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朝明精工株式会社ものづくり一筋60年　専用工作機械製造
出展内容 パネル展示

特徴 弊社はお客様のニーズに合ったジャストフィットの工作機械の製造や改造を設計から部品製作、組付、据付、アフターフォローまで
全て自社で請け負います。

http://www.asake.com

ブース
番　号 I-001

アピュアン振動工具なのに振動の少ないエアーハンマー
出展内容 今までは諦めるしかなかったエアーハンマーの振動を確実に抑制

する事に成功したエアーハンマーです

特徴 世界初!ロッボトアームにエアーハンマーを取り付けての作業が可能になりました。今まで誰も作らなかった低振動エアーハンマーで
す。静音対策として単発打ち(ワンショットハンマー)もあります。

http://apuren.com/

ブース
番　号 I-002

有坂弁栓工業自社ブランドのバルブ及びコックを展示
出展内容 油・空圧バルブ及び部品加工のサンプル及びパンフレットを展示し

ます。

特徴 お客様のニーズに合わせて設計～試作(1個～)組立・検査まで自社で行います。多品種少量生産を得意としていますが量産品にも
対応できます。

http://www.arisaka.co.jp

ブース
番　号 I-003

石川金属機工/パナケイア環境に優しい簡易型オゾン水手先除菌洗浄器
出展内容 水道水を世界トップクラスの高効率で直接電気分解してオゾン水を

生成。コンパクトな壁掛け型です

特徴 オゾン水は殺菌作用があると報告されています。薬剤を使用せず、作用後は水と酸素に分解し環境に優しい方法として期待されて
います。水道水を直接電気分解するためコンパクトで手軽な除菌洗浄器です

http://www.isikin.com/

ブース
番　号 I-004

超微細加工の石川精工10ミクロンの穴加工、溝加工
出展内容 超微細加工部品、複雑形状加工部品、鏡面加工部品

特徴 超微細加工・・・10ミクロンの穴加工、溝加工複雑形状加工・・各種機械部品鏡面加工・・・・Ra0.08表面精度

http://www.ishisei.co.jp

ブース
番　号 I-005

弛み止めナットハイパーロック画期的新製品☆弛み止めナット
出展内容 弛み止めナット!ハイパーロック展示世界初!プラスチックナット　ハ

イパーロック展示

特徴 弛み止めナット常識を覆す画期的新製品!シングルナットで弛み止め!簡単取付・繰り返し再使用可能。ハイパーロックのみが出来る
プラスチックナット特許済・機械学会発表済・JQA弛み試験済

http://is-c.biz

ブース
番　号 I-006

伊藤レーシングサービス材料以外は全て内製!!
出展内容 機械加工サンプルと、自社製品の展示・販売

特徴 自動車試作、レースでの使用に耐える精度・強度、また1ケ、2ケ単位の極小多品種、そして短納期、これらを社内で一貫生産するこ
とにより実現しています。

販売あり
http://www.itoracing.co.jp

ブース
番　号 I-007

イトコーゴルフマナー向上に靴付けグリーンフォーク
出展内容 オフィス健康グッズ<ニギニギ>ゴルフ靴付け<グリーンフォーク>ス

テンレス等鋳造品

特徴 鋳物で伝統のある川口に於いてステンレス、耐熱、チタン鋳物を製造。多品種小ロットに対応致します。量産ものは弊社インドネシ
ア工場にて可能。両工場ともISO9001取得済み

販売あり
http://www.itokoh.co.jp//index.php

ブース
番　号 I-008

イナバお客様に最高のご満足を
出展内容 製品サンプルの展示、およびパネル・パンフレットの設置。

特徴 創業以来50有余年、人財を宝とし、最高の技術と最新の設備で「高品質」で「低コスト」の製品を「短納期」でお客様にお届けします。

http://www.inaba-iwe.co.jp

ブース
番　号 I-009

生産ラインに適した搬送機器で効率化サ
ポート

高度なFA技術で生産ラインを効率化

出展内容 オリジナル方向整列装置のデモンストレーション、パネル展示、パ
ンプレット配布

特徴 コンベア、シリンダやセンサに加え、供給装置や集荷集積装置、各種付帯設備などを組み合わせ、お客様のニーズと用途に応じた
搬送設備を検討・設計から製造・設置までトータルにサポートします。

http://www.okamoto-kk.co.jp

ブース
番　号 I-010

切粉の圧縮処理を実演中!工場内の環境改善と金属リサイクルに貢献
出展内容 金属加工において出る切粉をプレスして圧縮・減容しリサイクルす

ることができます

特徴 業界でも指折りのコンパクトボディで設置場所を選ばず、レイアウトも自在に決められます。既存の工作機械のチップコンベアに据
付けすることで作業効率も大幅にアップします。

http://www.keiso-kk.co.jp

ブース
番　号 I-011
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SSC(エスエスシー)お手軽・低コストに非接触温度測定・制御を
出展内容 赤外線カメラを使用した制御ユニット、炭酸ガス濃度計、非接触温

