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参 加 者 リ ス ト 
更新日 2021/08/30 

AERO METALS ALLIANCE* ［イギリス］ 

Aero Metals Alliance (AMA) provides aluminium, stainless steel, alloy steel, titanium, nickel alloys and supply 
chain management services to the world’s leading aerospace primes. 

 
   

AIRBUS JAPAN K.K.  

航空機メーカー     

AIRCRAFT PHILIPP ÜBERSEE GMBH & CO. KG ［ドイツ］ 

Produces aircraft structures and engine components made of aluminium, titanium and also high temperature 
resistant nickel-based alloys such as inconel hastelloy and waspalloy.    

APC エアロスペシャルティ株式会社  

航空機の組立支援。航空機の機体塗装。航空機部品の梱包。航空宇宙支援器材の設計製作。航空宇宙部品の加工    

ARIES MANUFACTURING (ACB) * ［フランス］ 

Provides innovative metal forming and joining solutions to the aerospace industry. We are specialized in hot forming 
and superplastic forming titanium and hot stretch forming of aluminium alloy sheet.    

BOEING COMMERCIAL AIRPLANES* ［アメリカ］ 

Boeing delivers a family of technologically advanced and efficient airplanes to customers around the world.     

BOEING JAPAN K.K.  

航空機メーカー     

CAINIAO KLIA AEROPOLIS E-HUB* ［マレーシア］ 

Logistics & Supply chain technologies     
CHUNG BUK FREE ECONOMIC ZONE ［韓国］ 

    

DNIPRO SPACE CLUSTER* ［ウクライナ］ 

Platform for innovations, support, and creating high added value in rocket building and space exploration.     

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA* ［ブラジル］ 

Manufacturer of commercial, military and executive aircraft.     

FAIN（福岡県航空機産業研究会）  

     

GA TELESIS ENGINE STRATEGY GROUP* ［シンガポール］ 

GA Telesis operates aircraft sales, leasing, distribution, and maintenance facilities in the United States, Canada, United 
Kingdom, Turkey, Finland, and China.     
GYEONGNAM TECHNO PARK ［韓国］ 

    

エアロマート名古屋 2021 
航空宇宙分野の国際展示商談会 

  

愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」 

第
４
回 

同時開催 
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IAI - ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES* ［イスラエル］ 

Delivering large turnkey projects, IAI acts as a prime contractor, subcontractor, and team members in dozens of large 
programs for the aerospace, land, sea, and cyber domains and multi-domain applications.    

株式会社 IDEOL  

    

株式会社 J・3D  

金属＆樹脂の３D 造形受託サービス。付加価値が高い開発部品・試作部品の少量多品種に短納期で対応します。    
JONAL LABORATORIES* ［アメリカ］ 

Complex aerospace seal solutions especially high temperature silicone rubber seals, O-Rings and elastomer to metal 
bonding.    

KAIZAN AERO MANUFACTURING SDN BHD* ［マレーシア］ 

Composite parts and bonded assemblies including advanced RTM & LRI technology    

KANFIT LTD ［イスラエル］ 

Composite parts and bonded assemblies including advanced RTM & LRI technology    

LATECOERE INTERCONNECTION SYSTEMS JAPAN  

Engineering and manufacturing for wire harnesses and test benches for Aerospace, Military and railway applications.    

MECA AERO CONSULTING* ［フランス］ 

Meca Aero Consulting proposes a customized offer to Customers, solutions of Development and added Value creation 
in a process of long term partnership.    

MHI エアロエンジンサービス株式会社  

航空機用エンジン修理     

MOOG INC.*  

航空機器（アクチュエータ 等）     

MRO Japan 株式会社  

航空機の整備、修理および改造     

NTN 株式会社  

軸受、ドライブシャフト、精密機器     

株式会社 NSR JAPAN  

     

PD エアロスペース株式会社  

     

PRATT & WHITNEY JAPAN*  

Pratt & Whitney designs, manufactures and services the world's most advanced aircraft engines and auxiliary 

power systems for commercial, military and business aircraft. 
 

   

株式会社 RPV  

X 線 CT デジタルエンジニアリングサービス     

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES  

Aircraft engine manufacturer.  
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SAFRAN GROUP  

Safran, an international high-technology group, is a world-class aircraft engine manufacturer through its Aircraft Engines 

subsidiary.    

SAFRAN HELICOPTER ENGINES JAPAN  

Promotion of SAFRAN Group activities and SAFRAN Helicopter Engines MRO     

SENSATA TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE LTD ［シンガポール］ 

Sensata Technologies is a global industrial technology company and a leading provider of sensor-rich solutions that 
create insights for customers with operations in 13 countries, including China, Japan, Korea and Malaysia.    

