出展者一覧（出展区分別／五十音順）
武蔵オプティカルシステム株式会社
武蔵通産株式会社
メイジテクノ株式会社
明和グラビア株式会社
株式会社メルシー
株式会社森傳
株式会社矢板製作所
株式会社ヤクモエレクトロ
山下マテリアル株式会社
株式会社山田製作所
株式会社ヤマト
株式会社ユニテム
株式会社ＬＵＣ
株式会社リケン 新製品開発部
株式会社リコー化成
レイテック株式会社
ワックデータサービス株式会社

〔公益財団法人やまなし産業支援機構〕
オリエンタル産業株式会社
山陽精工株式会社
株式会社昭栄精機
堀内製作所
有限会社丸眞熱処理工業
〔和光市商工会〕
和光市商工会
ｅ２企画
協永堂印刷株式会社
山本彫刻

グローバル
【グローバル】

Amko Industrial Co., Ltd/
勝方實業股份有限公司（台湾）
CHITE ENTERPRISES CO., LTD/
尚余企業株式有限会社（台湾）
Department of Industrial Promotion, Ministry
of Industry/タイ工業省（タイ）
DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD./
町洋國際株式会社（台湾）
Faith Target Group Limited/
飛達集團（台湾）
FREE BIONICS（台湾）
Indonesia Investment Promotion Centre/
インドネシア投資調整庁日本事務所（ＢＫＰＭ）
Industrial Technology Research Institute (ITRI)/
工業技術研究院（台湾）
Nijes Enterprise Co., LTD/
二ジェス株式会社/
劦井實業股份有限公司（台湾）
埼玉国際ビジネスサポートセンター（ＳＢＳＣ）
Seafaring Inc./仕帆有限公司（台湾）
SHUU TECH CORPORATION/
宮周企業有限公司（台湾）
Vigorlin Intʼl Co.,Ltd./
佳毅國際有限公司（台湾）

講演会場（大）
講演１
11：00~
12：30

水

講演2

埼玉県よろず支援拠点特別講演
テーマ

13：00~
14：30

はとバス再建から得た教訓

株式会社はとバス 元 代表取締役社長

倒産寸前のはとバス社長に就任し、顧
客及び従業員の声に応える体制づくり
を皮切りに社員自ら改善策を作る全社
員サービス研修で社員の意識を変え
るサービス改善を推進した。1959年
東京都庁入庁、1994年退職、1998
年㈱はとバス代表取締役就任、2002
年退任後その他交通関連委員を歴任
し、現在に至る。

宮端 清次 氏

テーマ

100周年を迎えるトヨタ紡織の挑戦
〜お客様第一、品質第一の再構築〜

トヨタ紡織株式会社

取締役副社長

沼毅氏

ホンダＦ１ 最速への挑戦

エンジン開発に従事し、アコードや可変動
弁エンジンの開発に携わる。2007年ガソ
リンエンジン戦略立案座長、2011年ガソ
リンエンジン開発室室長、2013年パワート
レイン開発担当執行役員を経て、2014年
に常務執行役員に就任し四輪技術戦略を
担当。2016年にHRD Sakura（レース開
発部門）担当に就任し現在に至る。

講演１
13：00~
14：00

テーマ

人材の成長なくして企業の成長なし

日本電鍍工業株式会社 代表取締役 伊藤 麻美 氏
1990年上智大学外国語学部比較文化学科卒業後、約8年間のFMラジオ・TV
などのパーソナリティーを経て1998年米国California州Carlsbadに留学、
2000年日本電鍍工業㈱代表取締役に就任、2012年日本アクセサリー㈱代表
取締役社長に就任、㈱ジユリコ代表取締役社長に就任、現在に至る。

講演2
14：30~
16：30

価格交渉サポートセミナー

テーマ

下請等中小企業の方が取引先との価格交渉を行う
際に、あらかじめ知っておくべき基本的な法律の知
識、トラブル発生のおそれのある取引や交渉のヒン
トになる事項等について、分かりやすく説明します。