度センサ等のデモを行います。

特徴 サーモパイルアレイセンサを利用した低コストで様々なニーズに応える制御ユニットを開発致しました。廉価な非接触温度センサや
CO2濃度計等の自社開発品を設計から製造・販売まで行っております。

http://www.ssc-inc.jp

ブース
番　号 I-012

かゆい所に手が届くエズカ工業先入れ先出し
出展内容 サンプルコンベアを作動展示しています。

特徴 オーダーメイドで、さまざまなニーズに対応します。

http://www.ezk-i.co.jp

ブース
番　号 I-013

パーツ創りのエキスパートφ65まで・・・
出展内容 あらゆる業界の精密パーツを製造・販売

特徴 当社は、CNC複合自動旋盤機を使った、φ 1～φ 65までの金属複合切削加工品を手掛け、主に冷媒機器や医療機器、光学機器、
楽器など、各種切削加工品を、日本、中国の2カ国で生産。

http://www.okawa-in.co.jp

ブース
番　号 I-014

(株)伊和起ゲージ金属加工一筋52年
出展内容 ボールねじ関連商品の展示

特徴 精密ボールねじ、切削、研削などの金属加工を得意としています。大田区の町工場です、小さいながら小回りを利かせ色々な加工
に挑戦します。

http://www.iwaki-gauge.co.jp

ブース
番　号 I-015

OGN　FACTORYFACTをつくるFACTORY
出展内容 冷間鍛造によるSUS又は鉄系小径パイプ・捩り鍛造によるMg鍛造

品・家庭用段差昇降機の展示

特徴 1.冷間鍛造によるステンレス小径パイプ及び鉄系小径パイプの製法開発 2.ねじり鍛造によるMg材鍛造部品の製法開発 3.軽量で安
全な家庭用段差(階段)昇降機の製品開発

http://www.ogino-net.co.jp/

ブース
番　号 I-016

リチウム電池少量生産のオクト商品の開発設計、評価まで一貫したもの造り
出展内容 会社の業務案内のパネル掲載、リチウムイオン電池の展示。線量

計の展示、販売。

特徴 商品の開発設計、生産、製品評価まで一貫したもの造りの会社です。弊社評価センターはISO/IEC17025に基づく国際MRA対応認
定試験所です。リチウムイオン電池の少量生産にも対応。

販売あり
http://www.octo.co.jp

ブース
番　号 I-017

オノックスエムティーティー工程削減設計提案や微細レーザー加工
出展内容 曲げ加工がないパイプ椅子溶接しない組立構造体・組立式五重塔

微細加工技術

特徴 レーザー加工だけで、パイプの曲げ及び三次元での穴位置精度を実現し、木工品で云う「木組み」を取り入れた溶接レス金属製パ
イプ構造。

http://www.onox.jp

ブース
番　号 I-018

ご苦笑【極小】塗装の折井電装近未来の塗装とは…
出展内容 各色カラー塗装加工品・機能性塗装加工品の展示塗装カラーサン

プル帖の無料配布

特徴 あなたのメガネのネジの大きさの物より、メタリック系・パール調・蛍光色・その他特色、滑る・滑らない、熱を逃がす、汚れが付きにく
いなど、いろいろな塗装ができます

http://www.oriidenso.co.jp

ブース
番　号 I-019

葵筐体非鉄金属の溶接と板金を専門にする会社
出展内容 主にYAG溶接とTIG溶接を使った板金加工品の展示を行います

特徴 ステンレス、アルミを主な材料にして、高精密、高気密、高水密を実現させています。歪、ヤケの無い仕上がり(一部品物)にもご注目
ください。多品目、少量個数から対応します。

http://www.aoi-kt.jp/140106news.html

ブース
番　号 I-020

安全、安心、安定の浅川製作所知識と技術で新しい付加価値に挑戦
出展内容 亜鉛ダイキャスト製、アルミダイキャスト製工業部品デスクトップ、

インテリア等の自社商品

特徴 寸法精度、並びに外観要求の高い製品を御客様ニーズに応え、OEM商品多数製造。自社製品においても常に新たな企画に取り組
み、御客様へ付加価値のある商品ご提供致しております。

http://www.asakawa.co.jp

ブース
番　号 I-021

「短納期+安価」=アジャスト機械加工品とねじ類なら当社へ!
出展内容 様々な業界の機械加工部品とねじ類、マイクロスコープの展示を

行います。

特徴 アルミ・ステンレス等の機械加工ならお任せ下さい。表面処理も一貫して承ります。もちろん他材質も喜んで加工致します。ねじ類も
積極的に販売していますのでお気軽に御相談下さい。

http://www.adjnet.co.jp

ブース
番　号 I-022
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エコメールパックメール便の新提案!高速梱包機械システム
出展内容 エコメールパック&開発支援導入事例のパネル・ビデオ・パンフレッ

