
中小企業マーケットTOKYO２０２２　出展者・出展商品予定リスト

No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

1 フード 有限会社アクアス 焼き菓子、飲料

2 フード 株式会社アグルス

3 フード アプリコットシステム株式会社 紅茶・ハーブティー

4 フード アルビーナアンジェラ株式会社 ワイン、ジャム、瓶詰め野菜、蜂蜜、自社加工食品

5 フード 株式会社アレグレス
ノンアルコールスパークリング、フルーツスパークリングワイン、フレンチウィス

キー、クラフトスピリッツなど

6 フード イナバ商事株式会社 レギュラーコーヒー、洋菓子

7 フード ｍｆｔ株式会社

タイ原産オーガニック茶葉（ブルームーンタイティー、ローズチャナタイティー）、乾

燥ハーブ（バタフライピーフラワー、パンダンパウダー）などの大国ラミンティー社

製品、及びタイ産ハーブティー

8 フード 遠忠食品株式会社 江戸前佃煮、東京都産柚子こしょう、国産味付ザーサイ、国産味付メンマ等

9 フード 扇酒屋堂株式会社 與兵衛の鮓酢

10 フード 株式会社オールウェイズ 乳酸菌関連商品（ヨーグルト菌、ドリンク）

11 フード 株式会社ALL WRIGHT 酒(その他醸造酒・濁酒・発泡酒)の販売及び関するアパレルの販売

12 フード 株式会社岡直三郎商店 日本一スパイス、東京節句塩、トマトドレッシング、国産有機濃口しょうゆ他

13 フード 株式会社海東ブラザース 有機ペットボトル・ティーバッグ、ギフト、業務用など

14 フード 株式会社カジワラキッチンサプライ ピザ窯・クレープ焼器

15 フード 株式会社ギガデイン 油そば専門店のフランチャイズ加盟サポート

16 フード 株式会社栗原園 焼洋菓子(パウンドケーキ、バウムクーヘン他)、北海道寒干ラーメン

17 フード 有限会社KuRoKo
出展ブランド名「仙次郎」https://www.senjiro.com/　新潟で作られる、はさがけ米

(玄米、精米)販売や米を原料とした加工食品販売、街おこしプロジェクト

18 フード 小林製菓株式会社 高級豆菓子

19 フード 三裕製菓株式会社 ペクチンゼリー

20 フード 合同会社J.BRIDGE チキンソース、チキンシーズニング等

21 フード 株式会社静岡産業社
衛生消耗品（手袋、マスク、除菌剤他）、環境対応の食品容器・カトラリー類、冷凍

機器、電解水生成装置

22 フード 株式会社島村商店 將軍小松菜うどん

23 フード スパーク株式会社 天然水、ウォーターサーバー、次亜塩素酸水

24 フード 株式会社創風土 野菜（新規開発商品プチリーシリーズ）

25 フード 大陸通商株式会社 馬肉等食肉

26 フード 田辺インターナショナル株式会社 メープルシロップ

27 フード 玉川食品株式会社 スプーンで食するオートミール＆プロテイン　ショートうどん・ショートパスタ

28 フード 株式会社トライ・インターナショナル 即席めん、味噌関連調味料、カシューナッツ、アイスクリーム

29 フード 株式会社ながとも ケータリングサービス（宴会、会議用弁当等）

30 フード 西の誉銘醸株式会社 清酒、焼酎、飲料水、お茶

31 フード 日本サブウェイ合同会社 SUBWAY紹介と加盟店募集

32 フード 株式会社日本フランチャイズ総合研究所 小売・外食・サービス業のフランチャイズ、チェーンビジネスコンサルティング

33 フード 株式会社NEWAY 手動フードトレイシーラー

34 フード ニュー東京製菓株式会社 レアドライいちご、レアドライいちじく

35 フード ネイチャーライフ株式会社
機能性食品原料(シトラスナリルチン30、シークレチン)、CBDオイル、テイストフ

レーバー

36 フード 株式会社ハニージャパン 蜂蜜製品

37 フード 株式会社羽田麦酒 クラフトビール「羽田麦酒」・クラフトジン「BATH LAB GIN」

38 フード 株式会社ハルコ 冷間鍛造金型、部品、輸入食品、輸入調味料



No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

39 フード 有限会社ピコフードサービス
江戸東京コーヒーブランドのレギュラーコーヒー、ドリップバックコーヒー等の商材

の紹介、新サービス商品「焙煎当日出荷のオリジナルコーヒー(PB)」の紹介

40 フード 有限会社ヴィルゴビール 北斎麦酒（ビール・発泡酒）

41 フード プートン葡萄酒 中国寧夏省産高品質ワイン

42 フード Health & Wellness Partners株式会社 健康食品(乳酸菌製品)