講演会場（大）
講演2

11:00~
12:30

13：00 〜
15：00

テレ玉
「埼玉ビジネスウォッチ」
公開収録

世界・日本経済の
現状と展望
「 埼 玉ビジ ネスウォッ
チ 」の 看 板コメンテー
ターが専門分野を活か
した解 説を行 い 、経 済
の活性化や企業の発展
に必要な要素を考えて
いきます。

第一生命経済研究所
首席エコノミスト

永濱 利廣

氏

埼玉県産業技術総合センターが実施する中
小企業に向けのＩｏＴ化支援事業について紹
介します。

■埼玉県統計課・埼玉県統計協会
「オープンデータと統計」

金融ジャーナリスト

川口 一晃

■埼玉県産業技術総合センター
「埼玉県のＩｏＴ支援事業について」

■ミツイワ株式会社
「ＩｏＴへの取り組み・利活用事例」

ＩｏＴの有効活用をテーマに次世代製造
現場ソリューションを紹介します。

■有限会社エイ・ケイ・システム
「そうげいnavi」

事務所ＰＣで作成した運行リストが送迎車
の専用ナビに即座に配信されるシステム
です。

現代のビジネス基盤であるＩＣＴと統計につ
いて、埼玉県の取組みを交えて紹介します。

氏

■「富士通の取組みとＩｏＴの動向」〜ものづくりと中小企業支援〜
第二部

木

講演１

ニッセイ基礎研究所
生活研究部 主任研究員

久我 尚子

氏

司会
テレ玉アナウンサー

中島 そよか

埼玉県先端産業創造プロジェクト

氏

富士通株式会社 ものづくりビジネスセンター

高鹿 初子 氏

富士通㈱ではものづくりソリューションのプロモーションを担当している
ほか、中小企業診断士、技術士（情報工学部門、総合技術監理部門）とし
ての知識も併せて様々な活動を行っている。代表的なものとして、一般
社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブでは、中小
企業のＩｏＴ化に取り組み、経済産業省主導のロボット革命イニシアティ
ブ協議会では、委員として活躍をしている。

ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エネルギー、航空・宇宙

︵出展企業︵予定含む︶
・順不同︶

医療イノベーション

医療イノベーション埼玉ネットワーク（埼玉県・さいたま市）、医療機器等試作品コンテスト受賞企業（埼玉県）

ロボット

ワールド技研株式会社／株式会社和幸製作所、東洋精機株式会社、株式会社生活革命
特別出展 榊原機械株式会社（搭乗型ロボットLANDWALKER）

次世代住宅産業

埼玉県次世代住宅産業プロジェクト、株式会社ポラス暮し科学研究所、株式会社コロナ、株式会社アグリクラスター、
株式会社高砂建設、株式会社藤島建設、ＹＫＫ ＡＰ株式会社、富士電機株式会社

航空・宇宙産業

株式会社ＩＨＩ、富士重工業株式会社、一般社団法人日本航空宇宙工業会、株式会社今泉精機、株式会社ウラノ、
株式会社大村製作所、株式会社金子製作所、株式会社キットセイコー、有限会社ステンレスアート共栄、株式会社二光製作所、
大和合金株式会社/三芳合金工業株式会社

次世代自動車

本田技研工業株式会社、埼玉トヨペット株式会社、東洋電装株式会社、日本ピストンリング株式会社、
カルソニックカンセイ株式会社、株式会社ショーワ、八千代工業株式会社、埼玉自動車大学校

