21th

BUSINESS
FAIR online
〜 新 たな 環 境 へ の 進 化〜
2020

2021

11/06 - 03/31
お問合せ

西武信用金庫ビジネスフェア事務局
TEL：03 - 3384- 6631（平日9時〜17時）

オンライン開催により新たなビジネス環境への進化をご提案。
単なるWeb面談では終わらせない、当金庫職員が介在しマッチングを徹底サポート。
DX導入実現に向けたオンラインセミナーや海外現地企業との直接商談など盛りだくさんです。ぜひ Go to !
主催：西武信用金庫
後援：経済産業省関東経済産業局、東京都

https://seibubusinessfair.com/

Go to

出展企業団体のご紹介［コーナー別］
製造業コーナー／98社・団体
（有）
アーテック

（株）
アイエス

5 軸加工、複合旋盤

抗菌・抗ウイルス・防汚｜高機能光触媒イオニアミスト PRO

アイティーオー（株）

アザエンジニアリング（株）

アルミ溶接

機械設計、一括請負製作を中心に全 4 事業部を展開しております

精密板金のアイティーオー

（株）
アサップシステム
As Soon As Possible アイデアをかたちにします

アドフォクス
（株）
ユニークな絶縁試験機や集音器 ( 補聴器 )、バイノーラルマイクのメーカーです

（株）有明電装
創立４６周年を迎え、日本製 ( メイドインジャパン ) にこだわったものづくりを目指してます

（有）
イングス
独創的なオリジナル製品

（株）
エイビット
多様な無線技術を機器およびシステムに活用

エルテック
（株）
レーザーマーキング受託加工専門メーカー

（株）大塚鉄工所
旋盤加工はお任せください

（有）
オクギ製作所
ワイヤーカット油加工で、超微細精密加工に特化

（有）折原精密鈑金

（株）
アジャスト
ネジ・その他締結部品のあらゆるニーズにお応えします！！

（株）荒木製作所
微粉砕・粉体加工の事なら安心、お任せ下さい

有井工業（株）
産業装置・プラントエンジニアリング・重機械工業における総合製造業、技術商社

永進テクノ
（株）

第 45 回優秀環境装置表彰「浮遊物・浮上油回収装置 (ECO EiT（エコイット））」中小企業庁長
官賞を受賞

（株）江原製作所
昭和 29 年設立の製造業です

（有）
オーゼットエンジニアリング
自動機製造のプロがモノづくりの課題を解決

（株）
オオワダ
AI（人工知能）を搭載した筐体から完成品までの可能な外観検査装置

（株）鬼塚硝子
ガラス加工の匠の技と科学の融合

（株）
エイム

『コンビニ感覚を持った鈑金屋』

特許技術で開発された「酸素水素浴システム」

（株）
カイクリエイト

カネパッケージ（株）

私たちは、ビジネス構築のプロフェッショナル

（株）菊池製作所
一括一貫体制でのものづくり総合支援企業

（株）
キャロットシステムズ
組込系電子応用装置・計測システムの設計・製作承ります

（株）
ケイ・エヌ・エス
装置事業において規模の大小にかかわらずご要望にお応えします

（株）齋田製作所
金属加工品のご用命ください

（株）
サムライTシャツ
イベント中止によって発生した損金をグッズ販売などで穴埋めできます

（株）
サンテック
難加工素材を精度よく、きれいに加工する技術を提供します

（株）
ジェイビック
ヘリウムリーク、エアリーク試験の実施にお悩みの方必見のサービス！

（株）
システムプランニング
１個から製作します！

（株）
シャイン
UV( 紫外線 ) とオゾン、ダブルの効果で簡単に除菌ができるおもちゃ箱「JOYKING」( 除菌率 99.9％ )