ト展示

特徴 『こんな機械が欲しい!!』を実現お悩みやお困りごとや合理化のご相談を下さい。業務改善のビジネス・パートナーとしてINNAMIをご
活用下さい

http://www.innami-factory.co.jp

ブース
番　号 I-023

OGAWA優機製作所老朽建築物外壁の調査診断装置のぼる君
出展内容 1、老朽建築物外壁の調査診断装置のぼる君2、吸着パワーハンド

3、医療用動く実験装置

特徴 老朽建築物外壁での危険作業に活躍できる調査診断装置のぼる君手動吸盤は大気圧の関係で吸盤機能が短時間しか持ちませ
ん。このような悩みを弊社の開発した電動吸盤(吸着パワーハンド)は解決

http://www.ogawa-yuki.com

ブース
番　号 I-024

マッスルスーツ人工筋肉の収縮力を利用した腰補助ロボット
出展内容 マッスルスーツの試着、パームサポーター販売

特徴 外骨格型の装着型動作補助装置、ウェアラブルロボット椎間板圧縮力と持上げ時の腰の力が約1/3に※パームサポーター:手の振
るえる人の書字をサポートする装具

販売あり
http://www.kikuchiseisakusho.co.jp

ブース
番　号 I-025

安心設計屋　サガワ世界初の生体認証指静脈照合式金庫です。
出展内容 生体認証指静脈式の金庫を出展いたします。登録指数100指、履

歴機能等がついた優れものです。

特徴 生体認証で使用者を特定、登録指数100指、履歴機能(履歴数5,000)PCに取り込み可能、警報機能、タイムロック機能が付き、安心
のJIS認証製品です。ご希望によりカスタマイズ致します。

http://www.sagawa-safe.co.jp

ブース
番　号 I-026

静岡プラント超微粉砕であらゆる分野に新たな可能性を。
出展内容 超微粉砕機と新型回収装置。サイクロンミルで粉砕したそば粉で

作る十割そばもお楽しみに。

特徴 超微粉砕機サイクロンミルはワンパスで100μ 以下に粉砕。自社開発の新製品HHサイクロン(=Hemispheric-head cyclone)はPM0.5
まで回収可能。

http://www.shizuoka-plant.com/

ブース
番　号 I-027

トミテック金型製作最短2週間可能です。
出展内容 精密プレス板バネと複合品

特徴 形状提案から精密板バネ部品、複合部品までの組立可能です。速(スピード)・提(提案力)・安(品質の安定と安心)をモットーに速納
体制で対応してます。

http://www.tomitech.co.jp

ブース
番　号 I-028

お客様の”困った”を解決します鍋からNASAまで
出展内容 金属加工(ヘラ絞り、板金)部品

特徴 軸対象製品なら、何でも加工できます。プレス加工で不可能な、複雑形状も一工程で加工できます。機械加工で困難な、薄肉パイ
プ形状の製品が出来ます。試作品の立上りが早い。

http://www.nagase-shibori.co.jp

ブース
番　号 I-029

ノボリ金属部品のトータルサポート
出展内容 各種部品及び会社案内等を設置しております。

特徴 材料手配から製品販売までの(切削・ネジ・曲げ)トータルサポートに対応しております。

http://www.knobori.co.jp

ブース
番　号 I-030

三光産業設計から完成まで
出展内容 板金製品サンプル

特徴 鉄、SUSを初め、アルミ、ZAM、銅帯等難加工材も多数加工実績あり!最新鋭の設備を駆使し、お客様の原価低減に貢献!設計から
完成品(組立、配線等)までお客様の手間をお引受け致します!

http://sanko-sangyo.jp/

ブース
番　号 I-031

マテリアル品質=安心、信用。
出展内容 精密加工部品

特徴 材料販売・精密加工部品・設計・組立をトータルプロデュース。万全のセキュリティー!!WEB(防犯)カメラを52台設置。製品のトレサビ
リティー、モニターからの工場見学を実施。

ブース
番　号 I-032

21世紀の超先端”鍛冶屋”一枚の金属板から無限の価値を創出
出展内容 雑貨(ALL　METAL)

特徴 一枚の金属板から生まれた昆虫。金属の可能性をアピールします。
販売あり

http://www.mutechno.co.jp

ブース
番　号 I-033
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安田製作所お客様のトータルコスト削減を提案
出展内容 金属加工部品・ユニット組立品・樹脂製品等の各種サンプル品。