43 フード 株式会社ホワイエ ロシアケーキ、ダッグワーズ、パイ、まんじゅう

44 フード 株式会社マイライフデザイン ビルベリー飲料、アマニ油ゼリー

45 フード マリンライフ株式会社 食品卸売りECモール、MRアプリ

46 フード 有限会社丸の内 パウンドケーキ

47 フード 株式会社RAISE WORLD
アフリカ産コーヒーハチミツ&アフリカ体験イベントサービス、AutoCAD設計代行受

託サービス、防災品(水害対策)

48 フード 株式会社ローズメイ ハニーメイドジャム、蜂蜜

49 ライフスタイル アーキ株式会社 トートバッグ、エコバッグ等の袋類

50 ライフスタイル あけび動作の学校株式会社 スマホ底面リングSYANTO

51 ライフスタイル アジア・ラゲージ株式会社 折りたたみキャリー　Locobox(ロコボックス)

52 ライフスタイル 株式会社ASQUA Ail.Wash アイルウォッシュ/革専用クリーニングスプレー　他

53 ライフスタイル 株式会社アズコーポレーション
洗剤、洗濯補助用品、キッチン用品、鮮度保持袋、暑さ対策用品、その他アイデア雑

貨

54 ライフスタイル 株式会社アミザージ
「Made In Japanの次世代アロマ」抗菌、消臭、抗ウイルス、抗カビの機能性付　※北

里環境科学センターで実証検査データ取得済み。

55 ライフスタイル 合同会社アムリタラボラトリー バストケアジェル（化粧品）

56 ライフスタイル 有限会社アリヤーナ タイのトップブランドのMAYAホームフレグランスのご紹介

57 ライフスタイル 株式会社ANTY’S UTA SUPLI、Neutral water(スポーツ向けサプリ、飲料水)

58 ライフスタイル 株式会社伊高 やすらぎ高座椅子

59 ライフスタイル 石川金網株式会社 金網各種、銅金網による抗菌

60 ライフスタイル 泉サロン ナノバブル水素水器、オゾン発生器、ハイブリッドマッサージャー

61 ライフスタイル イチバンライフ株式会社
アーユルヴェーダを主体とする美容・健康長寿食品(サプリメント、頭皮用美容液、

シャンプーなど)

62 ライフスタイル いであ株式会社 いであライフケアサービス「お部屋の健康診断、新型空気清浄機」他

63 ライフスタイル イデタ株式会社 パッケージキッチン

64 ライフスタイル 株式会社いぶき アスタキサンチンサプリメント他

65 ライフスタイル 株式会社VIRTU 美容講座『美美メソッド』

66 ライフスタイル 有限会社内野製作所 当社で切削加工した金属部品

67 ライフスタイル 株式会社エイチ・エス・エス エチケットリング

68 ライフスタイル 株式会社エースワン 防犯カメラ関連機器（防犯カメラ・顔認証・転倒検知・対流人数測定）など

69 ライフスタイル 株式会社エキワ 美容商材(化粧品、サプリメント)

70 ライフスタイル 株式会社エコテクノ 冷却ベッド、介護ベッド、シャワースタンド

71 ライフスタイル おかめ工房
ランプシェード、クッションカバー、パネル絵、掛軸、タペストリー他　モダン紅型

染染色体験

72 ライフスタイル 株式会社オピカ　アルバムえほん事業部 アルバムえほん商品

73 ライフスタイル 株式会社オフィス・ヒロ
自社ブランドAtelier HiroのLWGシリーズ・コードバン等の財布製品。これからのライ

フスタイルに合わせた製品を出展

74 ライフスタイル 株式会社Gerbera リュック・パソコンケース・ポーチなど

75 ライフスタイル 株式会社かじ新 テーブルクロス、座布団、イスカバー、イス

76 ライフスタイル 有限会社加藤紙器製作所 貼り箱の展示

77 ライフスタイル 哉子デザイン 着物を素材にしたダウンウェア、着物リメイク品
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78 ライフスタイル 株式会社カネトミ オリジナルTシャツ、socks、帽子、インバウンド雑貨

