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▎アクセス
● JR・三田線  「水道橋駅」より徒歩約3分
● 丸ノ内線・南北線  「後楽園駅」より徒歩約5分
● 三田線・大江戸線  「春日駅」より徒歩約10分

お問合せ｜西武信用金庫 法人推進部 ビジネスフェア事務局　TEL. 03-3384-6111（代）

企業をつなぐビジネスフェア
―新たな出会いが未来を拓く―

主催／西武信用金庫　
後援
（予定）
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（株）東京精密 日本ユニシス（株）
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※事前予約制

ビジネスコラボレートコーナー
大手企業との商談の場を個別に提供する

ビジネスマッチング会です。

沖電気工業（株）グループ企業 コニカミノルタジャパン（株）

綜合警備保障（株） ソフトバンク（株）

第一高周波工業（株）

富士通（株）

（五十音順）

知財等活用マッチングコーナー
大手企業の保有する開放特許等の知的財産権と
中小企業の技術力とをマッチングする会です。

（株）イトーキ 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム

国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 富士ゼロックス（株）

富士通（株） 本田技研工業（株）

（五十音順）

ビジネスアライアンスコーナー
最新トレンド情報などを提供する連携先企業による特設コーナーです。

商談希望企業受付中
参加を希望する企業の方は、西武信用金庫法人推進部ビジネスフェア事務局または西武信用金庫本・支店までお問い合わせください。 TEL. 03-3384-6111（代）

都合により出展がキャンセルとなる場合もございますのでご承知おきください。

プレゼンコーナー
大手企業が持つ開放特許の紹介や事業に役立つミニセミナーを開催します。

※事前予約制

ドローン
実演コーナーも
あります



個別相談 ｜ 1相談約30分、10:30～12:00／13:00～16:30 （五十音順）

グローバルコーナー
中小企業の海外進出を応援いたします!

海外各国の最新情報やアドバイスを提供いたします!

※事前申込優先

海外進出セミナー会場スケジュール

個別相談及び海外進出セミナー会場事前申込受付中

※事前申込優先

開始時間 講　師 内容・テーマ

10:15‒10：30 インドステイト銀行 覚書調印式
10:30‒11：00 （株）国際協力銀行 ASEANからインドへ！　日本企業にとってのインドの戦略的重要性

11:00‒11：30 公益財団法人　国際人材育成機構（アイム・ジャパン） 技能実習新法と外国人技能実習生の活用について

11:30‒12：00 インドステイト銀行 "Investment Opportunities in India " (インド投資の機会について)

