
TICAD7併催イベント「日本・アフリカビジネスEXPO」ジャパン・フェア　出品内定者一覧（2019年5月30日時点）

※分野ごとに五十音順

NO. 出品者名 法人区分
本社・本部

所在地
ホームページ（URL）

1 株式会社IHI 大企業 東京都 https://www.ihi.co.jp

2 朝日航洋株式会社 大企業 東京都 https://www.aeroasahi.co.jp/

3 エクセン株式会社 中小企業 東京都 https://www.exen.co.jp

4 NHK 団体 東京都 nhk.jp/world

5 おかもとポンプ株式会社 中小企業 東京都 http://okamoto-pump.co.jp/

6 川崎重工業株式会社 大企業 兵庫県 https://www.khi.co.jp/

7 株式会社川西水道機器 中小企業 香川県 http://www.sk-kawanishi.com/

8 関西ペイント株式会社 大企業 大阪府 https://www.kansai.co.jp/

9 京浜蓄電池工業株式会社 中小企業 神奈川県 https://www.keihin-battery.co.jp/

10 光洋機械産業株式会社 大企業 大阪府 http://www.kyc.co.jp

11 株式会社小松製作所 大企業 東京都 https://home.komatsu/jp/

12 五洋建設株式会社 大企業 東京都 http://www.penta-ocean.co.jp/

13 株式会社シーエフワイヤーロープ 中小企業 大阪府 http://cfwirerope.ec-net.jp/

14 ＪＦＥスチール株式会社 大企業 東京都 http://www.jfe-holdings.co.jp/

15 清水建設株式会社 大企業 東京都 https://www.shimz.co.jp/

16 有限会社SKY-FIX COM JAPAN 中小企業 神奈川県 www.skyfix.jp

17 株式会社SPEC 中小企業 東京都 http://www.spec-env.jp/

18 住友商事株式会社 大企業 東京都 https://www.sumitomocorp.com/ja/jp

19 総務省 官公庁 東京都 http://www.soumu.go.jp/

20 大和ハウス工業株式会社 大企業 大阪府 https://www.daiwahouse.co.jp/index.html

21 株式会社拓和 中小企業 東京都 https://www.takuwa.co.jp/

22 株式会社チャレンジ 中小企業 東京都 http://www.challengego.co.jp

23 千代田化工建設株式会社 大企業 神奈川県 https://www.chiyodacorp.com/jp/

24 辻プラスチック株式会社 中小企業 滋賀県 http://www.tsuji-pla.co.jp/

25 株式会社デルタコーポレーション 中小企業 千葉県 https://deltajapan.com

26 株式会社 東芝 大企業 東京都 https://www.toshiba.co.jp/

27 日揮株式会社 大企業 神奈川県 https://www.jgc.com/jp/

28 日東建設株式会社 中小企業 北海道 http://www.nittokensetsu.co.jp

29 一般財団法人日本気象協会 団体 東京都 https://www.jwa.or.jp/

30 日本原料株式会社 中小企業 神奈川県 http://www.genryo.co.jp

31 日本工営株式会社 大企業 東京都 https://www.n-koei.co.jp

32 日本絨氈株式会社 中小企業 大阪府 https://www.japancarpet-e.com/

33 日本信号株式会社 大企業 東京都 http://www.signal.co.jp/

34 バンプレコーダー株式会社 中小企業 東京都 www.bumprecorder.com

35 日立造船株式会社 大企業 大阪府 http://www.hitachizosen.co.jp/

36 株式会社ヒロタ 中小企業 静岡県 https://hirotacorp.jp/

37 株式会社フジタ 大企業 東京都 https://www.fujita.co.jp/

38 丸紅株式会社 大企業 東京都 https://www.marubeni.com/jp/

39 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 大企業 東京都 https://www.mcas.co.jp/