79 ライフスタイル カラーテクノ株式会社 建設工業用作業服

80 ライフスタイル 株式会社CHIMERA 日本製皮革製品、天然石ハンドメイドアクセサリー

81 ライフスタイル クリオインターナショナル株式会社 レインボーリフレクター商品、ウォッシャブルペーパー商品、タイベック商品

82 ライフスタイル グローバル・エコロジー株式会社 光触媒コーティング、除菌消臭スプレー等

83 ライフスタイル 有限会社KuRoKo
出展ブランド名「COMMANDViS」https://commandvis.jp/　オリジナルデザインの

家具、什器製造販売／デザイン提案、空間演出ディレクションをするブランド

84 ライフスタイル 株式会社KLC 山林等、なかなか売れない不動産の売却支援、引取サービス

85 ライフスタイル 株式会社K.グラヴィティ 化粧品

86 ライフスタイル 株式会社ケープランニング 2022年版himekuri付せんカレンダー、himekuri free etc…

87 ライフスタイル 株式会社COAROO 5wayショルダー「コアルーバッグ」

88 ライフスタイル 国際医療健康推進センター株式会社 医療コンサルティング

89 ライフスタイル 合同会社KOKO
プリペイドモバイルWi-Fi「POKEFi」、新型コロナ定量抗原・抗体検査機「アナライ

ザーmini」他

90 ライフスタイル コノコ医療電機株式会社 シンアツシン、シトラバスターEX、家庭用マッサージ器の体験がメインのブース

91 ライフスタイル 株式会社小林 サーマルロール紙、自着テープ、UVインクジェットプリンタ関連他

92 ライフスタイル 株式会社コミュニケーションエンジニアーズ リサイクルコルクでつくる雑貨、ノベルティ「CORKnext」

93 ライフスタイル 株式会社Cycle エコバッグ

94 ライフスタイル ザオー工業株式会社 ザオーブロック、くるるんろーと、金属プレス部品、ネームプレート

95 ライフスタイル 株式会社佐藤製作所 金属に関する様々な品物の修理、復元、クリーニングサービス

96 ライフスタイル 有限会社三幸電機製作所 「燃やせるプラスチック」・東京未来素材

97 ライフスタイル 三調株式会社
全身のゆがみを整え、美しい姿勢が保つコンディショニング・インソール

FootFree(フットフリー)

98 ライフスタイル さんぽみち総合研究所株式会社 スマホを活用したウォーキング関連アプリ（オーダーメイド型）

99 ライフスタイル J&C流通コンサルティング株式会社 Laibra（ライブラ）

100 ライフスタイル 株式会社JPstream 写真加工サービス「すまでこ」

101 ライフスタイル 志幸技研工業株式会社 ネットミルHEMSコントローラー(ネットミルお天気安心システム)