12:00‒12：30

12:30‒13：00

13:00‒13：25

13:25‒13：50

13:50‒14：15

14:15‒14：40

14:40‒15：05

15:05‒15：30

15:30‒15：55

フィリピン共和国大使館　貿易投資部 フィリピンの最新投資環境について

TICON Industrial Connection Plc タイ東経済回廊（EEC政策）に基づくTICONからの提案

留学生就職支援ネットNAP　(一社)NAP 外国人留学生の現状と採用事例・活用方法

（株）キャトルプラン グローバル人材の採用から活用

ユーピーエス・ジャパン（株） 最適な国際物流が海外進出成功の鍵

ユニカホールディングス（株） 中堅・中小企業の海外進出について

メトロポリタン銀行 フィリピンでの日系企業動向について

BDO税理士法人 東南アジア進出企業のための赴任者税務と労務の実際

Adam Innovations（株） スリランカのビジネス環境と日本の中小企業へのビジネスチャンス

15:55‒16：20 （一社）発明推進協会 海外ビジネスで知っておきたい知的財産あれこれ

（株）エスプール
相談対象：越境EC

JESCOホールディングス（株）
相談対象：進出支援（ベトナム）

西武信用金庫 海外推進部 海外なんでも相談コーナー
相談対象：外国為替・海外展開

ＴＫＣ全国会海外展開支援研究会／（株）ＴＫＣ
相談対象：海外税務・会計

ＹＫＫ（株）　人事部キャリア支援担当
相談対象：海外シニア人材（日本人）

TICON Industrial Connection Plc
相談対象：レンタル工場（タイ） セミナーもあります

フィリピン共和国大使館　貿易投資部
相談対象：投資情報（フィリピン） セミナーもあります

ユニカホールディングス（株）
相談対象：レンタル工場（ベトナム） セミナーもあります

留学生就職支援ネットNAP　（一社）NAP
相談対象：外国人留学生 セミナーもあります

ユーピーエス・ジャパン（株）
相談対象：海外物流 セミナーもあります

公益財団法人　国際人材育成機構（アイム・ジャパン）
相談対象：外国人技能実習制度 セミナーもあります

インドステイト銀行　東京支店
相談対象：投資情報（インド） セミナーもあります

グローバルコーナー参加を希望する企業の方は、西武信用金庫海外推進部または西武信用金庫本・支店までお問い合わせください。 TEL. 03-3384-6111（代）



出展企業団体のご紹介 ［コーナー別 五十音順］

情報・ソフトウェアコーナー／46社・団体
（株）アール・アイ
ソフトウェアで新たな常識を創造する純国産メーカー
業種：情報サービス業
URL：https://www.ri-ir.co.jp/

アイキャンディ（株）
女性100%の広告デザイン会社 
業種：広告デザイン・WEBデザイン
URL：http://eye-candy.co.jp/

（株）青山財産ネットワークス
「100年後もあなたのベストパートナー」でありたい
業種：個人資産家及び企業オーナーへのコンサルティング業務
URL：http://www.azn.co.jp/

税理士法人　アクア
書面添付制度、過去会計・未来会計による徹底サポート
業種：会計事務所
URL：http://www.aqua-tax.co.jp/index.html

（株）ウィズ・ワン
最新動向を追ったスマートフォンアプリの開発！
業種：ソフトウェア・Webサービス
URL：http://www.withone.co.jp

（株）映像研
デジタル映像処理は映像研におまかせ！！
業種：電子応用装置設計製造販売
URL：http://www.ezk.co.jp

（株）エンライズコーポレーション
SMILE IT LIFE 今ここにない未来を創る
業種：情報サービス業
URL：http://www.enrise-corp.co.jp/

（株）大谷デザイン研究所
満足の1つ上を目指すSP専門デザイン会社です！
業種：デザイン業（グラフィックデザイン・ノベルティー・映像 等）
URL：http://www.ohtani-design.com/

キャシュモ（株）
全く新しい経理アウトソーシングサービス、キャシュモ
業種：経理業務代行及び経理業務におけるカウンセリング業
URL：https://cashmo.jp/

（株）キャドマック
3次元CADからのデータ活用
業種：ソフトウェア
URL：http://www.cadmac.net

（株）クラウドセンス
より安全・安心な出産を
業種：医療機器販売、測定サービス
URL：未公開

（株）ケイアンドエイトクリエーションセンター
どうする　なにする　これにするの　お手伝い
業種：WEB・印刷・看板
URL：http://kand8.co.jp/

（株）コーネッツ
IT活用・システム開発は弊社にお任せください
業種：情報通信業
URL：http://www.caunets.jp

（株）コミット
情報セキュリティを安く手軽に実現しませんか？
業種：情報通信業
URL：http://www.comit.co.jp　http://www.sp-cloud.jp/

コンテンツワークス（株）
世界に一つだけのプレミアムフォトノベルティ
業種：プロモーション業
URL：http://www.contentsworks.co.jp/

ジー・アンド・デー（株）
システム開発を通して、多様なる価値の創造
業種：ソフトウェア開発
URL：http://www.e-gandd.co.jp/

シェイプウィン（株）
ITとマーケを駆使するPRコンサルティング
業種：広報代理業
URL：https://www.shapewin.co.jp

（株）JPA国際コンサルタンツ
中小企業の発展に貢献します。
業種：企業コンサルタント業
URL：http://www.kijpa.co.jp

（株）シエンアート
ハイクオリティーな商品写真お撮りします！
業種：写真業
URL：http://shienart.co.jp/

システム販売（株）
オフィスの事ならなんでもおまかせ
業種：OA機器・通信機器販売
URL：www.syshan.jp

（株）セカンドファクトリー
Design×Technology×Service
業種：ソフトウェア開発
URL：http://www.2ndfactory.com/

ソナン電子（株）
電子機器を応用した幅広いソリューションの提供
業種：電気通信工事業
URL：http://www.sonan.co.jp

（株）ソフト・ボランチ
不動産に特化したシステム開発のソフト・ボランチ
業種：ソフトウェア開発
URL：http://www.s-volante.co.jp

第一航業（株）
高精度３次元位置情報による安全・安心な街づくり！！
業種：測量業
URL：http://www.daiichi-kogyo.co.jp

（株）ダイナックス
「働き方改革」に根差したグループウェアの開発
業種：クラウドアプリケーション開発
URL：www.dynax.co.jp

辻・本郷税理士法人
総合力NO.1の税理士・会計士のプロ集団
業種：税務＆会計コンサルティング
URL：http://www.ht-tax.or.jp

DATAビジネス（株）
データ利活用で未来を作る会社です
業種：情報処理・提供サービス業
URL：http://databusiness.co.jp/

電通工業（株）
「電通クラウド」で働き方改革の基盤づくり
業種：電気通信工事業、消防設備工事業
URL：http://www.dentsu.ne.jp/index.html

