


大阪会場出展者一覧 (2017年9月22日現在）
※会場の全体 図は、 10月下旬以降にWebサイト

(http://www.shin-monodukuri-shin・service.jp)で公開の予定です。

I 砂づくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会

来場者登録（大阪会場） 「中小企業新ものづくり・新サービス展」 ※:~: 雷誓品芯5持ちください。

農彙

有限会社KOMA丁SUGARDEN DESIGN(香川県）

株式会社早和果梱園（和歌山県）

林婁

企業組合山人（長野県）

鉱震J景石●、砂利裸厩●

株式会社京星（大阪府）

総合工事纂

株式会社Tコ・24(福島県）

株式会社尾鍋組（三重県）

有限会社川竹庭園（高知漿）

構造物設計株式会社（大阪府）

株式会社コジョウテックス（大阪府）

株式会社三吾工務店（愛知県）

北隔建設株式会社（長野票）

朧別工事纂（殴備工事禦を隙く）

株式会社アイ・レック（栃木県）

株式会社金廊光輝園（兵塵県）

株式会社川上板金工業所（香川県）

翔飛工業株式会社（兵庫県）

有限会社ステップアップ（栃木県）

株式会社西日本グリーンメンテナンス（広島県）

浜田瓦店（富山県）

設偏工事票

株式会社有我工業所（北海追｝

株式会社関西工事（兵庫県）

株式会社ユタカ電子製作所（岐阜県）

貪品製遍●

アサヒ醸造株式会社（福岡県）

株式会社石垣の塩（沖縄県）

有限会社石田製餡所（愛媛県）

有限会社大蔵閲（静岡県）

有限会社柏屋製l℃ン所（滋賀県）

株式会社知太屋キッチン（大阪府）

株式会社キッチンヘルプ（広息県）

有限会社紀の国食品（和歌山県）

九鬼産業株式会社（三重県）

国岡製通株式会社（北海道）

栗林食産株式会社（兵底県）

協同組合群馬炊飯センター（群馬県）

株式会社神戸珈琲（兵屈票）

甲陽クミカル株式会社（鳥取県）

越つかの洒造株式会社（新潟県）

小島食品製造株式会社（愛知県）

株式会社GMC(奈良県）

鈴木海苔株式会社（千葉県）

須田産業株式会社（静岡県）

株式会社スナッツフーズ（滋賀県）

株式会社スナハラ（島根喋）

株式会社たにぐち（和歌山県）

有限会社豊島蒲鉾（福岡県）

中埜酒造株式会社（愛知県）

株式会社博多の味本舗（福岡県）

株式会社濱らんつ（長野県）

株式会社丸昇物産（沖縄県）

株式会社三輪そうめん小西（奈良漂）

明和株式会社（兵宣県）

有限会社麺彩工房ふる里（和歌山県）

株式会社森ハ大名閣（福井県）

有限会社倭麺工房（徳島県）

株式会社わらく堂（北海消）

飲科•たばこ•飼料製造業

コトブキ薬粧株式会社（大阪府）

山陰クボタ水道用材株式会社（島根票）

株式会社TED(宮山県）

能勢酒造株式会社（大阪府）

纏繕T壽

旭紡組株式会社（大阪府）

株式会社イワタ（滋賀県）

株式会社NAテック（滋賀県）

株式会社エンブロイド・タナカ（京都府）

カジナイロン株式会社（石川県）

こるどん株式会社（静岡県）

昌和莫大小株式会社（奈良県）

太陽ニット株式会社（奈良票）

株式会社ダイワホーサン（奈良県）

有限会社タシロコーポレーション（島根県）

南海合繊株式会社（和歌山県）

ニチドー株式会社（岡山県）

船橋株式会社（愛知県）