102 ライフスタイル 株式会社芝堅 INAGI SUMI

103 ライフスタイル 下北沢リフルシャッフル
マスク刺繍・紋章刺繍・西洋ペナント・絵画風キャラ縫い・バロックドレス等の縫製

物

104 ライフスタイル 株式会社ジャパンヘナ ヘアトリートメント、シャンプー、コンディショナーのヘア関係

105 ライフスタイル シャルマン・フルール株式会社 髪飾り、アクセサリー、ヘアアクセサリー、かんざし

106 ライフスタイル 株式会社新光電気 紫外線空気清浄機　他

107 ライフスタイル 有限会社しんのう企画 ガニアシ健康食品

108 ライフスタイル 株式会社スーパープランナーズ UV照射機によるインテリアデザイン

109 ライフスタイル SK8INSOLL株式会社 AI歩行、姿勢分析機器、オーダーメイドインソール

110 ライフスタイル 株式会社スピンドル コインランドリー機器、店舗企画、出店のご相談

111 ライフスタイル 株式会社スプレンダーISO
ホタテ貝殻焼成パウダーを使用した除菌・消臭剤・鮮度保持シート、ケイ素結晶鉱石

を使用した美容ローラー

112 ライフスタイル 有限会社精工パッキング りっぷるん（マスクストレス軽減アイテム）

113 ライフスタイル 株式会社SOPIC 虫よけ×猛暑対策のBUG OFF

114 ライフスタイル 大水株式会社 ステーショナリー

115 ライフスタイル 株式会社谷口化学工業所 カラーペースト、カフェワックス、ハンディーステイン

116 ライフスタイル 株式会社ダブリュー・ビィ・ジャパン セキュリティカメラ

117 ライフスタイル 株式会社つえ屋 葬式の杖「天国のつえ」
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118 ライフスタイル 株式会社展示構成 KILVIRUSフィルム施工の説明、紹介、提携先のKILVIRUS製品の紹介展示

119 ライフスタイル toy-spice! おもちゃの工作キット、紙製パペット

120 ライフスタイル 東京ビジネス株式会社 印刷物販とサービス

121 ライフスタイル 同南商事株式会社 酒粕フェイスマスク、レッグウォーマー他保温用品

122 ライフスタイル 株式会社トーキンコーポレーション スライドクリップ(ペーパークリップ)、アナテックス(個人情報保護テープ)

123 ライフスタイル 株式会社トキメキデザイン 衣料雑貨（スマホケース、Tシャツ等）、生活家電

124 ライフスタイル 合同会社どすこいJAPAN 着物を加工したバッグ類

125 ライフスタイル 株式会社トネ製作所 卵かくはん具　商品名：ときここち

126 ライフスタイル 有限会社トロフィー佐藤 ピタリンシール

127 ライフスタイル 一般社団法人日本遺言執行士協会 遺言アプリ

128 ライフスタイル 日本エンゼル株式会社 機能性ウェア、食事用エプロン、その他介護用品

129 ライフスタイル 日本ジェル株式会社 車いすクッション、テレワーク用クッション、除圧ジェルパーツ他

130 ライフスタイル 日本リユースシステム株式会社 古着deワクチン、Kimono Upcycle Cloth 「ohariko」

131 ライフスタイル 合同会社NL イタリア製eco素材高品質セーター

132 ライフスタイル 株式会社パール 眼鏡クリーナー、くもり止め、除菌スプレー

133 ライフスタイル 株式会社ハセガワ 酸性化アルコール製剤「クリアミストプラス」

134 ライフスタイル 株式会社蜂の宝本舗 プロポリス関連商品、プロポリス化粧品

135 ライフスタイル はな壱 ポンダル（下駄とビーチサンダルのハイブリッドサンダル）

136 ライフスタイル 株式会社華コーポレーション プロポリス・エラスチン関連商品等

137 ライフスタイル 株式会社ビーアンドオー研究所 自社オリジナル化粧品、美容雑貨、健康食品

138 ライフスタイル 株式会社ピーツーインターナショナル 和小物マルシェ（和装小物）

139 ライフスタイル 合同会社functional ステンレスボトル

140 ライフスタイル 株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ
SDGsに取り組む企業に向けた「国際フェアトレード認証」コットン製品グッズの

OEM提供サービス

141 ライフスタイル フットマーク株式会社 マスク、衛生用品

142 ライフスタイル 株式会社PRODUCT OUT 観光＝謎解き修学旅行、ライフスタイル=新商品開発パートナー

143 ライフスタイル ペンタスマートジャパン株式会社 マッサージ機

144 ライフスタイル 株式会社ボウンディア つのつのサイコロ&テトラ、つのつのバランスボール

145 ライフスタイル 株式会社Bo Project. お持ち帰り箸、おしぼり

146 ライフスタイル 株式会社ボナカジャパン 微酸性次亜塩素酸タブレット「SKY CLEAN」、ORCAツールバッグ他

147 ライフスタイル 株式会社堀溝商店 アクセサリー

148 ライフスタイル MAKOS OFFICE
毛皮(ロシアンセーブルマフラー・ストール・スヌード等)、宝石(ネックレス・ピアス

等一部)

