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B-01

清水工機（株）

山 梨県南アルプス市上今諏訪750
URL

TEL.055-282-8711

http://www.shimizukouki.co.jp/

ケルヒャージャパン株式会社／ドイツが生んだ世界トップブランドケ

B-07

ルヒャー、清掃に関するトータル提案をさせて頂きます。
完全自動で出力するAIソフト：ARUMCODE １をご紹介します。

A-06

商談コーナー

休憩コーナー

プレゼンテーション
コーナー

A-14

D-16

仮想空間体験

A-13

A-12

A-11

山 梨県甲府市北口2-6-10

11月 1 1 日（金）
2022取引拡大商談会
A-10

11月 1 2 日（土）

A-09

URL

医療、介護、行政等専門職をつなぐ多職種連携プラットフォーム「電

甲府商工会議所
ものづくり推進コーナー

ビス「Airoco（エアロコ）」を展示します。

F-06
9:00

G-09

G-11 F-06

D-14 C-10

E-07 D-15

E-06

E-05 D-13

B-06 A-07

C-08 B-07

山 梨県富士吉田市上吉田4488-7

TEL.090-2322-7168
東京電機大学学校紹介。山梨県支部の活動報告等。

A-07

https://www.nsw.co.jp/

リューション、スマートグラス活用サービス、データセンターサービ

B-06

山 梨県中巨摩郡昭和町河西919
URL

A-06

TEL.055-275-6369

https://absnet.jp/

・セミセルフ決済対応POSシステム「POS物語」
・飲食店向けデリバリー /テイクアウト予約管理・顧客管理
・他

E-05 （株）システムインナカゴミ

A-05

ICT体験コーナー

G-07

F-05

E-03 D-11

D-10 C-07

B-04 A-04

C-06 B-05

山 梨県中央市山之神流通団地1-8-2
URL

A-03

E-04

TEL.055-230-7611

D-01

https://www.sin.co.jp
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仮想空間体験
仮想空間体験

G-02

G-01

D-05

D-04

A-01

D-03

D-02

ビジネスマッチング
カウンター

D-01

切削・研削

ソフトウェア

プレス・金型

通信

鈑金・溶接

学校関係

表面処理

行政機関

機械・電気・ソフト設計

金融・保険

製品・部品メーカー

その他

機械関連その他

主催者関連

A-08

E-07 （株）シップス

山 梨県笛吹市石和町四日市場1787

URL

https://www.sips-kk.com/

山 梨県笛吹市八代町岡770-1

C-03

G-06 （株）山梨ニューメディアセンター
山 梨県甲府市北口２-6-10

アンケート
記入・回収所

出 口

TEL.055-231-3063
URL https://www.y-nmc.jp/
自動キッティングサービス（KitPost）、大会・学会宿泊受付システム、
Web出願サービス

入 口

F-03 （株）ＹＳＫｅ-ｃｏｍ

切削・研削
 梨県韮崎市大草町下條西割1022-1 TEL.0551-23-4392
山
半導体製造装置部品・産業用製造装置部品

B-04

 梨県甲府市大津町1262-5 TEL.055-241-1103
山
URL http://www.kobayashi-seisakujo.jo.co.jp
【切削加工】インフラ用免震支承部品「鋼製沓」、バルブ部品
【プレス製品】レーザーダイオードレンズキャップ、ICパッケージシー
ルリングetc

 梨県中巨摩郡昭和町西条3853-1
山
URL https://shoeiseiki.jp
・半導体製造装置用部品
・医療機器用小径部品
・光学機器用部品

 梨県甲府市下飯田1-6-2 TEL.055-224-3451
山
URL http://www.nakamura-ss.co.jp
切削加工と電子ビーム溶接を組み合わせた各種製造装置用精密部品
および高精度な切削加工品