特徴 設計・精密部品加工・組立まで、短納期で対応できる「提案型企業」です。製品の構想・設計段階から加工技術の提案をさせて頂く
ことで、試作品から量産品まで協力体制を構築することが可能です。

http://yasuda-works.jp

ブース
番　号 I-034

バブルシート自動包装機ダンボール・封筒に替わる新しい包装
出展内容 通販業界・物流代行会社様向けの緩衝材自動包装機“バブルシー

ト包装機”のご紹介を行っています。

特徴 手作業で行っている梱包作業を機械化することで、大幅な作業効率の改善が可能です。コンパクトでキャスター付きのため、レイア
ウト変更も自由に行うことが出来ます。

http://www.daiwa-hi.co.jp/

ブース
番　号 I-035

アルミの超精密サプライズ加工多品種少量の精密微細部品加工が得意です。
出展内容 自社で製作しました医療機器や航空宇宙等に関連した精密で微

細な部品を展示致します。

特徴 当社では、多品種少量のアルミの精密・微細な部品加工を得意としています。今年で創業60年を迎え、長年培った加工技術と提案
力で、お客様のお役に立っています。

http://www.gamasei.co.jp

ブース
番　号 I-036

河政工業株式会社工場の自動化を最新技術で提案します。
出展内容 カメラ検査システムのデモ機です。この技術を応用して、様々な検

査を自動化にいたします。

特徴 検査・組立・加工・搬送など工場の自動化を最新技術で提案します。貴社の工場で、自動化の悩みはありませんか?貴社の工場に
合わせた自動化設備をオーダーメードで提案します。

販売あり
http://kawamasa-industry.co.jp

ブース
番　号 I-037

関東農機グリーンライフをもっと楽しく快適に
出展内容 各種製品のパンフレット配布、パソコン画像によるデモ。並びにパ

ネル展示。

特徴 『農作業をもっと楽しく快適に』　　私たち関東農機は、プロフェッショナルから趣味の家庭菜園まで、日本の畑作農業を小型農機で
応援する農機メーカーです。

http://www.kantonoki.com

ブース
番　号 I-038

北日本製工Sheet Metal +α
出展内容 高精度微細レーザー加工部品と機械カバー等の板金加工品

特徴 0.1ミリ以下の極薄板の微細レーザー加工技術とお客様の希望に応じて1個から提案、設計製作まで対応可能な板金加工技術。

http://metalmania.jp/

ブース
番　号 I-039

協育歯車工業株式会社規格歯車及び、小型精密なギヤBOX
出展内容 規格歯車及び、小型で精密なギヤBOX

特徴 規格歯車及び精密機器のメーカーとして、「何時でも・何処でも・すぐに使える」がコンセプトの約4千種類の規格歯車及び「簡単・便
利・一歩上」がコンセプトのユニット商品で、お客様のニーズに対応

http://www.kggear.co.jp/

ブース
番　号 I-040

フチ折りテープカッター　GREEN-SEA人にやさしい思いやりをテーマの製品
出展内容 フイルムカッター・フチ折りテープカッター・前タブテープカッター

特徴 粘着テープの前や横にはがしやすくするためのつまみ代を作るテープカッターフイルムカッターは薄いフイルムを扱いやすくカット、
作業性を良くします

販売あり
http://www.green-sea.jp

ブース
番　号 I-041

グンダイ(金型製作、鋳造)アルミダイカスト品の金型、鋳造の一貫加工
出展内容 アルミダイカスト製品、金型の見本、弊社の湯流れ解析データの

シュミレーションも実演します。

特徴 アルミダイカスト製品でも、特に耐圧部品の、巣、モレを防ぎます。ダイカスト金型も自社製作しており、ダイカスト製品の鋳造だけで
なく、金型の製作(試作込み)のみも受注します。

販売あり
http://www.gundai.co.jp/index.html

ブース
番　号 I-042

経済産業省補助事業「シーズ発掘事業」
　(コラボ産学官内)

大学や大企業の知的財産をおつなぎします!

出展内容 ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業を運
営するコンソーシアムです。

特徴 大学や大企業と共同で開発した知的財産を中小企業に提供します。橋渡し研究事業につなぎ技術シーズの開発者等から技術支援
を受けながら、信用金庫と連携して製品化と販路開拓等をお手伝いします。

http://www.collabosgk.com

ブース
番　号 I-043

セロライトヒューズ高性能ヒューズの専門メーカー
出展内容 低圧限流ヒューズ・高圧限流ヒューズ

特徴 昭和11年の創立に始まり一貫した高圧・低圧ヒューズの専門メーカーとして特注によるユーザーご希望の特性に添う製品を開発、
又常に新製品の研究に専念・努力し、先端技術に対応しております。

http://www.utsunomiya-el.co.jp

ブース
番　号 I-044
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ケーテーテック超精密加工から組立てまで一貫対応!!
出展内容 各種製品サンプルの展示並びにパンフレットを設置しております。