東洋システム（株）
多摩発！先端技術でグローバルにチャレンジ
業種：ネットワーク構築、ソフトウェア開発
URL：http://www.toyosystem.co.jp/

ニーズシェア（株）
ITをシンプルに。経営改革支援実行中！
業種：システム開発、WEBサイト作成
URL：http://www.needsshare.co.jp/

（株）日本パートナー会計事務所
中小企業の発展に貢献します。
業種：会計事務所
URL：http://www.kijpa.co.jp

（株）ネクステージコンサルティング
TO THE NEXT STAGE
業種：ITサービス
URL：www.nextage-c.jp

（株）ノア総合研究所
奇跡の三ツ星コンサルタント
業種：M＆Aアドバイザリー、事業承継コンサルティング、事業再生コンサルティング
URL：

（株）BUZ
テクノロジーを介し「バズ」らせます。
業種：アプリ開発　ソフトウェア・ハードウェア開発　IT企画・開発及びマネジメント
URL：http://buz-inc.com

ハミングヘッズ（株）
働き方改革を促進。ソフトウェアロボットのご紹介
業種：ソフトウェア業
URL：http://www.hummingheads.co.jp/

美光印刷（株）
あらゆるニーズにお応えいたします！
業種：商業印刷業
URL：http://www.bikoh-p.co.jp

美光印刷（株）
あらゆるニーズにお応えいたします！
業種：商業印刷業
URL：http://www.bikoh-p.co.jp

（株）土方電機
電子機器に関して、システム化までをまとめるプロ集団
業種：情報サービスと製造業
URL：http://hd-corp.com

富士インフォックス・ネット（株）
「クラウド」と「ソリューション」で更なる躍進を
業種：ITサービス業
URL：http://www.infoxnet.co.jp/

（株）プラネット
小売業／飲食業向け店舗システムのご提案
業種：ソフトウェア開発業
URL：http://www.pnet.co.jp/

マッシュコーポレーション（株）
物流のプロが作った在庫管理システムです。
業種：IT・物流
URL：http://www.mash-inc.co.jp/

三鷹ICT事業者協会
ICTで地域の活性化、ビジネス連携に貢献します！
業種：情報サービス
URL：http://www.mitaka-ict.jp/

メリービズ（株）
面倒な経理は全て専門アシスタントが解決します
業種：経理サービス
URL：http://merrybiz.jp

特定非営利活動法人ランチェスター協会
ランチェスター戦略、販売戦略の研修とコンサル
業種：教育
URL：http://lanchester.or.jp/

（株）ワイズ
オフィスのことはワイズにお任せ
業種：事務機器、セキュリティ機器、販売および工事・保守
URL：http://www.ys-net.ne.jp

和丘（株）
オーダーメイド型システム開発を承ります。
業種：システム開発
URL：http://wa-q.jp

（株）サウマネジメント
情報通信・モバイルアプリのトータルインテグレーター
業種：情報サービス業
URL：http://www.thou.jp



建設・住宅コーナー／14社

エコ・環境ビジネスコーナー／17社・団体

製造・加工技術コーナー／62社・団体

アイフォーコム（株）
IoTを活用した現場作業者向けの「作業者みまもりサービス」を提供
業種：システム開発
URL：https://www.iforcom.jp/

（株）インテリックス
インテリックスがご提案するこれからの不動産活用の形
業種：不動産業・リノベーション業
URL：http://www.intellex.co.jp/

エステイター（株）
収益不動産資産価値向上を目指して
業種：不動産管理・仲介業
URL：www.estater.co.jp

（株）学生情報センター
学生様の住まい、就職・アルバイト支援を行う会社です
業種：サービス業
URL：http://www.nasic.co.jp/

（株）興建社
ご相談ください！建築新築、改修、土地探し
業種：総合建設業
URL：http://www.kokensha.jp/

相模メッシュ鋼業（株）
鉄筋のユニット化で工期短縮・コスト削減を提案
業種：土木建築用ワイヤーメッシュの製造
URL：http://www.sagamimesh.co.jp

