た

【出展企業】
あ

『イーサース

for Biz』販売管理・購買管理・在庫管理のクラウドサービス『イー
サース for Biz』に連動する BtoB 用のＥＣサイト
『イーサース

for Office』予定管理・勤怠管理のクラウドサービス

か

（株）
アースワークス

アイオワ州の魅力を紹介

（株）甲府明電舎

 気自動車用ＰＭモータ、エレベータ用、溶接ロボット用モータを中心とした
電
各種ブラシレスモータを展示予定

浅川熱処理
（株）
・ワイエス電子工業（株）・（有）丸眞熱処理工業

アルミニウム部品（非鉄金属部品）の急速加熱による高品質 ･ 高効率熱処理技術
「超高周波熱処理技術（2MHz）

」

さ

（株）
イオンテクノセンター

 種材料の表面分析、微細構造の形態観察・組成評価などの物理分析、イオン
各
注入、ＤＬＣ・多層膜など成膜加工や高機能膜をご紹介するとともに、様々な
ご相談、ご要望に柔軟に対応
コミュニケーションの安心・安全をテーマに出展

建設、省エネ、BCP

ＮＥＣプラットフォームズ（株）

（株）
キトー

チェーンブロック（電動、手動）、レバーブロック

製造業向け原価管理システム

（株）
ケミトックス

 陽電池モジュールの性能評価では発電時の電気特性を測定。標準試験条件の
太
下で測定を行うには屋内測定が一般的だが、その環境と測定機器を搭載した移
動式ＰＶラボを作製し、太陽光発電の現場で高性能な測定を可能にした。
１ＢＯＸウッドコーン・システム「EX−B ３」

甲府商工会議所ものづくり推進コーナー・国立大学法人山梨大学
大学技術シーズ、産学官連携事業等

甲府商工会議所ものづくり推進コーナー・山梨青年工業会
▪︎会の活動紹介
▪︎会員企業の紹介（製品、技術、サービスなど）
▪︎親子ものづくり体験教室開催

 械金属、電子、ＩＣＴ関連、医療分野、繊維分野など出展
機
都留市商工会が新たに開設した BtoB 企業間取引ポータルサイトの運用開始

都留信用組合 鶴友懇話会

当会会員企業の技術・新商品をご紹介

富士コム
（有）

山梨県立産業技術短期大学校

藤精機
（株）

やまなし産業大賞

卒業研究作品、展示パネル等

やまなし産業大賞受賞企業紹介

山梨市商工会製造業部会企業

市内出展企業紹介（サンプル、パンフレット）
、やまなしし製造企業ガイド登
録企業紹介
▪︎金属プレス加工
▪︎ねじ・パーツ類
▪︎環境照明（抗菌ライト）
▪︎各種プリント配線板 ▪︎テレビ受信用機器全般

山梨県商工会連合会

経営相談、各種支援施策パンフレット等の配布

 ンクジェット用可食インク（顔料・天然・合成）
イ
ガラス飛散防止塗料
ＵＶ（紫外線）塗料

山梨信用金庫

事業性融資、事業計画策定、販路開拓（東京・長野・静岡県の信用金庫と提携
しビジネスマッチングに参加）等 金融業務全般。相談業務を重視

（株）
ブリリアント

（株）
山梨中央銀行

 散職場での勤怠等の情報管理システム「勤管職」
離
ボランティア協会、社協向け「会員管理」

産学官金連携の取り組み紹介、各種中小企業向け支援施策の紹介、販路拡大に
向けたビジネスマッチングツールの紹介 など

（有）
程原製作所

やまなしトライアル発注商品等

ベトナムはホーチミン市でエンジニア 6 名のもと、ＦＡ装置・治工具の設計
を低コストで事業展開

 ーザ溶接製品のサンプル・板金製品サンプル・製品写真ボード・レーザ溶接
レ
や切断の動画 等

作業用腕支持具「ウデラク」
「ツブラク」
「カキラク」
「コシラク」等を展示

中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や資金繰り等の経営課題に対して、
総合的・先進的経営アドバイス、支援チーム等編成支援、ワンストップサービ
スを実施