40 三菱重工業株式会社 大企業 東京都 https://www.mhi.com

41 株式会社明電舎 大企業 東京都 http://www.meidensha.co.jp/index.html

質の高いインフラ (46社）

https://www.jibtv.com/
http://okamoto-pump.co.jp/
https://deltajapan.com/
https://hirotacorp.jp/
https://www.fujita.co.jp/
https://www.wellthy.co.jp/
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42 UNIVERGY株式会社 中小企業 東京都 http://www.univergyinternational.com

43 株式会社ユニパック 中小企業 埼玉県 https://www.unipac.co.jp/

44 横浜市 地方公共団体 神奈川県 https://www.city.yokohama.lg.jp/

45 株式会社リコー 大企業 東京都 https://www.ricoh.co.jp/

46 株式会社ワープスペース 中小企業 茨城県 https://warpspace.jp/

47 合資会社オフィス五タラント 中小企業 神奈川県 http://www.5talents.jp/

48 株式会社木原製作所 中小企業 山口県 http://www.kiharaworks.com

49 株式会社クボタ 大企業 大阪府 https://www.kubota.co.jp/

50 株式会社　サカタのタネ 大企業 神奈川県 https://www.sakataseed.co.jp

51 株式会社サタケ 中小企業 東京都 https://satake-japan.co.jp/index.html

52 創価大学 学校 東京都 https://www.soka.ac.jp/

53 株式会社茶匠六兵衛 中小企業 京都府 http://www.rokubei.jp

54 築野食品工業株式会社 中小企業 和歌山県 https://www.tsuno.co.jp

55 日産スチール工業株式会社 中小企業 京都府 http://www.freshmama.jp/

56 日本植物燃料株式会社 中小企業 神奈川県 http://www.nbf-web.com/japanese/

57 農林水産省 官公庁 東京都 http://www.maff.go.jp/

58 不二製油グループ本社株式会社 大企業 大阪府 http://www.fujioilholdings.com/

59 ベルパック株式会社 中小企業 東京都 http://www.bell-pack.co.jp/

60 株式会社　細川製作所 中小企業 長野県 http://www.hosokawa-w.co.jp

61 メビオール株式会社 中小企業 神奈川県 http://www.mebiol.co.jp/

62 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 団体 東京都 https://ssl.jspacesystems.or.jp

63 株式会社Eishin 中小企業 東京都 http://eishin-e.jp

64 株式会社　トロムソ 中小企業 広島県 http://www.tromso.co.jp

65 パナソニック株式会社 大企業 大阪府 https://www.panasonic.com/jp/home.html

66 明和工業株式会社 中小企業 石川県 https://www.meiwa-ind.co.jp/

67 合資会社谷貝鐵工所 中小企業 東京都 http://www.tukisima-kobo.co.jp

68 喜多機械産業株式会社 中小企業 徳島県 https://kitakikai.co.jp/

69 株式会社九州メディカル 中小企業 福岡県 http://www.kmed.co.jp/

70 株式会社幸手スプリング 中小企業 茨城県 http://www.satte-spring.com

71 サラヤ株式会社 中小企業 大阪府 https://www.saraya.com/

72 塩野義製薬株式会社 大企業 大阪府 http://www.shionogi.co.jp/index.html

73 シスメックス株式会社 大企業 兵庫県 https://www.sysmex.co.jp/

74 株式会社シュークルキューブジャポン 中小企業 東京都 http://www.sucrecube.co.jp/

75 住友化学株式会社 大企業 東京都 https://www.sumitomo-chem.co.jp/

76 株式会社ZERO MOZ JAPAN 中小企業 熊本県 http://zeromozjapan.com/about.html

77 株式会社太知ホールディングス 中小企業 東京都 https://www.taichi-holdings.com/

78 株式会社大同工業所 中小企業 大阪府 http://www.daido-ind.co.jp

79 武田薬品工業株式会社 大企業 大阪府 https://www.takeda.com/ja-jp/

80 多摩川クラフト有限会社 中小企業 東京都 http://www.tamagawacraft.com

81 テルモ株式会社 大企業 東京都 http://terumo.com

82 東レ株式会社 大企業 東京都 https://www.toray.co.jp/

保健衛生改善 (28社）

フードバリューチェーン (15社）

気候変動対策 (6社）
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83 株式会社トヨトミ 中小企業 愛知県 http://www.toyotomi.jp/