（株）三省
冷凍冷蔵、空調設備の修理・保守・分解洗浄は当社へ
業種：空調、冷凍設備メンテナンス業
URL：http://www.sansei-ac.com

（株）シーアプランニング
DIY型賃貸借のスケルトン賃貸
業種：建築設計・内装工事業
URL：http://www.skeleton-chintai.com/

（株）ハウスメイトパートナーズ
資産活用のスペシャリストグループ
業種：不動産業
URL：http://www.housemate.co.jp

（株）フィル・カンパニー
駐車場の空中から始まる無限の可能性
業種：建設業・不動産業
URL：http://www.philpark.jp

（株）マグエバー
さびない、傷つけないマグネットフックを浴室に！
業種：その他の製造業
URL：https://www.magever.net/

マツミハウジング（株）
住まいとは幸せの器である
業種：建設業
URL：http://www.matsumi.com/

マテラス青梅工業（株）
弊社の技術が快適な都市環境を創造します
業種：コンクリート二次製品メーカー
URL：http://www.materras.co.jp

（株）イオ・ネットワーク
カンタン!！省エネ、ネット!！
業種：電気通信業
URL：

（株）伊勢屋商店
食文化と世界のワインを品質第一で考える・ISEYA
業種：酒類小売販売業（ワイン、日本酒、ワインセラー）
URL：

（株）上松
創業94年・簾の伝統工芸・籐家具・茶道具・田七人参
業種：家具インテリア・茶道具・サプリメント
URL：

（株）エルフ
顧客・協力会社とともに相互関係を築き、社会貢献
業種：メカトロニクス設計・製造
URL：http://aelph.jp/

加藤商事（株）
あと3年で水銀灯は生産中止になります！
業種：サービス業
URL：http://www.katosyoji.tokyo

（株）東京渡平商事 （一般社団法人全国住宅火災防止協会）
建物窓ガラスの遮熱・遮光処理はおまかせください！
業種：特殊塗装工事業　建物メンテナス業
URL：http://www.zest-frs.or.jp

（株）ジャパンハイテクサービス
駐車場と環境の課題を多角的に対応します。
業種：保守・環境・サービス業
URL：http://www.kk-jhs.co.jp/

スリーベネフィッツ（株）
施設の快適性を損なわない、省エネ省コストを実現！！
業種：エネルギーサービス、 環境衛生サービス、ヘルスケアサポート、コンサルティングサービス
URL：http://www.3benefits.jp/about_us.html

（株）セラテックエンジニアリング
素材技術で社会に貢献
業種：圧電セラミックス開発、製造、販売
URL：http://www.ceratec-e.com

一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工連
多摩産材天然乾燥材利用・デザイン開発・図面製作可
業種：家具・建具等木工類販売
URL：mokkouren.com

日本テクノ（株）
電気が見えれば、意識は変わる。
業種：高圧電気設備保守管理・点検、電力コンサルティング、電力小売
URL：http://www.n-techno.co.jp/

（株）Plus one percent
次世代エネルギーの可能性へ・・・プラスＯＮＥパーセント
業種：太陽光発電システム販売・施工
URL：http://www.lc-plus.co.jp

みなと電材（株）
きっと ずっと もっと
業種：電設資材卸売・電気設備工事
URL：http://www.minato-d.jp

みんな電力（株）
コンセントの向こう側を考えたことはありますか？
業種：電力
URL：http://minden.co.jp

（株）リガルジョイント
『次世代型水溶性切削液』金属加工のお困りごとを改善します。
業種：製造業（取扱商品：流体制御機器、配管継手、環境機器）
URL：http://www.rgl.co.jp/

（有）リッケン
全国の工場から排出される煙を消す。
業種：環境保全機械製造設計
URL：http://www.kesmak.jp

（株）早稲田環境研究所
大学発ベンチャーの環境コンサルティング
業種：コンサルティング
URL：http://e-wei.co.jp

（株）アールテクノ
ベトナム・インドにおけるオフショア開発プロジェクト
業種：オフショア開発、人材派遣・紹介、CAD/CAE/CAMソフト・マシニングセンター販売
URL：www.r-techno.co.jp