（有）信弘金属工業
単品物から大量生産まで対応いたします

コスト改善・効率改善・物流改善 お客様のニーズにあったパッケージをご提供致します

（有）北の根
人と技術が築く信頼と共感

（株）
グローバルテクノロジー
産業用カメラモジュール・ストリーミングボード・CPU ボードを使用した製品開発・製造

ケイ・ワイ・ライト
（株）
試作部品から自動機の設計製作までものづくりのことなら何でもご相談ください

（株）桜井
塗装による表面処理でより製品付加価値を上げる

三鎮工業（株）
高精度な金属部品の大量生産が得意です！

（株）
サンワ
命を運ぶ！災害時の車いす利用者などの階段歩行困難者のための、階段を昇降できる避難車です

（株）
システムプラス

21 世紀の職人技で作る！ 渋く輝く無垢ステンレス 削出しボールペン RockeT/ 精密部品メーカーが計算
し尽くして作ったアウトドア向け無電源スピーカー reverb/ 多種多品目、多素材に対応してまいります！

（株）信濃精機製作所
ステンレス切削加工のご意見番 !!!

（株）
ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ
化学材料でお客様に最適なソリューションとご期待を超える満足をご提供します

（株）真精工
１個の試作から 10 万個の量産まで対応いたします
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SMRC（株）

