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No. ブースNo. 企業・団体名（和文） 分類 所在地
グループ・共同出展

企業数
URL

1 １JP-52 株式会社ＩＨＩ 大企業 東京都 1 http://www.ihi.co.jp

2 （1） IHI機械システム 中堅企業 東京都

3 １JP-59 アサダ株式会社 中小企業 愛知県 - http://www.asada.co.jp/

4 １JP-19 ISUZU RUS（いすゞ　ルス）（※1） 大企業 ロシア - http://www.isuzu.ru

5 １JP-25 伊藤忠商事株式会社 大企業 東京都 - http://itochu.co.jp

6 １JP-56 インターアクティブ株式会社 中小企業 東京都 - http://www.inter-active.co.jp

7 １JP-09 宇治の露製茶株式会社 中小企業 京都府 1 http://ujinotsuyu.co.jp

8 （1） 株式会社福寿園 中小企業 京都府

9 １JP-47 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA) 団体 東京都 - http://global.jaxa.jp/

10 １JP-65 エスペックミック株式会社 中小企業 愛知県 - http://www.especmic.co.jp/

11 １JP-64 近江精機株式会社 中小企業 東京都 - http://www.ohmiseiki.co.jp

12 １JP-32 オークマ株式会社 大企業 愛知県 - http://www.okuma.co.jp

13 １JP-38 川崎重工業株式会社 大企業 東京都 - http://www.khi.co.jp/

14 １JP-46 株式会社京三製作所 中堅企業 神奈川県 - http://www.kyosan.co.jp/

15 １JP-45 株式会社神戸製鋼所 大企業 東京都 - http://www.kobelco.co.jp/english/

16 １JP-17 株式会社国際協力銀行 大企業 東京都 - http://www.jbic.go.jp/ja

17 １JP-58 コトブキテクレックス株式会社 中小企業 千葉県 - http://www.kotobuki-techrex.co.jp/index.html

18 １JP-48 株式会社駒井ハルテック 大企業 大阪府 - http://www.komaihaltec.co.jp/

19 １JP-39
国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構
団体 神奈川県 - http://www.nedo.go.jp