plus81有限会社（東京都）

有限会社マボ（岐阜県）

丸繊株式会社（広島隈）

株式会社ミツノブ（福岡隈）

横田タオル株式会社（愛媛県）

株式会社-シダ（熊本県）

レオニス株式会社（大阪府）

木•木製品麒造纂（蒙鳳を読く）

鹿島木材株式会社（静岡漿）

共和成産株式会社（静岡県）

株式会社ジェンテックス（北海道）

有限会社世占林業(:==軍県）

株式会社丹宇（京都府）

株式会社野村隆哉研究所（滋賀県）

こットコンポジット株式会社（長野県）

有限会社ヒノキオ工芸（大阪府）

藤島林産株式会社（秋田県）

株式会社堀木工所（大飯府）

松原産茶株式会社（北海道）

株式会社木栄（兵窟県）

株式会社八木（岐阜県）

家具•装偏昌製造業

株式会社小笠原製作所（大阪府）

株式会社小林木エ（兵庫県）

東只プラインド工業株式会社（福巴県）

日本特殊畳株式会社／タバタ株式会社（大阪府）

パルプ•紙•紙潤Tliil製遍纂

アドコート株式会社＠都府）

イトマン株式会社@'媛県）

有限会社岩谷容器（奈良県）

株式会社SPアソートセンター（大阪府）

株式会社片山抜型製作所（新潟票）

有限会社加藤紙器製作所（東京都）

カネパッケージ株式会社（埼玉県）

関西紙工株式会社（大阪府）

株式会社共生社（兵犀凛）

京都美術化工株式会社（京都府）

株式会社熊田洋紙店（大阪府）

株式会社クリンペット・ジャパン（愛媛県）

黒部紙業株式会社（富山県）

京阪紙工株式会社（大阪府）

山陽紙器株式会社（大阪府）

三和紙工業株式会社（大阪府）

大洋紙業株式会社（兵塵県）

向E3葵設計（東京都）

豊榮印刷株式会社けこ阪府）

株式会社マーク（大阪府）

丸一興業株式会社（兵靡県）

株式会社森川紙器製作所（大阪府）

やまと印刷株式会社（愛媛隈）

印刷•同関遭鑽

アサヒテック株式会社（愛知県）

株式会社MAW(大阪府）

株式会社オークマエ塗（大阪府）

木戸紙業株式会社（奈良県）

有限会社クイックデリバリー（沖縄隈）

株式会社研文社（兵庫県）

株式会社コーワ（愛媛県）

株式会社サニー・シーリング（宮崎県）

三景印刷株式会社（京都府）

株式会社シンカ・コミュニケーションズ（大阪府）

株式会社セイホウ（大阪府）

株式会社SO-KEN(大阪府）

大昭和印刷紙業株式会社（大阪府）

タグソリューション株式会社（広島隈）

タマヤ株式会社（京都府）

株式会社デジタルポプリ（大阪府）

株式会社テックメイト（大阪府）

株式会社東京技術協会（東京都）

東和印刷株式会社（大阪府）

トキワ印刷株式会社（大阪府）

ニチダイ株式会社（大阪府）

P・O・Pカンパニー株式会社（岡山県）

藤原製本株式会社（京都府）

株式会社北星社（兵庫県）

三鷹製版株式会社（愛知隈）

有限会社ミルキーエンターテインメント（沖縄県）

株式会社ムープ（京都府）

化学工彙

株式会社アースクリエイト（大阪府）

大阪油脂工業株式会社（兵店県）

シャープ化学工業株式会社（大阪府）

籠野コルク工業株式会社（兵庫県）

株式会社ナノウTイヴ（愛知票）

日陶顔料工業株式会社（三咀隈）

株式会社服部商店（京都府）

美容薬理株式会社（福岡県）

フタバ化学株式会社(;I::阪府）

株式会社プラネッツ（愛知県）

株式会社北陸濾化（福井景）