149 ライフスタイル 大金属工業株式会社 予棒付丸窓・開閉丸窓

150 ライフスタイル マジャトレーディングカンパニー ディスプレイ用プラスチック製ブロック、ツリー、ライティングフラワー等

151 ライフスタイル 増成織ネーム株式会社 ネックストラップ、タオル等　オリジナル名入れ対応グッズ

152 ライフスタイル マスラー株式会社 教育玩具・知育遊具、室内で行う足踏健康体操（CD・DVD開発スミ）

153 ライフスタイル 馬通富株式会社 スポーツ用品、アウトドア用品

154 ライフスタイル 松山商工会議所

当会議所では、会員企業のモノづくり活動支援の一環として、松山地域の優れた資源

や技術・人材を活かした魅力ある新製品を発掘し、「松山ブランド」として顕彰して

おり、その受賞企業のPRを行う予定としております。

155 ライフスタイル 真鍋　侑大 ホスピタリティ関連ポスター等、ホスピタリティ研修体験(人材研修)、かんたん診断等

156 ライフスタイル 株式会社マヴィーブル
「ハーブ、温め、香り」をテーマにしたセルフケアグッズ（アイピロー、ハーブボー

ル、アロマスプレー、首肩パッドなど）



No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

157 ライフスタイル 株式会社マルエムPOP コロナ対策、衛生用品（マスク、ディスペンサー等）

158 ライフスタイル 丸喜株式会社 靴

159 ライフスタイル 有限会社丸越商事 サスティナブルな履き物

160 ライフスタイル 株式会社ミックコスモ 化粧品、ホワイトラベル、ハリーハリー

161 ライフスタイル 株式会社みらい福祉
コロナ対策製品の紹介 福祉施設向け(CO2センサ、非接触体温計、光触媒除菌脱臭装

置、見守り機器、WiFiなど)

162 ライフスタイル 株式会社ムラカミメディカル 安定化二酸化炭素の除菌スプレー（現在準備中）

163 ライフスタイル 有限会社メイユウ商会 化粧品、化粧雑貨、化粧品容器、化粧用品全般

164 ライフスタイル 有限会社メニサイド 和紙を使った地球にやさしい鞄

165 ライフスタイル モノコトデザイン株式会社 スマートロック

166 ライフスタイル 有限会社ヤマオカインターナショナルコーポレーション いびき、歯ぎしり対策商品

167 ライフスタイル ゆうらホールディングス株式会社 伝統的工芸品の陶磁器

168 ライフスタイル RAHKアソシエイツ 弾性体（ベッドマット）反発調整シーツ「ミューズシート」

169 ライフスタイル 株式会社ライフリング
消臭するタオル（タオルケット・シーツ・バスタオル・枕カバー）・エアインソー

ル・くつ下等

170 ライフスタイル 株式会社Lux et Natura 自然栽培加工品、かんたん相談・コンサルティング

171 ライフスタイル REDAS株式会社 プロテイン

172 ライフスタイル 有限会社ルーチェミヤ 自社のジュエリー製品並びにパーツを半製品としたB2Bのリメークサービス

173 ライフスタイル 株式会社ワールドバリュー・ブリッジ 口腔ケアの新発想、Dr.Pikオーラルケア、口腔ケア機のバンブラ―（Vumblr）

174 ライフスタイル 株式会社渡喜商工 皮革又はその他材料製　財布・小物・バッグ・ジュエリーケース

175 ものづくり 株式会社アイズ

FREE AID(機電系エンジニアがフリーランスという働き方を選択できるための支援サ

イト。これは製造業に対して革新的なサービスであり、紹介・受託等の幅広いエー

ジェント機能をもったサービス)

