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出展者リスト 
〈国内出展者/50音順〉  

社名 

ア 

株式会社 IHI 
  ifm efector 株式会社 

アイコクアルファ株式会社 

アイジーエヴァース株式会社 

株式会社アイゼン 

愛知産業株式会社 

IDEC 株式会社 

株式会社アカツキ製作所 

株式会社赤松電機製作所 

秋山精鋼株式会社 

アクア化学株式会社 

アクアシステム株式会社 

アクセレント ジャパン株式会社 

アコージャパン株式会社 

アサ電子工業株式会社 

株式会社浅沼技研 

株式会社アサヒ工具製作所 

旭商工株式会社 

株式会社旭商工社 

旭ダイヤモンド工業株式会社 

株式会社アステック 

アズビル TACO 株式会社 

足立総業株式会社 

アッサブジャパン株式会社 

厚地鉄工株式会社 

アップフィールド合同会社 

株式会社アヅマネジ 

株式会社アドコールファーイースト 

株式会社アビコ技術研究所 

株式会社アマダ 

アメテック株式会社 

株式会社アヤボ 

株式会社アライドマテリアル 

有限会社アリューズ 

アルゴット株式会社 

アルゴファイルジャパン株式会社 

アルファーミラージュ株式会社 

ALPHA LASER JAPAN 株式会社 

株式会社アルプスツール 

阿波スピンドル株式会社 

ANCA Machine Tools Japan 株式会社 

安藤株式会社 

イ 

イースタン技研株式会社 

株式会社イーティーエィコンポーネンツ 

イグス株式会社 

育良精機株式会社 

株式会社池貝 

イスカルジャパン株式会社 

株式会社 IZUSHI 

株式会社イズミコーポレーション 

和泉産業株式会社 

株式会社 ITACA JAPAN 

株式会社イチグチ 

株式会社イチネンケミカルズ 

株式会社伊藤精密製作所 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

伊藤忠マシンテクノス株式会社 

株式会社イノフィス 

株式会社茨城製砥 

株式会社イマオコーポレーション 

株式会社イマハシ製作所 

イルジンジャパン株式会社 

株式会社イワシタ 

株式会社イワタツール 

磐田刃物株式会社 

株式会社岩間工業所 

岩本工業株式会社 

株式会社インコム 

インターナショナルダイヤモンド株式会社 

株式会社インテグラ技術研究所 

株式会社インプラス 

社名 

株式会社インプローブ 

ウ 

ウィリー株式会社 

株式会社ウインテック 

ヴェロソフトウェア株式会社 

宇治電化学工業株式会社 

株式会社宇都宮製作所 

エ 

AeroGo 株式会社 

ASK 株式会社 

株式会社栄工舎 

永興電機工業株式会社 

株式会社 Ai ソリューションズ 

AFC ジャパン株式会社 

エクストリーム株式会社 

エクソン・モービルジャパン合同会社 

株式会社エグロ 

エコーテック株式会社 

株式会社エスアンドエフ 

SMC 株式会社 

エスエムダブリューオートブロック株式会社 

株式会社エス・ティ・シー 

株式会社エステーリンク 

株式会社 SPI エンジニアリング 

株式会社 SBC 

エス.ラボ株式会社 

一般社団法人 Edgecross コンソーシアム 

株式会社 Any Design 

エヌ・エス・エス株式会社 

NOK 株式会社 

NK ワークス株式会社 

NTN 株式会社 

エヌティーツール株式会社 

ENEOS 株式会社 

榎本ビーエー株式会社 

エバオン株式会社 

エバ工業株式会社 

株式会社エビデント 

FA・ロボットシステムインテグレータ協会 

株式会社エフエスケー 

FNS 株式会社 

エフ・ピー・ツール株式会社 

エムーゲ・フランケン株式会社 

株式会社エムエーツール 

株式会社 MST コーポレーション 

株式会社 MCK 

エリコンジャパン株式会社 

株式会社エレニックス 

株式会社エロワ日本 

エンシュウ株式会社 

オ 

オイヒナー株式会社 

オーエスジー株式会社 

株式会社オーエム製作所 

オークマ株式会社 

OKK 株式会社 

大阪製罐株式会社 