産学連携フェア

大学・研究機関が保有する技術シーズなどの展示による、県内最大規模の産学マッチングの場です。

産学連携促進交流会（事前申込・会費制）2/1（水）18：15〜 ＜レセプションルーム＞
企業と産学連携フェア出展の大学・研究機関との交流の場です。

大学・研究機関技術シーズ発表会／
科学技術振興機構による復興促進プログラムおよびＡ−ＳＴＥＰ成果発表会

問い合わせ先

（公財）埼玉県産業振興公社
新産業振興部 産学・知財支援グループ
ＴＥＬ：048-857-3901

2/1（水）
・2/2（木）＜多目的室101＞

出展大学・研究機関の案内や技術シーズの発表を行います。／科学技術振興機構による復興促進プログラムおよびＡ−ＳＴＥＰ成果の発表を行います。

九都県市合同商談会 in さいたまスーパーアリーナ

（事前申込）2/2（木）※参加申込の受付はすでに終了しております。

九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）が連携して開催する合同商談会です。

埼玉県ビジネス懇談会（事前申込）2/1（水）17：15〜18：30 ＜展示ホール＞

埼玉県に新たに立地した企業をはじめ、ビジネスアリーナ出展企業など多数の企業と交流し、
新たなビジネスチャンスを広げることができます。
懇談会では彩の国経営革新モデル企業指定式を行います。

彩の国ベンチャーマーケット《独創的な事業を展開するベンチャー企業との出会いの場》
独創的な製品や技術等で事業展開するベンチャー企業のプレゼンテーションを通じた出会いの場です。
投融資先や業務提携先、購入先の開拓・情報収集など、ビジネスマッチングの機会としてご活用ください。

2016年11月25日現在

テーマ

15：00~
16：30

株式会社本田技術研究所 HRD Sakura
常務執行役員 大津 啓司 氏
1983年、㈱ 本田技術研究所に入社。四輪

1981年トヨタ自動車工業 ㈱ に入社。
自動車の性能、機能を品質管理する仕
事に従事。2011年同社常務理事、田
原工場工場長。2012年同社常務役員、
トヨタモーターヨーロッパ執行副社長。
2016年トヨタ紡織㈱ 取締役副社長に
就任し、現在に至る。

（事前申込） 2/1（水）11：00〜 ＜レセプションルーム＞

幅広い産業分野の優れた技術・製品・サービスが集結

講演3

講演会場（小）

先端産業ゾーン

主催・共催
【主催
・共催】
青木信用金庫
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
川口信用金庫
公益財団法人群馬県産業支援機構
公益財団法人埼玉県産業振興公社
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
埼玉縣信用金庫
埼玉県信用保証協会
株式会社埼玉りそな銀行
公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団
公益財団法人全国中小企業取引振興協会
公益財団法人千葉県産業振興センター
公益財団法人東京都中小企業振興公社
公益財団法人栃木県産業振興センター
飯能信用金庫
株式会社武蔵野銀行

※予告なく内容を変更する場合がございます。
最新情報は公式ＨＰにてご確認ください。

■会場：彩の国ビジネスアリーナ2017講演会場（大、小）
■定員：各プログラムともお申込み受付は先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。

同時開催イベント

支援機関・サービス
【支援機関
・その他】
アイオワ州 経済開発機構
イズミマトリックス株式会社／株式会社武流
榎本総合会計事務所
大阪府ものづくりＢ２Ｂネットワーク
ケイテック株式会社
株式会社埼玉急便
埼玉県
埼玉県 企業立地課
埼玉県 共助社会づくり課
埼玉県 産業支援課
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県よろず支援拠点
公益財団法人埼玉県産業振興公社
次世代自動車支援センター埼玉
公益財団法人埼玉県産業振興公社
創業・ベンチャー支援センター埼玉
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会
財務省 関東財務局
渋沢栄一ビジネス大賞受賞企業（埼玉県）
株式会社昭洋精機
青翔運輸株式会社
全国健康保険協会埼玉支部
一般財団法人日本規格協会
公益社団法人日本技術士会埼玉県支部
日本弁理士会 関東支部
日本リニューアル株式会社
函館地域産業活性化協議会