20 １JP-15 住友商事株式会社 大企業 東京都 1 http://www.sumitomocorp.co.jp/

21 （1） ニチハ株式会社 中堅企業 愛知県

22 １JP-13 双日株式会社 大企業 東京都 2 http://www.sojitz.com

23 （1） 双日プラネット株式会社 中堅企業 東京都

24 （2） 双日マシナリー株式会社 中堅企業 東京都

25 １JP-62 大陸貿易株式会社 中小企業 東京都 6 http://www.tairiku-trading.co.jp

26 （1） 株式会社小野測器 中堅企業 神奈川県

27 （2） 京都機械工具株式会社 中小企業 京都府

28 （3） 倉敷機械株式会社 中小企業 新潟県

29 （4） 株式会社チノー 中堅企業 東京都

30 （5） 日本電産コパル株式会社 中堅企業 東京都

31 （6） 森田テック株式会社 中小企業 東京都

32 １JP-44 独立行政法人中小企業基盤整備機構 団体 東京都 - http://www.smrj.go.jp/english/index.html

33 １JP-18 千代田化工建設株式会社 大企業 神奈川県 - http://www.chiyoda-corp.com/

34 １JP-37 株式会社東芝 大企業 東京都 - http://www.toshiba.co.jp

35 １JP-28 東芝三菱電機産業システム株式会社 大企業 東京都 - http://www.tmeic.co.jp

36 １JP-26 東洋エンジニアリング株式会社 大企業 千葉県 - http://www.toyo-eng.com/jp/ja/

37 １JP-43 東和制電工業株式会社 中小企業 大阪府 - http://www.towa-seiden.co.jp

38 １JP-54 株式会社ドーワテクノス 中小企業 千葉県 - http://www.dhowa-technos.co.jp

39 １JP-11 鳥取県 地方自治体 鳥取県 6 http://www.pref.tottori.lg.jp/

40 （1） 株式会社　内田スプリング製作所 中小企業 鳥取県

41 （2） 株式会社　スーパー・フェイズ 中小企業 鳥取県

42 （3） DBSクルーズフェリー　ジャパン　株式会社 中小企業 鳥取県

43 （4） 農事組合法人　広岡農場 団体 鳥取県

44 （5） ブリリアント　アソシエイツ　株式会社 中小企業 鳥取県

45 （6） 米子製鋼　株式会社 中小企業 鳥取県

46 １JP-06 豊田エンジニアリング株式会社 中小企業 愛知県 2 http://toyota-engineering.co.jp

47 （1） 社団法人 TMS＆TPS 検定協会 団体 愛知県

48 （2） 株式会社 豊田マネージメント研究所 中小企業 愛知県

49 １JP-29 トヨタ自動車株式会社 大企業 東京都 - http://www.toyota.co.jp

50 １JP-27 豊田通商株式会社 大企業 東京都 - http://www.toyota-tsusho.com

51 １JP-61 株式会社中田製作所 中小企業 大阪府 - http://www.nakata-mfg.co.jp/

52 １JP-53 株式会社ニイガタマシンテクノ 中小企業 新潟県 - http://www.n-mtec.com

53 １JP-14 日揮株式会社 大企業 神奈川県 - http://jgc.com

54 １JP-23 日産自動車株式会社 大企業 神奈川県 - http://www.nissan.co.jp/

55 １JP-20 日本電気株式会社 大企業 東京都 - http://www.nec.com/

56 １JP-03 日本航空株式会社 大企業 ロシア - http://www.jal.com

57 １JP-50 日本システム企画株式会社 中小企業 東京都 1 http://www.jspkk.co.jp/

58 （1） NMR株式会社 中小企業 東京都

59 １JP-04 独立行政法人日本政府観光局（JNTO） 団体 東京都 - http://www.jnto.go.jp/

60 １JP-02 農林水産省 政府 東京都 9 http://www.maff.go.jp/e/index.html

61 （1） 大川原化工機株式会社 中小企業 神奈川県

62 （2） 株式会社スギヨ 中堅企業 石川県

63 （3） 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 団体 東京都

64 （4） 中央畜産会 団体 東京都

65 （5） チョーヤ梅酒株式会社 中小企業 大阪府

66 （6） 中野BC株式会社 中小企業 和歌山県

67 （7） 日本酒造組合中央会 団体 東京都

68 （8） 日本青果物輸出促進協議会 団体 東京都

69 （9） 日本茶輸出組合 団体 静岡県

70 １JP-41 株式会社日立製作所 大企業 東京都 2 http://www.hitachi.co.jp/

71 （1） 日立建機株式会社（※1） 大企業 東京都

72 （2） 株式会社日立ハイテクノロジーズ 大企業 東京都

73 １JP-40 Hitachi Europe GmbH 大企業 ドイツ - www.hitachi-industrial.eu

74 １JP-35 株式会社フォーラムエイト 中小企業 東京都 2 http://www.forum8.co.jp/

75 （1） 株式会社CRAVA 中小企業 東京都

76 （2） 株式会社ファーストシステム 中小企業 大阪府

77 １JP-63 株式会社富士機工 中小企業 東京都 - http://www.fuji-kiko.co.jp

78 １JP-21 株式会社フジクラ 大企業 東京都 - http://www.fujikura.co.jp/

79 １JP-07 独立非営利法人 貿易経済交流発展のための日本センター 団体 ロシア - http://jcenter.msu.ru

80 １JP-10 北海道 地方自治体 北海道 26 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/russia_new_top.htm

