社・団
体につき、いずれか1か所
のゾーンでの掲載としてい
ます。展示会サイト内では
複数のゾーンで再掲表示
がされます。
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