リグナイト株式会社（大阪府）

石油製品•石炭製品製造叢

有限会社淡路（兵庫県）

株式会社ケミック（大阪府）

中京化成工業株式会社（愛知隈）

プラスチック製品製造纂（別掲を除く）

株式会社アイシン産業（広島県）

株式会社朝日化成（福両県）

株式会社アヌシ（兵磨県）

有限会社出雲樹脂（島根県）

大淀化成工業株式会社（三里県）

金山化成株式会社（愛知県）

河本化成工莫株式会社（大阪府）

株式会社協立化工茶（大阪府）

株式会社国盛化学（愛知県）

株式会社クロスエフェクト（京都府）

ケイズモデル（大阪府）

株式会社サイプラ（富山県）

株式会社澤井製作所（広島県）

株式会社シテイプラスチック（広島嗅）

株式会社清水製作所（山梨屎）

成和樹脂工業株式会社（奈良凛）

大和化学工業株式会社（奈良県）

株式会社大和化学工業所（和歌山果）

多摩岡産業株式会社（東京都）

株式会社ティエムエフ（愛知県）

束栄管機株式会社（岐阜県）

豊田化工株式会社（長野県）

株式会社扁越樹脂工業（愛知票）

日本真空包装機械株式会社（大阪府）

パックスター株式会社（大阪府）

原馬化成株式会社（滋賀県）

東山化工株式会社（大阪府）

有限会社不動プラスチックス製作所（大阪府）

株式会社北陸エンジニアプラスチック（富山喋）

株式会社細川製作所（大阪府）

ホリアキ株式会社（香川県）

ミツギロン工業株式会社（大阪府）

有限会社モリサキ工芸（愛知県）

吉沢工業株式会社（富山県）

株式会社ラヤマパック（菜京都）

六和化成工業所（大阪府）

株式会社ワイメックス（大阪府）

有限会社和晃プラスチック（滋黄県）

渡辺化成株式会社（岡山県）

ゴム襲Iii製遍鎮

タカヤマ株式会社（兵庇県）

土谷ゴム化成株式会社（千葉県）

なめし葦•同製品•毛皮製遣震

株式会社シャミオール~京都）

有限会社nap(岡山県）

株式会社＝ッピ機械（兵塵喋）

麟•土石製品製造霙 ― 

穴多製陶株式会社（愛知県）

株式会社岡田シェル製作所（兵庫県）

黒田商事株式会社（愛知県）

コドモエナジー株式会社（大阪府）

永塚工業株式会社（大阪府）

西村陶業株式会社（京都府）

フラワー企画有限会社（滋賀県）

銀

有限会社山崎鋳造（静岡県）

非●製遍●

株式会社アムキャン（大阪府）

イーコット株式会社（京都府）

大阪電気工業株式会社（奈良県）

サカエ金届工業株式会社（大阪府）

サンエスダイカスト株式会社（大阪府）

株式会社双立（大阪府）

株式会社高田製作所（富山県）

立山工業株式会社（大阪府）

株式会社ティグ水口（滋黄県）

株式会社中日製作所（大阪府）

株式会社E3本スペリア社（大阪府）

有限会社日向キャスティング（宮崎県）

株式会社ミテック（福井票）

ヤマウチマテックス・エンジニアリング株式会社（福井県）

金属製品製遍●

株式会社アーバンマテリアルズ（兵岸県）

青山シャフト工業株式会社（大叛府）

株式会社秋田製作所（大阪府）

旭プレス工業株式会社（大阪府）

株式会社アライ（愛知隈）

飯田金属工業株式会社（大阪府）

株式会社池田製機工業所（大阪府）

株式会社池田熱処理工業（北海追）

石川技研工業株式会社（石川県）

有限会社イシダ製作所（京都府）

植平工業株式会社（奈良喋）

株式会社ウシオ（大阪府）

株式会社ウチヌキ（福島県）

