
50音順　敬称略

Ｎｏ. 企業名 所在地 商品名

1 株式会社　Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓ． 港区 事故削減支援アプリ　「アクセルトレーナー」

2 株式会社　アイオイ・システム 大田区 プロジェクションピッキングシステム

3 株式会社　アクシア 台東区 追尾型太陽光発電システム

4 株式会社　アクティブ 台東区 ＩＣタグを利用した着物の個別管理システム

5 株式会社　アタゴ 港区 非破壊糖度計　ＰＡＬ-光センサー

6 合同会社　アダム医健 豊島区 骨盤底サポーター

7 株式会社　イナミ 文京区 眼科顕微鏡用デジタルカメラシステム

8 株式会社　イノフィス 新宿区 マッスルスーツ

9 エイブル　株式会社 新宿区 幹細胞用シングルユース培養容器シリーズ

10 永和紙器工業　株式会社 足立区 自社オリジナルＢＯＯＫ型パッケージ

11 株式会社　エーゾーン 港区 ｗｏｏｄｅｎ Ａｒｔ ｋｉ‐ｇｕ-ｍｉ

12 SDバイオシステム　株式会社 新宿区 小型過酢酸サイクル除染装置　ＳＤｍｉｎｉ

13 株式会社　エヌエムシイ 中野区 会計事務所向け在宅ワーク支援システム

14 株式会社　大橋製作所 大田区 移植機 ＯＨ-Ｓｎ

15 押入れ産業　株式会社 港区 レンタル収納スペース Ｐ１０

16 株式会社　オプトゲート 葛飾区 光コネクタ断線検出器

17 株式会社　川村インターナショナル 新宿区 みんなの自動翻訳＠ＫＩ （商用版）

18 株式会社　環境開発技研 国分寺市 塗装水洗ブース浄化装置kkg1122

19 株式会社　技光堂 板橋区 ＭｅｔａｌＩｎｔｅｒｆａｃｅ

20 北川電機　株式会社 調布市 医療用トランス「NEOシリーズ」

21 キャビノチェ　株式会社 港区 水やりチェッカーSUSTEE

22 株式会社　キャプテンインダストリーズ 江戸川区 ５軸対応NCゲージ

23 有限会社　きれ屋 あきる野市 三布三用　前掛け

24 株式会社　銀座・トマト 中央区 バラ幹細胞エキス、その他植物幹細胞エキス
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25 株式会社　グランツ 渋谷区 遺言映像メッセージサ－ビス 「つたえびと」

26 クリスタルメソッド　株式会社 千代田区 自動車部品検査システム

27 株式会社　クレスト 世田谷区 ＣＰＭａｐ

28 京王電化工業　株式会社 調布市 マグネシウム合金等難素材へのめっき

29 株式会社　小池メディカル 江戸川区 吸引器 （ヨックスディスポミカン）

30 株式会社 Collagen Shell 豊島区 美容機器・化粧品・健康食品

31 株式会社　サートプロ 練馬区 すべてがわかるIｏT実践講座

32 株式会社　サイフューズ 文京区 次世代バイオ３Ｄプリンタ　Ｓ－ＰＩＫＥ

33 サイエンスソリューションズ　株式会社 目黒区 ＣＬＮ法を用いた電磁界解析技術サービス

34 株式会社　Ｔｈｅ ＭＯＴ Ｃｏｍｐａｎｙ 大田区 繊維強化複合材積層のプレス成形品

35 株式会社　サムシンググッド 文京区 Uooh！運動療法ラボ　フランチャイズ

36 三研工業　株式会社 葛飾区 三研工業による短納期試作品の海外拡販

37 株式会社　サンワ 渋谷区 非常用階段避難車チェアキャリダン

38 株式会社　シーンズ 新宿区 災害時用ポータブル蓄電池

39 株式会社　ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 文京区 安全性を第一とした子供向け家具・知育遊具