（株）
富士見ケミカル

（株）多摩電機

都留市商工会

当組合お取引先企業の技術・製品をご紹介

山梨県よろず支援拠点

 イナンバー対策、スマートデバイス活用、事業継続性を高める各種クラウド
マ
サービスの紹介
民間企業向けコンピュータソフトウェアの紹介、各種ＩＴ相談への対応

 ＤＭタイプの３Ｄプリンター（Cubicon Single）
Ｆ
ＳＬＡタイプの３Ｄプリンター (B9Creator v1.2)
コンポジット３Ｄプリンター (Mark Two)

チビゲト AKI 秋山製作所

山梨県民信用組合

（株）
富士通マーケティング

（株）3D Printing Corporation

出張相談窓口の設置

国の施策である「ものづくり補助金」を活用し、試作開発等を行った成果を展
示するブースです。

 精密板金加工 / 溶接技術、金型レス技術、難加工材加工技術
▪︎
▪︎プレス加工 / 深絞り加工技術、順送型・単発型製品の加工技術
▪︎マシニング加工 / 複合加工技術

ＵＡＶ搭載型レーザー測量システム

知財総合支援窓口

経営革新及びプロフェッショナル人材の活用に関する相談

山梨県中小企業団体中央会

雷警報器、高齢者向け電動四輪カート、ＬＥＤ照明、水晶デバイス、電子部品

当社で、加工した精密部品切削加工品及び当社で開発した自社製品

た

山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点

風林火山ビジネスネット運営委員会に加盟する企業の共同出展

昭和測量（株）

 産業機械用制御盤
▪︎
▪︎産業機械用ユニット品
▪︎各種ケーブル見本品
▪︎ＰＭ 2.5 粉塵測定器

センター業務紹介パネル
センター業務紹介パンフレット配付

風林火山ビジネスネット運営委員会

（株）昭栄精機

予定

山梨県富士工業技術センター

IntelliPack（WebGIS パッケージ）
MapsMail（メール配信サービス）
Ai-SYSTEM（緊急地震速報配信システム）

 場、太陽光に照らされて、80℃以上にもなる屋根
夏
0.1mm のシートを貼るだけで、素足で歩ける程温度を下げてしまう
また、沸騰したヤカンに貼れば、放熱をカットする
周囲を温める事がないので、室内温度も野外温度も変化させない究極の節電、
省エネ、eco 対策品、遮熱シートのご紹介
一般住宅・店舗・工場・鶏舎・畜舎・保冷庫など、使い道は無限！
ぜひ会場で体感してください。

（株）
協和富士

 生可能エネルギー地中熱を利用したヒートポンプシステム
再
▪︎地球温暖化防止対策の切り札
（住宅・ビル・農業ハウスの冷暖房に利用・プール、温浴施設の給湯に利用）
▪︎エネルギー費５０％以上カット
▪︎ＣＯ２発生量６５％以上カット

（株）
ファルコン

遮熱未来研究所

▪︎抵抗溶接機用トランス
抵抗溶接機用トランスの革新的小型軽量化
▪︎マルチ電源浄水器
一般商用電源や車バッテリーを動力とする他に例を見ない浄水器
浄水手法はＲｏ膜フィルタを採用し高性能

山梨県地中熱利用推進協議会

長野市内にある浄水器の製造メーカー。浄水器のカートリッジは消耗品であり、
交換する必要がありますが、カートリッジは定期的にご自宅までお届けさせて
いただくので、買いに行く手間も省け、交換時期を忘れないでお使いいただけ
ます。お客様にはそんなサービスが大好評をいただいております。
今回、会場内で、カートリッジ定期発送お申込みのお客様に、浄水器本体をカー
トリッジ付で無料プレゼント