A-03 （株）中家製作所

D-15

 梨県南都留郡西桂町小沼204 TEL.0555-25-3071
山
URL http://wataken.org/
製品サンプル等で、弊社の加工技術をアピールします。
・ガンドリル深さ最大3500mm(トンボ加工)
・マシニングセンタ(3500 x 1020)で長尺ワーク対応可
・旋盤最大φ800mm対応

プレス・金型

G-04 （株）内藤製作所

 梨県甲斐市下今井627-1 TEL.0551-28-3074
山
URL http://www.naito-mfg.co.jp/
精密プレス部品（プレスへの工法転換によるコストメリットの創出）

TEL.055-275-6644

長野ドライルーブ（株）

 野県上伊那郡辰野町大字伊那富7362-18 TEL.0266-43-3422
長
URL https://www.drilube.co.jp
多機能皮膜ドライルーブ；①潤滑 ②熱 ③電気 ④撥水・撥油 ⑤耐薬
品 ⑥光学 ⑦速乾性潤滑剤 ⑧ＤＬＣ ⑨加飾・外観

A-01 （株）キトー

 梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000 TEL.055-275-7521
山
URL https://www.kito.co.jp/
チェーンブロック（電動・手動）
・レバーブロック・モバイルライトクレー
ン、電動チェーンバランサ、リフティングポイント

C-07 （株）協和富士

 梨県上野原市上野原8154-28 TEL.0554-63-5500
山
URL http://www.kyowafuji.co.jp
PLC制御を使ったゲーム機
ケーブル見本

A-02 （株）メイコー

 梨県甲斐市下今井７３２ TEL.0551-28-5111
山
URL http://www.meiko-inc.co.jp
真空乾燥炉・プラズマ発生装置・蒸気洗浄装置

製品・部品メーカー
F-02

D-14 （株）エヌビー精密

 岡県富士宮市上井出3831 TEL.0544-54-2121
静
URL http://www.nb-sj.co.jp/
高 精 度 金 型を 使 用した、弊 社の 得意とする「 薄 板 打 抜き」「 アルミ
100％せん断 加工 」「端 子（ヘミング、カール、潰し）」等の 各種プ
レス部品を展示致します。

URL

機械・電気・ソフト設計

 梨県中巨摩郡昭和町1641-8 TEL.055-275-5533
山
URL http://www.nakayass.co.jp/
半導体製造装置部品・成膜装置・その他治工具

B-05 （株）渡兼

山梨県富士吉田市上吉田東9-10-12

表面処理

TEL.055-275-3030

G-03 （株）中村製作所

藤精機（株）

 梨県中巨摩郡昭和町築地新居1648-7
山
URL http://fuji-seiki.com/
精密板金加工製品（シンク、ラック）
ハンドサニタイザー
他、小部品

B-03 （株）小林製作所（甲府市工業協会）

A-05 （株）昭栄精機

C-06 （株）加藤電器製作所

鈑金・溶接

A-04 （株）天鳥

D-12

NECプラットフォームズ（株）

東京本社：東京都千代田区神田司町2-3 TEL.03-3259-1311(代表)
甲府事業所：山梨県甲府市大津町1088-3 TEL.055-243-4111(代表)
URL https://www.necplatforms.co.jp/
当社のものづくりのノウハウとIoT技 術を融 合し、お客 様 のDX化を
お手伝いする製 造 業向けソリューションをご提 案いたします。また、
当社甲府事業 所で生 産している最新の製品・技 術をご紹介させいて
いただきます。

大阪電機工業（株）

山 梨県甲府市湯田1-13-2

 阪府八尾市美園町1-73-3 TEL.072-997-8845
大
URL https://www.osakadenkikogyo.co.jp
電 気で蒸気を作る電 気式蒸気ボイラーです。燃 焼式ではなく電 気式
なので、CO2を出しません。換 算 蒸 発 量2 ～ 144ｋｇ/ｈまでライ
ンナップしています。

