国際航空宇宙展 2018 東京／JA2018 TOKYO

出展者リスト
2018 年 9 月 7 日時点

国内出展者

※共同出展者

※ミズホクラフト株式会社

五十音順

※株式会社山下工作所

株式会社ＩＨＩ

※株式会社レーザックス

※アイ・エヌ・シー・エンジニアリング

株式会社アキュレイト

※株式会社ＩＨＩエアロマニュファクチャリング

曙工業株式会社

※株式会社 IHI キャスティングス

株式会社アルテックス

※株式会社 IHI 検査計測

※シンコア

※株式会社 IHI ジェットサービス

アンフェノールジャパン株式会社

株式会社 IHI エアロスペース

アンペックス・ジャパン株式会社

あいち・なごやパビリオン

イーグル工業株式会社

※株式会社アイオーエム

石敏鐵工株式会社

※株式会社浅野製作所

イネイブル株式会社

※熱田起業株式会社

インターステラテクノロジズ株式会社

※井澤金属株式会社

WEARE Pacific

※石敏鐵工株式会社

株式会社

※株式会社 ウォンツ

宇宙航空研究開発機構

※エアログループ

AeroEdge 株式会社

※エアログループ

エアロファシリティー株式会社

※エアログループ

株式会社エヴァアビエーション

※エアログループ

AC Ishikawa（石川県航空機産業クラスター）

UCHIDA

※株式会社 NSR JAPAN

※浅下鍍金株式会社

※オーエムヒーター株式会社

※株式会社三洋製機

※加賀産業株式会社

※株式会社高林製作所

※株式会社蒲郡製作所

※株式会社

※株式会社弘和鉄工所

※株式会社フィッテング久世

※株式会社三光製作所

※深田熱処理工業株式会社

※株式会社三光刃物製作所

※株式会社

※CJAC

※松本機械工業株式会社

※株式会社セイコードー

※株式会社マルショー

二水

北菱

※高砂電気工業株式会社

エクスロン・インターナショナル株式会社

※東明グループ

NEC Corporation

※長江紙器株式会社

NTN 株式会社

※ナカノアビエーション株式会社

NTK インターナショナル株式会社

※名古屋商工会議所

※Airtech International Inc.

※名古屋品証研株式会社

※Kamatics Corporation

※株式会社パイオニア風力機

※Starfire Systems, Inc.

※株式会社放電精密加工研究所

※DWA Aluminum Composites USA, Inc.
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※Northrop Grumman Corporation Innovation Systems

クニペックスツールズジャパン株式会社

※Planetary Systems Corporation

公益財団法人群馬県産業支援機構

※ヘンケルジャパン株式会社

※株式会社浅野

※Martin UAV

※株式会社浦和製作所

※Robertson Fuel Systems

※高陽精工株式会社

ENERTOPIA JAPAN 株式会社

※株式会社町田ギヤー製作所

※THERMOCOAX

公益社団法人

MSR 株式会社
公益財団法人

日本航空技術協会

一般社団法人神戸市機械金属工業会（神戸航空機クラスター）
大分県産業創造機構

※伊福精密株式会社

※おおいた チャレンジャー ワーキンググループ

※株式会社オオナガ

※佳秀工業株式会社

※カルモ鋳工株式会社

※株式会社デンケン

※株式会社協栄

大河内金属株式会社

※株式会社神戸工業試験場

株式会社オーサカステンレス

※佐藤精機株式会社

沖縄県

※株式会社佐野鉄工所

株式会社

商工労働部 企業立地推進課
オノックスエムティーティー

※株式会社ジェイテック

川崎重工業株式会社

※下里鋼業株式会社

※日本飛行機株式会社

※大東化学株式会社

関東航空計器株式会社

※タカヤマ株式会社

岐阜県/各務原市

※株式会社阪神メタリックス

※旭金属工業 株式会社

※株式会社兵庫精密工業所

※今井航空機器工業 株式会社

※株式会社前田精密製作所

※株式会社

※マルイ鍍金工業株式会社

岩田製作所

※ＡＰＣエアロスペシャルティ 株式会社

※山城機工株式会社

※川崎岐阜協同組合

※株式会社山本電機製作所

※岐阜航空機部品クラスター

※有限会社松本工作所

※天龍エアロコンポーネント 株式会社

※和田金型工業株式会社

※名北工業

株式会社

コダマコーポレーション株式会社

九電ビジネスソリューションズ株式会社

公益財団法人

京都航空宇宙産業ネットワーク(KAIN)