ケイエーシステム３Ｄプリンター、ギガセレクション / 洗浄クイル ･ オイルスキ
マ ･ 超硬エンドミル
ソーラーフロンティア太陽光発電 ･ 蓄電池システム､ トラスコ台車・直次郎再
研磨､ ドローン

北富士オリジン
（株）

東日本電信電話
（株）

電子申請システムの紹介・県警サイバー犯罪対策・マイナンバー県政出張講座・
その他、県からのお知らせ

ファミリーサービスエイコー
（株）

清水工機（株）

 報通信研究機構から受託した「ソーシャル・ビッグデータ駆動の観光・防災
情
政策決定支援基盤の研究開発」プロジェクトの一部を報告
山梨県の路線バスを対象とした人流推定手法および運行計画の最適化手法の確
立のために、バスの位置情報をビッグデータとして用い、その情報を可視化す
る取り組みなどを紹介

山梨県地域ＩＣＴ推進協議会

 センサー関連、車載用信号処理関連、ＭＥＭＳ関連、バイオセンサ関連、
光
ＦＡＢビジネス関連

 種名：FCP50 ⅰ（ハイブリッドカシメ機）カシメの合否判定機能付き
機
機種名：Smart7（卓上プレスブレーキ）ＡＣサーボ駆動による精密曲げ加工
機種名：マルチクリノックス（ＳＵＳ用溶接焼け取り機）コテ、ブラシどちら
も使用可能で狭小な場所でも焼け取り

 キーエンス製 ＢＴ－Ｗ８５Ｔ（高速＆高精度 文字認識ハンディターミナル）
▪︎
▪︎Ｍａｓｔｅｒｃａｍ 2017（あらゆる加工に対応する３次元ＣＡＤ / ＣＡＭシステム）
▪︎ＯＴＲＳ．10（生産現場の作業分析・最適化ソフト）

観光政策・意思決定支援基盤の研究開発プロジェクト

パイオニア・マイクロ・テクノロジー
（株）

（株）
ファブエース

専門相談員による中小企業の取引上の悩み相談

スタンプラリーアプリ、動画マニュアル作成サービスのご紹介

山梨県内の情報関連技術の開発の促進、情報化の基盤整備等を行い、豊かな情
報山梨を目指しています

情報セキュリティ対策やクラウドソリューション等

（株）シップス

半導体パッケージ展示・自社開発ＦＡ装置の紹介

ＪＶＣケンウッド

は

下請かけこみ寺

（株）
カルク

（一社）
山梨県情報通信業協会

 ープンソースＥＲＰソリューション「iDempiere」のデモ
オ
オープンソースＰＬＭソリューション「Aras Innovator」のデモ

静岡県の陸・海・空の交通ネットワーク、企業の立地状況等の情報提供

（株）
加藤電器製作所

（株）
コスモサウンド

弁理士による知的財産権無料相談及びパネル展示

静岡県

 業用検査装置の設計、製作
産
ＬＥＤ検査機・ＦＡ用制御機器・マイコン・回路設計、ソフトウェア設計など

 県制度
▪︎
▪︎金融機関提携保証制度
▪︎流動資産担保融資保証制度
▪︎小規模事業者カードローン「ベンリー５００」
▪︎専門家派遣サポート事業

（株）
ネオシステム

３Ｄプリンタ「ZORTRAX」 の展示

（株）
オーテックエレクトロニクス

進捗管理機能搭載

人と地球にやさしい情報社会を実現するための機器およびシステム

（株）システムインナカゴミ

 ーパーコンピュータ、キーテレフォン /IP−PBX、サーバ、蓄電システム、
ス
ＰＯＳ等、Aterm シリーズなど

山梨県信用保証協会

日本弁理士会関東支部

道の駅の特産品を取り扱う産直通販事業「ぐーもも倶楽部」を立ち上げ、山梨
ならではの付加価値の高い、安心・安全な商品を取り扱っており、ネット注文
に加え、高齢者に対応して電話注文も可能とするマルチチャネル通販システム
を実現し、生産者の心を伝えるブランディングサイト「ぐーもも」を併設
また、
「自然と健康の会」を立ち上げ、いやしの農業体験、社員研修、メンタ
ルヘルス予防等のサービスも展開