176 ものづくり 愛知産業株式会社 AI実証実験プログラム(資料作成中)、搬送用マグネットツール、クランピングシステム

177 ものづくり 合同会社IT ソリューションシステムズ セキュリティ・ルーターUTM

178 ものづくり アイトラスセキュア株式会社 SecureLoupeセキュリティサービス

179 ものづくり 株式会社アクアキューブ
ヘリポート夜間照明システム（HEXAGON可搬型⇒ドクターヘリ、防災・救済ヘリ

用）

180 ものづくり 株式会社浅川製作所 金属製テーブルウェア、自社製品の紹介

181 ものづくり 株式会社アシスト 飛沫防止プロンプター、非接触入力装置 Hyper Vision

182 ものづくり 株式会社アヅマネジ 頭部の低いねじシリーズ、いたずら防止ねじシリーズ他

183 ものづくり 株式会社アドバンス
試作、小ロット量産における部品加工、切削加工、射出成形、鋳造、ダイカスト、板

金、3Dプリント、真空注型

184 ものづくり アルカディア株式会社
➀既存システム拡張ソリューション②定型業務自動化ソリューション➂コラボレー

ションシステム開発ソリューション

185 ものづくり 株式会社ウォーターパール 水の演出機器

186 ものづくり 浦商印刷株式会社 ロッドスタンド、リールスタンド、ゴルフクラブスタンド

187 ものづくり 株式会社エス・エス・イー 小型無人搬送車（AGV）

188 ものづくり SBクリエイティブ株式会社 インターネットメディア

189 ものづくり 株式会社エスラボ スコリヤ水素空気清浄

190 ものづくり エヌエスケミカル株式会社 鉄の黒皮除去剤、中性洗浄液

191 ものづくり エンビックフォーラム株式会社 給水管保全システム販売及びメンテナンス

192 ものづくり 大阪電機工業株式会社 電気ボイラー

193 ものづくり 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング アフターコロナ対策　テレワークソリューション

194 ものづくり 株式会社オプティマ 環境監視（CO2換気システム、MA-Viewer21　等）

195 ものづくり 株式会社オリタニ ワゴン及びオリジナル製品



No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

196 ものづくり 株式会社カノウプレシジョン 精密機械加工部品、プレス金型部品と製品、樹脂金型部品と製品

197 ものづくり 関西電子株式会社 量産型ナノファイバー溶融紡糸装置とそのアプリケーション群

198 ものづくり 株式会社関東製作所
プラスチック製品開発のベストパートナーとして、金型の設計・製作・試作。小ロッ

トの成型品の製作などの生産技術の代行サービスの提供。

199 ものづくり 株式会社研美社 スタンプカードアプリ

200 ものづくり 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）
知的財産に関する様々な悩み・課題等に関する相談対応やその他各種サービスのご提