大阪府 ものづくり B2B ネットワーク 

オーセンテック株式会社 

株式会社オーツカ光学 

オートデスク株式会社 

大鳥機工株式会社 

大野精工株式会社 

株式会社大菱計器製作所 

オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 

大峰工業株式会社 

株式会社大宮マシナリー 

オーム電機株式会社 

岡崎精工株式会社 

株式会社小笠原プレシジョンラボラトリー 

株式会社オカスギ 

株式会社岡本工作機械製作所 

岡本商店株式会社 
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社名 

株式会社尾崎製作所 

オヂヤセイキ株式会社 

株式会社オプトン 

ORiN 協議会 

株式会社オンワード技研 

カ 

カールツァイス株式会社 

株式会社科学計器研究所 

株式会社カシフジ 

カトウ工機株式会社 

株式会社金型新聞社 

カナレ電気株式会社 

カネックス刃物工業株式会社 

カネテック株式会社 

兼房株式会社 

株式会社兼松 KGK 

株式会社カブク 

カブト工業株式会社 

加茂精工株式会社 

株式会社唐津プレシジョン 

川崎重工業株式会社 

株式会社カワタテック 

川田鉄工株式会社 

株式会社川本製作所 

菅機械産業株式会社 

株式会社管機産業新聞社 

株式会社神崎高級工機製作所 

関東精機株式会社 

関東物産株式会社 

ガンロ精機株式会社 

キ 

株式会社キーエンス 

喜一工具株式会社 

キステム株式会社 

キソー株式会社 

北井産業株式会社 

株式会社北岡鉄工所 

株式会社北川鉄工所 

キタムラ機械株式会社 

株式会社北村製作所 

株式会社キャプテンインダストリーズ 

キャムタス株式会社 

株式会社九州工具製作所 

協育歯車工業株式会社 

協栄電機株式会社 

京セラ株式会社 

株式会社京二 

株式会社共立合金製作所 

共立精機株式会社 

協和精工株式会社 

協和石油ルブリカンツ株式会社 

株式会社キラ・コーポレーション 

株式会社紀和マシナリー 

近常精機株式会社 

ク 

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 

グーリングジャパン株式会社 

クール・テック株式会社 

株式会社国盛化学 

倉敷機械株式会社 

グラボテック株式会社 

グリーソンアジア株式会社 

グリーンツール株式会社 

株式会社グリーンプラス 

株式会社クリエイトエンジニアリング 

グルンドフォスポンプ株式会社 

株式会社クレステック 

クレトイシ株式会社 

株式会社クロイツ 

株式会社グローバルダイヤモンド 

株式会社グローバル・パーツ 

株式会社 GLORY 

黒田精工株式会社 

株式会社群協製作所 

社名 

ケ 

KF カーバイドジャパン株式会社 

京滋興産株式会社 

株式会社ケーメックス・オートメーション 

ケナメタルジャパン株式会社 

KEBA Japan 株式会社 

株式会社ケミック 

ケルヒャー ジャパン株式会社 

株式会社研削研磨 

コ 

コアーテック株式会社 

株式会社神戸製鋼所 

光洋機械工業株式会社 

株式会社向洋技研 

広和エムテック株式会社 

宏和工業株式会社 

株式会社ゴーショー 

COYO 株式会社 

株式会社小坂研究所 

株式会社コスメック 

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 

コニテク株式会社 

株式会社小林ダイヤ 

小林鉄工株式会社 

小原歯車工業株式会社 

株式会社駒谷ゲージ 

コマツ NTC 株式会社 

株式会社 Cominix 

コムネット株式会社 

株式会社小森安全機研究所 

株式会社コンドウ 

株式会社近藤製作所 

サ 

SATECH 株式会社 

株式会社サイダ・UMS 

斉藤光学株式会社 

株式会社サイトウ製作所 

株式会社桜井製作所 

株式会社サワイリエンジニアリング 

サンアロイ工業株式会社 

サンエール株式会社 

三旺株式会社 

三起精工株式会社 

産機テクノス株式会社 

株式会社三共製作所 

