
新価値創造展 2022 は、新しい価値の創造と新しい市場の開拓という基本ドメインに加えて、 地球市民としての企業が果たすべき国際ガイドラインであ
る「SDGs」と、国内のみならず世界的に重要な課題となっている「生産性向上」をテーマとして開催します。会場内に設置する特別展示コーナーでは、開催
テーマに合わせた展示を実施します。

特別展示

出展者プレゼンテーションステージ タイムテーブル

※12/23（金）までオンライン展示会も同時開催中！

CKD
パワフルアーム　PAWシリーズ

ダッソー・システムズ
Digital Manufacturing, Apriso, 3DLean等DELMIAブランド製品

イノラックスジャパン
55”フレキシブル
miniLEDディスプレイ

Terra Motors
EV充電インフラ「TerraCharge」

下からも横からもアプローチが出来る他に類を見ない新発想の助力装
置（バランサ）。圧縮エアを動力源に使用しているため、操作感が柔ら
かで軽く、音も静か。展示コーナーで、実際に体験いただけます！

DELMIAブランドは、仮想世界のモデル化と現実世界のシミュレーション
を活用し、サプライヤーからメーカー、ロジスティクスおよび輸送プロバ
イダー、サービス・オペレーターや人員まで、バリュー・ネットワークの
関係者に完全なソリューションを提供します。

世界で初めて量産化を始めたアクティブマトリクス方式によ
る55” フレキシブルmini LEDディスプレイを展示。様々な
空間演出を実現する本製品をぜひ会場で体感してください。

業界初、イニシャルコスト０・ランニングコスト０のEV充電
インフラ。EVの充電設備だけでなく、充電時間の設定や料
金決済を行う専用アプリなど、運営管理に対応。実際にEV自
動車に充電される様子を展示コーナーでぜひご覧ください。

生産性向上 生産性向上

SDGs SDGs

開催テーマである「生産性向上」「SDGs」を主軸に、「カーボンニュートラル」「DX」「レジリエンス」など、いま注目すべきテーマでセミナーを実施し、来場者の皆様
のビジネスのヒントや事例を交えた実務に役立つ情報をご提供します。

※講演内容は、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。最新のステージプログラムは公式サイトにてご確認ください。