株式会社内野精エ（東京都）

株式会社栄工製作所（徳昆県）

株式会社エクストエンジニア（福島県）

エヌ・エス・エス株式会社（新潟県）

株式会社エム・エム・エス（兵庫票）

応原工業株式会社（広毘県）

オーエム機器株式会社（岡山県）

株式会社大北製作所（大阪府）

株式会社オガタ・エスメック（栃木県）

岡谷熱処理工業株式会社（長野県）

有限会社カービーミシマ（大阪府）

株式会社河南精密（大阪府）

株式会社カネタ（大販府）

木田精工株式会社（大阪府）

株式会社鬼頭精器製作所（愛知県）

株式会社衣JII製作所（京都府）

株式会社キラックス（愛知県）

株式会社クリーン精光（京都府）

株式会社小出ロール鐵工所（千葉県）

コムラ産業株式会社（大阪府）

株式会社坂製作所（京都府）

桜井鉄工株式会社（和歌山県）

株式会社佐藤医科器械製作所（滋賀票）

佐渡精密株式会社（新潟県）

サワダ精密株式会社（兵庫県）

株式会社三栄金属製作所（大阪府）

山陽株式会社（大阪府）

山陽鉄工株式会社（岡山県）

昭利蛭金居工業株式会社（大阪府）

有限会社シリウス（広島県）

株式会社シルバーロイ販売（大阪府）

株式会社伸和鉄工所（奈良県）

株式会社水登社（兵庫県）

鈴木工業株式会社（岐阜県）

スリーナイン島野株式会社（大阪府）

株式会社ソーデナガノ（畏野県）

第一工業株式会社（静岡県）

有限会社太悦鉄工（静岡県）

株式会社タイガー製作所（大阪府）

株式会社大幸精機（大阪府）

株式会社大進精機（兵庫照）

タイム株式会社（広島県）

太陽パーツ株式会社（大阪府）

太陽機械工業株式会社（京都府）

株式会社タケヤテック（大阪府）

チトセ工業株式会社（大阪府）

株式会社千代田T業所（大阪府）

常国鉄丁株式会社（大阪府）

株式会社テクノタイヨー（大阪府）

株式会社テクノライジング（大阪府）

東伸商事株式会社／株式会社テクモ（和歌山県）

株式会社豊里金属工業（大阪府）

株式会社中村製作所（三重県）

株式会社ナンゴー（京都府）

株式会社日伸磁工（兵鹿照）

E3本メッシュ工業株式会社（奈良県）

能勢鋼材株式会社（滋賀隈）

長谷川金網株式会社（大阪府）

有限会社早川鉄工所（三重県）

株式会社ヒーテック（宮崎環）

光精工株式会社（大阪府）

株式会社樋口製作所（岐阜県）

株式会社ひびき精機（山口県）

平井精密工業株式会社（大阪府）

HILLTOP株式会社（京都府）

株式会社廣瀬スプリング製作所（大阪府）

藤川金閥工業株式会社（大阪府）

布施精密発條株式会社（大阪府）

扶桑精工株式会社（神奈川県）

二九精密機械工業株式会社（京都府）

株式会社平安製作所（滋袈県）

逼莱精工株式会社（兵塵隈）

北陸ケーティシーツール株式会社（石川県）

株式会社北海鉄工所（大阪府）

株式会社前田精密製作所（兵岸県）

株式会社マツオ備i児島県）

有限会社松見精I(群馬県）

松村錆機株式会社（神奈川漿）

株式会社丸十（兵庫県）

ミナミ化工産業株式会社（長1奇県）

村上精機株式会社（大阪府）

室本鉄工株式会社（大阪府）

名租工業株式会社（愛知票）

MOLE'S ACT(長野県）

株式会社弥生金属（大阪府）

株式会社ラスコジャパン（兵南隈）

理宝株式会社（愛知県）

有限会社ワールドファスナー（大阪府）