株式会社三桂製作所 

サンゲン株式会社 

株式会社サンコー 

サンゴバン株式会社 

株式会社サンシン 

サンフレックス株式会社 

三宝精機工業株式会社 

株式会社三洋製作所 

山陽マシン株式会社 

株式会社三輪鉱油 

三和商工株式会社 

株式会社三和製作所 

三和テクノ株式会社 

三和ロボティクス株式会社 

シ 

株式会社 C＆G システムズ 

株式会社シーイーシー 

GF マシニングソリューションズ株式会社 

CKD 株式会社 

株式会社シーケービー 

シージーケー株式会社 

株式会社 CGTech 

株式会社 CJV インターナショナル 

株式会社ジーネット 

SEAVAC 株式会社 

シーフォース株式会社 

株式会社ジーベックテクノロジー 

シーメンス株式会社 
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社名 

CY カーバイドジャパン株式会社 

株式会社ジェイテクト 

JSK 刃物株式会社 

ジェービーエムエンジニアリング株式会社 

GENIO Solutions 株式会社 

株式会社シギヤ精機製作所 

シグマ電子工業株式会社 

株式会社静岡鐵工所 

シチズンマシナリー株式会社 

信濃機販株式会社 

SYNOVA JAPAN 株式会社 

芝浦機械株式会社 

澁谷工業株式会社 

株式会社嶋田鉄工所 

CIMSOURCE Japan 株式会社 

JUKI オートメーションシステムズ株式会社 

シュメアザール株式会社 

シュンク・ジャパン株式会社 

SHODA 株式会社 

城北化学工業株式会社 

株式会社松楽産業 

株式会社正和 

昭和電機株式会社 

聖和精機株式会社 

株式会社シルバーロイ 

進桜電機株式会社 

株式会社進興製作所 

株式会社真誠 

新日本工機株式会社 

新明和工業株式会社 

神和商事株式会社 

ス 

スガツネ工業株式会社 

株式会社菅沼砥石製作所 

株式会社スギノマシン 

スター精密株式会社 

ステイト工業株式会社 

株式会社スピーディーターゲットグループ 

スペイシャル 

住友重機械ファインテック株式会社 

住友電気工業株式会社 

スリーアールソリューション株式会社 

セ 

セイコーインスツル株式会社 

西部商工株式会社 

西部電機株式会社 

株式会社西部ハイテック 

株式会社セイロアジアネット 

株式会社セイロジャパン 

清和鉄工株式会社 

株式会社ゼネテック 

CemeCon 株式会社 

株式会社 CERATIZIT Japan 

ゼロフォー株式会社 

先生精機株式会社 

ソ 

創信日本株式会社 

双龍産業株式会社 

双和化成株式会社 

株式会社測範社 

株式会社ソディック 

有限会社曽根田工業 

株式会社ソノテック 

株式会社ソフィックス 

ソフトキューブ株式会社 

ソマックス株式会社 

株式会社ソルトン 

タ 

第一産業株式会社 

株式会社第一測範製作所 

株式会社大河出版 

ダイキン工業株式会社 

ダイジェット工業株式会社 

大昭和精機株式会社 

社名 

大生工業株式会社 

大同興業株式会社 

ダイナミックツール株式会社 

大日金属工業株式会社 

ダイヤテスト・ジャパン株式会社 

タイユ株式会社 

株式会社太陽工機 

大陽工機株式会社 

大洋ツール株式会社 

大和化成工業株式会社 

高蔵工業株式会社 

高島産業株式会社 

株式会社タカハシキカイ 

髙橋刃物工業株式会社 

高松機械工業株式会社 

株式会社社滝澤鉄工所 

タクテックス株式会社 

株式会社田倉工具製作所 

竹内精工株式会社 

株式会社武田機械 

タックス株式会社 

有限会社辰野目立加工所 

株式会社タテノ 

田中インポートグループ株式会社 

株式会社谷テック 

株式会社田野井製作所 

株式会社タンガロイ 

チ 

株式会社チップトン 

中央精機株式会社 

株式会社中京 

中部クリーン株式会社 

一般社団法人中部部品加工協会 

千代田通商株式会社 

ツ 

ツールドインターナショナル株式会社 

ZOLLER Japan 株式会社 

ツカハラ エンジニアリング 

株式会社ツガミ 

筑波エンジニアリング株式会社 