1 2月1 4日（水） 1 2月1 5日（木） 1 2月1 6日（金）
SDGs/ カーボンニュートラル

ダイキン工業
常務執行役員
テクノロジー・イノベーションセンター長
米田 裕二 氏

生産性向上 / SDGs DX

東京理科大学
大学院経営学研究科技術経営（MOT）専攻 教授 専攻長
総合研究院 技術経営戦略金融工学 社会実装研究部門 部門長
若林 秀樹 氏

近畿大学 情報学部長
アセントロボティクス CEO代表取締役
久夛良木 健 氏

Terra Motors 
創業者・取締役会長
徳重 徹 氏

早稲田大学 創造理工学部建築学科 教授・工学博士
日本建築学会 会長
田辺 新一 氏

NTT
研究企画部門 IOWN推進室 室長
川島 正久 氏

日経BP
総合研究所 主席研究員
山口 健 氏

Magic Shields 代表取締役  
下村 明司 氏

日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
代表理事
森戸 裕一 氏

アイ・ティ・アール
会長／エグゼクティブ・アナリスト
内山 悟志 氏

ISENSE
代表取締役社長
岡田 章二 氏

日経BP
総合研究所 フェロー
桔梗原 富夫 氏

日経BPマーケティング
代表取締役社長
高柳 正盛 氏

INDUSTRIAL-X
代表取締役CEO
八子 知礼 氏

高知県庁
農業振興部 IoP推進監
岡林 俊宏 氏

ゑびや 代表取締役社長
EBILAB 代表取締役
小田島 春樹 氏

日経BP 
総合研究所 上席研究員
三好 敏 氏

11:00▶12:00 11:00▶12:00 11:00▶12:00

ダイキン工業の成長戦略

東芝データ
代表取締役CEO
北川 浩昭 氏

データ活用の今と未来～新たなビジ
ネス創出におけるデータの役割～

太陽ホールディングス 執行役員
太陽グリーンエナジー 代表取締役社長
谷口 直樹 氏

水上太陽光で目指す製造業の
カーボンニュートラル

DX / 生産性向上

DX

知財

SDGs / カーボンニュートラル
15:00▶16:00 15:00▶16:00

15:00▶16:30

デジタルツインで変貌する
自動化ソリューション

工業所有権情報・研修館（INPIT） 
理事長
久保  浩三 氏

16:20▶17:00

知財経営のトレンド

脱炭素に向けたEV化に寄与する
EV充電インフラの展望

メーカーエンジニアから社会起業家へ

生産性向上 / マッチングポストコロナ / DX / SDGs

新規事業創出

東京大学 名誉教授　ウィメンズアクションネットワーク 理事長
上野 千鶴子 氏

日本企業とジェンダー 多様性はなぜ必要か？

SDGs / ダイバーシティ

DX
13:00▶14:30 13:00▶14:30 13:00▶14:00
〔パネルディスカッション〕

レジリエンス×グリーン×
デジタルによる日本改造シナリオ

〔パネルディスカッション〕

目的達成のためにDXでやるべきこと 
～製造業、小売・飲食業、農業の事例から本質に迫る～

〔パネルディスカッション〕
3人のプロに訊く
勝ち残るためのDX戦略 ～成功の秘訣、失敗の原因 

〔トークセッション〕

中小企業の未来戦略2023 どうなる?どうする？
タレント
田村 淳 氏

ダイヤ精機
代表取締役
諏訪 貴子 氏

ココナラ
取締役会長
南 章行 氏

メインステージ セミナータイムテーブル

オンライン展示会 限定セミナー

特別展示連動企画

新たなビジネスの創出や協業／共創のヒントやダイバーシティなど、これからのビジネスにおいて重要なテーマで、オンライン展示会限定セミナーを公開中です。
来場登録いただいた方は、どなたでも視聴可能です。

A-035 ダイワ化工株式会社ゴム屋魂
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12月14日（水）時間 12月15日（木） 12月16日（金）