株式会社渡辺製作所（岐阜県）

はん用鑽械罷具製遣纂

株式会社アクア（京都府）

株式会社エフ・アイ・ティ（岐阜県）

裔洋竜機株式会社（三重県）

三栄機械株式会社（北海道）

サンニクス株式会社（長野熙）

CO2システムズ株式会社（神奈川凛）

助川鉄工株式会社（愛知県）

スペースシステムズ株式会社（愛知県）

大一精機株式会社（三重県）

湯川子冠株式会社（長崎県）

生産用懺械器異製造業

株式会社アイトロニクス（兵廓県）

アイメックス株式会社（埼玉県）

株式会社浅野歯車製作所(-Iii根県）

エフピ—・ツール株式会社（京都府）

株式会社オーテックエレクトロニクス（山梨県）

株式会社オプトン（愛知県）

カプト工業株式会社（兵底県）

キムラシール株式会社（兵塵県）

京葉ベンド株式会社（千葉県）

ケーズメタル株式会社（宣山県）

株式会社ケーデーイー（大阪府）

江洋圧接株式会社（愛知県）

株式会社シグマ（富山県）

株式会社システムサポート（大阪府）

株式会社シンセラ（広島県）

株式会社水貝製作所（三重県）

株式会社大成工作所（大阪府）

タイムオートマシン株式会社（岐阜県）

株式会社タカトリ（奈良県）

高取開発株式会社（愛知県）

株式会社霞子制御国際（東京都）

株式会社TODA(広島県）

株式会社中原製作所（岡山県）

日商精密光学株式会社（埼玉票）

日藤ポリゴン株式会社（兵醇県）

株式会社藤田工業（大阪府）

株式会社プラステコ（大阪府）

株式会社プラズマ総合研究所（愛知県）

マックエンジニアリング株式会社（岡山隈）

株式会社松澤製作所（愛知県）

有限会社ミクロコスモス（東京都）

株式会社ミスズ（長野県）

株式会社三幸（宮山県）

株式会社ユタニ（奈良県）

株式会社竜製作所（愛知県）

婁霧用機械翡具製造纂

アル］株式会社（三軍県）

株式会社E・テック（兵庫県）

株式会社エルフォテック（愛知県）

上根精機工業株式会社（愛知漂）

大紀産業株式会社（岡山県）

株式会社Toshin(山梨県）

日本度器株式会社（大阪府）

株式会社ハーメックス（京都府）

株式会社Itリティ・イノベーションズ（京都府）

株式会社ハルバート（大阪府）

富士テクノ工業株式会社（大阪府）

電子薔Iii!,•デバイス•電子閂胴帽畜●

株式会社イーエスピー企画（岐阜県）

伊原零子工業株式会社（愛知県）

株式会社オガ霜子（栃木県）

株式会社クリエイティブ・デザイン（兵庫県）

江東電気株式会社（埼宝県）

株式会社サーモグラフィティクス（大阪府）

株式会社ザイキュープ（神奈川県）

株式会社サムス（愛知県）

サルーステック株式会社（神奈川県）

サンエー霞機株式会社（京都府）

株式会社サンテック（京都府）

大研化学工業株式会社（大阪府）

大和エレテック株式会社（奈良隈）

株式会社ちの技研（長野県）

株式会社ティアンドティ（神奈川県）

株式会社電子技術工房（大阪府）

株式会社束和技研（京都府）

ナルテック株式会社（静岡県）

株式会社日誠イーティーシー（長野漂）

バイオシグナル株式会社（大阪府）

n上
n
廿
＞

1 . あなたのご職業について、あてはまるものに1つずつ図を付けてください。

●業種

□農林水産・鉱 業

□ 電気電子機器

□食品・医薬•化粧品

□商社

□不動産