（株）アイエス
様々な物への直接印刷で印刷・装飾の可能性を広げます
業種：広告代理業・印刷業
URL：http://www.is-pro.co.jp

アイティーオー（株）
精密板金　レーザー加工のアイティーオー
業種：製造業（精密板金、レーザー加工）
URL：www.ito21.co.jp

（株）アサップシステム
「アイデア」を「かたち」にするアサップシステム
業種：製造業
URL：http://www.asap-sys.co.jp

アドフォクス（株）
インバーター製品の絶縁破壊を予防する
業種：電子機器研究開発・製造販売
URL：http://www.adphox.co.jp/

（株）アフィット
小型UVインクジェットプリンター　KEGON　S1
業種：業務用プリンター製造・開発・販売業
URL：http://www.afit.co.jp

アペックス テクノロジー ジャパン（株）
確かな技術と品質、低価格でお客様に貢献いたします
業種：電子機器・部品・二次電池の設計製造販売、部品加工等の受託
URL：http://ｗｗｗ.apex-tech.co.jp

（株）荒木製作所
お客様ニーズに俊足対応、丁寧加工をモットーに
業種：製造業
URL：http://www.arakimfg.co.jp

有井工業（株）
どんな制御盤も組立案件もARIIにお任せください。
業種：製造業（産業装置設計製作、制御盤設計製作）
URL：www.arii-industries.com

関東塗装工事（株）
中野区江古田で堅実に 46 年の実績！
業種：塗装、防水、内装
URL：



（株）アルファ・レシオ
木材から3Ｄプリントまで様々な素材に加工いたします
業種：銀鏡塗装
URL：http://www.alpha-ratio.co.jp

（株）アルファー精工
フォトリソ技術を使った精密金属エッチングと電気鋳造
業種：金属加工(精密機械部品)
URL：http://www.alphaseiko.jp

（株）井口一世
最先端の板金加工技術を駆使したものづくり企業！！
業種：製造業
URL：http://www.iguchi.ne.jp/

（有）イングス
お客様のニーズに合わせた企画提案をし最高の満足を提供することを心掛けています。
業種：計量器・測定器等製造業
URL：http://www.ing-s.jp/index.html

（有）内野製作所
難しい切削加工を単品・小ロッドから
業種：金属切削加工
URL：http://www.uchino-factory.co.jp

（株）エス・ティ・ジャパン
化学の目で見る安全
業種：化学分析機器輸出入
URL：http://www.stjapan.co.jp

M・Farm（株）
五日市トマト物語
業種：農業
URL：

エルテック（株）
高付加価値レーザーマーキング／クリスタルアワード
業種：製造業
URL：http://www.ltecinc.co.jp

（株）鬼塚硝子
オーダーメイドX線管 多様なニーズに対応いたします
業種：製造業
URL：http://www.onizca.co.jp

（有）久保井塗装工業所
高機能工業塗装を提供します
業種：プラスチック・金属塗装
URL：http://www.kuboitosou.co.jp

（有）ケイエスレーザ加工
メタル板を思い通りの形に
業種：金属加工業
URL：http://ks-laser.co.jp/

（株）コスモテック
機能性フィルム関連のトータルソリューションを提供
業種：機能性フィルム・粘着テープメーカー
URL：http://www.cosmotec.ne.jp

（株）栄鋳造所
アルミ鋳物で音響の世界に変革を！
業種：アルミ鋳物　製造
URL：www.sakae-v.com

三鎮工業（株）
高精度金属加工製品の大量生産なら三鎮工業にお任せ！
業種：金属挽物加工業
URL：http://www.sanshin-i.com/

（株）サンテック
切断・穴開け加工の駆込み寺
業種：製造業（ダイシング加工受託）
URL：http://www.c-suntec.co.jp

（有）シオノ美工
企画デザイン・彫刻・製造・販売まで国内一貫生産
業種：金型彫刻
URL：http://www.medal-japan.com

（株）システムプランニング
金属、樹脂加工の加工屋です！短納期に自信あります！
業種：金属・樹脂・プラスチック製品試作品加工
URL：

（株）システム・プロダクツ
ノイズの問題で基板が動かなくて困っていませんか？
業種：基板設計・伝送線路シミュレーション・ノイズシミュレーション・基板製造・部品実装
URL：http://www.sys-pro.co.jp/