「1個ゴム製品欲しいだけなのに！」と
お思いのあなたへ

H-005 株式会社カナLABO

異種材料の本当の接着
―理論的な表面改質技術で材料破壊まで可能

D-003 SFA Japan株式会社

リフォームの新提案　
わずか１日でどこでもトイレ増設

C-003 株式会社エイサムテクノロジー

ジェスチャーセンサー 手の動きでシンプル操作

B-007 桐生電子開発合同会社

植物の気持ちがわかる
「光アグリセンサー」のご紹介

F-012 株式会社ヒューマノーム研究所

「成功するAIプロジェクト」のコツ、教えます

L-003 アーカイラス株式会社

サプライチェーン強靱化に資する
「ステルスナノビーコン」

G-001 株式会社Ｃ＆Ｔ

円安の今こそインバウンドで外貨を稼ぐ

G-015 株式会社リベンリ

PCスキルをAIがアドバイス！
学習型アプリ「リテラアップ」

L-019 株式会社分子ロボット総合研究所

分子ロボット：革新的市場創出への挑戦

A-037 多田プラスチック工業株式会社

段ボール保冷ボックス

D-020 株式会社東洋溶材

他社にはない物を創り出す挑戦

C-009 東英ホールディングス株式会社

モノづくりで事業化なら、トータルサポートの
東英グループが一番

F-001 株式会社イーアールアイ

即時導入可能な位置・動作分析ツールで
製造現場の困りごとを解決

F-014 ホットウェーブ株式会社

生活異変通知サービス「人守（ともり）」のご紹介

E-017 有限会社スイサク

工場・機械・環境を良くする
ラスクの振動騒音対策について

G-014 ものレボ株式会社

製造業の工程管理とDX化について

G-008 株式会社バーナードソフト

【AIが音で異常検知】
リアルタイム音監視システム／エスカレイド

K-006 エニーシステム株式会社

団体グループで利用可能な
見守り介護ロボ「パルスハートバンド」

K-019 株式会社システムブレイン

皇居で施工実績、AMが採用
物件価値を高める洗浄＆コーティング

L-017 株式会社パリティ・イノベーションズ

非接触空中タッチディスプレイを実現する
パリティミラーのご紹介

K-010 株式会社クリーンバブル研究所

新型コロナウイルス除菌装置の開発

A-007 株式会社井上工作所

奈良県香芝市「井上工作所」の
高い技術力と徹底した検査体制

L-024 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション

IHリフローでモノづくりに革命を起こす

L-001 株式会社ARDe

ものづくりをアップデート
ーAR作業管理システム ARDe（アルデ）

F-013 株式会社フィールトラスト

ハイブリットな働き方を実現する
IZUMO-PBXのご紹介

F-002 株式会社エキスパートギグ

実績収集・生産設備の稼動監視
パワーあんどん

E-009 株式会社カタライズ

光触媒を活用した室内環境改善の取り組み

E-014 シバセ工業株式会社

ストローメーカーがつくる
工業・医療用薄肉PPパイプ

G-007 株式会社高山化成

社内教育の色んな困ったを解決！
動画マニュアル作成ツール3T’ｓ

G-011 株式会社フツパー

はやい、やすい、巧い、外観検査AI ”メキキバイト”！

G-003 株式会社セールスアシスト

IT アドバイザリーサービスのご紹介

K-012 京葉興業株式会社

廃プラの再資源化で環境保全に貢献

K-023 株式会社日さく

防災井戸用ハンドポンプの必要性について

F-011 バリューソリューション株式会社

IoT機器のフリーズを検知して 自動で復旧

L-012 ストローブ株式会社

地域分散型カーテン式風力発電 

出展者が自社製品の強みや魅力を紹介するプレゼンテーションを実施します。製品・技術・サービスの魅力をお楽しみください。

©後藤さくら

※事前申込制。当日空席がある場合、受付いたします。

※事前申込不要（当日先着順）



オンライン展示会だけに出展している出展者も多数！

出展カテゴリー

新価値創造展2022 では、産業・技術に関する11のカテゴリーに属する出展者（リアル展示会：259社・機関、オンライン展示会：315社）が出展します。各カテゴリーはリアル展示会での会
場エリア分けや、オンライン展示会での出展検索機能等にも使用しています。来場者が出展者情報に迅速にアクセスでき、ビジネスマッチングを効率よく実現できるように設計しています。

出展者情報会場案内図

オンライン展紹介コーナー

マッチングコンシェルジュ

スタンプラリー実施中！

加工・成型 機械部品・機器 電気電子機器 情報・通信

素材・材料 制御・ロボット 物流・搬送 ソフトウェア その他

表面処理・接合 測定分析・試験

リアル展示会場内に、オンライン展示会のみに出展している出展者とビデオチャ
ットができる商談コーナーを設けます。リアル展示会場にいながら、出展者とリ
モートでコミュニケーションができますので、ぜひご活用ください（参加費無料）。

製品・技術・サービスの資料ダウンロードや動画閲覧など、時間や場所の制約なく、皆様の事業パートナーを見つけることができます。
お問い合わせ機能やお気に入り追加機能など、オンライン展示会ならではのメリットを活用してください！

リアル展示会／オンライン展示会ともに、マッチングコンシェルジュが、皆様の
ビジネスパートナーを見つけるお手伝いをします。求める事業パートナーや、製
品・技術・サービスについて、ぜひご相談ください。

リアル展示会場内の3か所のタッチポイントのすべてで、入場証のQRコードをリー
ダーにかざすとスタンプラリーが完成です！抽選でAmazonギフトカード1,000円
が50名様に当たります。
※抽選は会期後に行い、当選された方には後日事務局より当選通知メールをお送りいたします。