特徴 当社は切削加工をはじめ表面処理・熱処理・研磨仕上げ、また組立に至る完成品までの一貫生産に対応しております。

http://www.kt-tec.co.jp

ブース
番　号 I-045

晃栄産業振動ふるい機製造、ステンレス加工します
出展内容 佐藤式振動ふるい機や低圧空気対流装置

特徴 当社は販売会社ケイエスリンクスを通じて、佐藤式振動ふるい機やラベルプリンタなどの産業にお手伝いできる機器を販売しており
ます。粉を分けるご用命や乾燥などのご依頼があれば、ぜひ当社ブースへ

http://www.koeisangyo.co.jp/

ブース
番　号 I-046

金属プレス・銘板 ザオー工業オリジナル自社製品の販売をしています。
出展内容 金属プレス部品、オリジナル自社製品(くるるん・ろーと、ぴかぱん

だ、mizuawa)

特徴 本業の経験と技術をシリコン製の組み立て型のロートや、アルミ製で鏡になっている可愛いストラップ、ステンレス製のお洒落なペ
ン、歯ブラシ、ピアススタンドの自社製品に活かしました。

販売あり
http://www.zaoh.com/

ブース
番　号 I-047

サムテック“S-Light”医薬・食品製造の安全・安心を考えます!!
出展内容 医薬品・食品の製造工場の、検品、検査工程用に使われる、目視

検査用高輝度LED光源機器等。　

特徴 均一な光、高照度、光の3原色のRGBを活用した、ベルトコンベヤと、スポットライトです。　光の色の多様性で、今までは、白色光で
しか使用していなかった様々な局面に、新たな反応と作用を提供。

http://www.stainless.t-shinsan.com/clusters_kai

ブース
番　号 I-048

銅合金鋳造の中野合金銅合金素材の遠心鋳造品、連続鋳造品
出展内容 銅合金素材の遠心鋳造品、連続鋳造品、複合材の展示

特徴 銅合金、アルミ合金を遠心鋳造機や連続鋳造機を用いて素材を作ります。NC工作機械で部品加工を行います。一貫生産ですから
短納期、低価格で高品質な製品を供給出来ます。

http://www.nakano-metal.co.jp

ブース
番　号 I-049

HIKARI Co., Ltd日本の技術が世界に羽ばたく光シザース
出展内容 理美容シザース　　　　腱鞘炎シザース　　　板橋製品技術大賞最

優秀賞シザース

特徴 日本刀の蛤刃を熟練した職人が鋭い曲線を鋏に採り入れた究極の技。巧みの技が世界のブランドとして海外のトップスタイリストに
愛用されている手づくりシザースです。

http://www.hikari-scissors.com/

ブース
番　号 I-050

復元.com　　(株)ジーエム高精度3Dスキャンのデモ実演
出展内容 非接触3次元形状測定機(3Dスキャン)の展示ならびに加工サンプ

ル品、3Dプリンタ造形品

特徴 高精度3Dスキャンを使って、データのない部品をスピーディにデータ化し、リバースエンジニアリングで形状修正も可能、そのデータ
からマシニング加工造形まで、一気貫通のサービスを行っています。

http://www.3d-fukugen.com

ブース
番　号 I-051

秋東精工日本のプラモデル製作を支えてきました。
出展内容 当社が手がけたプラモデルの展示。製作までのフローをパネルに

て説明しています。

特徴 当社の高い技術による、高精度のプラモデル

http://www.syuto.jp/

ブース
番　号 I-052

建材・エクステリアの開発・製造ニーズに合わせてオリジナル製品を開発
出展内容 製品サンプルの展示並びにパンフレットを設置しています。

特徴 おかげさまで50周年。屋根ケラバ破風等の板金建材。アルミ手摺ルーバーフェンス等。太陽光パネル架台や自社開発の自転車ラッ
クまで、お客様の多様なニーズにお応えし、多彩な製品を扱っています。

http://www.s-shinmei.co.jp/

ブース
番　号 I-053

精密板金加工(株)スガヌマステン0.01の切断、アルミ0.3の溶接
出展内容 ステンレス0.01ミリの切断加工やアルミの0.3ミリ溶接加工などの弊

社加工技術サンプルの展示

特徴 地元板橋区で50年以上にわたる信頼と実績ステンレス0.01mmの切断やアルミ0.3mmの溶接加工などの薄板加工や、数量・形状に
よっては即日対応するスピード感。1個からでも相談ください

http://www2.odn.ne.jp/suganuma/

ブース
番　号 I-054

盛和工業光触媒で空気をキレイに
出展内容 光触媒セラミックフィルターを搭載した空気浄化装置の展示を行っ

ています。

特徴 特許技術の光触媒セラミックフィルターによって、強いにおいや感染の原因となるウイルス・細菌を強力に除去します。

http://seiwa-inc.com/

ブース
番　号 I-055
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ゼネラルプロダクション(株)作動油・潤滑油用超高精度フィルタ
出展内容 製品サンプルの展示ならびにデモンストレーション