埼玉県産業振興公社

※株式会社今泉精機

※川崎機械工業株式会社

※内田精研有限会社

※株式会社

草川精機

※株式会社大村製作所

※株式会社

毛戸製作所

※株式会社キットセイコー

※株式会社

ＫＯＹＯ熱錬

※株式会社二光製作所

※三和化工株式会社

※仁科工業株式会社

※株式会社

中金

※藤倉ゴム工業株式会社

※株式会社

寺内製作所

坂口電熱株式会社
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公益財団法人相模原市産業振興財団

株式会社 SUBARU

※東京特殊印刷工業株式会社

住友精密工業株式会社

※二光光学株式会社

※株式会社 シリコンセンシングシステムズジャパン

※ワッティー株式会社

相互発條株式会社

櫻護謨株式会社

株式会社

ソルトン

株式会社ササキ

大同特殊鋼株式会社

サニー・トレーディング株式会社

ダイトロン株式会社

三洋機工株式会社

大陽日酸株式会社

株式会社ジェイテクト

ダッソー・システムズ株式会社

静岡県

谷田合金株式会社

※株式会社アオヤマ精工（協同組合 SOLAE）

多摩川精機株式会社

※株式会社エステック（協同組合 SOLAE）

中部航空宇宙産業クラスター

※金子歯車工業株式会社（協同組合 SOLAE）

DMG 森精機株式会社

※神谷理研株式会社（協同組合 SOLAE）

ディー・ディー・シー エレクトロニクス株式会社

※サカイ産業株式会社（協同組合 SOLAE）

デロイト トーマツ グループ

※株式会社桜井製作所

Tokyo Metropolitan Aviation Network（東京都）

※城北機業株式会社（協同組合 SOLAE）

※株式会社ウラノ

※株式会社中遠熱処理技研（協同組合 SOLAE）

※山王テクノアーツ株式会社

※株式会社 TSK

※菅澤製機株式会社

※株式会社テクノ・モーター・エンジニアリング（協同組合

※株式会社大槇精機

SOLAE）

※地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

※パイフォトニクス株式会社

※同和鍛造株式会社

※パルステック工業株式会社

※株式会社ナガセ

※株式会社ブローチ研削工業所（協同組合 SOLAE）

※株式会社八洋

※株式会社焼津精機（協同組合 SOLAE）

※株式会社不二製作所

※有限会社岩倉溶接工業所（協同組合 SOLAE）

※マークテック株式会社

株式会社 島津製作所

※三益工業株式会社

シマヅプレシジョンインスツルメンツインク

※大和合金株式会社

株式会社ジュピターコーポレーション

※株式会社由紀精密

国立研究開発法人情報通信研究機構

※株式会社吉増製作所

新東Ｖセラックス株式会社

東京アイデアル株式会社

シンフォニアテクノロジー株式会社

東京貿易テクノシステム株式会社

新明和工業株式会社

東北航空宇宙産業研究会

スカイレーベル株式会社

※秋田化学工業株式会社

※トロンエアー

※秋田複合材新成形技術研究組合

STAHLWILLE

※アキタ・リサーチ・イニシアチブ

スナップオン・ツールズ株式会社

※アキモク鉄工株式会社
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※株式会社伊藤熱処理

栃木県

※株式会社エスイーシー

※株式会社アイ・シイ・エス

※オールセーフ株式会社

※ウエサワワークス株式会社

※川西精密株式会社

※エーシーエム栃木株式会社

※株式会社キメラ

※亀田産業株式会社

※株式会社京岡

※菊地歯車株式会社

※キョーユー株式会社

※株式会社雀宮産業

※株式会社コイワイ

※株式会社テツカクリエート

※株式会社三栄機械

※栃木航空宇宙懇話会

※鈴木機械株式会社

※株式会社バンテック

※株式会社セイシンハイテック

※株式会社湯原製作所

※株式会社橘機工

トビー・テクノロジー株式会社

※株式会社ディ・ビー・シー・システム研究所

公益財団法人 長野県テクノ財団

※東和⼯業株式会社

※エアロスペース飯田

