
環境・省エネ　　　　　 キーワード

健康・福祉　　　　 キーワード

危機管理・インフラメンテナンス キーワード

その他 キーワード

システム・ソフトウェア キーワード

評価・検査 キーワード

平成２8年10月25日（火）
10：0０～18：00

パレスホテル立川4階　ローズルーム
（ＪＲ立川駅北口より徒歩３分）

主催：公益財団法人東京都中小企業振興公社　
後援：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
　　　東京信用保証協会
　　　株式会社日本政策金融公庫
　　　株式会社東京TYフィナンシャルグループ
　　　（株式会社東京都民銀行・株式会社八千代銀行・株式会社新銀行東京）

新技術創出交流会

公益財団法人
東京都中小企業振興公社 多摩支社
新技術創出交流会事務局　望月・宮本
〒196-0033　東京都昭島市東町3-6-1
TEL：042-500-3901　FAX：042-500-3915
E-Mail：tama-event＠tokyo-kosha.or.jp

招待状招待状

パレスホテル立川

パレスホテル立川（4階　ローズルーム）
〒190-0012　東京都立川市曙町2-40-15
TEL：042-527-1111

立川駅北口より伊勢丹と中央三井信託銀行の間の歩行者デッキを直進。
高島屋を越えてすぐ。歩行者デッキ直結。徒歩3分。

※お車でのご来場はご遠慮ください。

会場のご案内

主催・問合せ先 予約
不要

入場
無料

JR立川駅北口から徒歩３分
テーマ：I o Tの動向と新たなビジネスモデル
時　間：10時30分～11時30分
講　師：株式会社野村総合研究所
　　　　ICT・メディア産業コンサルティング部長
　　　　桑津　浩太郎氏

基 調 講 演

製 品 展 示 会

ビッグデータ、IoT
データログ、信号処理、画像処理
サーバ、クラウド不要のIoT
信号処理、通信、基板、制御組込みソフト
画像処理、外観検査、回路設計
通信、センサ、ロボット、メカトロ
AI、機械学習、画像処理
技能伝承、遠隔医療
メカトロ、制御組込ソフト、画像処理
信号処理、画像処理、通信、制御、個体識別

画像処理
制御組み込みソフト、画像処理

超振動α-攪拌機、αトリノ水
高性能断熱材

医療機器、センシング等の高齢者見守り技術

研磨、表面処理、医療機器

非破壊、非接触調査技術
予防・保全技術
防災・維持管理
予防・保全技術
光デバイス、ファイバー

緊急速報システム、安否確認システム

アイフォーコム東京株式会社
株式会社イー・アイ・ソル
有限会社インフォソケット
株式会社ウィビコム
株式会社シー・シー・デー
株式会社システムクラフト
株式会社システム計画研究所
有限会社創造デザイン
株式会社トラスト・テクノロジー
株式会社バイオネット研究所

株式会社ビルドシステム
株式会社ミラック光学

日本テクノ株式会社
プロマット・ジャパン株式会社

株式会社アイ・メデックス

有限会社アットモル

株式会社アルファプロダクト
株式会社コアシステムジャパン
坂田電機株式会社
株式会社昌新
有限会社ファーストライト
ミライアプリ株式会社

撹拌、脱泡、充填
ロストワックス、メタルインジェクション
ミニチュアボールねじ製作
識別、偽造・模倣防止、盗難抑止
静電気対策

生産設備、環境機器

株式会社EME
株式会社キャステム
ケーエスエス株式会社
セキュマーク・ジャパン株式会社
第一合成株式会社
株式会社ＴＲＩＮＣ

リチウムイオン電池、電気・機構設計
残留応力、３Ｄスキャナー

オクト産業株式会社
パルステック工業株式会社

大手企業が商談を希望した選りすぐりの中小企業
136社が集結し、自社の優れた製品・技術をPRします。

出展企業一覧は中面をご覧ください。

平成 28 年度広域多摩イノベーションプラットフォーム当社がご招待します！
会社名：

ブース番号：

※ご入場は「製品展示会」「基調講演」のみとなります。他の会場へはご入場いただけません。
※技術分野別に50音順。敬称は省略。



電気・電子・光学 キーワード

電気・電子・光学 キーワード

材　料 キーワード

製品展示会  出展企業一覧製品展示会  出展企業一覧

優れた技術力をもつ中小企業136社が集結！優れた技術力をもつ中小企業136社が集結！

アートビーム有限会社
株式会社アイザック
株式会社葵製作所
株式会社アトック
EPE株式会社
株式会社飯室機械
株式会社伊東ＮＣ工業
株式会社ウシオ
株式会社内野精工
株式会社ウッドベル工業
株式会社エイチ・ティー・エル
株式会社エー・アイ・エス
エーアンドエー株式会社
株式会社SNT
オーエフテクノ株式会社
株式会社オーディーケー
有限会社オクギ製作所
株式会社桂精密
KISCO株式会社
協立精工株式会社
旭栄研磨加工株式会社
久保金属株式会社
株式会社クボプラ
株式会社クライン
京王電化工業株式会社
株式会社コスモテック
コダマコーポレーション株式会社
株式会社栄鋳造所
株式会社サンテック
株式会社新栄スクリーン
株式会社真精工
株式会社清和光学製作所