TEL.0555-22-6161

http://wwww.kdg.co.jp/katoh/

半導体・電子部品の受託製造の紹介、微細加工技術の紹介、徹底し
た無 人・省人化で 海 外 同 業 他 社を優るコストパフォーマンスのある

TEL.055-236-1111
URL http://www.ysk.co.jp/
・AIを利用した文字認識システム
・セキュリティソリューション

F-07 （株）ワイ・シー・シー

山梨県甲府市飯田3-1-2 TEL.055-224-5511
URL https://www.ycc.co.jp/
〇電 池で動く手のひらサイズの小型コンピューター「スクーミーボー
ド」で課題を解決する装置を作ろう。
〇音声認識や多言語 翻訳の技 術を活用したＵＤトークの紹介。話題
の透明ディスプレイ(レルクリア)も出展予定。

FAソリューションの紹介

E-01 （株）サニカ
⼭ 梨県南アルプス市⼗⽇市場789
URL

TEL.055-284-2411

https://www.sanica.co.jp/

駐⾞ 場システム機器およびメカトロニクス製品の企画・開発・製 造・
販売

D-07

タマパック（株）

山 梨県甲府市国玉町831
URL

TEL.055-233-7171

http://tama.mpx-group.jp

段ボール製品（ケース類・緩衝材・防災用品・什器類）

E-03

軟包材・化粧箱・貼り箱・缶容器・クリアケース・ラベル

C-05

テクノネット「ふじざくら」

山梨県大月市猿橋町小沢1435

TEL.0554-56-8866

① テクノネット「ふじざくら」の紹介パネル、会員名簿パネル、② 会
員企業紹介パネル、③ 会員企業のパンフレット、④ 会員企業の製品
展示

G-05

日本プリンタエンジニアリング（株）

南 都留郡富士河口湖町勝山2660
URL

TEL.0555-83-5678

https://www.primex.co.jp/company/company07/

KIOSK対応の各種サーマルプリンター
POS対応のラベルプリンター

C-09

URL

E-02

 梨県甲府市青沼1-12-13 青沼ビル1階 TEL.055-298-9000
山
URL https://www.ntt-east.co.jp/yamanashi/
地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業として、企業の皆
さまのDX推進に関する課題解決や先端技術を活用したソリューショ
ンをご紹介。
・AI-OCR、RPA、AIロボット実演
・作業用ウェアラブル機器展示 等

 梨県甲府市北口2-12-1 TEL.055-254-0101
山
URL https://www/digital-all.jp/
※DX（デジタルトランスフォーメーション）時代をささえるネットワー
ク技術の展示※

TEL.0266-64-2241

http://www.n-musashino.co.jp

★省スペース・省エネルギーが特 徴！国際 安全規格に準 拠したNCW
トランス
★1DINサイズへの設 置が可能！小型低背タイプ、低リーケージ特性
に優れるOIトランス

機械関連その他
C-04 （株）三友精機【甲信商事(株)】
山 梨県中央市山ノ神流通団地3-4-1
URL

TEL.055-273-5011

http://www.koshinshoji.co.jp/company/

三友精機 株式会社
SANYU INSERTER SYSTEM
電動ドライバーにより、従来の手動工具での挿入作業と比較して、作
業時間の短縮が可能となります。また垂直アームにより、電動ドライ
バーを垂直に操作できる為、初心者でも正確な挿入が容易に行えま
す。

F-05 （株）ドコモビジネスソリューションズ
 梨県甲府市丸の内2-31-3 TEL.055-236-1222
山
URL https://www.docomobs.com/
DXを進めるなら、ドコモの「ビジネスdXストア」。
中堅・中小企業の業務改革をサポートします。
・あんしん（使い勝手のよいソリューションを厳選）
・お得（導入しやすいリーズナブルな価格設定）
・やさしい（サービスを導入する前から親身にサポート）
・便利（複数のID・パスワードを管理するストレスなし）