※株式会社登米精巧

※株式会社 都筑製作所

※株式会社永澤機械

※有限会社 原製作所

※新妻精機株式会社

株式会社ナセル

※引地精工株式会社

ナビコムアビエーション株式会社

※株式会社ホリコー

ナブテスコ株式会社

※本田精機株式会社

NIIGATA SKY PROJECT

※株式会社本橋製作所

※株式会社柿崎機械

※八十島プロシード株式会社

※佐渡精密株式会社

※YURI ホールディングス株式会社

※戸塚金属工業株式会社

※米沢放電工業株式会社

※新潟メタリコン工業株式会社

※株式会社ワールド山内

※パールライト工業株式会社

株式会社

東陽テクニカ

※株式会社丸菱電子

東レ・プレシジョン株式会社

日本エヤークラフトサプライ株式会社

株式会社

日本製紙クレシア株式会社

トードインターナショナル

特殊鋼加工技術を中核に航空機産業を目指す企業グループ

日本キスラー株式会社

「SUSANOO」

一般財団法人日本航空機エンジン協会

※出雲造機株式会社

一般財団法人日本航空機開発協会

※株式会社キグチテクニクス

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

※株式会社ナカサ

日本マルコ株式会社

※秦精工株式会社

白銅株式会社

※株式会社ファデコ

株式会社ビック・ツール

※馬潟工業有限会社

株式会社ピューズ

※株式会社守谷刃物研究所

※日本ハイドロシステム工業株式会社
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ひょうご航空ビジネス・プロジェクト

※株式会社三差製作所

※明石化成工業株式会社

※株式会社明和工作所

※アリオテクノ株式会社

株式会社ファソテック

※株式会社稲坂歯車製作所

福岡県航空機産業研究会（ＦＡＩＮ）

※株式会社 オオナガ

福島県

※カルモ鋳工株式会社

※会津 UV 漆グループ

※川西航空機器工業株式会社

※ニダック精密株式会社

※株式会社

※株式会社フジ機工

きしろ

※是常精工株式会社

※株式会社ミウラ

※佐藤精機株式会社

※ミムラ工業株式会社

※株式会社佐野鉄工所

株式会社富士インダストリーズ

※株式会社シミズテック

フジコーワ工業株式会社

※株式会社 ジャスティード

株式会社フロージャパン

※株式会社城洋

公益財団法人

※神鋼検査サービス株式会社

ー

※新日本非破壊検査株式会社

防衛装備庁

※新日本溶業株式会社

NPO 法人

防衛基盤整備協会（BSK）システム審査センタ

北海道宇宙科学技術創成センター

※株式会社大日製作所

※大樹町

※滝川工業株式会社

※NPO 法人

※トーカロ株式会社

※北海道スペースポート研究会

北海道宇宙科学技術創成センター

※株式会社ナサダ

ポリテックジャパン株式会社

※株式会社野村鍍金

マーポス株式会社

※パイオニア精工株式会社

丸紅情報システムズ株式会社
※株式会社ストラタシス・ジャパン

※ハマックス株式会社

三重県

※株式会社兵庫精密工業所
※福伸電機株式会社

※株式会社北岡鉄工所

※前田工業株式会社

※株式会社コスモス・コーポレイション

※山城機工株式会社

※大起産業株式会社

※株式会社山本金属製作所

※東洋工業株式会社

※有限会社ファインテック

※株式会社ナベル

※美岡工業株式会社

※光精工株式会社
※株式会社前田テクニカ

ひろしま航空機産業振興協議会

※みえ・航空宇宙産業推進協会

※株式会社インタフェース
※倉敷ボーリング機工株式会社

三井精機工業株式会社

※新中央工業株式会社

三井物産エアロスペース株式会社

※中外テクノス株式会社

三菱重工業株式会社
※三菱重工航空エンジン株式会社

※株式会社日本パーカーライジング広島工場
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※三菱航空機株式会社

※Viking Air Limited

三菱商事テクノス株式会社

※Virtek Vision International Inc.