ＮＥＣファシリティーズ（株）

職業能力開発及び職業能力評価試験に係る資料の配布と相談

日本電気
（株）

（株）シー・シー・ダブル

 ダイカスト製品：真空ポンプ部品、ガス部品、自動車部品ほか
▪︎
▪︎自社開発の金型冷却部品ほか

工業系高校生の作品

山梨県職業能力開発協会

 lueSpider（Iaas サービス）、データセンターサービス、IoT ソリューション、
B
クラウド各種サービスなど

蛍光管型ＬＥＤ照明・ヘアースプリング・レンタルマット

（株）
エスワイ精機

研究成果紹介、利用案内等

山梨県高等学校教育研究会 工業教育部会

日本システムウエア
（株）

 駐車場機器
▪︎
▪︎アミューズメント機器
▪︎蓄熱式電気暖房機

（株）三友

山梨県工業技術センター

Ｒ oll to Ｒ oll 成膜装置モデル

技術コンサルタント、省資源技術、小水力発電等

（株）サンニチ印刷

 験豊富な専門家による新製品開発・新技術導入支援、技術広告ＤＶＤ・パン
経
フ・ＷＥＢ制作等

材料・製品分析（ＲｏＨＳ指令規制物質分析、異物検査・不具合解析、環境規
制物質分析・評価等）
企業に関わる環境分析（事業場排水・土壌汚染・大気・騒音・振動・悪臭・産
業廃棄物・作業環境測定・アスベスト等）
水道用給水用具・資機材浸出性能試験（JIS S 3200-7）
他 各種分析・評価関連

ガス器具部品・デモ製品

切削加工部品

汎 用射出成形機を用いた特殊インサート成形部品（特殊異材成形品）

A － MEC
（株）

学生による活動や研究の発表

山梨県環境科学検査センター

（公社）
日本技術士会 山梨県支部

（株）サニカ

AR/VR による先端のコンテンツ（体感ソリューション・インタラクティブ技
術）の展示

各種相談

山梨学院大学経営情報学部

切削加工品サンプル、電子ビーム溶接を用いた製品サンプル

（株）三幸

 東芝ＴＥＣ製事務用コンピュータを使用したオフィスワークソリューション
▪︎
▪︎ＣＴＩを使用した飲食店向け予約・宅配ソリューション
▪︎液晶ペンタブレットを使用した手書き文字認識ソリューション

小型マッサージ機

（有）
内藤螺子製作所

（株）
中家製作所

ま

 電用碍子・碍管…高圧から低圧あらゆる碍子の取り扱い
配
各種セラミック製品…アルミナ・ムライト・ジルコニアから窒化物まで形状も
相談に乗り出来る限りの物を提供
遠赤外線セラミックヒーター…セラミックヒーターをメインに他のヒーターも
扱う