津田駒工業株式会社 

津根精機株式会社 

株式会社ツバキ・ナカシマ 

椿本メイフラン株式会社 

テ 

TACC 株式会社 

ディー・エフ・エム株式会社 

DMG 森精機株式会社 

株式会社 TMW 

DTR 株式会社 

TPR 大阪精密機械株式会社 

TSK 株式会社 

THK 株式会社 

株式会社テイケン 

帝国チャック株式会社 

株式会社データ・デザイン 

テグテックジャパン株式会社 

株式会社テクニスコ 

株式会社テクノア 

テクノコート株式会社 

テクノダイナミックス株式会社 

株式会社テクノ二十一グループ 

株式会社テクロック 

株式会社テック・ヤスダ 

有限会社デュブリン・ジャパン・リミテッド 

テラスレーザー株式会社 

テラル株式会社 

天龍製鋸株式会社 

ト 

株式会社東京エンジニアリング 

東京オートマック株式会社 

株式会社東京精機工作所 

株式会社東京精密 

東京精密発條株式会社 
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社名 

東京タッピングマシン株式会社 

東京彫刻工業株式会社 

株式会社東京テクニカル 

株式会社東京パーツセンター 

株式会社東鋼 

株式会社東振テクニカル 

株式会社東陽 

株式会社東陽 

株式会社東洋機械製作所 

東洋研磨材工業株式会社 

株式会社東洋硬化 

東洋スクリーン工業株式会社 

東洋精機工業株式会社 

株式会社東陽テクニカ 

ドゥリマイテック株式会社 

トーヨーエイテック株式会社 

TOWA 株式会社 

株式会社戸田精機 

株式会社トミタ 

豊田バンモップス株式会社 

トライオプティクス・ジャパン株式会社 

トランザーフィルター日本株式会社 

株式会社トリオエンジニアリング 

トリプルアール株式会社 

株式会社トルネックス 

トルンプ株式会社 

ナ 

株式会社ナーゲル・アオバプレシジョン 

株式会社ナイルズ・マシン 

長島精工株式会社 

仲精機株式会社 

株式会社ナガセインテグレックス 

株式会社ナカニシ 

中日本炉工業株式会社 

株式会社長浜製作所 

中原化成品工業株式会社 

株式会社中村製作所 

中村留精密工業株式会社 

株式会社ナチツールエンジニアリング 

ナトコ株式会社 

株式会社ナベヤ 

鍋屋バイテック会社 

株式会社ナベル 

株式会社ナンゴー 

ニ 

新潟精機株式会社 

株式会社ニイガタマシンテクノ 

新潟理研測範株式会社 

株式会社ニートレックス 

株式会社ニクニ 

株式会社ニコン 

西島株式会社 

株式会社ニチアロイ 

株式会社日刊工業新聞社 

日機株式会社 

株式会社日研工作所 

ニッコーテクノ株式会社 

日章機械株式会社 

株式会社日進機械製作所 

日進工具株式会社 

日進ゴム株式会社 

株式会社日進製作所 

株式会社ニッセイ 

ニッタ株式会社 

日東工器株式会社 

日東工業株式会社 

日東商事株式会社 

日藤ポリゴン株式会社 

日本アイ・ティ・エフ株式会社 

日本シュネーベルガー株式会社 

日本精工株式会社 

日本ダイヤモンド株式会社 

日本タングステン株式会社 

日本特殊陶業株式会社 

社名 

日本トムソン株式会社 

日本ベアリング株式会社 

株式会社日本アルシス 

日本ヴィジョン・エンジニアリング株式会社 

日本ウォルフラム株式会社 

日本エスケイエフ株式会社 

日本エンギス株式会社 

日本オイルポンプ株式会社 

日本オートマチックマシン株式会社 

日本キスラー合同会社 

日本金鷺硬質合金株式会社 

株式会社日本クラビス 

日本クリンゲルンベルグ株式会社 

日本ゲージ株式会社 

株式会社日本光器製作所 

日本工業出版株式会社 

日本コーティングセンター株式会社 

日本ジッパーチュービング株式会社 

日本ジャバラ株式会社 

日本スピードショア株式会社 

日本精機株式会社 

日本精密機械工作株式会社 

日本ツクリダス株式会社 

日本電産マシンツール株式会社 

日本特殊合金株式会社 

株式会社日本ピスコ 

株式会社日本放電技術 

日本メカケミカル株式会社 

株式会社日本レーザー 

株式会社ニュースダイジェスト社 