西都プレス工業（株）

大型地震に倒壊しない住宅の普及を目指しています

プレス板金部品加工の総合メーカー

（株）
セラテックエンジニアリング
自然界のあらゆる振動を電気信号に変換する

（有）高橋製作所
精密板金加工・設計・組み立てのご用命は ( 有 ) 高橋製作所へ

（株）相馬光学
光分析のベストパートナー

（株）
タクミ精機製作所
極小金属部品製作への挑戦！！

WQC（株）

多摩エレクトロン
（株）

ワイヤレス給電

トランスのカスタマイズを行います

（一社）多摩産材活用 あきがわ木工連
多摩産材を使った家具、什器、建具の製造販売

（株）T.M.F
技術とつくることを未来へつなげる

多摩電線（株）
コネクタ付きケーブルの一貫生産

（株）
テクノメイト
皆さんの欲しい ! を形にする会社です

東京容器（株）

東新プラスチック
（株）

受託充填加工（工場：埼玉県戸田市）

製品プロダクトをサポート

（株）東鈴紙器
梱包のコンサルティング提案できます！飛沫飛散防止パーテーションや緊急災害用簡易ベッドも

（株）
トーガネインテリジェント
Ｕ V ダイレクトプリントならお任せ下さい！

（株）ナカジ
精密板金加工のアタリマエの加工をオドロキの加工に

永島医科器械（株）
創業 109 年 耳鼻咽喉科医療機器製造販売

根本特殊化学（株）
N 夜光 ルミノーバシリーズは、旧来の蓄光と比べて、明るく長時間輝く蓄光顔料です

（株）TOKAI精工
試作加工全般に対応出来ます！

（株）富山
豊富な最新鋭設備による高精度な加工技術と経験に基づくものづくりのノウ・ハウ

（株）中柴製作所
精密板金・筐体・機械設計からお受けします！

（株）並木製作所
マシニングセンターでの切削加工

（株）羽村金型
１０年保証の金型

（株）
ハンマーヘッド楽具

美光印刷（株）

【家具・什器】木工製品なんでもお作りします

多種多様な広報手段提案致します

ヒューマンテクノス
（株）
少数精鋭の産業用ロボットを設計製作する会社です

（有）
ファクタスデザイン
極小ロッド対応。コンシュマー向金属製プロダクトの商品企画、デザイン、生産、販売

武州工業（株）
「１本」からでも「検査」を請け負います

（株）星製作所
お客様に最適な仕様の筐体設計を「1 個からセミオーダー感覚」でご提案します

ホットマン
（株）
1 秒以内に吸水する驚異のタオル

（株）
マイクロウエア
印章業向け製造装置製造

（株）
ヒラサワ
お力になれることがございましたら、微力ですが何かお手伝いできればと思います

（株）
ファスコ
精密板金加工を試作品１個から量産まで

（株）
プラセラム
金属から自然素材まで「孔」があるものは全て含浸対象

細谷火工（株）
" 高エネルギー物質利用で社会に貢献

（株）
ホロブレイン
ご老人・お客様をコロナ・菌から守る画期的な除菌・抗菌・消臭剤

（有）真壁ブレード
スポット溶接ハニカムの真壁ブレード

マテラス青梅工業（株）

miura-ori（株）

弊社の技術が快適な都市環境を創造します

with コロナ対応の新商品｜宇宙構造工学に基づいた技術『ミウラ折り』のマスクケース

水上紙工（有）
ECO なマスクケースとデザインからの印刷物！

（株）
ミニモ
プリント基板への実装及びアッセンブリ

宮治通信工業（株）

MIYADEN（株）

社会インフラを技術と実績で支えます !

製品の企画から製品開発・設計・試作・量産まで各対応が可能です

（株）美山精機
微細加工から大物まで幅広く加工致します

（株）
モノリクス
置くだけ、移動できるフォークリフト用車輪止め

（株）MEMOテクノス
音響と自動制御技術による省人化ソリューション

（株）山城精密
新型コロナウィルス対策と社会貢献

雪ヶ谷化学工業（株）
独自の発泡技術により価値を創出し、産業社会の発展に貢献します

（株）横山工業
板金加工技術を活用したビジネス展開をしませんか

（株）
リガルジョイント
人が手動で調整していた流量を 自動で 目標値に制御します

（株）
ユニフローズ

つながっている 人・自然－ つないでいるのは ユニフローズです
私達は人と環境にやさしい高精度な製品づくりを目指します

			