84 ノーベルファーマ株式会社 中小企業 東京都 https://www.nobelpharma.co.jp/

85 萩原工業株式会社 大企業 岡山県 https://www.hagihara.co.jp/

86 株式会社 美商堂 中小企業 東京都 http://www.bisho-do.com

87 株式会社PHILIA 中小企業 東京都 http://www.philia-corp.com

88 富士フイルム株式会社 大企業 東京都 https://fujifilm.jp/

89 双葉インターナショナル株式会社 中小企業 東京都 http://www.futurebud.co.jp

90 株式会社フラクタル・ジャパン 中小企業 東京都 https://fractal-shade.jimdo.com/

91 国立大学法人熊本大学 学校 熊本県 https://uprod-kumamoto.org/

92 株式会社堀場製作所 大企業 京都府 http://www.horiba.com/jp/

93 山口商事株式会社 中小企業 静岡県 https://www.yamaguchi-tradingcorp.com/

94 株式会社ラネックス 中小企業 宮城県 https://www.lanex.co.jp

95 レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 中小企業 沖縄県 https://www.lequiopower.com/?lang=ja

96 アジア航測株式会社 大企業 東京都 https://www.ajiko.co.jp

97 株式会社一心助け 中小企業 千葉県 http://www8.plala.or.jp/tasuke/

98 株式会社ジェイアンドダブルトレーディング 中小企業 兵庫県 www.jandwtrading.co.jp

99 日本電気株式会社 大企業 東京都 https://jpn.nec.com/

100 株式会社パロマ 中小企業 愛知県 https://www.paloma.co.jp/

101 株式会社 ict4e 中小企業 福井県 https://ict4e.jp/

102 株式会社アセンティア・ホールディングス　　※1 中小企業 兵庫県 http://www.assentia-hd.com

103 株式会社　ウィズリンク 中小企業 広島県 https://www.with-link.co.jp

104 株式会社おかやま工房 中小企業 岡山県 http://okayamakobo.com/liaisonproject/

105 源平酒造 株式会社 中小企業 福井県 http://www.genpeishuzo.co.jp/

106 株式会社テクノシステム 中小企業 神奈川県 https://techno-sys.jp/

107 株式会社ヤムヤムクリエイツ 中小企業 大阪府 http://yumyumcreates.com

108 SPCCTOKYO Lab 中小企業 東京都 http://www.maroon.dti.ne.jp/spcctokyo/index.html/

109 キャスタリア株式会社 中小企業 東京都 https://castalia.co.jp/ja/

110 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ 中小企業 東京都 https://gdmc.jp/

111 株式会社さくら社 中小企業 東京都 http://www.sakura-sha.jp

112 文部科学省 官公庁 東京都 https://www.eduport.mext.go.jp/index.html

113 理想科学工業株式会社 大企業 東京都 https://www.riso.co.jp/

114 アークレイグローバルビジネス株式会社 中小企業 京都府 http://www.arkray.co.jp/japanese/

115 味の素株式会社 大企業 東京都 https://www.ajinomoto.com/

116 有限責任 あずさ監査法人 大企業 東京都 http://www.kpmg.com/jp/top

117 アフリカビジネスパートナーズ合同会社 中小企業 東京都 https://abp.co.jp/

118 E-gates 中小企業 埼玉県 https://egates-africa.com/

119 伊藤忠商事株式会社 大企業 東京都 https://www.itochu.co.jp/ja/

120 合同会社エヌエスコーポレーション 中小企業 愛媛県 http://nscorp.jp

121 株式会社カネカ 大企業 東京都 www.kaneka.co.jp

都市問題対策 (5社）

人材育成 (13社・団体）

アフリカで活躍する日本企業等 (44社・団体）
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122 神戸市　　※2 地方公共団体 兵庫県 http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/africa/index.html