F-04

D-04

日本電気（株）甲府支店
 梨県甲府市相生2-3-16三井住友海上甲府ビル5階
山
TEL.055-224-4141
URL https://jpn.nec.com/
生体認証技術、画像関連技術、セキュリティ関連技術、スマートワー
ク関連技術、情報関連機器

山梨県甲府市丸の内2-16-4 丸栄ビル5階 TEL.055-235-6236
URL https://www.sangyokoyo.or.jp/
当センター紹介並びに、人材（求 人、離職）相談 受 付。社内研 修 等
の相談受付。

D-10

D-05

山梨県よろず支援拠点

TEL.080-3116-8477
URL https://www.dps-company.jp/
DX、Webパーツカタログ、AR/VR/MR、３Dアニメーション、商
業印刷

G-09 （一社）日本経営士会
山梨経営支援センター
 梨県大月市七保町葛野2525-2 TEL.090-2639-5027
山
URL http://www.amcj-y.net/index.html
①プレゼンテーション ②パンフレット ③経営相談など

C-10 （株）日本テクノクロス
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 川﨑フロンティアビル４Ｆ
TEL.0552-25-6260
URL http://www.navida.ne.jp/snavi/10148_1.html
光触媒関連 照明 ：抗菌 防臭 コロナにも効果がある。
塗布材：室内の壁などに塗布する材料他
建築関連
   ：節水蛇口 壁掛け技術 汚染浄化剤

D-06

E-06

甲府信用金庫

都留信用組合

C-01

URL https://www.yiso.or.jp/mdcc/
当センターの紹介、関連企業の医療機器および物品の展示

B-02 （株）ヤマト
奈 良県奈良市西大寺国見町1-6-3

TEL.0742-48-0266
URL http://www.k-yamato.co.jp
血行 促 進・疲 労回復・リンパケア・フットケア・むくみ予防・運 動 不
足にお使いいただけます。ブースまでお気軽にお立ち寄りお試しくだ
さい。

山梨県信用保証協会

山 梨県甲府市飯田2-2-1（山梨県中小企業会館）TEL.055-235-9701

URL https://cgc-yamanashi.or.jp/
・山梨 県商工業 資 金融 資制度（山梨 県の制度融 資）・専門家 派 遣サ
ポート事業 ・創業支援制度 ・事業承継保証制度 など

A-11

山梨県民信用組合
山梨県甲府市相生1-2-34 TEL.055-228-5151
URL https://www.yamanashikenmin.shinkumi.jp/
山梨県民信用組合は、移動金融車は定期的に地域へ運行。金融サー
ビスの提供を行っています。
また、ブースは、株 式 会 社若 井 様のアルミダイカストの 検 査 装置で
ヒューマンエラーを抑制し、緻密な検査を行います。

A-12

山梨信用金庫
 梨県甲府市中央1-12-36 TEL.055-225-0207
山
URL https://www.yamasin.jp/
事業性融資、事業計画策定、販路開拓（静岡県、長野県の信用金庫
と連 携しビジネスマッチング他商 談 会等に協賛）等、金融 業に加え
て多種 多様 化しているお客 様のニーズに応える相談 業 務に注 力して
います。

A-14 （株）山梨中央銀行

G-11 （一社）山梨県情報通信業協会
 府市大津町2192-8 TEL.055-243-2046
甲
URL https://www.ysa.or.jp/
ICT相談コーナー、スクラッチ+AI+IoTの体験コーナー

D-08

TEL.055-243-4916
URL http://www.yavada.jp
職業能力開発及び職業能力評価試験に係る資料の展示配布
技能五輪全国大会 DVD『五輪への挑戦』を放映

