
01 加工技術 (株)青山精工
02 加工技術 磯上歯車工業(株)
03 加工技術 (公財)川崎市産業振興財団
04 加工技術 (有)岸本工業
05 加工技術 (株)志村精機製作所
06 加工技術 中央大学
07 加工技術 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス

08
加工技術 (株)スペースフォトン / (株)つくば研究支援センター
加工技術 岩瀬光学(株) / (株)つくば研究支援センター

09 加工技術 (株)ハタダ.
10 加工技術 弘前大学
11 加工技術 (株)YONEDA
12 加工技術 (株)リプス・ワークス
13 材料技術 有明工業高等専門学校
14 材料技術 傾斜機能材料研究会/(株)エヌジェーエス
15 材料技術 鶴岡工業高等専門学校
16 材料技術 豊田工業大学 材料プロセス研究室
17 材料技術 (株)ニッコー化学研究所
18 材料技術 日進工業(株)
19 材料技術 福島大学
20 材料技術 (株)プラズマ総合研究所
21 材料技術 (国研)量子科学技術研究開発機構
22 環境技術 インパクトワールド(株)/関東学院大学
23 環境技術 鹿児島大学
24 環境技術 太洋塗料(株)
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25 環境技術 日本防水工法開発協議会
26 IT・システム開発 (株)ISTソフトウェア
27 IT・システム開発 (株)ウェブサービス・ディベロップメント
28 IT・システム開発 東京工科大学
29 IT・システム開発 東京工業大学 COI拠点
30 主催者 大田区 / (公財)大田区産業振興協会
31 IT・システム開発 Mintomo(株)
32 IT・システム開発 明星大学
33 IT・システム開発 ユニインフォーメーション(株)
34 海洋・航空宇宙 東京海洋大学
35 機械・装置 (株)iMott / (株)iQubiq
36 機械・装置 S.P.エンジニアリング(株)
37 機械・装置 大分大学
38 機械・装置 関西大学
39 機械・装置 近畿大学
40 機械・装置 熊本大学
41 機械・装置 ケーディークロート(株)
42 機械・装置 (株)工苑
43 機械・装置 国士舘大学 流体工学研究室
44 機械・装置 (株)昭洋精機
45 機械・装置 スマイルリンク(株)
46 機械・装置 (有)関鉄工所
47 機械・装置 (株)TOK
48 機械・装置 (株)東新製作所
49 機械・装置 (株)奈良機械製作所

50 機械・装置 日本テクノ(株)
51 機械・装置 富士セイラ(株)
52 計測・検査 東京工業高等専門学校
53 計測・検査 東京都市大学・視覚メディア研究室
54 計測・検査 (地独)東京都立産業技術研究センター城南支所
55 計測・検査 東京農工大学
56 電気・電子・通信 ウイトコオブジュピター電通(株)
57 電気・電子・通信 大阪産業大学
58 電気・電子・通信 鹿児島大学
59 電気・電子・通信 泰興物産(株)
60 電気・電子・通信 静岡大学 イノベーション社会連携推進機構
61 電気・電子・通信 拓殖大学 産学連携研究センター
62 電気・電子・通信 内藤電誠工業(株)
63 電気・電子・通信 ながおか新産業創造センター NBIC
64 電気・電子・通信 (株)フルハートジャパン
65 電気・電子・通信 (株)山小電機製作所
66 新エネルギー 工学院大学
67 新エネルギー サレジオ工業高等専門学校
68 新エネルギー 長岡工業高等専門学校
69 医療・ヘルスケア (株)アイシム医療器
70 医療・ヘルスケア (株)アクティパワー
71 医療・ヘルスケア アベテクノシステム(株)
72 医療・ヘルスケア (株)海老原製作所

73 医療・ヘルスケア はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点/
浜松医科大学

74 医療・ヘルスケア (有)金沢大学ティ・エル・オー
75 MEMS・ナノテク 東京都市大学・ナノテクノロジー研究推進センター
76 MEMS・ナノテク 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業/

微細加工プラットフォーム
77 バイオ・農林水産 おおた農水産業研究会
78 バイオ・農林水産 テック大洋工業(株)/(一社)ALFAE
79 バイオ・農林水産 (株)農援隊
80 ロボット技術 秋田大学
81 ロボット技術 産業技術大学院大学 内山研究室
82 ロボット技術 芝浦工業大学
83 ロボット技術 東京工業大学 田中博人研究室
84 ロボット技術 日本大学産官学連携知財センター
85 ロボット技術 龍谷大学龍谷エクステンションセンター (REC)
86 その他 (株)アシスト
87 特別講演 東京大学  レアアース泥開発推進コンソーシアム

88 特別講演 EOS Electro Optical Systems Japan(株) / 
(株)NTTデータエンジニアリングシステムズ

89 技術支援 産業技術大学院大学 管理部管理課OPI企画運営係
90 技術支援 東京工業大学
91 技術支援 東京工業大学
92 主催者 (公財)大田区産業振興協会
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■ 計測・検査
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■ バイオ・農林水産
■ 医療・ヘルスケア
■ ロボット技術
■ 技術支援
■ その他
■ 特別講演
■ 主催者
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