□会計・法律・コンサル業

□医療介護•福祉

□旅行

口無證

●職稚

□経営者・役員

□ 情報処理

□経理•財務

D技術研究開発

口購買資材•物流

□ 専門職（会計）

□ 専門職（その他

□無懺

□建設

□機械

□ その他製造業

□卸売•小売り等商業

□ IT関連

口 放送・出版・広告等マスコミ

口飲食・宿泊

口 公務員・準公務員

口 その他（

□ 経営企画

□総務人事

□ 広報宣伝

口設計

口 専 門 職 （ 医療）

□ 専門職（法 律）

） 

□ その他(

ピエゾパーツ株式会社（東京都）

不＝精工株式会社（大阪府）

株式会社プレミアムグラス（兵庫県）

合同会社プロモベオ（東京都）

株式会社Ring(大阪府）

和光零研株式会社（大阪府）

電気・械器舅霰達纂

有限会社アークコーポレーション（和歌山県）

株式会社l&L(大阪府）

アイレス電子上業株式会社（和歌山県）

旭産業株式会社（愛知県）

旭電器工業株式会社（竺重県）

株式会社飯田照明（京都府）

英弘精機株式会社（東京都）

株式会社エース・E&L(神奈JI県）

株式会社オザワエナックス（埼玉県）

株式会社近畿レントゲン工業社（京都府）

株式会社-栂コンシス（東京都）

-晃精概株式会社（奈良県）

株式会社サンレイ（東京都）

志幸技研丁業株式会社（東京都）

神港テクノス株式会社（大阪府）

スペック株式会社（東京都）

株式会社タイチク（兵喧県）

株式会社タイヨーアクリス（京都府）

株式会社竹中霞機（愛知県）

株式会社テクノ・ハシモト（奈良県）

株式会社電子技販（大阪府）

束洋咆機株式会社（愛知県）

株式会社ドリーム産業（和歌山県）

有限会社トリピオックスラボラトリーズ（京都府）

株式会社ナガオシステム（神奈川県）

長田電携株式会社（大阪府）

阪和電子工業株式会社（和歌LI.J県）

株式会社光製作所（大阪府）

株式会社藤井精密回転機製作所（大阪府）

藤井電機工業株式会社（束京都）

株式会社富±電工（京都府）

株式会社マイセック（愛知県）

水□電装株式会社（山口県）

茂原産業株式会社（千葉県）

ユーアイニクス株式会社（大阪府）

吉村メディカル福祉株式会社（大阪府）

情輻通唇懺械闘具製遠纂

ガラポン株式会社（乗京都）

株式会社みどり工学研究所（北海道）

輸送用鑽鍼器具製遍叢

株式会社秋山製作所（埼玉県）

株式会社井上模型製作所（大阪府）

株式会社ウインプルヤマグチ（兵堕県）

エイチ・ピー・アイ（東京都）

大塚産業マテリアル株式会社（滋賀県）

株式会社オグチ（福岡隈）

株式会社共成（大阪府）

有限会社サンエス（愛知喋）

株式会社榛葉鉄工所（静岡票）

株式会社タキオン（愛知県）

株式会社タムラ（愛知県）

株式会社津田製作所（広島県）

トーシンテック株式会社（愛知県）

□ 自動車•輸送機器

□ 素材

□ エネルギー（電気・ガス・水道含む）

□金融・証券保険

□運輸

□ 教育関連

□ 人 材 サ ー ピ ス

D学生

） 

ロ マーケティング

□ 法 務 ・知的財産

□ 営業・販売

D製造•生産・検査

D専門職（建築•土木）
□ 専門職（教 育）

□学生

） 

株式会社ひげ丁房（大阪府）

株式会社竺星（大阪府）

その他の製造集