（有）信弘金属工業
金属加工から組立まで当社で全て一貫生産します。
業種：製造業
URL：http://www.shinkokinzoku.co.jp

（株）真精工
真精工の加工技術は革命を起こしています！！
業種：金属製品製造業
URL：http://www.shinseiko.co.jp

（株）スリーエス
戦国武将の兜を現代のインテリアにした兜鐙
業種：機械製造
URL：http://3esu.com

（株）西都紙工
創業以来、三多摩地域を中心に営業展開
業種：製造業（段ボール加工）
URL：www.seitoshiko.co.jp

光分析のベストパートナー
業種：理化学機器製造販売
URL：www.somaopt.co.jp

（株）相馬光学

泰興物産（株）
プラスチック加工技術とIoT技術
業種：プラスチック射出成形
URL：www.tycoh.co.jp

（株）タカハシ
「切る」技術から、おいしさを探る
業種：食品加工機械製造販売業
URL：http://www.takahashi-ss.com

（株）竹川精密
金属や樹脂の柔らかくて薄い物を切る金型技術
業種：製造業（金属加工）
URL：

タマパック（株）
包装資材のワンストップサービスの提供
業種：製造業
URL：http://www.tamapack.co.jp

（株）テクノメイト
各種装置の設計・製作を内製にて開発から量産まで！
業種：半導体関連、自動車試験装置他
URL：http://www.technomate.co.jp

（株）テムトス （藤野商工会）
お客様と共に成長出来るモノづくり
業種：金属製品製造業
URL：http://www.temtos.com/index.html

（株）東金パッキング

業種：工業用ゴムパッキング製造・加工
URL：http://www.togane.co.jp

東京容器（株）
容器製造ではないです！　液体等の充填がメインです！
業種：調味料の小袋への充填・調味料の製造
URL：www.toyoki29.com

（株）ナカジ
高品質・納期短縮・低コストなモノづくりが可能！
業種：精密板金加工業
URL：http://www.k-nakaji.co.jp

（株）中柴製作所
高精度溶接は是非弊社へご相談下さい。
業種：精密板金加工
URL：http://nakashiba.jp/index.html

①（株）ネモト・ルミマテリアル②（株）ネモト・プレシジョン
「人と地球のための化学」が私たちのテーマです。
業種：製造業
URL：https://www.nemoto.co.jp/

（株）羽村金型
プラスチック成型について何でも御相談してください。
業種：プラスチック射出成型金型設計製造
URL：http://www.hkmld.co.jp

板金ケ－ス.com
筐体設計から板金まで一括サポ－ト、だから短納期対応
業種：金属加工業
URL：www.bankincase.com

（有）平栗
確実に一歩前進　九転十起の心でチャレンジ中
業種：プリント基板　ユニット組立　ケーブル製作（電子機器部品製造業）
URL：http://www.hiraguri.co.jp

ヒロセ電子システム（株）
お客様のニーズに応えるものづくりを
業種：製造業
URL：http://www.hiroset.co.jp/

（株）フェア　
回路設計～製品まで自社で一貫した作業対応
業種：電子機器の設計～製造
URL：http://www.kk-fair.co.jp/

富士プリント工業（株）
高密度・高精度のプリント回路を開発から最終検査まで
業種：電子回路基板の製造・販売
URL：http://www.fujiprint.com

武州工業（株）

業種：製造業
URL：http://www.busyu.co.jp/

「BIMMS ON CLOUD®」で共通EDI

（有）寶洋樹脂工藝
未来へ新たな価値を生み出す樹脂加工
業種：プラスチック板加工
URL：http://hoyo-jushi.com/

細谷火工（株）
火薬からはじまる新しいこと
業種：製造業
URL：http://www.hosoya-pyro.co.jp/

（株）マイクロウエア
印章業関連業務の不便を解消します。
業種：印章業向け製造装置および通販業務向け印章受注支援システム
URL：http://www.microware.jp

（株）マクロス
CAD/CAMものづくりの事ならお任せください！
業種：製造業 CCAD/CAM販売・サポート
URL：http://www.macros-cad.co.jp

宮治通信工業（株）
通信工事材料を通して広く社会に貢献するメーカーです
業種：製造業
URL：http://www.miyajitsushin.com

（株）三山精工
アルミや樹脂加工、様々な品種の加工をお試し下さい。
業種：製造業
URL：http://www.miyama-seiko.co.jp

ケイ・エス・ティ・ワールド（株）

業種：製造業
URL：http://www.kstworld.co.jp

半導体厚膜加工のケイ・エス・ティ・ワールド
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航空宇宙・ロボットコーナー／5社・団体

流通・サービスコーナー／16社・団体

（株）菊池製作所
開発～量産迄の工程を『一括一貫』体制で強力サポート
業種：金属・樹脂加工
URL：http://www.kikuchiseisakusho.co.jp

（株）コバヤシ精密工業
無人航空機向けエンジンBT‒86
業種：金属加工製造業
URL：www.kobasei.com

さがみはらロボットビジネス協議会
メイド・イン・相模原が拓くロボットイノベーション
業種：団体
URL：http://www.sagamihara-rbk.com/