（株）米山製作所
貴社の特殊な事情、特別な製品・素材をウォータージェットがカットします！

（株）和起製作所
信頼される「ものづくり」を目指して

情報通信業コーナー／36社・団体
アイフォーコム
（株）

Innovation Farm（株）

問診票を手軽に電子化することで電子カルテへの入力作業を大幅に軽減します

激遅で超ハイテク。一気通貫の IoT はココにあり！！

（株）
エーウイング
ウェブで課題を解決したい方はお気軽にご相談ください

エックスモバイル（株）
テレワークやオンライン授業、経費削減、新規事業に最適です！

（株）
エルプランニング
WEB 上でのマーケティング（集客支援）とブランディング（風評被害対策）両軸を支援します

（株）
クリエート
創業以来５３年。ゴルフ場専門のシステム会社として全国１５０コース以上にサービスを提供

（株）GRoooVE

キッズアクティビティ・高齢者の軽運動・店舗集客に Obie ！・地域町内会と警察と市区町村の
みんなで通学路をまもれる街角まもるくん！

5Kサポート
（株）
【新型コロナ＆ノロにも有効】月額定額 3000 円 ( 税抜 ) で除菌し放題！無料お試し実施中！

（株）
エス・アイ・トラスト
IT で社会に貢献します

（株）
エヌ・アイ・エル・テレコム
テレワークなどソリューションサービス導入のお手伝いをいたします

グラフテクノロジー（株）
コブラウズ（Co-Browse）ソリューション

クリムゾンテクノロジー（株）

ナレーターや演者様の声をかわいい女性の声やイケメンボイスなど様々な声に AI リアルタイム
声質変換

（株）
コーネッツ
社内業務の改善をトータルサポートします

（株）
コミット
大規模金融機関のシステムのインフラ構築で長年培ったノウハウをもとに新たなサービスを創出

JPholic（株）

シェイプウィン
（株）

お客様の売上目標を達成するための数字にコミットしたマーケティング支援を実施

10 万円でテレビや新聞に取り上げられるプロモーションができます！

（株）渋谷フェイス
御社の情報をテレビに掲載します！

（株）
タテムラ

（株）助太刀
協力会社・職人不足の解決を通じて、貴社の売上高アップに貢献します！

電通工業（株）

中小企業の経営課題である IT 化、デジタル化の支援サービスを行います

情報通信のコンサルテーション・施工・保守

東洋システム
（株）

ニーズシェア
（株）

全ての機能を統合したオールインワンのセキュリティソリューション

安価に利用可能な最新のクラウドシステムを提供

（株）
ネクステージコンサルティング
連携先を探しています。

（株）
ハイスポット

組み込みシステム、Web システム、スマホアプリ、制御系システム、イントラマート、		
PC アプリ等のソフトウェア開発を承ります

ハミングヘッズ（株）
セキュリティソフトウェアおよびソフトウェアロボットの販売・連携先を探しています

（株）
フォレストバーウッド
自分達の流通現場での経験を詰込んだシステムです。これが私達の強み！

（有）
フタイテン
組み込みソフト、FPGA、回路設計、電子機器設計製造

（株）HULAHOOPERS
映像制作・グラフィックデザイン・Web 制作・イラスト制作

（株）
ワイズ
適正なオフィス環境づくりを実現する、IT 機器や OA 機器を中小企業のお客様にご提案しています

（株）
ネットウェーブ
クラウド型アプリ作成プラットフォーム「モビラプラス」

ハイラブル（株）
対面会議も Web 会議の見える化でエビデンスに基づく働き方改革！

（資）
プーズネット
一生使える WEB システム開発／すぐに使えるモバイル通信ネットワークカメラ

富士インフォックス・ネット
（株）
企業・学校での業務改善ソリューション

（株）
プラネット
後付けで既存タッチパネルを「非接触仕様」に簡単チェンジ！

リーテックス
（株）
第 3 世代の電子契約サービス

和丘（株）
オープンソースでシステムコストを削減して業務管理を刷新します
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卸売業、小売業コーナー／18社・団体
天野貿易（株）

（株）壽屋

オリジナル商品製造

「プラモデル・フィギュア」企画・原型・金型・成型・営業・販売の業務提携

（有）小張精米店

「米ぬか温熱・冷感パッド」は、米屋が新鮮な米ぬかを使って作ったパッドです			
レンジで温め、肩や腰など凝ったところにのせて使います

（株）
ジャパンハイテクサービス
あらゆる環境に対応できる事業を目指しています

スポーツグッズマニア
スポーツグッズマニア (Sportsgoodsmania)

（有）
日中通商
高品質低価格の環境に配慮した製品を

ポップベリー（株）
流行のコスメをいち早くご紹介

みなと電材（株）
あなたの会社の省エネ対策は大丈夫 ?

（株）
ユニフレックス
幅広い商材に対応します

（有）利久堂
茶道具の卸販売と、普段の生活に抹茶を取り入れた、新しいライフスタイルの提案をいたします

システム販売（株）
オフィス環境トータルサポートのシステム販売株式会社

新光（株）
ウィルス対策、花粉対策、空間除菌消臭製品で、安全な環境づくりに貢献いたします

（株）
タイガー
通信型ドラレコ「ＳａｍｌｙⅡ」が判定した危険な運転をブラウザで確認！

（株）HOLUS
自社農場で栽培から手掛けています！

（株）
マクロス
3DCAD/CAM と切削加工機による内製化をローコストでご提案

（株）
ヤマツジ

プラ容器の上面をヒートシールすることにより液漏れを防ぐことが出来ます			
食品、飲料などの小売や宅配 / テイクアウトにおすすめです！

（株）
リアルフォートレーディング
ネイティブ・アメリカンの精霊ココペリをメインとした人形製作

（株）
アイ・メーカー
3D プリンターの販売と 3D データ制作、3D プリントを提供しております

サービス関連・コンサルティング業コーナー／17社・団体
アット・ファシリティラボ
（株）
総工費のコストダウンを実現。交渉から工事までワンストップで対応 !