D-16

 梨県甲府市中央3-8-10
山
URL https://ozp.jp
デジタルサイネージ
木材を使用したサイネージ
各種コンテンツ

TEL.055-235-6010

山梨県地域DX推進協議会
 梨県甲府市丸の内1-6-1 TEL.055-223-1720
山
URL https://www.fynet.or.jp/
①サイバーセキュリティ対策、していますか。
②県のＤＸ推進に係る取 組 紹介、Yamanashi AIハッカソン製作ア
プリ発表
③マイナンバー制度の紹介、県政情報の発信

D-09 （株）レステックス
 梨県甲斐市玉川19-8 TEL.055-225-4160
山
URL https://restex.co.jp/
各 業 界 の 製 造 工 程 の 自 動 化 を 提 案 で き る 協 働 ロ ボ ットTM5900･TM12を搭載した、
「協働ロボット一体型システム」及び、その
周辺機器

D-13

G-08 （株）オズプリンティング

山梨県職業能力開発協会

山 梨県甲府市大津町2130-2

 梨県甲府市丸ノ内1-20-8 TEL.055-233-2111
山
URL https://www.yamanashibank.co.jp/
各種中小企業向け支援施策の紹介、BCP計画策定支援コンサルティ
ングのご案内 など

その他

メディカル・デバイス・コリドー推進センター

山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨３F TEL.055-220-2091

 梨県富士吉田市下吉田2-19-11 TEL.0555-24-4815
山
URL https://www.tsurushinkumi.co.jp
金融関連業務および経営相談業務全般

A-09

富士通Ｊａｐａｎ（株）

 梨県甲府市丸の内1-17-10 東武穴水ビル
山
TEL.055-226-7799
URL https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/
県 内 製 造 業 向けに、工 場 内で 取り組 んで いる生 産 ラインの可 視 化
(COLMINA)、AIを用いたDXソリューション、果樹盗難抑止ソリュー
ション、南アルプスネットワーク工房をFINETと連携してご紹介しま
す。

金融・保険
 梨県甲府市丸の内2-33-1 TEL.055-222-0284
山
URL http://www.kofushinkin.co.jp/
事業性融資、資金繰り、財務改善等の金融課題に関する支援。販路
開拓、新商品開発、海外展開、事業承継等の各種経営課題に関する
支援。

日本弁理士会関東会

 京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階
東
TEL.03-3519-2751
URL https://www.jpaa-kanto.jp/
特許・実 用新案・意匠・商標の出願手 続はもちろん、諸 外国の制度
や知的財産権 全般について弁理士が無料で相談に応じます。知的財
産の身近なパートナーとしてお気軽にご利用ください。

 梨県甲府市南口町7-20 TEL.055-288-8400
山
URL http://yorozu-yamanashi.jp
各種経営相談

A-13

デジタル総合印刷（株）
山 梨県富士吉田市上吉田東1-10-68 305

山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点

 梨県甲府市大津町2192-8（（公財）やまなし産業支援機構内）
山
TEL.055-243-1870
URL http://www.yiso.or.jp/advisement/professional.html
プロフェッショナル人材のＵＩＪターン拡大

NTT東日本 山梨支店

G-02 （株）デジタルアライアンス

武蔵野通工（株）

長 野県諏訪郡富士見町落合3651-3

事業承継や事業引継に関する相談

エクシオグループ（株）甲信支店

 梨県甲府市落合町602-2 TEL.055-288-9111
山
URL https://www.exeo.co.jp/
Microsoft Teams および Teams電話、iGrafx（業務フロー可視
化システム）、農業灌漑用ため池監視システム、など

山梨県事業承継・引継ぎ支援センター

山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F TEL.055-243-1830

A-10

通信

C-02 （公財）産業雇用安定センター山梨事務所

山梨県産業技術センター

D-02

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

 梨県甲府市相生2-2-17 TEL.055-233-2241
山
URL https://seikoukai.net/wp/
山梨青年工業会ホームページ https://seikoukai.net/wp/ を参照
ください。

 梨県甲府市大津町2094 TEL.055-243-6111
山
URL https://www.pref.yamanashi.jp/yitc/
業務紹介、利用案内、研究事例紹介、保有知財紹介