ヒューマンテクノス（株）
少数精鋭、フットワークの良い産業用自動機製作会社
業種：産業用省力化自動機、産業用ロボット、実験用自動機の設計、製作、メンテナンス
URL：http://www.humantechnos.com/

（有）真壁ブレード
国内で唯一、スポット溶接によるハニカムシールの製造
業種：航空機部品加工
URL：www.mb-honeycomb.jp

（株）イマクリエ
御社の働き方改革をテレワークでサポートします
業種：サービス業　
URL：http://www.imacrea.co.jp/

（株）エクステンド
明確な出口を示す中小企業特化のコンサルティング会社
業種：M&Aアドバイザリーサービス（経営革新等支援機関）　
URL：http://www.extend-ma.co.jp/

（株）キャトルプラン　人材紹介事業部
人材不足の企業様へ優秀な台湾人スタッフをご紹介。
業種：人材紹介業・セキュリティ機器販売
URL：http://www.quatre-plan.co.jp

コイニー（株）
かんたん決済サービス
業種：決済サービス
URL：https://coiney.com/corp/

（株）コンサラート
中小企業の様々な経営課題をワンストップで解決します
業種：経営コンサルティング等
URL：http://consulart.jp

（株）ゼネラルリンク
「当たり前」で人と企業に革新を
業種：人材サービス（人材紹介事業、求人広告代理事業）
URL：https://general-link.co.jp/

（株）トヨタレンタリース多摩

業種：自動車賃貸業
URL：http://www.toyota-rltama.co.jp

（株）日本工業社
確かな技術とサービスで価値ある時間を提供し続けます
業種：その他サービス
URL：http://www.jiinet.co.jp/

特定非営利活動法人　ネクストステージ・プロジェクト
企業懇親会、イベント、サプライズ演出まで、音楽を絡めたイベント企画、演奏企画はお任せください。
業種：コンサート企画・演奏派遣・人材派遣
URL：http://nextstage-p.org/

パシフィック債権回収（株）
不良債権処理のエキスパート。B/S健全化をお手伝い
業種：債権管理回収業
URL：http://www.pacific-s.com/

福地国際特許事務所
誠心誠意、感動と感謝
業種：弁理士業
URL：http://fukuchi-ipf.jp/

（株）Polaris
育児中の女性たちによる業務請負のチームです
業種：サービス
URL：http://www.polaris-npc.com/

（株）明晴インターナショナル
優秀な外国人留学生を採用しませんか？
業種：日本語学校の経営　労働者派遣事業　人材の募集に関する情報提供サービス　東洋文化交流に関する催事の企画、制作
URL：http://www.nja.co.jp/

（株）リンク・ソリューション
企業経営者、事業投資家の抱える課題を解決いたします
業種：経営コンサルティング
URL：http://www.linksolution.co.jp

リングロー（株）
PCの買取・販売・サポートならお任せください。
業種：OA機器卸・流通
URL：https://ｗｗｗ.ringrow.co.jp

カネパッケージ（株）
お客様のニーズにあったパッケージをご提案！
業種：各種包装材の設計・製造・販売・トータル物流
URL：http://www.kanepa.co.jp

森産業（株）
機械部品の製作の手伝いや共同研究等、役立つ企業です。
業種：製造業
URL：http://www.morisangyou.com/

（株）ユーロテック
ア－クを磁界でコントロ－ルするとZAM材にスタッド溶接が可能
業種：卸売業
URL：eurotec21.com

（株）ユニフローズ
高精度な液体分析をサポートします
業種：理科学医用機器の設計・製造販売
URL：http://www.uniflows.co.jp

（株）米山製作所
ウォータージェット加工のパイオニア　米山製作所
業種：ウォータージェット加工
URL：http://www.yoneyama.co.jp

（株）和起製作所
確かなものづくりでお客様の信頼を大切にします
業種：精密板金加工
URL：http://www.wakiss.co.jp

ギフト・生活・ヘルスケアビジネスコーナー／9社・団体
（株）エイム
誕生‼　水素カプセル
業種：製造業
URL：http://www.aimcorp.co.jp

（株）CARE PETS
人間福祉と動物福祉の追求
業種：ペットシッター・ペットの訪問介護・看護事業のフランチャイズ本部
URL：https://care-pets.jp/