（株）
イマクリエ
新しい働き方を創造し続ける

（株）
エムアンドエス
「おもてなしのプロをもてなす会社！！」

（株）
アプリクラフト
その中身、気になりませんか？

A global harmony（株）
最短１日、理想の外国人が見つかります

（株）
エルティービー
外国人人材を活用し人材不足を解消します

オクソンインターナショナル（株）
（（株）
オクソンジャパン）

カメラブ（株）

ネパール政府から正式に認可を受けた技能実習生送出し機関です

レンタルニーズのある企業様、カメラを活用した観光プロモーション等を展開したい企業様向け

（株）
グローアップ
約 800 名の国内在住の外国人留学生を多岐にわたる職種に対してご紹介することができます

（株）
ジンジブ
【若手採用希望に必見】高校生の新卒採用支援

SCALES（株）

スポット社労士くん社会保険労務士法人

アジア最後のフロンティアと呼ばれるミャンマーへの進出支援

顧問料が『無料』の社労士サービス

DXHR（株）
DX 研修カードゲーム

（株）
トヨタレンタリース多摩
車両管理をお客様に寄り添いサポートします

（株）東京渡平商事

夏の窓ガラスからのジリジリした暑さを透明なコーティングで抑えるから快適！		
紫外線も９７％以上カットで日焼けも無し！

（株）
ビジュアルツールコンサルティング
多様な能力を持つ少人数スタッフにて費用対効果の高い映像を製作します

（株）明晴インターナショナル
留学生を中心とした外国人人材の就労支援をしています

学術研究、専門・技術サービス業コーナー／14社・団体
アイティーエムクリエイト
（株）

AI mix（株）

幼稚園向けグループウェア

映像にサウンド

（税）青山アカウンティングファーム
Your success is our business and our happiness.

（株）
アミテス

（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

（株）F-Design

西多摩エリア一番人気の地元業者で、販促費の見直し相談しませんか？

その開発お任せください !( ロボット、医療・福祉機器、自動車、自動化設備 )

(司)おおさか法務事務所

グローバルネクスト
（株）

会社経営上のリスクを法務の観点から診断し、貴社オリジナルの分析結果をレポート致します

マーケット状況に応じた多彩な打ち手を武器に、顧客の成果にコミットします

（株）
コンサラート
企業の経営課題に対して、具体的なご支援します

つばめ特許事務所(（株）
エスパテント)
◎特許出願◎商標出願 お気軽にご相談ください ◎意匠◎実用新案

（株）
モスコ

「ほぼノーとは言わない！多芸は無芸の無個性企業」クライアントニーズに合わせて全力で仕事
を承ります！

多摩相続ネットワーク
事業承継の５ステップを専門家集団がワンストップでサポート

（特非）
日本経営士協会

日本最古の経営コンサルタント団体が認定した経営士が今まさに直面している経営課題の解決を
お手伝いをします

（同）
ワンダースリー

プロモーション動画制作企画、写真撮影を主とした幅の広いビジュアルコミュニケーションを
提案致します

建設業コーナー／7社・団体
（株）興建社

オフィスビル、工場、倉庫、マンションなど建物でお困りのことはございませんか		
どんなことでもご相談ください

JESCOホールディングス
（株）
国内、ベトナムのＥＰＣで活躍する JESCO ！（E:Engneering P:Procurment Ｃ :Construction）

（株）
ブレイブ
建設業・工務店・リフォーム工事向け、施工管理システム・アプリケーション ”施工管理 + α”

サンライトエナジー（株）
自然エネルギー発電の普及をこども達の未来のために

（株）東建工業
現代インフラ設備の維持・補修に有効な「ウォータージェット工法」専門業者

マツミハウジング（株）
夏涼しく、冬暖かい。２４時間換気による空気なきれいな家

（株）LiLiFE
私たちは安心できる住まいを守ることから、社会を支える！！

不動産業、物品賃貸業コーナー／6社・団体
（株）
ウイッツコミュニティ
建物のお悩み、ウイッツが解決いたします !