特徴 機械システムの作動油、潤滑油を超高精度濾過するフィルタをご紹介します。エレメントは世界最高基準の濾過効率(β 値2≧2331)
です。積極的な機械システムの故障防止にお役立てください。

http://www.generalproduction.jp

ブース
番　号 I-056

染谷精機株式会社まずは製品サンプルをご覧下さい。
出展内容 各種、製品サンプルの展示　及び　パンフレットの設置

特徴 色々なニーズに答えられるよう日々、努力を続けて居ります。特に絞り型に関しては得意としています。サンプル等をご覧下さい。

ブース
番　号 I-057

チーズマイスター　大生機設生乳10ℓでフレッシュなチーズが作れます
出展内容 生乳10ℓからチーズが作れます。少量多品種生産に!　小型チーズ

製造機「小バットくん」

特徴 「小バットくん」は、チーズ製造の手軽さ・作る楽しさをコンセプトとして開発しました。チーズ製造未経験の方々が手軽にチーズを作
ることができます。

http://www.taiseikisetsu.co.jp/

ブース
番　号 I-058

 天体望遠鏡の高橋製作所宇宙遥か彼方からの一瞬の煌きを記録する
出展内容 天体望遠鏡アルミ鋳造鋳物

特徴 砂型鋳物鋳造から創業し80年以上の歴史を持ち、今日でも鋳造工場を併設する世界でも稀な特色を持つ天体望遠鏡専業製造メー
カーです。海外の天文愛好家や学校、研究施設にも数多く納品実績

http://www.takahashijapan.com

ブース
番　号 I-059

技術の竹内ハガネ-金型材のコンサルタント冷間工具鋼は、竹内ハガネへご相談下さい!
出展内容 プレス金型部品及びセラミックス精密加工品など多数を展示。カタ

ログ技術資料の提供を行ないます。

特徴 創業以来80年超の歴史があり、一貫して高級金型材を需要家へ提供してきました。プレス金型材では国内最大級の在庫量を持ち、
加工も含めて短納期で対応しています。

http://www.takenet.co.jp

ブース
番　号 I-060

司工業株式会社アイデアを形に出来た装置!
出展内容 自動ネジ供給装置を展示しております。

特徴 自社設計製作により、アイデアを活かした仕事をしております。

http://www1.ocn.ne.jp/~tsukasa/index.htm

ブース
番　号 I-061

ツボサン株式会社ヤスリの事なら、何でもご相談下さい!
出展内容 ヤスリに関する事なら何でもご相談下さい。

特徴 業界初の目詰まりしないヤスリ『ブライト900』や、業務用からホビー用まで多種多様に取り揃えております。
販売あり

http://tsubosan.co.jp

ブース
番　号 I-062

天龍エアロコンポーネント表面処理工場の現物を模擬した立体模型
出展内容 表面処理工場と設備(表面処理、塗装、浸透探傷検査装置、排水

処理)の立体模型と説明パネル。

特徴 表面処理、塗装、浸透探傷検査装置は全自動、薬品槽は局排装置により、集塵機を通して、無害で排出、熱源はボイラーとヒート
ポンプを併用し、CO2の削減、ランニングコストの削減を図っている。

ブース
番　号 I-063

歯車屋さんです歯車とタイミングプーリーを製作してます
出展内容 歯車とタイミングプーリーの展示、歯車とタイミングプーリーを使っ

た動態模型を展示します。

特徴 小規模ながら歯車とタイミングプーリーを粗材より完成品まで加工できる設備を有し、また表面処理まで加工して納入できる利便性
を強調して新規顧客の確保につなげたいと考えています。

http://www.tokyo-g.co.jp

ブース
番　号 I-064

東洋測器超小型ロードセル・アンプ内蔵6分力計
出展内容 超小型ロードセル・アンプ内蔵6分力計・デジタル指示計等各種計

量・計測機器を展示致します。

特徴 各種ロードセルやアンプ内蔵6分力計等の1品物を低価格・短納期で対応致します。計量・計測の事なら何でもお気軽にご相談くだ
さい。

http://www.toyo-sokki.co.jp/

ブース
番　号 I-065

東洋フローラダブルセキュリティー (NFC×生体)
出展内容 一つの操作盤での宅配ボックスと集合郵便受けの出展。

特徴 宅配ボックスと集合郵便受けは荷物の取出し操作は別々であった。同一設置場所であるのに別々の操作は不便、同一のID (NFC,
生体)により配達物を受け取れます。　

http://www.toyo-flora.co.jp/

ブース
番　号 I-066
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高効率型照明器具自社設計の最新型LED照明器具
出展内容 LED光源を主体とした最新型の照明器具を展示します。全て自社