株式会社ニューストロング 

ニューレジストン株式会社 

ヌ 

布目電機株式会社 

ネ 

株式会社ネオフレックス 

ノ 

株式会社ノア 

ノガ・ウォーターズ株式会社 

株式会社ノトアロイ 

株式会社野村製作所 

野村 DS 株式会社 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 

ハ 

ハーティング株式会社 

ハイウィン株式会社 

パイオニア貿易株式会社 

株式会社パイオニアマシンツール 

バイストロニックジャパン株式会社 

株式会社ハイタック 

株式会社ハイダック 

ハイデンハイン株式会社 

ハイマージャパン株式会社 

株式会社ハイロックス 

ハインブッフ・ジャパン株式会社 

HAWE ジャパン株式会社 

株式会社白山機工 

株式会社橋本クロス 

株式会社橋本テクニカル工業 

パスカル株式会社 

株式会社長谷川機械製作所 

パナソニック FS エンジニアリング株式会社 

浜井産業株式会社 

株式会社パル 

パルステック工業株式会社 

バンドー化学株式会社 

ヒ 

株式会社ビーアンドケイ 

ピーアンドシー株式会社 

株式会社ビーシーテック 

ビーピー・ジャパン株式会社 

ビーム株式会社 

株式会社菱小 

株式会社ビック・ツール 
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社名 

枚岡合金工具株式会社 

株式会社広築 

フ 

株式会社ファーステック 

株式会社ファースト技研 

株式会社フアクト 

ファゴール・オートメーション・ジャパン株式会社 

ファナック株式会社 

株式会社ファブエース 

ファロージャパン株式会社 

physical photon 株式会社 

フォルマー・ジャパン株式会社 

福田交易株式会社 

株式会社 FUJI 

株式会社富士機工 

株式会社不二機販 

富士元工業株式会社 

藤工業株式会社 

株式会社不二越 

フジ産業株式会社 

富士精工株式会社 

富士製砥株式会社 

冨士ダイス株式会社 

藤田商事株式会社 

フジツール株式会社 

富士電子工業株式会社 

フジ BC 技研株式会社 

富士ホーニング工業株式会社 

藤本油化株式会社 

二村機器株式会社 

フナソー株式会社 

株式会社プライオリティ 

ブラザー工業株式会社 

ブラザー・スイスルーブ・ジャパン株式会社 

株式会社プラスコーポレーション 

株式会社フリーベアコーポレーション 

株式会社ブルー・スターR＆D 

ブルーム-ノボテスト株式会社 

ブルカージャパン株式会社 

古川精機株式会社 

ブレス株式会社 

株式会社フロージャパン 

株式会社ブロードリーフ 

株式会社ブンリ 

ヘ 

株式会社平安コーポレーション 

平和テクニカ株式会社 

ヘキサゴン・メトロジー株式会社 

ベクトリックス株式会社 

ベクトル株式会社 

ベッコフオートメーション株式会社 

株式会社ベッセル 

株式会社ペトロプラン 

PEM Japan 株式会社 

ヘラマンタイトン株式会社 

ホ 

豊和工業株式会社 

ホーコス株式会社 

株式会社ホリテック 

ポリテックジャパン株式会社 

ボリュームグラフィックス株式会社 

本多プラス株式会社 

株式会社本間製作所 

マ 

マーポス株式会社 

マール・ジャパン株式会社 

株式会社マイスター 

株式会社マイツール長野 

株式会社前田シェルサービス 

牧野フライス精機株式会社 

株式会社牧野フライス製作所 

株式会社マクニカ 

株式会社マグネスケール 

マコー株式会社 

社名 

株式会社マザーツール 

株式会社マシンソル 

株式会社松浦機械製作所 

株式会社松岡カッター製作所 

株式会社松田精機 

マツモト機械株式会社 

松本機械工業株式会社 

丸一切削工具株式会社 

株式会社丸栄機械製作所 

株式会社マルカ 

丸紅情報システムズ株式会社 

マンヨーツール株式会社 

ミ 

三木プーリ株式会社 

ミクロン精密株式会社 

株式会社ミズホ 

三鷹光器株式会社 

株式会社ミチヒラ 

三井研削砥石株式会社 

有限会社三井刻印 

三井精機工業株式会社 

株式会社三井ハイテック 