公式ＨＰよりお申込みください http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

第一部

産学連携
【産学連携】
国立研究開発法人 科学技術振興機構
国立研究開発法人産業技術総合研究所
埼玉県産業技術総合センター
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県知財総合支援窓口
公立大学法人 埼玉県立大学
埼玉工業大学
芝浦工業大学
東京電機大学
東京理科大学
東洋大学
国立大学法人 長岡技術科学大学
日本工業大学
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク
目白大学
ものつくり大学
早稲田大学 環境総合研究センター

参加無料

講演会にご参加いただくには事前申込が必要となります。

特別企画展示

加工技術・部品
【加工技術
・部品】
Ｒ＆Ｄテクノロジークラスターグループ
Ｆ
ＩＸＹ
（フィクシー）
アイキ工業株式会社
アイケーメタル株式会社
青木村商工会 工業部会
浅井産業株式会社
株式会社アズマ工機
株式会社アムキャン
荒川技研株式会社
株式会社飯田製作所／
株式会社共栄製作所
ＥＰＥ株式会社
有限会社イシノ
株式会社井上製作所
株式会社イワツキプレシジョン
ウチダステンレス工業株式会社
エイシンテクノ株式会社
株式会社エーケーダイカスト工業所
株式会社エクスツルードホーン
株式会社エスプロ
株式会社エフ・イー・シー
エルテック株式会社
有限会社大澤技研工業
大沢精密工業株式会社
株式会社オガタ・エスメック
株式会社オカモト
オッスイレブンテクニカル協同組合
株式会社角田鉄工所
カブトプラテク株式会社
亀戸ゴム工業株式会社
川口商工会議所
川島金属株式会社