供

201 ものづくり コーネットソリューションズ株式会社 ランサムウェア対策用品

202 ものづくり 株式会社幸洋コーポレーション 首都圏免震、無災害地移転推進事業

203 ものづくり Convergence Lab.株式会社 AIコンサルティングサービス

204 ものづくり 株式会社三興製作所 ゴムスポンジパッキン及び加工方法の紹介、防熱カバン・手袋

205 ものづくり 有限会社サンコー レンチキュラー印刷製品及びAM840線高精細印刷製品

206 ものづくり 三信工業株式会社 金属帯銅へのコーティング及びフィルムラミネート

207 ものづくり 株式会社三和技研 金属及び樹脂切削加工品（土木分野、管工・バルブ分野、通信分野、医療分野など）

208 ものづくり Cスキルテック株式会社 どこでも!eHoukOK、jinjer

209 ものづくり 株式会社シード オリジナルマット、カーペットなどのプリント製品及び関連資材

210 ものづくり 株式会社システム情報企画 無線機

211 ものづくり 株式会社システムズ

DX時代の統合ソリューション「ITリノベーションサービス」、企業の現状ITを分析・

再活用診断・次期IT戦略立案「IT総合診断サービス」、顔認証自動検温による従業員

入退出＆健康管理システムほか

212 ものづくり 株式会社システムブレイン ナノシャイン・ナノメンテ

213 ものづくり 株式会社島田小割製材所 木製品、ウッドチップ、おがくず

214 ものづくり 株式会社昇文堂 オリジナルトランプ、カルタ、ジグソーパズル

215 ものづくり 有限会社シンク ピュアオゾン発生器内蔵空気清浄機

216 ものづくり スリーピース株式会社 DCギアドモータ、ポンプ、ユニットなど

217 ものづくり セールスワン株式会社 工具の持出・返却管理システム「工具ONE」と「収蔵管理ソリューション」

218 ものづくり セブンスターズコンサルティング株式会社
リユースパソコン、アバター動画、クラウドサービス、遺伝子検査キット、PCR検

査、健康食品(サプリメント)、手指消毒・検温・サイネージ・血液検査キット

219 ものづくり 株式会社善興社 ヘリオス脱水機・エコデリーター・植物性洗浄液・光触媒抗菌加工

220 ものづくり 株式会社泉壽
インバウンド業者様向のWEBサービスの紹介（外国人向漢字命名サービスと連動した

インバウンド業者様販売支援サイトの紹介）

221 ものづくり 株式会社タカハラ デジタルサイネージュ、販売促進什器、オフィス什器　等

222 ものづくり 高宮産業株式会社 アクリル加工品や、地球環境を考えた新素材を使ってのグッズ製造

223 ものづくり タマチ工業株式会社 飛沫濾過機能付きパーテーション　ウィルキャッチ

224 ものづくり 株式会社電研社 線材加工・押出成形・CFRP

225 ものづくり 東京特殊印刷工業株式会社 タッチスイッチ、メンブレンスイッチ、フィルムインンサート、パネル、シール等

226 ものづくり 株式会社東京ファクトリー Proceedクラウド

227 ものづくり 東商ゴム工業株式会社 ゴムローラー、スポンジローラー、樹脂ローラー及び新配合ゴム材料【Freeゴム】

228 ものづくり 株式会社特殊鍍金化工所 TMX/CSZめっき加工、塩化銀処理

229 ものづくり 凸版印刷株式会社 ナビネクト、TORESYS3D、VoiceBiz 等

230 ものづくり ドリームムービー株式会社 企業・個人向け動画制作及び配信サービス

231 ものづくり ナレッジスイート株式会社 Knowledge Suite（ナレッジスイート）

232 ものづくり 株式会社日情システムソリューションズ AI目視検査支援システム等、AIソリューション

233 ものづくり HAZS株式会社 感情分析レポート「エモレポ」

234 ものづくり 株式会社BANTEC 試作を中心とした金属精密機器加工品の展示



No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

235 ものづくり 株式会社日立ハイテクネクサス
RFID関連ソリューション(真贋判定、管理アプリケーション)、含有化学物質管理サー

ビス、金型管理サービス

236 ものづくり ピポット 動画活用研修、動画制作

237 ものづくり 株式会社ピュアソン 止水材/除菌水など

238 ものづくり HILLTOP株式会社 加工品（3軸・5軸加工）、表面処理サンプル（アルマイトなど）

239 ものづくり ヒル・プリント株式会社
抗ウイルス・抗菌機能をプラスチックなどに付与できる熱転写フィルムと、それを用

いたOEMグッズ製造の提案

240 ものづくり 廣田硝子株式会社 江戸切子・江戸硝子・ガラス食器

241 ものづくり 株式会社プライムアーク
生分解性プラスチックの使い捨てカトラリー、農業用マルチシート、ポリ袋、ペレッ

ト

242 ものづくり 株式会社プラザクリエイト パーソナルミーティングBOX

243 ものづくり 株式会社プラント 指輪等装身具

244 ものづくり 細田木材工業株式会社 不燃木材、アセチル化木材アコヤ、きえすぎきん（木のホワイトボード）

245 ものづくり マートン株式会社 ペーパークルクル、スプレー噴射式節水小便器

246 ものづくり 株式会社マゲトップ 金属パイプ、棒、板、線の曲げ、ねじり加工部品、ばね部品

247 ものづくり 有限会社松丸建具店 楽らく引き戸『フワッ戸』

248 ものづくり 萬座塗料株式会社 塗装治具・処理剤・塗装サンプル