（株）学生情報センター
学生用住居の開発、管理、アルバイト・就職支援を実施

（株）
ハッチ・ワーク

「月極ＰＳ」は、集客力向上と同時に管理業務の自動化、及び専用カスタマーセンターによる		
電話代行などで業務削減をするクラウド月極駐車場管理システムです

（株）
パークジャパン

費用も手間も、全て不要。しかも、安定収入があり、社会貢献も出来る。そんな土地有効活用法
がここにあります

（株）
ソナーレ
音楽を愛好する方に安心な住空間を提供し豊かな人生をサポートします

（株）
リブラン
防音賃貸マンション ( ミュージション ) による土地有効活用の企画、コンサルティング

運輸業コーナー／2社・団体
朝日梱包運輸（株）
ゲート長 183 センチ昇降能力 1.5 トンのゲート付き 4 トンエアサス車

TAKAIDOクールフロー（株）
【お任せください！！低温流通食品の物流！！】

電気・ガス・熱供給・水道業コーナー／2社・団体
（株）
キャピタル・アート
電解水を利用した環境衛生

（株）Looop
企業様のコスト削減や ESG 経営といった視点からソリューションを提供させていただきます！

21th Business Fair online
教育、学習支援業コーナー／2社・団体
（株）biima

（株）Weness
教育に携わる方々へのコーチング及び目標達成をお手伝いするコンサルティングを致します

早稲田大学教授陣とプログラムを共同開発《21 世紀型総合スポーツスクール「biima sports」》

サービス関連業コーナー／3社・団体
（株）あるる

（株）SOZONEXT

家電・家具レンタル / 特定の法人様向けに構成された、特価プライスのカスタマイズプランとなります

宿泊施設投資コンサルティング、宿泊施設スマート運営管理、宿泊施設集客サービス、管理シス
テムソリューション販売

東京多摩福祉協同組合
外国人雇用を日本語学校・教育機関と連携してサポートします！

盛岡信用金庫取引先コーナー／5社・団体
（株）
Ｍ・Ｄ・エンジニアリング

インシステムデザイン
（株）
デジタル化を強力にサポートします

微細成形品を短納期で出来ます

（有）高吟製材所

（株）
ジェ・スク
炭酸泉装置開発メーカーがつくったウルトラファインバブル除菌水です

「床暖」それとも「厚い床」？ SDGs で考えよう！！

森田製作（有）
確かな製品に限りない技術を

西京信用金庫取引先コーナー／8社・団体
（株）クリンネル

（株）高橋製作所

汚れが付かない！臭くならない！いつまでも真っ白 & ふわふわを実感できるふきんです

（株）
トーエー

宇宙遥か彼方

星の一瞬の煌めきを記録する

（株）
ヒューマニクス

簡単・便利な皮革製品のお手入れ用品（スプレータイプ）

（有）
マザー食品

「顔認証による体温測定器」および「空気中の新型コロナウイルス除菌機」

（株）山城屋

おいしい『厚焼玉子』と『だし巻玉子』のマザー食品です

（有）優健社

省庁や旅行会社、スーパーなどに弁当を卸しています

（株）
サンフィールド

毎日、頑張れてますか？

会社・ご自宅の光熱費を抑えて社会貢献してみませんか？

産学官・連携支援機関コーナー／27社・団体
（特非）
アジア中小企業協力機構(ICOSA)
私たち ICOSA はアジアの中小企業・人財と連携し、共に学び共に発展を目指します