株式会社ミツトヨ 

株式会社光畑製作所 

三菱商事テクノス株式会社 

三菱電機株式会社 

三菱マテリアル株式会社 

三星工業株式会社 

有限会社三矢工業 

ミニター株式会社 

三乗工業株式会社 

宮川工業株式会社 

ミロク機械株式会社 

ム 

株式会社ムラキ 

村田機械株式会社 

メ 

株式会社メクトロン 

株式会社メトロール 

株式会社メトロテック 

株式会社目名製作所 

モ 

株式会社モトユキ 

株式会社ものづくりレビュー 

モバック株式会社 

モリマシナリー株式会社 

株式会社 MOLDINO 

ヤ 

安田工業株式会社 

柳瀬株式会社 

矢野金属株式会社 

山口産業株式会社 

株式会社山崎技研 

ヤマザキマザック株式会社 

株式会社山善 

山田マシンツール株式会社 

株式会社山本科学工具研究社 

株式会社彌満和製作所 

ユ 

友光測範株式会社 

株式会社ユーコー・コーポレーション 

株式会社ユーロテクノ 

ユキワ精工株式会社 

ユシロ化学工業株式会社 

ユナイテッド グラインディング グループ 

ユニオンツール株式会社 

ユニテック・ジャパン株式会社 

ユニパルス株式会社 

ユニマグテック株式会社 

ヨ 

株式会社ヨコハマシステムズ 

株式会社横浜ネプロス 

吉川鐵工株式会社 

ヨシカワメイプル株式会社 
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淀川電機製作所 

米沢工機株式会社 

ラ 

ライコムシステムズ株式会社 

ライスハウァー株式会社 

株式会社ライノス 

RATTUNDE 株式会社 

株式会社ラピュタインターナショナル 

リ 

株式会社リード 

株式会社 LeadX 

株式会社理研計器奈良製作所 

理研精機株式会社 

リタール株式会社 

リックス株式会社 

リューベ株式会社 

菱高精機株式会社 

ル 

ルビシルジャパン株式会社 

レ 

有限会社鈴峰 

レーザ技術サービス株式会社 

レゴフィックスジャパン株式会社 

株式会社レヂトン 

レニショー株式会社 

ロ 

ロームヘルド・ハルダー株式会社 

ローレルバンクマシン株式会社 

碌々産業株式会社 

ワ 

YKT 株式会社 

YG-1 ジャパン株式会社 

株式会社和井田製作所 

株式会社 YTK 

ワゴジャパン株式会社 

渡辺精密工業株式会社 

 

 

社名 

A 

AUSTEK Ltd. 

B 

Beijing Gang Yan Diamond Products Company 

BEISIT ELECTRIC TECH (HANGZHOU) CO., LTD 

BESCO SUPERABRASIVES CO LTD 

C 

CARMEX PRECISION TOOLS LTD. 

CHN-TOP SCI & TECH CO.,LTD 

D 

detron Machine Co., Ltd. 

DYC CO., LTD. 

E 

e+a Elektromaschinen und Antriebe AG 

F 

Fladder Danmark A/S 

G 

GEMtool Co., LTD. 

German Tech Precision Manufacturing Co., Ltd 

Green Hills Software LLC 

H 

HANSUNG GT Co.,Ltd 

HG TECHNOLOGY CO., LTD. 

HONSBERG METALLSAEGEN GMBH 

HORN, Paul Horn GmbH 

HOSEA PRECISION CO., LTD. 

HSG Laser Co., LTD. 

HTT Tiefbohrtechnik GmbH 

Hunan Boyun-Dongfang Powder Metallurgy Co.,Ltd 

  

  

社名 

I 

INCOS INC 

INDSPHINX PRECISION LTD (Unit- B) 

Innovalia Metrology 

ISBE GmbH 

J 

JETON R/D & MFG. INC 

JIACHEN PRECISION CO., LTD. 