249 ものづくり 港プラスチック工業有限会社 パーテーション、アクリルディスプレイなど

250 ものづくり みはし株式会社 木製、樹脂製、セラミック等　各種素材モールディング

251 ものづくり ミヨシ精機工業株式会社 金属加工製品

252 ものづくり Mintomo株式会社 電子帳票クラウドサービス（アプリ）、ホームページ・EC制作

253 ものづくり 株式会社ヤマテ・サイン 付加価値付きＵＶダイレクト印刷を駆使した、サイン及びディプレイ用品・雑貨各種

254 ものづくり 株式会社ユニック 電動草刈機、クローラー駆動ロボット

255 ものづくり 株式会社ユニテックス 大容量データを簡便且つ安全に保存できるUSB LTOデータ保存システム

256 ものづくり 株式会社ユニフォームネット
企業PRコンテンツ：企業映画化プロジェクト（PR用ポスター・イベントブース装飾

品・グッズ制作）

257 ものづくり 株式会社ライズ ディスプレイシート

258 ものづくり ライノジャパン株式会社 ポリウレアを活用した連材製品

259 ものづくり 株式会社ランドマークス オンライン営業ツール「e-コミュクリップ」

260 ものづくり 株式会社理工電気
「現品展示：切削部品・MIL規格コネクタ・ケーブルハーネス」「全自動機・ロボッ

ト（パネル展示）」

261 ものづくり 株式会社Live and Learn acty acty紹介ホームページ　http://live-and-learn.jp/acty/

262 ものづくり 合同会社ルノムービー 新規事業開発時にぴったりのYouTubeコンテンツ＆簡易HP制作

263 ものづくり 合同会社YSコーポレーション CAEの受託とコンサルティング

264 ものづくり 株式会社渡辺精機 加工サンプル

265 観光・体験サービス 株式会社アダチファクトリー
地域活性化のモノ×コトの商品プランニング～魅力ある商品作りで稼げる地域へリブ

ランド

266 観光・体験サービス 株式会社アネビー 遊具(保育園や幼稚園の園庭や屋内、公園、アミューズメント施設等)

267 観光・体験サービス 株式会社アロンジー・エリソン 謎解きイベントのサービス案内

268 観光・体験サービス 株式会社VACAVO 食育通販サイト「たべいく」

269 観光・体験サービス 株式会社榎本事務所 歴史マンガ制作、ご当地キャラクター制作

270 観光・体験サービス 株式会社OMOIDE 韓国民族衣装(韓服チマチョゴリ)体験・レンタル、販売

271 観光・体験サービス カルチュレード株式会社 日本各地の観光地を世界各国にプロモーション。成功事例等含めて紹介。

272 観光・体験サービス 株式会社Crista Let's Make Happy Daruma～はっぴーだるまを作ろう！

273 観光・体験サービス クレソン株式会社 体験プログラム全般



No カテゴリ 企業・団体名 出展予定製品

274 観光・体験サービス 合同会社コンテンツツーリズム振興機構
オンラインツアーの企画販売および制作サポート（海外・国内・インバウンド）

/MICE関係旅行の紹介（研修・視察・コンベンション・文化交流等）

275 観光・体験サービス 株式会社Jクレスト 体験プログラム（いどう果樹園）

276 観光・体験サービス 株式会社シエンアート 出張合成写真撮影サービス「フォトセラ」

277 観光・体験サービス 株式会社シンク 防災スポーツ、ほか自社サービス

278 観光・体験サービス 株式会社スタジオパックス 音響設営、映像制作・配信、光触媒抗菌

279 観光・体験サービス 有限会社ステップ・ワン 移動式ポータブル手洗器

280 観光・体験サービス 株式会社スリーエー オンラインレクリエーションプラットフォームサービス

281 観光・体験サービス 株式会社ゼルビア パートナーシップのメリット紹介

282 観光・体験サービス ターミナル・コーチング協会 人生の後悔度診断、タイムマネジメント研修、セルフコーチング体験

283 観光・体験サービス 株式会社DXクラウド VCRM（オンライン相談ツール）、InCircle（チャット）

284 観光・体験サービス 有限会社東京シティーツアー 多言語アバターガイドと旅する日本～アバターガイドシステム～

285 観光・体験サービス 一般社団法人東京諸島観光連盟 ロングステイ、ワーケーション含めた旅行プラン

286 観光・体験サービス 東京ロジファクトリー株式会社 物流サービス（保管・荷役・配送）

287 観光・体験サービス 株式会社ネクシィーズ
初期費用をかけずに最新の業務用設備を導入できるサービス（業務用設備の販売・レ

ンタル）

288 観光・体験サービス 株式会社FiveRings 資産教育セミナー

289 観光・体験サービス 株式会社フィールドキャスター イベント・決算発表会の映像生配信

290 観光・体験サービス 株式会社ブライトホームサービス 足湯レンタル・施工販売

291 観光・体験サービス 武藤株式会社 蒔絵の金継ぎなどの体験と商品紹介

292 観光・体験サービス 株式会社YEAAH 地域回遊システム

293 観光・体験サービス 株式会社ライブクリエイト webで売れる商品構築、オンライン販売の導線構築

294 観光・体験サービス 株式会社Launch Japan
フード、ライフスタイル、ものづくり関連の海外進出支援・販売支援及びインバウン

ド

295 観光・体験サービス 和の合株式会社 団子、煎餅の手焼体験