〈東京ビッグサイト 東6ホール〉

…スタンプラリータッチポイント（3ヶ所）

� ※2022年12月5日時点

企業名 ブース 都道府県

あ

アーカイラス株式会社 L-003 京都府

株式会社アーズ I-006 奈良県

株式会社アーステック C-001 静岡県

RT. ワークス株式会社 I-001 大阪府

株式会社アールデック B-003 茨城県

アイクレックス株式会社 オンラインのみ 埼玉県

株式会社アイゼン A-001 滋賀県

アイテック株式会社 H-001 岐阜県

秋杣株式会社 L-004 福岡県

アクセプト株式会社 A-002 埼玉県

株式会社アクロエッジ B-004 大阪府

有限会社アトリエケー D-001 兵庫県

株式会社アパックス J-001 岐阜県

株式会社アプデエナジー L-005 滋賀県

株式会社アヤラ産業 I-002 栃木県

株式会社アリーナ A-003 福島県

株式会社ARDe L-001 東京都

アルファテクノロジー株式会社 オンラインのみ 兵庫県

株式会社アルメディオ E-001 東京都

株式会社アロイ A-004 東京都

アロマメディケーションスクール オンラインのみ 福岡県

アンヴァール株式会社 L-006 静岡県

株式会社イーアールアイ F-001 岩手県

株式会社飯島機械製作所 K-001 神奈川県

株式会社飯塚鉄工所 A-006 新潟県

イーマキーナ株式会社 C-002 兵庫県

株式会社イデア オンラインのみ 兵庫県

株式会社井上工作所 A-007 奈良県

井上軸受工業株式会社 D-002 大阪府

株式会社井上鉄工所 A-008 広島県

イノベーションリサーチ株式会社 E-002 東京都

株式会社岩田製作所 オンラインのみ 岐阜県

株式会社岩間化学 A-009 三重県

インタアクト株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社インテリジェンス・ワークス オンラインのみ 東京都