ショット株式会社
株式会社宮本製作所
株式会社トシコ 氷川事業部 営業グループ
株式会社村上製作所
株式会社根岸製作所
株式会社メイワ
モスト技研株式会社
株式会社明和
理研化機工業株式会社
株式会社モリシタ
〔埼玉県鍍金工業組合〕
森田産商株式会社
埼玉県鍍金工業組合
株式会社ヤナギサワ
有限会社石田電解研磨工業所
山形県南陽市商工会 工業部会
株式会社潮工業
株式会社山岸鍛工
株式会社オーク
株式会社ヤマト
株式会社大倉
株式会社大和
株式会社大宮鍍金工業
大和樹脂株式会社
株式会社甲斐野テックス
ユテクジャパン株式会社
兼松精鍍工業有限会社
株式会社ユニマック
株式会社小林鍍金工業
寄居町商工会
株式会社サニー電化
理研化機工業株式会社
有限会社島田工業所
株式会社ロールバック
若手経営者クラブフォース２１ Ｋグループ
新硬クローム工業株式会社
株式会社和絋工業
株式会社真工社
スリーケ株式会社
エネルギー・環境
【エネルギー】
株式会社精硬クローム工業
アイ‐コンポロジー株式会社
仁科工業株式会社
株式会社アイムホーム
日本電鍍工業株式会社
アイリスオーヤマ
日本ミクロ工業株式会社
株式会社アセットアソシエイツ
ふたば工業株式会社
株式会社イシミック
株式会社ミドリ技研
ウム・ヴェルト株式会社
株式会社明光社
エスプランニング株式会社
有限会社吉田商店
大坪電気株式会社
吉野電化工業株式会社
株式会社環境アシスト
株式会社ヨシノハード
株式会社環境サービス
〔出張！南部八戸の匠衆〕
関東三英株式会社
出張！南部八戸の匠衆
有限会社共栄電子研究所
〔東部工業展〕
株式会社クジライ
暁峰株式会社
株式会社群桐産業
秋山精鋼株式会社
株式会社サイオー
株式会社新井製作所
株式会社サカノシタ
有限会社稲村製作所
株式会社五月建設工業／
株式会社イワコー
日本環境開発株式会社
株式会社右川ゴム製造所
株式会社サンニック
有限会社永進ゴム製作所
株式会社システム
有限会社エイブル原
新日本リース株式会社
株式会社エスイーウェルディング
株式会社スギデン
有限会社尾科製作所
大進総業株式会社
川田化成株式会社
ダイシンテクノス／
株式会社寿技研
群馬県森林組合連合会ＪＶ
小林鋲螺株式会社
株式会社ダイワテック
有限会社小柳ルブサービス
特定非営利活動法人
地下水・地下熱資源強化活用研究会 有限会社金野縫製
有限会社萃琶
株式会社テクノ・バークシャー
株式会社塩幡精機
株式会社テック高橋
株式会社潤製作所
東和アークス株式会社
昭和カートン株式会社
内藤環境管理株式会社
有限会社杉田兄弟発條
長縄工業株式会社
有限会社スズキ
株式会社菜彩食通
草加モノづくりブランド
日化メンテナンス株式会社
有限会社ダイヤ工芸
株式会社日進関西
太陽化学塗料株式会社
株式会社日東
合同会社ＷＳＰＴジャパン
日本防水工法開発協議会
株式会社ティアンドエスラボラトリ
株式会社ＮＥＷＳエナジー
東部広域商工団体連絡協議会
有限会社ハッピー商会
有限会社中澤塗装工業
富士梱包資材株式会社
中島プレス工業有限会社
株式会社マイスペース
株式会社ニュートンテクノ
株式会社ヤングトラスト
株式会社長谷川製作所
株式会社ユース
有限会社物流技研工業
株式会社リード
有限会社ボーダック
有限会社星ゴム工業
市町村商工会等連携出展
【団体出展】
北関工業株式会社
〔伊勢崎市〕
マクロ精巧株式会社
伊勢崎市
モール
ドメーカー株式会社 カミジョー
グンダイ株式会社
有限会社木工房ＳＨＩＮ
群馬合金株式会社
〔公益財団法人茨城県中小企業振興公社〕 山元株式会社
有限会社ヤマト工芸
株式会社飯田製作所
山本工機株式会社
有限会社飯村製作所
〔所沢商工会議所〕
株式会社オメガトロン
所沢商工会議所
株式会社菊池精機
株式会社アートドットコム
株式会社技研
株式会社上田製作所
ＫＳＴ株式会社
ウチノ看板株式会社
江東電機株式会社
株式会社タイラ
株式会社弘和電材社
竹下工業株式会社
株式会社佐々木鋳工所
デュラー
ト カンパニー
株式会社ショウエイ
株式会社東京共榮商会
相鐵株式会社
株式会社不二レーベル
株式会社ダイイチ・ファブ・テック
株式会社三ヶ島製作所
筑波ドロウイング有限会社
株式会社ライフテック
株式会社西野精器製作所
株式会社ワールド機工
株式会社日昌製作所
〔戸田市〕
有限会社廣木精機製作所
有限会社エスフィールド
〔加須市商工会工業部会〕
熊沢印刷工芸株式会社
株式会社今泉精機
サーマル化工株式会社
有限会社笠井製作所
三協ダイカスト株式会社
有限会社カブトギ工業
有限会社城山製作所
共和テクノロジー株式会社
〔西秩父商工会〕
高野製作所
垣堺精機株式会社
国分製作所
大和電器株式会社 秩父工場
有限会社スリーエス精工
〔日立商工会議所〕
株式会社セイラ
株式会社今橋製作所
塚越特殊鋼株式会社
シンシンブロック株式会社
日本三友商事株式会社
株式会社林物産
山口製作所有限会社
吉野電業株式会社
〔川越商工会議所〕
〔弘前市〕
川越商工会議所
キヤノ
ンプレシジョン株式会社
オーレーザー株式会社
株式会社コーア
株式会社Carpediem.
マルマンコンピュータサービス株式会社