（株）昭洋精機
世界初寝具内加湿暖房・免疫力乾燥肌と冷性の方のため
業種：機械工業
URL：www.shoyoseiki.co.jp/

一般社団法人全国育児介護福祉協議会
仲間で作る支え合いの福祉事業
業種：会員向け福祉団体
URL：http://www.zenshikyo.com/

（株）フィット
親切・丁寧・愛想よく、お任せくださいお直しは！きっとご満足いただけます！！
業種：縫製加工業
URL：http:/www.fashionreform-fit.co.jp

（株）ホロブレイン
未病・健康・美容
業種：開発・販売
URL：http://www.holobrain.jp/

（株）ムサシノ商店
サーバーから自販機まで用途に合わせた水素水サーバー
業種：小売業
URL：http://musashino-uni.co.jp

（株）キャップスアソシエーション ”たねから事業部”
植物と関わる喜びには、人生を変える力がある。
業種：IT/EC/BRAND　コンサルテーション
URL：https://www.tanekara.style

多種多様な最先端の商品をお客様にご提案致します。
（株）ユニフレックス

業種：製造業・卸売業
URL：http://www.unifle.co.jp/



18th Business Fair
東北地方応援コーナー／2社

産学官・支援機関連携コーナー／37団体

（株）ジェ・スク
炭酸泉を有効活用し「健康な社会の実現」に貢献する。
業種：高濃度炭酸泉装置製造販売
URL：http://jesc.info

（株）Ｍ・Ｄ・エンジニアリング
コメより小さいギヤ
業種：プラスチック製造業
URL：http://www.md-e.jp

あきる野ドローン協会
URL：

嘉悦大学
URL：http://www.kaetsu.ac.jp/

技術経営士の会
URL：http://www.stamp-net.org/

NPO法人　KSKK
URL：http://www.npokskk.or.jp/

一般社団法人首都圏産業活性化協会（TAMA協会）
URL：www.tamaweb.or.jp

経済産業省　関東経済産業局
URL：http://www.kanto.meti.go.jp/index.html

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
URL：http://www.ipa.go.jp/

しんきんリース（株）
URL：https://www.shinkin-lease.co.jp

（株）しんきん情報サービス
URL：http://www.shinkin-sis.co.jp

全国イノベーション推進機関ネットワーク
URL：http://www.innovation-network.jp/

タマティーエルオー（株）
URL：http://www.tama-tlo.com

TKC東京都心会
URL：http://www.tokyo-toshinkai.jp/

国立大学法人　電気通信大学
URL：http://www.sangaku.uec.ac.jp/

（株）東京IT経営センター
URL：http://www.infoconveni.co.jp

東京家政学院大学
URL：http://www.kasei-gakuin.ac.jp/

東京工科大学
URL：http://www.teu.ac.jp/

東京工業高等専門学校
URL：https://www.tokyo-ct.ac.jp

東京工業大学・蔵前工業会（東京工業大学同窓会）
URL：http://kuramae-kvs.sakura.ne.jp/

東京信用保証協会　新宿支店
URL：http://www.cgc-tokyo.or.jp

東京大学産学協創推進本部
URL：http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/

東京都商工会連合会
URL：http://www.shokokai-tokyo.or.jp/

公益財団法人　東京都中小企業振興公社
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/

国立大学法人東京農工大学
URL：http://www.rd.tuat.ac.jp/

東京富士大学
URL：http://www.fuji.ac.jp/

一般財団法人日本規格協会
URL：http://www.jsa.or.jp/

日本政策金融公庫
URL：https://www.jfc.go.jp/

学校法人呉学園　専門学校日本デザイナー学院
URL：http://ndg.ac.jp/

日本弁理士会　関東支部
URL：http://www.jpaa-kanto.jp

日本貿易振興機構（ジェトロ）
URL：https://www.jetro.go.jp/

一般社団法人発明推進協会
URL：http://www.jiii.or.jp/

目白大学・目白大学短期大学部
URL：http://www.mejiro.ac.jp/

日本工業大学大学院　技術経営研究科
URL：http://mot.nit.ac.jp/

国立研究開発法人　産業技術総合研究所
URL：https://www.aist.go.jp/

実践女子大学
URL：http://www.jissen.ac.jp/

昭和女子大学
URL：swu.ac.jp

（株）キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）
URL：http://www.campuscreate.com/

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター　多摩テクノプラザ
URL：http://www.iri-tokyo.jp

開会式（
テープカ

ット）
展示コーナー（会場内）

展示コーナー

第17回ビジネスフェア  開催風景

2016.11.2［水］ 東京ドームシティ プリズムホール
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