40 株式会社　ジャロック 中野区 ＮＩＣＯ キャリーランナー

41 株式会社　松楽産業 中野区 種子用自動計数包装システム

42 株式会社　常光 文京区 電解質分析装置　ＥＸ―Ｄ，Ｄｓ

43 株式会社　新盛インダストリーズ 北区 インクジェットプリンターDiPOシリーズ

44 株式会社　スペースグッドタイム 中央区 可視光線照射フォトエステマシン　コラピア

45 精電舍電子工業　株式会社 荒川区 超音波溶着機　SONOPET　JⅡ

46 株式会社　清和光学製作所 中野区 簡易画像ビューワーソフト

47 有限会社　創造デザイン 町田市 作業分析・技術レベル見える化ソフト

48 株式会社　タカヤマ 葛飾区 次世代レアメタル加工品

49 株式会社　田中電気研究所 世田谷区 白濁排ガス用ダスト濃度計ＤＤＭ-ＴＭＡ1
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50 多摩川クラフト　有限会社 調布市 QQTOILET(災害用救急トイレ）

51 中興化成工業　株式会社 港区 恒久膜構造建築物用膜材料　ＦＧＴシリーズ

52 つくばテクノロジー　株式会社 港区 小型 Ｘ線検査装置

53 株式会社　テイーエヌケー
西多摩郡
日の出町

エリミネーター（液中気泡分離除去装置）

54 ディスカバリーズ　株式会社 港区 エンゲージ・ドットワークス

55 有限会社　でく工房 昭島市 障がい者向け椅子「レポ・シリーズ」

56 東京ブラインド工業　株式会社 港区 新構造の吸音パネル製品

57 株式会社　ドクターズチョイス 千代田区 MAA ｓ リペアエッセンス

58 ニッカン工業　株式会社 目黒区 アトラン　ＡＴＴＲＡＮ

59 日本システム開発　株式会社 品川区 高周波で発振する小型変位センサ

60 株式会社　日本生工技研 新宿区 作業分析ソフト「タイムプリズム」

61 日本蓄電器工業　株式会社 福生市 キャパシタと燃料電池複合型ＵＰＳ

62 株式会社　バーネット 新宿区 簡単に使える在庫管理システム「ｚＢｏｘ」

63 白山印刷　株式会社 荒川区 デジ・ポコ  ブレイル×ブレイルノイエ

64 パロニム　株式会社 港区 ＴＩＧ （ティグ）

65 株式会社　ヒキフネ 墨田区 メタライズファイバの北米市場・新用途開拓

66 株式会社　扶桑 葛飾区 貼ってイロドる。布用シール『イロド』

67 フットマーク　株式会社 墨田区 Ｔａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　（テーブル・ウィズ）

68 株式会社　プラスティックス 荒川区 ＳＷＩＮＧ ＢＩＮ(ごみ箱）

69 株式会社　ベアーメディック 文京区 マイクロバスキュラークリップ

70 株式会社　ベンチャーネット 新宿区 ベンチャーネットエンジン

71 有限会社　ポン菓子機販売 荒川区 スタイリッシュポン菓子機

72 マイクロテック　株式会社 町田市 微粒子計

73 株式会社　丸秀工機 江東区 パイプ切断機　パイプコースター

74 明京電機　株式会社 北区 ＲＥＢＯＯＴＥＲ　ＲＰＣ-Ｍ５Ｃ-ＥＡ
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75 株式会社　メガ・テクノロジー 新宿区 ＡＩ を活用した情報検索・解析システム

76 株式会社　メッツ 足立区 ＥＸ―Ｒｅａｄｅｒ　ＥＸ―２０１

77 株式会社　モリカワ 豊島区 有機溶剤ガス回収装置ＲＥＡＲＴＨシリーズ

78 ユーキャン　株式会社 八王子市 ＵＶランプを搭載した超音波加湿器

79 株式会社　ユニフローズ あきる野市 e-HPLC　ことり

80 株式会社　ライブラリーデザイン 渋谷区 「香る石膏オブジェ」 アロマオーナメント

81 有限会社　ランテクノジー 墨田区 レーザー加工機ＬＴＣＡ４３０mシリーズ

82 株式会社　リプロキレート 新宿区 細胞培養技術を活用した美容化粧品

83 株式会社　リンコム 台東区 店番長

84 列真　株式会社 品川区 レーザー欠陥検査装置　LODASTM