株式会社アイ・シイ・エス（栃木県）

株式会社アクティス（徳島県）

株式会社アルファ技研（兵歴環）

株式会社Andeco(大阪府）

株式会社池永セメント工業所（大分県）

石井産業株式会社（滋賀環）

株式会社イデア（兵庫県）

株式会社エーディーディー（京都府）

株式会社エス・アイ・シー(_==重県）

株式会社エフシーシー（奈良県）

株式会社エムダイヤ（富山漂）

大阪ライティング株式会社伏阪府）

株式会社尾崎製作所（千葉県）

カラヤン株式会社（愛知県）

株式会社絆工房（兵店県）

切り文字屋オッケイ（新潟県）

クツワ了業株式会社（奈良県）

気高電機株式会社（鳥取喋）

有限会社彩美社（岐阜県）

山陽物産株式会社（愛媛県）

株式会社C&Vテクニクス（束京都）

株式会社シーメイダ（京都府）

Jトップ株式会社0こ阪府）

株式会社ジェムインターナショナル（奈良県）

重澤製吾店（岐阜票）

嶋田プレシジョン株式会社（京都府）

株式会社SCREENラミナテック（奈良県）

株式会社スミタ（石川県）

正和雫二株式会社（北海道）

株式会社双英理研（兵庫県）

有限会社相互製作所（兵庫県）

第一商事株式会社（大阪府）

株式会社大王製作所（東京都）

大成薬品工業株式会社（香川漿）

タカラベルモント株式会社（大阪府）

中央粗機株式会社（福島県）

坪井碧工房株式会社（福岡喋）

株式会社ティ・ディ・シー（宮城県）

テクナード株式会社（岐阜環）

栗信科学株式会社（兵園県）

東洋レヂン株式会社（静岡票）

常磐粗二株式会社（大阪府）

株式会社ナガオカ（大阪府）

野宮産業株式会社（大阪府）

ハイキス株式会社（滋賀票）

有限会社ヒDミ・アート（京都府）

有限会社ファームファクトリー（静岡県）

富士工機株式会社（愛知県）

プランドゥシ一•メディカル株式会社（大阪府）
株式会社PRODIA(群馬県）

兵神機械工業株式会社（兵厖県）

Penta-C株式会社（東京都）

株式会社マキシンコー（三重県）

有限会社松本商店（兵庫県）

有限会社三井刻印（束尿都）

株式会社ミフジ（東京都）

株式会社MEDIA-JACK研究所（東京都）

株式会社吉村（静岡県）

株式会社レスカ（東京都）

YSテック株式会社（大阪府）

遍

Kenpal株式会社（束京都）

2. ご 来 場 の 目 的 に つ い て 、 あ ては まるものすぺてに 宮 を 付 け て く だ さ い。

□ 新しい情 報 を得るため

D講 演 （セ ミ ナ ー）やイペ ン トに参 加 す る た め

D取 引先へ訪問するため

□ 商 談のため

名刺貼付欄名刺をお持ちでない方は、以下をご記入ください。

お名前

E-mail 

※お預かりした借人情報については、今後「中小企業新ものづくリ 新サービス展」に関連する ' 

ご案内にのみ利用し、紐心の注意を払って管理いたします。

し—------------------------------------------->

ご所属先（会社名など）

部署

役職

ご住所 -
T
 

TEL FAX 

---------------------------------------------<キリトリ＞ ー―-----------------------------------------------