株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー H-002 東京都

植平工業株式会社 K-002 奈良県

株式会社ウノコーポレーション I-003 福井県

株式会社エイエスイー オンラインのみ 大阪府

株式会社エイサムテクノロジー C-003 大阪府

ACR オンラインのみ 神奈川県

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 K-003 京都府

株式会社ＨＳＰテクノロジーズ オンラインのみ 茨城県

株式会社エーディーディー オンラインのみ 京都府

株式会社エキスパートギグ F-002 栃木県

株式会社エクストラネット・システムズ オンラインのみ 広島県

エスイーシー・シープレックス株式会社 オンラインのみ 北海道

SFA�Japan 株式会社 D-003 東京都

株式会社EnergyColoring F-003 東京都

エニーシステム株式会社 K-006 埼玉県

株式会社Any�Design B-001 東京都

エヌケーエヌ株式会社 D-004 大阪府

株式会社NCC H-003 福井県

株式会社エヌビー精密 A-010 静岡県

株式会社エム・アイ・シー E-003 神奈川県

有限会社エムエスイー C-004 千葉県

ＭＣドリームス E-004 東京都

エムレボ・ジャパン株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社エルグ H-004 群馬県

株式会社エルシオ L-007 京都府

オーミケンシ株式会社 K-004 大阪府

株式会社ALL�LINKAGE F-004 東京都

大阪電機工業株式会社 D-005 大阪府

大塚精工株式会社 オンラインのみ 福岡県

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）M-005 神奈川県

オカウレ株式会社 E-005 愛知県

株式会社岡野製作所 A-011 大阪府

株式会社岡部洋食器製作所 E-006 新潟県

株式会社オカモト A-012 埼玉県

株式会社オキノ包装 オンラインのみ 東京都

オグラ金属株式会社 C-005 栃木県

株式会社小澤製作所 K-007 東京都

落合畳店 K-008 愛知県

株式会社オプトン A-013 愛知県

か

海水化学工業株式会社 E-007 山口県

ガウス株式会社 E-008 兵庫県

株式会社カキモト オンラインのみ 奈良県

角一化成株式会社 オンラインのみ 大阪府

鹿島化学金属株式会社 D-006 大阪府

有限会社柏木鉄工 A-015 兵庫県

カスタムバイク龍 オンラインのみ 奈良県

株式会社カタライズ E-009 神奈川県

企業名 ブース 都道府県

株式会社カナ LABO H-005 福島県

株式会社カネマス K-009 埼玉県

カミコー株式会社 J-002 神奈川県

株式会社上村製作所 オンラインのみ 京都府

株式会社カルックス A-016 栃木県

カルテック株式会社 D-007 大阪府

株式会社カワノラボ�/�株式会社アイニューム B-006 大阪府

株式会社河辺商会 A-017 大阪府

有限会社関内宣広社 A-018 神奈川県

株式会社鬼頭精器製作所 オンラインのみ 愛知県

絹川工業株式会社 D-008 石川県

株式会社九州日昌 D-009 福岡県

協栄プリント技研株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社京スパ A-019 京都府

株式会社共成 D-010 大阪府

桐生電子開発合同会社 B-007 群馬県

国広産業株式会社 H-006 奈良県

クラスターテクノロジー株式会社 E-010 大阪府

株式会社クラフテックオカモト A-020 東京都

株式会社クリーンバブル研究所 K-010 京都府

栗田アルミ工業株式会社 A-022 茨城県

ケイ・エイチ工業株式会社 K-011 大阪府

株式会社ケーエムケー A-023 長野県

ケーピーエス工業株式会社 D-011 京都府

京葉興業株式会社 K-012 千葉県

気高電機株式会社 D-012 鳥取県

株式会社小出ロール鐵工所 A-024 千葉県

株式会社コードアース オンラインのみ 新潟県

株式会社小寺製作所 A-026 大阪府

株式会社小松精機工作所 A-025 長野県

さ

株式会社サーモグラフィティクス H-007 大阪府

サイエンスラボ鈴木 L-008 京都府

株式会社最上インクス オンラインのみ 京都府

株式会社西當照明 C-006 大阪府

株式会社サイバーテック オンラインのみ 東京都

株式会社サカガワ K-013 奈良県

株式会社坂田精密 A-028 福岡県

さがみはらロボットビジネス協議会 M-002 神奈川県

株式会社阪本プラスチック オンラインのみ 奈良県

有限会社佐藤化成工業所 K-014 栃木県

株式会社サンエス オンラインのみ 広島県

株式会社三技協 F-005 神奈川県

株式会社三機コンシス E-011 東京都

一般社団法人産業環境管理協会 M-003 東京都

株式会社サンコー E-012 和歌山県

株式会社三興ネーム オンラインのみ 神奈川県