Jinan Bodor CNC Machine Co.,Ltd. 

JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD. 

JIUH-YEH PRECISION MACHINERY CO.,LTD. 

K 

K.H.Brinkmann GmbH & Co KG, Brinkmann Pumps 

KEYARROW(TAIWAN)CO., LTD. 

KING SHANG YUAN MACHINERY CO., LTD 

L 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH 

LNS Management SA 

LUOYANG RUNBAO SUPER ABRASIVES CO ,LTD. 

M 

M.T.S.r.l. 

Mair Research.S.p.A. 

Matrix Precision Co., Ltd. 

Mikropor 

ModuleWorks GmbH 

N 

Numalliance 

O 

Otennlux Lighting Technology Co., Ltd. 

P 

PALMARY MACHINERY CO LTD 

PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD 

PARV METAL PROCESSING CO 

PB Swiss Tools 

R 

REGG INSPECTION SRL 

RI HSIUNG PRECISION TECH. CO., LTD 

RPS Co.,LTD 

S 

SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD 

SF Diamond Co., Ltd. 

Shandong Shanneng Precision Machniery Co., Ltd 

SOCO Machinery Co.,Ltd. 

STARTOOL CO.,LTD. 

T 

Taiwan External Trade Development Council 

Tebis AG 

TECH WAY ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 

TnC SHARK CO., LTD 

U 

UNOMIC 

V 

Vargus Ltd. 

VDW-Forschungsinstitut e.V. 

VEKTEK LLC 

W 

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG 

WIDIN Co., Ltd. 

WIKUS-Sägenfabrik, Wilh. H. Kullmann GmbH & Co KG 

Wintech Automation. Co. Ltd,. 

WinTool AG 

Wuxi Jianhe CNC Co.,Ltd. 

X 

XIAMEN GOLDEN EGRET SPECIAL ALLOY CO.,LTD 

Y 

Yeu Lian Electronic Co.,Ltd 

Z 

Zhengzhou diamond precision manufacturing Co.,Ltd. 

 

〈海外出展者/アルファベット順〉 
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社名 

ア 

愛知産業株式会社 

APPLE TREE 株式会社 

アメテック株式会社 

イ 

株式会社石井表記 

株式会社岩間工業所 

エ 

株式会社エイチ・ティー・エル 

ATEN ジャパン株式会社 

株式会社エスケーファイン 

エス.ラボ株式会社 

株式会社 NTT データ ザムテクノロジーズ 

LPW テクノロジージャパン株式会社 

カ 

Carbon 

金沢大学 設計製造技術研究所 

株式会社兼松 KGK 

キ 

株式会社キーエンス 

株式会社久宝金属製作所 

ク 

一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム 

サ 

株式会社桜井製作所 

シ 

株式会社 C＆G システムズ 

株式会社シーケービー 

シーフォース株式会社 

ジェービーエムエンジニアリング株式会社 

芝浦機械株式会社 

新東 V セラックス株式会社 

ス 

株式会社スリーディー・システムズ・ジャパン 

株式会社 3D Printing Corporation 

ソ 

株式会社ソディック 

SOLIZE 株式会社 

ソリッドワークス・ジャパン株式会社 

タ 

大陽日酸株式会社 

ダッソー・システムズ株式会社 

テ 

DMG 森精機株式会社 

ティーケーエンジニアリング株式会社 

株式会社データ・デザイン 

株式会社テクノソリューションズ 

ト 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

株式会社 DOHO 

東洋アルミニウム株式会社 

ニ 

日本特殊陶業株式会社 

日本 3D プリンター株式会社 

日本電産マシンツール株式会社 

日本電子株式会社 

ノ 

ノガ・ウォーターズ株式会社 

ヒ 

BMF Japan 株式会社 

フ 

株式会社ファソテック 

株式会社不二製作所 

ホ 

ホッティーポリマー株式会社 

社名 

マ 

株式会社松浦機械製作所 

ミ 

三菱商事テクノス株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社ミマキエンジニアリング 

ム 

株式会社村谷機械製作所 

 

 

 

社名 

Switzerland Innovation 
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