技術経営士の会

「経営のかかりつけ医」を標榜し、中小・ベンチャー企業への経営助言、顧問紹介、等の支援を
行う また講演（講師派遣）等により技術経営士の知見を広げる

（株）経営承継支援
東京工業高等専門学校

（一社）首都圏産業活性化協会
東京、神奈川、埼玉の１都２県を活動エリアとしたイノベーションの創出と連携を促進

キャッシュレス社会へ貢献

（一社）蔵前工業会 蔵前ベンチャー相談室

Intelligent Stereo Camera は、高精度で高密度な画像情報から正確な距離と物体の輪郭が高速で得られます。また、完全自動キャリブレーション機能を搭載し、温湿度の変化や衝撃があって
も精度を維持します。自動車、建機、農機、AGV などの自動運転、衝突や転落防止、危険回避システムに使われます。その他、監視カメラやロボットアームの目などにご利用いただけます

やすく、はやく、もうかる支援のチームコンサル＋東京タワー前のシェアオフィス

工業系高等教育機関が、お客様の規模や専門性を問わず、試作・科学分析で技術的問題解決を
お手伝いします

（株）
しんきんカード

AZ-COM 丸和・支援ネットワークは、
「経営支援」と「価格革命」を通じ、会員の皆様の幸福（し
あわせ）を実現します

（特非）KSKK

中小企業の後継者問題を解決

（独）国立高等専門学校機構

（一社）AZ-COM丸和・支援ネットワーク

（国研）産業技術総合研究所
社会の中で、社会のために

（学）昭和女子大学
教員の専門知識と学生の柔軟な感性を駆使した産学連携プロジェクトのパートナーを募集しています

しんきんリース
（株）
リースのことならしんきんへ

21th Business Fair online
（特非）新現役ネット 技術総合支援グループ
多様なスキルを持ったメンバーが連携しながら課題に対応します

（独）中小企業基盤整備機構

関東本部

連携支援課

ジェグテックは、日本の中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトです

タマティーエルオー（株）
承認ＴＬＯ

電気通信大学

産学官連携センター

産業界のニーズと大学のシーズを結合させた共同研究・受託研究の支援・促進を行います

東京家政学院大学

東京工業大学

地域に学び、育つ 大学として連携活動を推進しています

産学連携により応用的・開発的研究成果を創出して社会に還元します

東京信用保証協会

東京都商工会連合会

中小企業のベストパートナー

商工会は

（公財）東京都中小企業振興公社

行きます

聞きます

提案します

（地独）東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ

IoT/AI の導入をお考えの企業さまを支援

製品開発のための技術支援、研究開発、人材育成、海外展開等の支援サービス

東京農工大学

日本工業大学 専門職大学院

基礎から応用に至る高い研究力で社会の課題を解決します

働きながら学べる社会人のための 1 年制大学院

（株）
日本政策金融公庫
事業資金をはじめ、国民生活に密着した多彩な融資を行っています

（一財）
日本規格協会
企業自身が自ら主導し新しい市場のスタンダードを制定して競争力を強化しませんか！

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
誰一人取り残さない平和で持続可能な社会づくりを通じて、SDGs 達成に貢献します

医工連携コーナー／10社・団体
加賀電子（株）
世界最高水準の部品を国内外から調達し、専門の技術チームとともにお客様に提供しています

（株）常光
独創的な技術に支えられた常光ブランドの製品は、病院・臨床検査の世界で、高い評価を得ています

（株）
ティーアンドエス
パイオニア企業から引き継ぐ「人」、「技術」、「想い」

東京都医工連携HUB機構
東京都による医工連携！！

（株）ベテル

「経営の原点は開発にあり」を理念に掲げ、医療・歯科用プラスチック製品の開発・熱物性値を
測定する測定装置など、日本をはじめ世界が必要としている技術開発に力を入れています

（株）三幸製作所

酸素吸入器の製造から始まった三幸製作所。 以来、お客様の立場に立った製品作りを進めてきました。
常に挑戦する気持ちを忘れず、これからもずっと医療現場で必要とされる製品の提供を続けていきます