株式会社サンノハシ D-013 埼玉県

株式会社サンブライト A-030 福島県

三宝ゴム工業株式会社 E-013 東京都

三明機工株式会社 オンラインのみ 静岡県

株式会社Ｃ＆Ｔ G-001 群馬県

ＣＳＳ株式会社 K-016 愛知県

ジーエム株式会社 C-007 東京都

ジェイグラブ株式会社 K-015 東京都

株式会社シオダ D-014 栃木県

有限会社ジオテック K-018 茨城県

志幸技研工業株式会社 F-006 東京都

ジスクソフト株式会社 G-002 神奈川県

システムアドバンスト株式会社 F-007 東京都

株式会社システムブレイン K-019 東京都

シバセ工業株式会社 E-014 岡山県

下西技研工業株式会社 L-009 大阪府

下関市産業振興課（立地企業成長モデル事業） M-004 山口県

ジャパンマテックス株式会社 E-015 大阪府

株式会社ジャパンモスファクトリー L-010 埼玉県

ジョイテック株式会社 C-008 神奈川県

株式会社翔陽 E-016 兵庫県

植物セラピーあろあろ オンラインのみ 兵庫県

株式会社シンクリP・A オンラインのみ 神奈川県

株式会社新盛インダストリーズ I-005 東京都

シンバイオシス株式会社 L-011 大阪府

新輸出大国コンソーシアム支援機関（事務局�日本貿易振興機構） M-006 東京都

有限会社スイサク E-017 大阪府

株式会社スーパーアプリ オンラインのみ 愛知県

株式会社末広工業 オンラインのみ 大阪府

株式会社スギヤマ A-031 愛知県

進め オンラインのみ 長野県

株式会社スター精機 オンラインのみ 愛知県

株式会社スタメン オンラインのみ 愛知県

株式会社ステルテック オンラインのみ 愛知県

ストローブ株式会社 L-012 神奈川県

株式会社スミタ オンラインのみ 石川県

スリーエスバッテリー株式会社 D-015 埼玉県

企業名 ブース 都道府県

株式会社スリープシステム研究所 B-008 東京都

株式会社セイコー オンラインのみ 埼玉県

株式会社セールスアシスト G-003 東京都

株式会社セミテック E-018 大阪府

株式会社センクリード G-004 茨城県

センスプロ株式会社 L-013 大阪府

全日本ウレタン・アスファルト・FRP工事業協同組合 K-020 東京都

株式会社草加ネジ A-032 埼玉県

草加RINC　そうかみっけ D-016 埼玉県

有限会社創造デザイン G-005 東京都

創屋株式会社 G-006 石川県

ソフトプレン株式会社 E-019 静岡県

た

大喜株式会社 E-020 福井県

大研化学工業株式会社 L-014 大阪府

株式会社大正光学 H-008 栃木県

大同化成株式会社 A-033 千葉県

大和化学工業株式会社 オンラインのみ 奈良県

ダイワ化工株式会社ゴム屋魂 A-035 愛知県

大和技研工業株式会社 オンラインのみ 広島県

妙中鉱業株式会社 A-036 千葉県

高千穂シラス株式会社 オンラインのみ 宮崎県

株式会社高山化成 G-007 大阪府

多田プラスチック工業株式会社 A-037 大阪府

龍野コルク工業株式会社 E-021 兵庫県

株式会社丹宇 L-015 京都府

株式会社鋳経テクノ�/�有限会社弘中鋳造 A-038 埼玉県

超音波システム研究所 オンラインのみ 東京都

筑波ダイカスト工業株式会社 K-021 埼玉県

ツクモ工学株式会社 B-009 埼玉県

鶴岡発條株式会社 D-018 山形県

帝国イオン株式会社 H-009 大阪府

株式会社テクノ２１グループ J-003 愛知県

有限会社デザインオフィス・シィ B-010 岐阜県

株式会社テツカクリエート A-040 栃木県

株式会社テララコード研究所 オンラインのみ 愛知県

東英ホールディングス株式会社 C-009 福島県

株式会社東科精機 D-019 神奈川県

株式会社東京信友 C-010 東京都

東京中小企業投資育成株式会社 M-009 東京都

東京パーツ工業株式会社 オンラインのみ 群馬県

東成エレクトロビーム株式会社 A-041 東京都

東特巻線株式会社 C-011 長野県

株式会社東穂 E-022 大阪府

株式会社東洋溶材 D-020 東京都

東和工業株式会社 A-042 宮城県

トクシュ技研株式会社 H-010 兵庫県

株式会社トリーエンジニアリング オンラインのみ 兵庫県

な

有限会社中里スプリング製作所 A-043 群馬県

株式会社ナベヤ D-021 岐阜県

奈良県商工会連合会 M-010 奈良県

奈良産業株式会社 オンラインのみ 奈良県

新座市商工会 M-011 埼玉県

西田製凾株式会社 A-044 京都府

ニチレイマグネット株式会社 E-025 東京都

日光精器株式会社 K-022 滋賀県

株式会社日さく K-023 埼玉県

株式会社日新化学研究所 E-023 大阪府

株式会社日伸精工 A-045 埼玉県

一般財団法人日本規格協会 M-012 東京都

株式会社日本抗菌総合研究所 E-027 奈良県

日本軸受加工株式会社 オンラインのみ 神奈川県

日本3Dプリンター株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社日本パルス技術研究所 C-012 群馬県