２月２日

ＩＴソリューション
【Ｉ
Ｔ】
アースシステム株式会社
アイティオール株式会社
株式会社アクティス
アシストプロ株式会社
株式会社イーシティ埼玉
インプラス株式会社
有限会社エイ・ケイ・システム
株式会社エイチ・アイ・ティ
ＡＧＳ株式会社
ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社
ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社
株式会社エプセム
エレクス株式会社
株式会社大塚商会
オキ・ニューエモーション株式会社
株式会社カトウプロ
関東図書株式会社
ＱＣプロジェクト
株式会社金聖堂情報システム
株式会社クレド
株式会社ケイズ
株式会社ゲットワークス
株式会社小林労務
埼玉県統計課・埼玉県統計協会
株式会社サン・プロテック
システム開発株式会社
シャイニー株式会社
蓼科情報株式会社
株式会社チェリービー
株式会社中央
使えるねっと株式会社
株式会社テクノア
テクノプラン株式会社
株式会社デサン
株式会社デジタルベリー
株式会社デジタルメーカー
株式会社日東テクノブレーン
株式会社ネットリソースマネジメント
パイオニア販売株式会社
パシフィックシステム株式会社
株式会社浜名湖国際頭脳センター
株式会社バリューソフトウエア
株式会社フィットデザインシステム
株式会社FocusWEB
株式会社フジシステムズ
富士通株式会社 関東支社
株式会社富士通エフサス／
関彰商事株式会社
株式会社フジミック埼玉
ミツイワ株式会社
モデリング株式会社
株式会社リバティ・イノベーション

関東精工株式会社
キクチ・エンジニアリング
株式会社北島ダイカスト工業所
北本市商工会 工業部会
共立産業株式会社
株式会社協和工業
協和合成株式会社
協和精工株式会社
キングパーツ株式会社
有限会社久保井塗装工業所
株式会社グラファイトデザイン
栗田アルミ工業株式会社
桑名商事株式会社
株式会社群協製作所
群馬精工株式会社
ケージーエス株式会社
株式会社ケーテーテック
有限会社功亜工業
株式会社光佐
株式会社小花製作所
株式会社金剛製作所
埼玉県シートメタル工業会
株式会社斎藤鉄工
サカエゴム工業株式会社
佐藤製型株式会社
狭山車体工業株式会社
山恵鉄工株式会社
サンワ・エンタープライズ株式会社
三和ニードルベアリング株式会社
株式会社G.W.JAPAN
株式会社シナガワ
有限会社シナノ精密
株式会社シバサキ製作所
上毛電化株式会社
株式会社ショーライト
株式会社白土プリント配線製作所
株式会社新日本ツール
株式会社製作所穂積
株式会社創和
第一産業株式会社
株式会社ダイエイバレル
台華精技股份有限公司＆
株式会社ＳＡМマシン
大東電気株式会社
大陽ステンレススプリング株式会社
大和工業株式会社
株式会社高橋スプリング
株式会社竹沢精機
株式会社田坂精密
株式会社多田紙工
株式会社タナカペインティング
株式会社司電子
株式会社椿本鋳工
鶴岡発條株式会社
有限会社テクニカルアーツ
株式会社電翔
株式会社東亜エレクトロニクス
株式会社東信鋼鉄
株式会社東都ラバーインダストリー
東邦化研株式会社
東洋パーツ株式会社
株式会社東立製作所
東和興産株式会社
株式会社藤和プレス
トーワ技研株式会社
長尾工業株式会社
株式会社中川機器製作所
長島鋳物株式会社
株式会社ナガセ
株式会社中村製作所
中村精密工業株式会社
中山塗装株式会社
株式会社ナカヨ
日研トータルソーシング株式会社
株式会社ニッシン
日新化工株式会社
有限会社日伸精工
日東ユメックス株式会社
日本エフ・ティ・ビー株式会社
株式会社野口製作所
株式会社ノザキ
株式会社ノダ
柏都電機工業株式会社
株式会社ハシバモールド
株式会社長谷川製作所
鳩ヶ谷商工会 工業部会
株式会社林製作所
株式会社ハラダ製作所
日高市商工会 工業部会
ＨＩ
ＬＬＴＯＰ株式会社
有限会社広川製作所
広島器工業株式会社
株式会社フジカ工業
富士測範株式会社
フジテック株式会社 加須工場
有限会社不二パッキング製作所
フジマイクロ株式会社
有限会社プロコ
株式会社町田ギヤー製作所
株式会社丸山機械製作所
有限会社ミズノ
株式会社ミタカ精機
株式会社ミック
皆野町商工会工業部会／
長瀞町商工会工業部会