設計で1台のご注文でも承ります。

特徴 弊社は照明器具全般の設計・製作・販売会社で、取り付け現場に合わせた器具の設計から試作、量産までとお客様のありとあらゆ
るニーズにお応えできる企業です。

http://www.towa-shomei.jp

ブース
番　号 I-067

避難はしご　QQラダー国家検定合格
出展内容 避難はしご・伸縮ロフトはしごの展示、パンフレットを設置していま

す。

特徴 左右に揺れたり、前後に反り返ること無く、子供やお年寄りでも安全迅速に降りられる画期的な避難はしごです。

http://www.super-ladder.co.jp/

ブース
番　号 I-068

長島鋳物高品質、短納期、低コストを目指して。
出展内容 会社案内やパネル、パンフレットを設置しています。

特徴 丸物を得意とし、各種機械用部品や油圧機器用部品を小ロットでも対応しております。

http://www.nagashima-imono.co.jp

ブース
番　号 I-069

無人・無動力遮水システム&サバイバルギ
ア

浸水を「無人・無動力」で防ぎます

出展内容 ・「シグゲート」模型・パネル、パンフレット、動画・サバイバルロープ
の犬具他、展示販売

特徴 ・無人・無動力で浸水を遮断。遠隔監視・操作「シグロイド」等オプション品で各種要望に対応。・パラシュートコード使用の首輪や
リード、人用商品を編み込みで長さを確保。首輪や手首に常備。

販売あり
http://swc.bz

ブース
番　号 I-070

プロの厨房機器ならレマコム冷凍ストッカー/ 真空包装機で鮮度を保存
出展内容 冷凍& 真空保存でコストカット!さらに ネット通販で新たな販路とし

て活用出来ます。

特徴 サイズ、機能を多種多様に取り揃えた冷凍ストッカー。多くのホテル、飲食店でご利用頂いております。さらに長期保存を可能にした
真空包装機は、単なる保存に留まらず、ネット通販に最適と大人気です

販売あり
http://www.remacom.com

ブース
番　号 I-072

フィルム包装機・搬送周辺機器包装に関することならご相談ください。
出展内容 ストアラッパー(HP-40F&BT-380)

特徴 コンパクトサイズでお手軽にシュリンク包装ができます。

http://www.hanagata.co.jp

ブース
番　号 I-075

葉山工業(有)高い技術力が強みです。
出展内容 精密部品

特徴 短納期・高品質の製品作りを強みとし高い技術力であらゆるモノをカタチにいたします。

http://hayama-kogyo.biz/

ブース
番　号 I-076

PMPクリンチングファスナー、締結部品
出展内容 各種製品サンプルの展示並びにパンフレットの設置をしています。

特徴 板金にプレス機で圧入して締結するため、強度も高く見た目がきれいに仕上がる特徴をもつクリンチングファスナーをベースとして、
様々なニーズに柔軟に対応致します。

http://www.j-pmp.com

ブース
番　号 I-077

排水処理装置の専門メーカー環境を守ります
出展内容 脱水機及びスクリーンを始めとする水処理機器の紹介

特徴 弊社キャリースクリーンは可動スクリーン板により、常に目詰まりが有りませんMS型スクリュー脱水機は洗浄水が不要で大幅な節
水となります、他多彩な水処理装置をご紹介いたします

http://www.fujishibakikou.com

ブース
番　号 I-078

フジジョイフル工業信頼できる製品づくりとサービスのご提供
出展内容 各種製品サンプルの展示ならびにパンフレットを設置しています。

特徴 複雑な組立てや強度、耐久性が必要な製品をOEMで生産冷間圧造、NC旋盤加工、プレス加工等、さまざまな加工が可能ネジ1本
から加工、鍍金、組立、梱包までトータルコストを低減

http://www.fjk-tokyo.co.jp/

ブース
番　号 I-079

マキノ製缶環境に優しく防湿、密封性に優れた保存缶
出展内容 保存容器の各種製品並びにパンフレットを設置します。

特徴 高い防湿性と環境問題に対応し多種多様なニーズに柔軟にお応え致します。マキノ製缶の保存缶は防湿性・密封性に優れており
ます。繰返し使えて環境にも優しい保存缶を製造・販売

販売あり
http://www.can-makino.co.jp/

ブース
番　号 I-080
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増田鉄工所員数管理装置、スプレー缶撹拌機
出展内容 カウントマイスター、シェイクマイスター、金型革命5ダウン、金型