泉工医科工業（株）
医療とともに歩む信頼の MERA 製品

東京工科大学医療保健学部
xR を駆使した医療安全の共同研究先を募っています

（株）
フジキン

先進技術で時代を創ってきたフジキンの新たな挑戦。 それがライフサイエンス事業です。これまで培ってきた研究開発や製造の力を活かして、一般Ｘ線撮影装置や遠隔医療シ
ステム、医療モニタ機器などの製品化を進めています。 革新的な製品やシステムの開発がすでに進行中で、フジキンのさらなる飛躍の原動力となっています

（株）
ワイ・イー・シー
お客様に信頼と感動をいただけるクオリティの高いストレージ応用ソリューションを提供します

グローバルコーナー／15社・団体
アリババ（株）

【世界最大級のインターネット展示会】					
Alibaba.com に出展し、日本にいながら海外の取引先・代理店を探すことができます

（株）STソーイング

【アパレル等の受託生産を請負】弊社ベトナム工場は稼働から 9 年経過、70 名体制でミシン縫製
まで行い安定した日本製並の品質を確保しています

JESCOエキスパートエージェント
（株）
電気・通信設備工事業界で活躍できるベトナム人高度人材をご紹介します

（株）
ツカモトコーポレーション

【日本語学習アプリケーション・見守り語学アプリ】					
外国人従業員とのコミュニケーションにお困りではありませんか？

（公財）東京都中小企業振興公社 国際事業課

【海外展開を目指す中小企業を強力サポートします】海外展開の戦略・プラン作り、海外販路開拓、
ビジネスマッチング支援、展示会での商談サポート、ASEAN 現地拠点における支援ほか

（株）
ノーパット

【海外物流サービス】小ロットからの海外配送手配（各種クーリエ、航空便・船便）
、海外企業と
の取引開始から輸送、調達、決済までまとめてお任せください

平岩建設（株）

【ベトナムでの建築工事の企画提案・設計・施工・管理 ●工業団地・土地選定のご提案】		
ベトナム国内の工場建設は " 安価で良質施工の " 平岩ベトナムにお任せください

ユニカホールディングス
（株）

【ベトナム・ホーチミン市の日系中小企業専用工業団地『ビーパン・テクノパーク』】		
会社設立をせずにベトナム進出が可能な、マネジメント機能付きレンタル工場です

（株）ADKマーケティング・ソリューションズ

【月額 5000 円から始める中国向け越境 EC 販売サービス】				
ビジネスフェア経由での申込み限定で特別割引キャンペーン実施中

MEC 事業協同組合

【外国人技能実習生・特定技能】						
外国人材を雇用する事で国際貢献を目指し、職場の活性化を図りませんか ?

信金中央金庫

海外業務推進部

【食品、日用品・雑貨の海外セールス商品カタログ（英語）】毎年６月と 12 月に発行。信金中金の職員が貴社に代わり当
カタログを国内外のバイヤーに持込み、掲載商品の紹介を行うことでマッチングの機会を提供します

Dualtap Malaysia Sdn.Bhd

【マレーシア経済特区 :Cyberjaya 地区への日本企業の進出支援】国営企業の CyberView 社と
連携、法人設立～オフィス探し、法人税免税や人材確保などインセンティブ取得をサポート

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO)
【ジェトロのジャパンモール事業を通じて海外の E コマースバイヤーに商品を提案しませんか？】

BDO Unibank, Inc

【フィリピン商業銀行 BDO ジャパンデスク 中小企業・個人部門チーム】
		
フィリピンへの進出支援、ビジネスマッチング、現地の情報を提供します

（株）ベトナム投資開発銀行

【ジャパンデスク 日本人スタッフによるサポート】総資産がベトナム国内最大（約 643 億 USD）の銀行で 2013 年
11 月にジャパンデスクを発足以来、ベトナムへの新規進出、進出済の日系企業をサポートしています

