
トヨタ自動車株式会社　本社　本館ホール

１～９ 10～21 22～28 29～35 36～44

45～56 57～63 64～74 75～76 77～82

プレゼン企画コーナー（商談スペース） 大学・公設試テクニカルシーズコーナー

東北大学 山形大学 秋田県 岩手県立大学 岩手県立大学 岩手大学 岩手大学 いわて
産業技術ｾﾝﾀｰ (村田教授） (柴田特任教授）(明石准教授）（鎌田教授） 産業振興ｾﾝﾀｰ

㈱加藤研削工業 ㈱ミナト精工 豊盛工業㈱ LSIクーラー㈱ ナンシン精工㈱

サワダSTB㈱ ㈱秋田研磨工業 ㈱ケディカ 佐藤鋳工㈱ エヌエス
青森工場 北上工場 アドバンテック㈱

　

スズデン㈱ ㈱ツバメックス リコーインダストリアル 柳沼プレス工業㈱ 日本ジー・ティー㈱ 丸隆工業㈱
㈱セコニック ソリューションズ㈱

電子 アイシン東北㈱ ㈱A-TRAD エア・ウォーター㈱ 筑波ダイカスト工業㈱ サンアロー㈱
函館事業所 北海道支社

㈱バーナードソフト 冨士ダイス㈱ ㈱アドバネクス ㈱庄内ヨロズ 山形電子㈱ 東レ
青森工場 プラスチック

三ッ引興業㈱ 東和化成㈱ ㈱東海鉄工所 ヤマセ電気㈱ ㈱堀尾製作所 東大無線㈱ 精工㈱
東北工場

 

㈱WELCON ㈱マイスター ㈱キメラ 須川工業㈱ 東北パイオニア㈱ ㈱プラモール
ミネベア 日本パーカ 山形工場 精工
ミツミ㈱ バイスリー ㈱米谷製作所 ライジング㈱ 日発精密工業㈱ ケミコン岩手㈱

秋田事業所 プロジェクツ㈱ 仙台工場 横手工場

猪狩自動制御設計㈱ ㈱IBUKI 京浜精密工業㈱ ㈱ウチダ アルファ・ ゆわて
北海道工場 エレクトロニクス㈱ 吉田工業㈱

AOS㈱ 小林工業㈱ ㈱ワンロード 大橋鉄工秋田㈱ 山形精密鋳造㈱ 秋田工場 住鉱テック㈱

ムネカタ 協和精工㈱ JFE精密㈱ ㈱ミスズ工業 ㈱小滝電機製作所 ㈱多加良製作所

インダストリアル
(有)アイハラ マシナリー㈱ ワテック㈱ ㈱ナノテム 秋田化学工業㈱ ㈱会津工場 スミダ電機㈱

㈱タカハタ電子 ㈱ソルテック ㈱三ツ矢 ㈱エノモト ㈱五洋電子 不二電子工業㈱

津軽工場 千歳工場
㈱加藤紙器 ㈱サンアイ精機 ㈱青海製作所 ㈱東亜電化 ㈱ニッセイ ＥＭデバイス㈱

フジイコーポレーション㈱ キヤノンイメージングシステムズ㈱ スフェラーパワー㈱ ㈱エイシング

㈱新庄 北海道発EV研究 福島サンケン㈱ ㈱エクスプローラ
エレメックス 開発・利活用

㈱エンサウンド インクリメント・ プロジェクト ㈱ルミナス ㈱ジェーエフピー
ピー㈱ ジャパン

会津UV漆グループ／ スズキハイテック㈱ ㈱会津技研 ㈱エスイーシー
明星電気㈱白河工場

　 　

　

　

樹脂成形 電子部品 鋳造・鍛造 プレス加工
表面処理・
熱処理

機械加工 金型・治工具 自動機・装置
システム・
ソフトウェア その他

106 105 104 103 102 101 100 99

64 50 36 22 8

63 49 35 21 7

77 65 51 37 23 9

76 62 48 34 20 6

78 66 52 38 24 10

75 61 47 33 19 5

79 67 53 39 25 11

74 60 46 32 18 4

80 68 54 40 26 12

73 59 45 31 17 3

81 69 55 41 27 13

72 58 44 30 16 2

82 70 56 42 28 14

71 57 43 29 15 1

98 94 90 86
97 93 89 85

95 91 87 83

96 92 88 84
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会場出口 受付 会場入口

アンケートコーナー 北海道EV 個別商談コーナー

『とうほく・北海道 新技術・新工法展示商談会』 会場レイアウト 

 
８道県連携企画 

とうほく・北海道 ショーケースカー 

次世代モビリティゾーン 