TEL.055-265-4724

URL https://bril.co.jp/
働き方改革を支援する「勤怠管理システム」
・離散職場での勤怠管理
・生体認証「AIZE」と「RPA技術」を連携した正しい労働管理
・有給休暇5日取得義務、36協定遵守に向けた管理機能

会場図

山梨県

 梨県甲府市丸の内1-6-1 TEL.055-223-1544
山
URL https://www.pref.yamanashi.jp/
やまなし産業 大 賞の受 賞企業 及びやまなしトライアル発 注商品等認
定制度の認定商品等のPR

TEL.055-261-6300

中堅・中小企業向け業務ソフトウェアの開発・サポート

E-08 （株）ブリリアント

C-08

下請かけこみ寺

 梨県甲府市大津町2192-8（（公財）やまなし産業支援機構内）
山
TEL.055-243-8037
出張相談窓口の設置

3Dプリンター Zortrax M200Plus, スーパーエンプラ用ハイエン

G-06

INPIT山梨県知財総合支援窓口

山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨３F TEL.055-243-1888
・事業周知活動（説明用パンフレットの配布等）
・個別に知財関連の相談受付

「MOTTAKE-SEE(もってけし)」

G-08

TEL.0554-43-4926
URL https://r.goope.jp/gunnaiori
「郡内織」の座布団を、コンパクトな携帯座布団に仕上げました。「り
ざ～ぶとん®️」は、予約席「Reserved」と「座布団」のオリジナル
造語で、広げたそこが「予約席の様な心地良さ」になるように、中綿
の工夫で、ふんわり温かで、しかも、生地は撥 水加工で汚れにくく、
丸ごと洗濯できます。忍者の巻物風でお土産にもぴったり。アウトド
アやスポーツ観戦にご利用ください。

行政機関
D-03

郡内織物問屋 森島商店

山 梨県都留市つる4-7-4

山梨県立産業技術短期大学校

山梨県甲州市塩山上於曽1308 TEL.0553-32-5200
URL https://www.yitjc.ac.jp
学校・学科紹介

スなど

D-11 （株）エービーエス

山梨県高等学校教育研究会工業教育部会

G-07

 梨県甲府市塩部2-7-1 TEL.055-252-4896
山
県内工業系高校生の作品

TEL.0553-20-5455

建設・製造業向けDXソリューション、ロボットソリューション、IoTソ

A-08

D-12 C-09

NSW（株）

山 梨県笛吹市一宮町市之蔵707
URL

G-10
F-07 E-08

G-10 （一社）東京電機大学校友会 山梨県支部

子連絡帳サービス」と、感染症対策として換 気 状 態の見える化サー

ロボコンやまなし

仮想空間体験

TEL.055-220-7388

https://www.wintech.ad.jp/

甲府市立甲府商科専門学校

 梨県甲府市西下条町1020 TEL.055-243-0511
山
URL http://www.kcc.ac.jp
学生が授業で作成したＰＬＣ（シーケンサー）の作品を出品します。

G-01 （株）ウインテックコミュニケーションズ

 梨県中央市乙黒158-2 TEL.055-273-5344
山
URL https://www.calcinc.co.jp
クラウド上で、情報機密性とPC同様の直感的な操作を実現できる国
産ストレージサービス

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

山梨県甲府市武田4-4-37 TEL.055-220-8758
URL https://www.scrs.yamanashi.ac.jp/
教育、研究、地域貢献

アルム株式会社／３D CADデータの形 状を解 析しNCプログラムを

ソフトウェア

F-01 （株）カルク

学校関係

ローデ・シュワルツ・ジャパン（株）
新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル27階 TEL.03-5925-1270

URL https://www.rohde-schwarz.com
オシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、
そして信号発生器などの電子計測器を展示予定です。

https://yamanashi-technoict.jp/