紋

エフエム高松コミュニティ放送株式会社（呑川屎）

情サービス震

株式会社WaveTechnology(兵庫県）

エコマス株式会社（山D県）

SHコンサルティング株式会社（東京都）

株式会社エンライズコーポレーション（東京都）

株式会社オンネット・システムズ（東京都）

株式会社ガリレオ（長野県）

株式会社クリエイターズネクスト（東京都）

株式会社コミュニケーション・テクノロジー（京都府）

株式会社セイロジャパン（埼玉県）

株式会社セカンドセレクション（大阪府）

ソートウェア株式会社（愛知県）

株式会社ソフィックス（神奈川県）

ダックケープル株式会社広島票）

株式会社ナインデザイン（熊本県）

株式会社ナスピア（大阪府）

株式会社ナユタ（滋賀隈）

株式会社パーナードソフト（北海道）

バンテック株式会社（京都府）

株式会社フォノグラム（広島県）

フジキンソプト株式会社（大阪府）

株式会社プレイン（兵庫県）

株式会社モリサワ（大阪府）

株式会社ユカアンドアルファ（東京都）

株式会社ラッキーソフト（神奈川県）

株式会社ワイズ・ラプ（大阪府）

和丘株式会社（東京都）

ワム・システム・デザイン株式会社（大阪府）

インターネット附随サービス婁

アーティサン株式会社（東京都）

株式会社アイ・スリー（埼玉県）

株式会社アルメディア（愛知喋）

神戸電気工業株式会社（兵庫県）

コミュニティキュレーション（静岡県）

シスメッ日朱式会社（福岡県）

セールスワン株式会社（東京都）

株式会社ヒューマンウェア（東京都）

株式会社「ocusWEB(埼玉県）

株式会社ライフパートナー（東京都）

映•言声•又字胃輻制作婁

中国システム機器株式会社（広島県）

運輸に附糟するサーピス鑽

株式会社長岡計器（新潟県）

名糧國品鱈売業

金森産業株式会社（富山県）

トップ産業株式会社（大阪府）

有限会社中村植物園（熊本票）

株式会社FUKUDA(京都府）

株式会社フロムハート(/.ij知県）

織縫•衣服等卸売禦

香JIIシームレス株式会社（香川県）

飲食料品卸売業

食品開発株式会社（大阪府）

株式会社高柳製茶（静岡票）

株式会社TAJIMA(兵厘喋）

纏築材料、鉱物•金属材料等卸売震

アークハリマ株式会社（兵庫環）

アオショー株式会社（兵庫県）

株式会社万代（大阪府）

深汀特殊鋼株式会社（広島県）

北陸総業株式会社（石川県）

懺繊器員f1J売鑽

イシダ事務機株式会社（長野凛）

株式会社ジッタ（愛媛県）

その他の卸売業

株式会社本田洋行（愛媛県）

各糧闘品小売霞

ジェムス・エンデニアリング株式会社（東京都）

飲貪科品小売禦

まからずやストアー（岡山県）

その他の小売業

有限会社藤井ピアノサーピス（鹿児島県）

学術•開発研究・闘

株式会社足柄製作所（神奈川県）

専門サービス纂（他に分鶏されないもの）

特許業務法人ウィルフォート日際特許事務所（東京都）

エイグDーブ株式会社（静岡県）

株式会社第ーコンサルタンツ（高知票）

株式会社ライカアート（愛知県）

技術サービス震（他に分躙されないもの）

株式会社アイペック（冨山県）

株式会社ウィズソル（広島嗅）

株式会社ニムアールサポート（京都府）

株式会社Cutting-Art(大阪府）

株式会社カナン・ジオリサーチ（愛媛県）

株式会社九検（佐賀県）

興南設計株式会社（岡山県）

CSGコンサルタント株式会社（三重県）

株式会社セルミック（滋賀~)

日本動物特殊診断株式会社（北海道）

株式会社モールデック（岐阜県）

株式会社レイテック（東京都）

飲食店

株式会社キサラエフアールカンパニーズ（岐中隈）

洗濯•遷容•美轡•浴蝙業

ROCAReTA for hair(京都府）

その他の諏胃学習:/z:置鑽

株式会社コードタクト（神奈川県）

株式会社SUDACHI(宮山県）

株式会社BEXA(東京都）

社会保霞•社会福祉•介讀事業

株式会社辰馬コーポレーション（京都府）

フェスティーナレンテ株式会社（東京都）

調稟囀娼題纂

大坪GSI株式会社（福岡県）

株式会社ヒカリワールド（奈良県）

藤野興業株式会社（大阪府）

懺械等修理雲（別掲を除く）

株式会社リンク（大阪府）

その他の事鑽サービス●

日本ウイントン株式会社（束京都）

その他のサービス禦

アイクオーク株式会社（福岡県）

エイコム株式会社（東京都）

オーエムカラーコピー株式会社（大阪府）

株式会社HIVEC血 島漂）

~ 
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！東京ビッグサイト
＇ 東7•8ホール

［アクセス］
りんかい線 「国際展示場」駅下室
ゆりかもめ 「国際展示場三門」駅下車

東京会場

kimura
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