ドック

特徴 員数管理装置「カウントマイスター」は自動車部品の樹脂クリップ等を設定数量、確実にスピーディに払い出す装置です。スプレー
缶撹拌機「シェイクマイスター」はスプレー缶を温め撹拌する装置です。

http://www.masutetu.co.jp

ブース
番　号 I-081

微細加工の松浦製作所金属削り出しによる微細加工品展示
出展内容 金属加工品、精密部品、微細加工品

特徴 新製品や研究開発用の試作部品、小ロット部品など、難易度の高い微細加工に挑戦し、日々技術向上、品質向上に努めておりま
す。

ブース
番　号 I-082

株式会社　松岡カッター製作所切削工具のパイオニア
出展内容 自社製造の切削工具・冶工具の展示

特徴 木工から鉄・樹脂・食品用までの刃物を設計から製造まで行っております。自社開発した商品から特殊仕様の特注品までお客様の
要望にお応えいたします。

http://matsuoka-cutter.jp

ブース
番　号 I-083

マツバラ金網/MK　Design Mesh精度、トレーサビリティに自信あり!
出展内容 織金網、デミスター、焼結金網、ウェッジワイヤー、コンベアーネッ

ト、デザインメッシュ

特徴 80年の経験と素材や織の知識、素材メーカーや研究機関とのコラボレーションで新商品の開発力が自慢。・塩素に強い金網・磁性
を有し、耐食性にも優れた金網・極細線金網の微細レーザー切断

http://wire-mesh.co.jp

ブース
番　号 I-084

マルト長谷川工作所創業90年の伝統と技が光る逸品
出展内容 ペンチ・ニッパー等作業工具、ニッパー型爪切り、グルーミングキッ

トの展示・販売

特徴 社内で一貫生産している純日本製。弊社オリジナルの鋼を使用、徹底した品質管理と数々のGマークを受賞した製品は機能・品質
はもちろん、形も美しく優雅に仕上がっています。是非お確かめ下さい。

販売あり
http://www.keiba-tool.com

ブース
番　号 I-085

三田商会日本の「ものづくり」と「環境改善」に貢献
出展内容 3Dプリンター及びロボシリンダーの展示。

特徴 世界中のものづくりにおいて活躍中の3Dプリンターと高い性能と利便性・経済性を備えお客様のニーズに応えるロボシリンダーを展
示。

http://www.mitas.co.jp

ブース
番　号 I-086

コワタコーポレーション緊急災害時やイベントにも大活躍の煮炊き釜
出展内容 災害時や地域イベントに大活躍する煮炊き釜が4機種と、機械工

作品のパネル展示

特徴 緊急災害時や地域イベントに大活躍する煮炊き釜が4機種、80食から250食まで調理ができて、分割でコンパクト収納できます。ま
た、金属鋼材を機械工作し加工品を製作できます。

販売あり

ブース
番　号 I-087

基板修理で機械を蘇生!!電気のお医者さん・基板修理で機械を蘇生!
出展内容 ご安心ください!メーカー保証切れの工作機械など私たちが基板修

理で機械を蘇生させます。

特徴 私たちラヴォックスは《不良解析力》《半田技術力》《部品調達力》で国内唯一無二の実績を誇ります。今日この日を通過点とし、10
年後、更には未来をはるかに見据え、これからも挑み続けます。

http://loveox.co.jp

ブース
番　号 I-088

レーザーマークレーザーラベルの
出展内容 tesaレーザーラベルの展示レーザーマーキング加工サンプルの展

示

特徴 ・多品種少量生産など様々なニーズに対応します・tesa加工代理店として印字レーザーラベルの販売、レーザーラベル小ロット販売
をしています

ブース
番　号 I-089

日本エンジニアリングプラスチック機械加工精度、溶接技術をみてもらいたい。
出展内容 合成樹脂の機械加工品、接着、溶接品の展示。世界初の締結部

品テーパータックの挿入実演を行う。

特徴 マシニングセンタでの合成樹脂加工品の精度および、接着、溶接品の実例品を見てもらい、合成樹脂の加工品を今後、いろいろな
装置部品として使用してもらえるようアピールします。

http://www.e-jep.co.jp

ブース
番　号 I-090

若園精機株式会社～鉄を削り続けて半世紀～切削が強みです
出展内容 5軸加工機ハームレを使った試作部品の紹介とファロー非接触デ

ジタルスキャンの実演を行います

特徴 ドイツ製の5軸加工機ハームレで自動車部品向けの試作部品を、無垢の状態のアルミ材から総削出しで切削し作り上げます。ファ
ローを使いダイカスト金型のメンテナンスにも力を入れています。

http://www.wakazono.jp

ブース
番　号 I-091
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東京中小企業家同友会マッチングプラザ様々な新商品・新サービスとマッチング!
出展内容 一部の会員企業の特徴ある商品・サービスを展示しています。

特徴 特徴あるユニークな商品・サービスを保有している中小企業家が集まった団体です。それらをお探しの方へ会員企業をご紹介いた
します。お気軽にご相談ください。

http://www.tokyo.doyu.jp/

ブース
番　号 I-092