精密板金加工、表面改質
金属加工、大型筐体
大型筺体、精密板金
精密切削・研削・研磨
精密板金
精密切削、装置設計、組立
鋳物、大物、難加工
精密板金加工
精密切削・研削・研磨、組立て
精密成形、樹脂射出成形、金型設計・製造販売
電子電気部品等の表面撥水保護材料
精密板金
難加工材切削、精密切削･研磨
撥水、離型、防汚
表面処理
精密板金
微細小物試作
精密板金、微細精密成型、金型
射出成形
金型、精密プレス加工
精密研削・研摩、難加工材研削
マルチマテリアル、異種材料接合
精密切削
難加工材切削、精密切削
高精度メッキ
粘着、表面処理、複合材
難削材加工
アルミ鋳造
難加工材切削、精密切断・研削・研磨
機能性印刷
精密切削・研削・研磨
ヒートシンク式
大型筐体
鋳造、金型、ダイカスト

精密切削、組立

高強度・高靭性被膜
精密板金
移動保持駆動ユニットの設計、製作
カーボン精密機械加工、精密切削・精密研削
射出成型

溶接、切断、穴あけ、表面改質
精密切削、機構設計
高精度、短納期、小ロット

微細精密成形
ロストワックス精密鋳造
表面処理
難加工材切削
表面処理
微細精密ゴム成形
プレス加工、絞り加工、機械加工
難加工材切削、精密切削
表面処理、高精密メッキ
レーザー溶接

射出成形・金型

精密加工、精密組立
3Ｄ造形、大型造形、試作
射出成形
精密切削・研削・研磨、樹脂フィルム打ち抜き
射出成形、3Dプリンタ、3DCADデータ作成
難加工材切削、精密切削・研削
真空・圧空成形、TOM工法
精密切削・研削・研磨
プラスチック切削～金型制作、設計
難加工材切削、ウォータジェット
3Ｄプリント、光学部品組立
表面処理、危機管理、予防保全技術

通信
電気・機構設計
通信、センサー
静電容量コード

オプトメカトロニクス
ナノファイバー溶融紡糸装置（量産型）
通信、センサ、医療機器、予防・保全技術

骨伝導 、GPSトラッカー
光学設計
基板
カメラ開発
電気・機構設計
電気、機構設計、通信信号処理、画像処理
電気・機構設計
3D映像

電気・機構設計、センサ

株式会社セキネ
太陽パーツ株式会社

株式会社竹内製作所

株式会社竹中製作所
株式会社竹村製作所
株式会社ティーエヌケー
東京炭素工業株式会社
株式会社東光通商
東成エレクトロビーム株式会社

株式会社ナラハラオートテクニカル
新妻精機株式会社

株式会社日ビ
日研工業株式会社
日建塗装工業株式会社
日逓テクノ工業株式会社
日本プラズマトリート株式会社
株式会社ハタダ.

株式会社パパス
株式会社馬場製作所
株式会社ヒキフネ
VisionIndustries株式会社

株式会社平野製作所

株式会社ブイテックス
株式会社フュージョンテクノロジー
PLAMO株式会社
株式会社三山精工
睦化工株式会社
株式会社八木製作所
大和樹脂株式会社
ヨシザワ株式会社
株式会社YONEDA
株式会社米山製作所
菱和工業株式会社
株式会社ワイピーシステム

株式会社アートファイネックス
株式会社アサヒ
アップサイド株式会社
株式会社インターメディア研究所

エーエルティー株式会社
関西電子株式会社
京セミ株式会社

静電容量コード
流体制御、空気圧機器、電動アクチュエータ
基板
CAEシミュレーション
電気・機構設計、通信、センサ
センサ、高齢者見守り技術、通信
センサ
基板・装置、設計製造、基板短納期
通信、M2M/IoT
ロボット
高圧電源、高電圧測定、耐電圧技術、特殊電源
電気・機構設計
IoT制御

薄膜パターニング
電気・機構設計
特注制御盤の設計・製作
電気・機構設計
通信、センサ、制御、個体識別

グリッドマーク株式会社
クロダニューマティクス株式会社
株式会社ケイ・オール
計測エンジニアリングシステム株式会社
株式会社コーデック
三協インタナショナル株式会社
株式会社ジーデバイス
セキアオイテクノ株式会社
株式会社タブレイン
東京航空計器株式会社
株式会社東和計測
徳力精工株式会社
ＮｅｔＬＥＤ株式会社

パール光学工業株式会社
株式会社ハイベック
ビーンズユー株式会社
株式会社日野エンジニアリング
フィールドデザイン株式会社
株式会社フォルテ
藤井光学株式会社
富士プリント工業株式会社
株式会社プラックス
プランスタッフ株式会社
株式会社ベネテックス
森田テック株式会社
ラージ有限会社

ワッティー株式会社

加　工　 キーワード

加　工　 キーワード

接着材、難燃性ラベル
ステンレス、チタン、非鉄金属

高機能フィルター、ナノファイバー
マシナブルセラミックス、加工
複合材
機能性プラスチック

株式会社倉本産業
三信金属株式会社

株式会社ナノア
株式会社フェローテックセラミックス
株式会社MITOMI
山下マテリアル株式会社