81 （1） 株式会社ＩＨＩスター 中小企業 北海道

82 （2） あいもり株式会社 中小企業 北海道

83 （3） 株式会社青井商店 中小企業 北海道

84 （4） 株式会社アミノアップ化学 中小企業 北海道



No. ブースNo. 企業・団体名（和文） 分類 所在地
グループ・共同出展

企業数
URL

85 （5） 岩倉化学工業株式会社 中小企業 北海道

86 （6） KARVI JAPAN株式会社 中小企業 北海道

87 （7）
加森観光株式会社

ルスツリゾートホテル&コンベンション
中小企業 北海道

88 （8） 株式会社カンディハウス 中小企業 北海道

89 （9） クリプトン･フューチャー･メディア株式会社 中小企業 北海道

90 （10） 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 その他 北海道

91 （11） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大企業 北海道

92 （12） 株式会社セコマ 中小企業 北海道

93 （13） ヂーゼル精器工業株式会社 中小企業 北海道

94 （14） 株式会社苫東 中小企業 北海道

95 （15） 日本甜菜製糖株式会社 中堅企業 北海道

96 （16） ベル食品株式会社 中小企業 北海道

97 （17） 公益社団法人 北海道観光振興機構 団体 北海道

98 （18） 株式会社北海道ゴム工業所 中小企業 北海道

99 （19） 国立大学法人 北海道大学大学院工学研究院 その他 北海道

100 （20）
国立大学法人 北海道大学大学院農学研究院

ビークルロボティクス研究室
その他 北海道

101 （21） 国立大学法人 北海道大学病院 その他 北海道

102 （22） 有限責任会社北海道デベロッパーズグループ 中小企業 北海道

103 （23） 一般社団法人北海道バイオ工業会 団体 北海道

104 （24） 北海道博物館 その他 北海道

105 （25）
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 建築研究本

部　北方建築総合研究所
団体 北海道

106 （26） 株式会社もりもと 中小企業 北海道

107 １JP-60 ホンマ・マシナリー株式会社 中小企業 大阪府 - http://www.homma-machinery.co.jp

108 １JP-24 株式会社前川製作所 大企業 東京都 - http://www.mayekawa.com

109 １JP-55 株式会社牧野フライス製作所 中堅企業 神奈川県 - http://www.makino.co.jp/jp/

110 １JP-08 丸紅株式会社 大企業 東京都 2 http://www.marubeni.co.jp/

111 （1） 日産化学工業株式会社 大企業 東京都

112 （2） 丸紅ケミックス株式会社 中小企業 東京都

113 １JP-49 三井物産株式会社 大企業 東京都 - https://www.mitsui.com/jp/ja/index.html

114 １JP-36 三菱重工業株式会社 大企業 東京都 2 http://www.mhi.co.jp

115 （1） 三菱重工コンプレッサ株式会社 中堅企業 広島県

116 （2） 三菱日立パワーシステムズ株式会社 大企業 神奈川県

117 １JP-22 株式会社三菱商事 大企業 東京都 - http://www.mitsubishicorp.com

118 １JP-31 三菱電機株式会社 大企業 東京都 - http://www.mitsubishielectric.co.jp/

119 １JP-57 株式会社山本科学工具研究社 中小企業 千葉県 - http://www.ystl.jp

120 １JP-12 横河電機株式会社 大企業 東京都 - http://www.yokogawa.com

121 １JP-42 一般社団法人ロシアNIS貿易会 団体 東京都 48 http://www.rotobo.or.jp

122 （1） アークレイ株式会社 中堅企業 京都府

123 （2） アミテック株式会社 中小企業 愛知県

124 （3） 株式会社アルゴナフト 中小企業 新潟県

125 （4） 飯田工業株式会社 中小企業 愛知県

126 （5） イノヤール 中小企業 石川県

127 （6） 株式会社エイジェック 中小企業 東京都

128 （7） 株式会社エコ・テクノロジー 中小企業 愛知県

129 （8） エノ産業株式会社 中小企業 北海道

130 （9） MTCJapan 中小企業 ロシア

131 （10） 株式会社大井製作所 中小企業 静岡県

132 （11） 亀田製菓株式会社 中堅企業 新潟県

133 （12） 関西学院大学 その他 兵庫県

134 （13） キーコム株式会社 中小企業 東京都

135 （14） キクカワエンタープライズ株式会社 中小企業 三重県

136 （15） 株式会社国太楼 中小企業 埼玉県

137 （16） 株式会社グリーンウインド 中小企業 沖縄県

138 （17） ケンコーマヨネーズ株式会社 中堅企業 東京都

139 （18） 有限会社サンシャイン工業 中小企業 東京都

140 （19） 株式会社三陸バイオ 中小企業 宮城県

141 （20） 株式会社JSN 中小企業 新潟県

142 （21） 株式会社システムトークス 中小企業 東京都

143 （22） 株式会社ジャパンホビーツール 中小企業 東京都

144 （23） 神栄株式会社 中堅企業 兵庫県

145 （24） 株式会社水研 中小企業 大阪府

146 （25） 株式会社関根産業 中小企業 千葉県

147 （26） 株式会社東洋硬化 中小企業 福岡県

148 （27） 株式会社東洋トランス 中小企業 東京都

149 （28） 合同会社トゥルフィリ 中小企業 神奈川県

150 （29） 株式会社トーケミ 中小企業 大阪府

151 （30） トーヨーコーケン株式会社 中小企業 東京都

（※2） （31） ニチハ株式会社 - -

152 （32） 株式会社ニッペコ 中小企業 東京都

153 （33） ニプロファーマ株式会社 中堅企業 大阪府

154 （34） 株式会社 日本サンガリア ベバレッジカンパニー 中小企業 大阪府

155 （35） 日本磁力選鉱株式会社 中堅企業 福岡県

156 （36） 橋本電機工業株式会社 中小企業 愛知県

157 （37） 阪神動力機械株式会社 中小企業 大阪府

158 （38） 株式会社ヒロタ 中小企業 静岡県

159 （39） 富士鋼業株式会社 中小企業 静岡県

160 （40） 株式会社プロコ･エアサービス 中小企業 東京都

161 （41） ベアトリックス株式会社 中小企業 東京都

162 （42） 株式会社マイティトレーディング 中小企業 大阪府

163 （43） 株式会社丸石サイクル 中小企業 埼玉県

164 （44） 株式会社三鈴 中小企業 滋賀県

165 （45） 株式会社ヤマダ・コーポレーション 中小企業 東京都

166 （46） 山本ビニター株式会社 中小企業 大阪府

167 （47） 株式会社ヨシタケ 中小企業 愛知県

168 （48） 株式会社リブドゥコーポレーション 中堅企業 愛媛県

（※1）逆見本市ブースにも出展。（いすゞルス：1JP-66、日立建機株式会社：1JP-72）

（※2）1JP-15にも出展しているため、企業数にはカウントせず
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