123 音羽電機工業株式会社 中小企業 兵庫県 https://www.otowadenki.co.jp

124 コールドストレージ・ジャパン株式会社 中小企業 兵庫県 https://cold-storage.jp/

125 学校法人コンピュータ総合学園神戸情報大学院大学 学校 兵庫県 https://www.kic.ac.jp/

126 タイガーモブ株式会社 中小企業 東京都 https://www.tigermov.com/

127 株式会社ブレインワークス 中小企業 兵庫県 https://www.bwg.co.jp/

128 独立行政法人国際協力機構（JICA） 団体 東京都 https://www.jica.go.jp/

129
国際連合工業開発機関　東京投資・技術移転促進事務

所（UNIDO)
団体 東京都 http://www.unido.or.jp/

130 JCCP M株式会社 中小企業 東京都 http://jccpm.co.jp/index.html

131 スズキ株式会社 大企業 静岡県 http://www.suzuki.co.jp/

132 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 団体 東京都 http://www.jogmec.go.jp/

133 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 大企業 東京都 https://www.sjnk.co.jp/

134 株式会社太陽インダストリーアフリカ 中小企業 東京都 http://www.taiyo-industry.jp

135 株式会社Double Feather Partners 中小企業 東京都 https://doublefeather.com/jp/

136 デンカ株式会社 大企業 東京都 http://www.denka.co.jp/

137 豊田通商株式会社 大企業 愛知県 https://www.toyota-tsusho.com

138 株式会社 日建 中小企業 山梨県 http://www.nikkenmfg.com/

139 株式会社パイロットコーポレーション 大企業 東京都 http://www.pilot.co.jp/

140 株式会社　阪急阪神エクスプレス 大企業 東京都 https://www.hh-express.com/jp/

141 株式会社ビー・エム・シー・インターナショナル 中小企業 大阪府 http://www.bmcinc.co.jp/

142 PwCサステナビリティ合同会社 中小企業 東京都 https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/sustainability.html

143 株式会社日立製作所 大企業 東京都 http://www.hitachi.co.jp/

144 ボロレ・ロジスティクス・ジャパン株式会社 中小企業 東京都 https://www.bollore-logistics.com

145 本田技研工業株式会社 大企業 東京都 https://www.honda.co.jp

146 株式会社みずほフィナンシャルグループ 大企業 東京都 https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

147 三井住友海上火災保険株式会社 大企業 東京都 https://www.ms-ins.com/

148 株式会社三井住友銀行 大企業 東京都 https://www.smbc.co.jp/

149 三井物産株式会社 大企業 東京都 https://www.mitsui.com/jp/ja/

150 三菱商事株式会社 大企業 東京都 https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/

151 三菱電機株式会社 大企業 東京都 https://www.mitsubishielectric.co.jp/

152 三菱ふそうトラック・バス株式会社 大企業 神奈川県 https://www.mitsubishi-fuso.com/content/fuso/jp/index.html

153 株式会社三菱UFJ銀行 大企業 東京都 https://www.bk.mufg.jp/

154 ヤマトミシン製造株式会社 中小企業 大阪府 https://www.yamato-sewing.com/ja/

155 ヤマハ発動機株式会社 大企業 静岡県 https://global.yamaha-motor.com/jp/

156 横河電機株式会社 大企業 東京都 http://www.yokogawa.co.jp/

157 レックスバート・コミュニケーションズ株式会社 中小企業 東京都 https://www.rexvirt.com/en/home-2/

（※1）103-107のとりまとめ代表企業・団体

（※2）123-127のとりまとめ代表企業・団体

https://www.yamato-sewing.com/ja/
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https://www.rexvirt.com/en/home-2/