三菱電機株式会社

CzehInvest

三菱マテリアル株式会社

ELBIT SYSTEMS

武蔵エンジニアリング株式会社

FUCAM EU-Japan Project

名豊電機株式会社

German Aerospace Center (DLR)

山口県航空宇宙クラスター

GIFAS French Pavilion

※株式会社アクシス
※株式会社オーネックス

※AIR COST CONTROL
山口工場

※BOLLORE LOGISTICS JAPAN KK

※株式会社黒磯製作所

※DEDIENNE AEROSPACE

※株式会社伸和精工

※SEREME

※中国電化工業株式会社

※SOCOMORE

※株式会社ひびき精機

Glenair Inc

※公益財団法人やまぐち産業振興財団

Honeywell Intl Inc.

郵船ロジスティクス株式会社

IAI- Israel Aerospace Industries Ltd.

有限会社

ILA Berlin 2020 / Messe Berlin

横浜エンジニアリングサービス

Kongsberg Defence and Aerospace
海外出展者

※共同出展者

Korea Aerospace Industries Association

アルファベット順

LEONARDO

Aerobay

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Airbus

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Arconic Fastening Systems

MARPA

BCI Aerospace

MBDA

Bell

NICOMATIC Corporation

Boeing Company

※JEPICO Corporation

※Insitu, A Boeing Company

Parylene Japan / Specialty Coating Systems

Canada Pavilion

Pattonair

※Advance GSE Corp.

SAP MEDIA WORLDWIDE LTD.

※Aeropol Aviation Services Corp.

si-Cluster (Greek National Delegation)

※CaseBank Technologies Inc.

※Hellenic Association of Space Industries

※City of Mississauga

※Hellenic Space Agency

※Cyclone Manufacturing Inc.

※Integraded Systems Development - ISD

※FLYHT Aerospace Solutions Ltd.

※INTEROPERABILITY SYSTEMS INTERNATIONAL – ISI HELLAS

※Orbital Farm Inc.

※Prisma Electronics

※Satcom Direct

※Theon Sensors

※Shimco

Society of Indian Aerospace Technologies & Industries

※Space Engine Systems Inc.

Taiwan Aerospace Industry Association
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※Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC)

TW Metals, Inc.

※MIN CHUN PRECISION CO.,LTD

Washington State

※National Chung-Shan Institute of Science &

※A&R Aviation Services Inc.

Technology (NCSIST)

※AMGI, INC.

※YE FONG ALUMINIUM INDUSTRIAL LTD.

※Gladiator Technologies Division of LKD Aerospace

TAURUS Systems GmbH

※Hobart Machined Products, Inc.

Thales Japan K.K.

※IDEA International Inc.

UK Pavilion

※Pierce County Council

ADS Group Ltd

※Port of Moses Lake

Aero Metals Alliance

※RBC Signals

BSI Group

※Service Steel Aerospace

Farsound Aviation

Zephyr Tool Group

Nasmyth Group

※VESSEL CO., INC.

Rolls-Royce
Teledyne e2v (UK)
Tritech Group
Ultra Electronics
UTC Aerospace Systems
US Pavilion
Accenture
Advanced Tech Supply, Inc.
※Omega Technologies
※Tel-Instrument Electronics Corporation
※West Coast Industries
Analytical Graphics, Inc.
BAE Systems
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
Gulfstream
Hangsterfer's
Kallman Worldwide
L3 Technologies
Northrop Grumman Corporation
Pratt & Whitney
Raytheon
Rockwell Collins
SAE International
State of California
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