根上工業株式会社 オンラインのみ 石川県

有限会社根来工業 A-046 �奈良県

株式会社ネットコムBB F-009 東京都

株式会社ノームラトレーディング E-024 愛知県

能勢鋼材株式会社 D-022 大阪府

有限会社野田技研 A-047 大阪府

は

株式会社バーナードソフト G-008 北海道

株式会社バイオネット研究所 G-009 東京都

BugsWell 株式会社 L-002 長崎県

橋本鉄工株式会社 D-023 京都府

Patentfield 株式会社 F-008 京都府

株式会社ハニック・ホワイトラボ L-016 東京都

株式会社パリティ・イノベーションズ L-017 京都府

バリューソリューション株式会社 F-011 神奈川県

株式会社BANTEC D-024 東京都

ビーコア株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社東日本技術研究所 G-010 茨城県

株式会社美光技研 H-011 岐阜県

企業名 ブース 都道府県

合同会社微細加工研究所 A-048 東京都

株式会社ヒューマノーム研究所 F-012 東京都

株式会社兵庫分析センター オンラインのみ 兵庫県

HILLTOP株式会社 A-049 東京都

株式会社疲労科学研究所 B-011 大阪府

株式会社ファイブモーション・システムズ オンラインのみ 神奈川県

ファンテック株式会社 A-050 栃木県

フィーサ株式会社 D-025 東京都

株式会社フィールトラスト F-013 大阪府

株式会社VAB E-029 東京都

富士岐工産株式会社 H-012 福岡県

株式会社富士通研製作所 A-051 東京都

富士通商株式会社 K-024 東京都

株式会社フツパー G-011 大阪府

株式会社フューチャーズクラフト A-052 山梨県

プラスコート株式会社 H-013 京都府

フリースタイル・テクノロジー・ジャパン オンラインのみ 東京都

株式会社ブレイン G-012 兵庫県

株式会社ブレス オンラインのみ 奈良県

プレステージコンシューマーリサーチ株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社Broccoli�Share オンラインのみ 東京都

株式会社プロテックス L-018 埼玉県

株式会社分子ロボット総合研究所 L-019 神奈川県

有限会社ベイライン オンラインのみ 静岡県

株式会社ベスト A-053 大阪府

ヘラクレスガラス技研株式会社 E-030 神奈川県

北陸ケーティシーツール株式会社 D-026 石川県

ホッタ株式会社 オンラインのみ 岐阜県

ホットウェーブ株式会社 F-014 東京都

株式会社ホリテック A-054 東京都

ま

株式会社マキ商会 K-026 埼玉県

マジカルハート G-013 大阪府

有限会社マジカルプレス H-014 愛媛県

増田樹脂化学工業株式会社 A-055 静岡県

株式会社マツオ製作所 C-013 静岡県

株式会社ミクロ技術研究所 A-056 東京都

ミクロ吸盤応用研究所 E-031 神奈川県

株式会社ミスズ A-058 長野県

株式会社水谷精機工作所 オンラインのみ 三重県

株式会社ミック D-027 埼玉県

公益財団法人三菱UFJ技術育成財団 M-013 東京都

三星工業株式会社 A-059 新潟県

三ッ和工業株式会社 A-060 東京都

緑川化成工業株式会社 オンラインのみ 東京都

株式会社美浜工業 E-032 静岡県

ムライケミカルパック株式会社 E-033 福岡県

株式会社室住設計 I-007 兵庫県

株式会社メイプルバイオラボラトリーズ B-012 千葉県

株式会社メカテック オンラインのみ 福島県

モザイクスタイル オンラインのみ 青森県

ものレボ株式会社 G-014 京都府

モビリティエナジーサーキュレーション株式会社 L-021 神奈川県

株式会社モリセイ A-061 東京都

や

八洲電業株式会社 I-008 大阪府

株式会社ヤナギモト E-034 大阪府

山金工業株式会社 K-027 大阪府

ヤマコー株式会社 A-062 岐阜県

株式会社ヤマシタワークス H-015 兵庫県

株式会社山田製作所 F-015 大阪府

ユーアイ精機株式会社 オンラインのみ 愛知県

ユウアイ電子工業株式会社 C-014 山梨県

株式会社ユーテック D-028 山形県

株式会社ユタックス H-016 兵庫県

株式会社陽和 オンラインのみ 福岡県

株式会社吉川電機製作所 C-015 奈良県

株式会社吉田鉄工所 A-063 群馬県

吉野化成株式会社 オンラインのみ 東京都

ら

ライフラボラトリ株式会社 L-022 宮城県

株式会社ライフリング K-029 東京都

リードエンジニアリング株式会社 C-016 東京都

株式会社理工電気 A-064 東京都

公益財団法人りそな中小企業振興財団 M-014 東京都

株式会社リベンリ G-015 神奈川県

龍宮株式会社 E-035 福岡県

株式会社レクア F-017 東京都

株式会社レスキュージャパン B-013 京都府

わ

株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 F-018 東京都

有限会社脇田 オンラインのみ 兵庫県

和晃技研株式会社 L-023 京都府

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション L-024 東京都