やまなしイノベーション戦略推進協議会

（株）
中村製作所

 密切削部品（自動車・OA・一眼レフカメラ関連、小ネジ、ワッシャー、キャ
精
リアテープ等

（株）
エービーエス

（株）
クレド

な

ヤマキ電器
（株）

（株）
ヤマト

高精度横型ブローチ盤「キーマン」

三栄精工（株）

（株）
ウィンテックコミュニケーションズ

学園情報と支部活動報告

（株）
富浜精工

太陽電池を利用した独立電源の実例及び、既存する非常用電源等の過放電修理
についての紹介

 カムインデックス装置
▪︎
▪︎カム加工品
▪︎切削加工品

や

 水田管理システム「PaddyWatch」
▪︎
▪︎ドコモ光ビジネス Wi-Fi
▪︎スマホ、タブレットでの翻訳系サービス

（株）近藤工芸

（有）
雨宮製作所

か

東京電機大学

在職者向け職業訓練及び企業の人材育成支援等に係るサービスのご紹介

切削加工、研削加工、旋削加工による装置部品

 自社処理施設を持つ企業案内及び低濃度貴金属回収技術
▪︎
▪︎貴金属の工業材料（板材、線材）

（株）
ドコモＣＳ 山梨支店

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構山梨支部 山梨職業能力開発促進センター

（株）
天鳥

プラズマ技術紹介、真空技術紹介、実験コーナー

東京電機大学校友会山梨県支部

 業性融資、事業計画策定、販路開拓・新分野進出・新商品開発・資金繰り・
事
事業承継等の経営課題に係る各種相談

 社運営コンテンツ：機械修理 .com
自
https://kikai-syuuri.com/

（株）
森銀

インターラクティブプログラミングの紹介とデモンストレーションの実施

甲府信用金庫

アイネクシオ

テクノクリーン
（株）

テクノネット「ふじざくら」および会員企業の紹介パネルと会社案内の展示

宝飾製造業のビジネス環境に特化した生産・販売管理システム
「受注データから製造指示を行いたい」

「製造管理・資材管理を行いたい」「在
庫から棚卸まで、一貫した管理を行いたい」といった宝飾製造業にありがちな
悩みを解決し、最適なシステム運用を実現

オリジナルトランス（ＮＣＷシリーズ）とフェライトコアの独自加工技術の御紹介

（株）
メイコー

（株）
デジタルアライアンス

（株）甲府情報システム

武蔵野通工
（株）

ティダダイヤモンド
（有）

テクノネット「ふじざくら」

 呼吸モニター（無呼吸の検出）
▪︎
▪︎微細部品の計測（光電センサにより、微細部品の数を計測する）
▪︎イライラ棒（棒に触らないようにするゲーム）

アイオワ州経済開発機構

ま

マネキン２体にクリーンウエアーを着用させビジュアル的に当社の企業イメージ
をＰＲ。またクリーンルーム内で使用する什器備品を展示

甲府市立甲府商科専門学校

 ＩＰ電話機向け無線化モジュール
Ｓ
ひかり電話直収 小規模オフィス向け IP-PBX「iPBX-S01」
伝統工芸・工業製品を用いた地域産業振興・観光誘致プロジェクト

機械要素部品・免震関連製品・ロボット関連製品
部品溶接・金型肉盛溶接・ＰＣＤバイト

【※出展企業の詳細情報については、山梨テクノICTメッセ公式ホームページ http://www.yamanashi-technoict.jp をご覧ください。】
アースシステム
（株）

ＴＨＫ
（株）

やまなしトライアル発注商品等紹介

（株）
山梨ニューメディアセンター

（株）
MARS

 年、農業委員会が実施する農地利用状況調査をより効率的におこなえる様、
毎
タブレットを用いて、調査地図の表示や調査結果の入力がその場でおこなえる
「現地調査支援システム」

（株）
牧野フライス製作所 富士勝山事業所

製品パネル展示とサンプルワーク展示、企業紹介

（株）
三森製作所

 ラスチック精密切削加工品、プラスチック彫刻加工品、プラスチック接着加
プ
工品、プラスチック溶接加工品、プラスチック曲げ加工品

デジタルサイネージ、スマートフォンアプリ、Ｗｅｂコンテンツ

わ

（株）
YSKe-com

 クラウド技術を利用したシステムの展示
▪︎
▪︎Ｐｅｐｐｅｒ受付システム

（株）
ワイ・シー・シー

 ラウド、モバイルを活用した各種ソリューションの展示・紹介
ク
▪︎音声認識技術を活用した聴覚障がい者等とのコミュニケーション支援アプリ
▪︎多国語変換技術を活用した外国人とのコミュニケーション支援アプリ