講演会プログラム

２月１日

製
品
【製品】
ICOP I.T.G. 株式会社
アイソン株式会社
株式会社アクアテックス
アジアエレクトロニクス株式会社
株式会社アピール
株式会社井口一世
株式会社いずみ
伊奈町商工会
イワキパックス株式会社
株式会社右官
永光電機株式会社
ｓｉｄ株式会社
株式会社エスイー
有限会社エム・オー・サービス
株式会社エム・コーポレーション
大木工業株式会社
株式会社太田エレクトロニクス
オーティーエス株式会社
株式会社オキナヤ
株式会社カーネル
片倉工業株式会社
株式会社カネマス
株式会社カンエツ
共立精機株式会社
共和工業株式会社
クラリオン株式会社
株式会社クレス
有限会社黒臼洋蘭園
株式会社グローバル
ケイテクノス株式会社
株式会社京浜テクノ
ケージーエス株式会社
株式会社幸大ハイテック
鴻巣市商工会工業部会
小島商事株式会社
株式会社コスミックエムイー
小原歯車工業株式会社
小山ゴルフバック製作所
株式会社サーマルワン
埼玉皮革関連事業協同組合
株式会社埼玉富士
サクサテクノ株式会社
有限会社三幸電機製作所
株式会社三和
三和マシン
Ｊ・ＧＥＡＲ株式会社
城北紙器梱包株式会社
株式会社正和
昭和電子産業株式会社
株式会社スーパーレール
有限会社ステック
精英堂印刷株式会社
株式会社セルシウス
センコー商事株式会社
株式会社ソルトン
株式会社タイガーインターナショナル
株式会社ダイショウ
株式会社タイショー
株式会社タイセイ
大星グループ
株式会社ダイナテック
電気製品安全検査研究所
株式会社ダイニチマテニクス
大日本パックェージ株式会社
株式会社タイネツ
高橋ベルト株式会社
株式会社タクト・マシン・サービス
株式会社タケウチハイパック
株式会社田部井木工所
千代田砥石株式会社
ツクモ工学株式会社
株式会社テクノスタット工業
東成工業株式会社
株式会社東穂
株式会社東和プロセス
株式会社直徳
中村産業株式会社
株式会社七星科学研究所 開発センター
株式会社ニソール
株式会社日照堂
日信電子サービス株式会社
株式会社日誠ｃｆｃ
株式会社日中エンジニアリング
日本電波工業株式会社
日本ナインスター株式会社
日本プリメックス株式会社
有限会社野火止製作所
株式会社ハーツテック埼玉
株式会社八興
株式会社ハマ電子
有限会社パワーシステム
株式会社バンガードシステムズ
株式会社ＶＩＰグローバル
フィーサ株式会社
株式会社フォーエバー
富士科学器械株式会社
ヘンミ計算尺株式会社
北埼ダンボール工業株式会社
株式会社マックステル
株式会社丸藤
株式会社ミクスト
株式会社三谷製作所
株式会社ＭＩＹＯＳＨＩ

最新情報・詳細は公式HPをご覧ください http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

問い合わせ先

（公財）埼玉県産業振興公社
取引振興部 取引支援グループ
ＴＥＬ：048-647-4086
問い合わせ先

埼玉県 産業労働部 企業立地課
ＴＥＬ：048-830-3800
（指定式について）産業支援課
ＴＥＬ：048-830-3910
問い合わせ先

（公財）埼玉県産業振興公社
企業支援部 創業支援グループ
ＴＥＬ：048-711-2222