SHUZ TUNG MACHINERY INDUSTRIAL* 【】［台湾］ 

Shuz Tung has been dedicated to manufacturing of various machinery and automation equipment.     

株式会社 SUBARU 【 

航空宇宙カンパニー     

株式会社 SUBARU* 【 

自動車メーカー     

UKRAINIAN ASSOCIATION OF HIGH-TECH ENTERPRISES AND CORPORATIONS COSMOS* ［ウクライナ］ 

Ukraine Aerospace and Defense Corporation Association.     

株式会社 YDK テクノロジーズ  

航空宇宙向けセンサ（位置、圧力、回転速度、温度など）など、耐環性を有する電子機器の開発、設計、製造    

アイコクアルファ株式会社  

    

あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム  

愛知県における行政、支援機関及び大学を構成員とし、県内の航空宇宙産業振興のための事業を総合的に実施    

アイティーオー株式会社  

航空宇宙機器部品製造。自動車関連高精度試作部品製造。    

株式会社青島歯車製作所  

各種高精度歯車の製造販売    

旭金属工業株式会社  

航空宇宙関連部品の一貫加工（機械加工、NDT、ショットピーニング、AD、めっき、溶射、塗装、組立）    

旭ゴム化工株式会社  

   

旭精機工業株式会社  

    

熱田起業株式会社  

試作、開発品製造。航空宇宙機器部品製造。治具、治工具製造。    

株式会社アルメディオ  

マルチファンクショナルな高機能カーボンナノファイバーの製造及び販売    
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株式会社飯塚鉄工所  

流体機器・医療機器をはじめ航空機・宇宙機器に携わる金属部品精密加工製造業    

株式会社石井機械製作所  

    

株式会社石垣商店  

    

石敏鐵工株式会社  

自動車部品・航空宇宙部品の機械加工    

磯上歯車工業株式会社  

ギア・シャフト加工のみならず機械加工全般に迅速な対応をさせていただきます。手のひらサイズから大型長尺のワークまで幅

広く得意としております。    

株式会社イナック  

幅広い業界向けに樹脂や金属の精密試作品を製作。筐体設計、塗装、メッキも社内で対応    

今井航空機器工業株式会社  

航空機部品及び精密部品の金属加工・表面処理。 航空機生産用治工具及び地上支援器材の設計・製造。    

株式会社岩田鉄工所  

    

インフィニジャパン株式会社  

MMP テクノロジーによる表面仕上げの受託加工を行います。形状の維持と高精度の仕上げの両立ができます。    

ウイングウィン岡山  

    

株式会社ウォンツ  

    

株式会社ウラノ  

航空機エンジン部品（ケース、ベーン、シュラウド、ベアリングハウジング等）の切削加工及びサブ組み立て    

株式会社ウラノ 長崎工場（長崎県航空機産業クラスター協議会）  

航空機エンジン部品（ケース、ベーン、シュラウド、ベアリングハウジング等）の切削加工及びサブ組み立て    

株式会社エアロ  

    

エアロスペース飯田  

「エアロスペース飯田」は、航空宇宙関連のサプライチェーンで、顧客から QCD で高い信頼を得ております    

エイヴィエルジャパン株式会社  

パワートレインシステムの開発、シミュレーション、および試験を行う世界最大の独立企業です    

株式会社エヴァアビエーション  
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株式会社エクストエンジニア  

24 時間 360 日稼働 切削加工のコンビニ工場       

榎本ビーエー株式会社  

      

株式会社エステック  

航空宇宙機器部品製造（主にエンジン部品）。スイベルジョイントの設計・開発・製造・組立。    

オーエスジー株式会社  

世界トップシェアのタップ、ドリル、エンドミル、ダイス等の機械加工用工具の開発・製造    

株式会社オーサカステンレス  

ステンレス・ニッケル合金のスペシャリスト。豊富な自社在庫と海外調達網で素材調達をサポート。AS9120 認定取得。    

大野精工株式会社  

      

大羽精研株式会社  

      

岡谷鋼機株式会社  

      

有限会社大堀研磨工業所  

研削加工。アクチュエーター・油圧部品、MRO（溶射後・硬質クロムメッキ後研削）、治具ボーラーなど    

小俣シャッター工業株式会社  

      

沖縄県航空関連産業クラスター  

沖縄県は、国内では初となる航空機整備事業を中心とした航空関連産業クラスターの形成に取り組んでいます    

加賀産業株式会社  

航空宇宙関連機器部品・治具工具の製作、防災および感染症対策製品の企画・開発・販売、建設・産業機械部品製作。    

株式会社加藤製作所  

航空機・家電・住宅・建機など様々な業種の板金加工及び溶接加工を行い、多品種・小ロットにお応えします    

株式会社加藤製作所  

航空宇宙機器部品の機械加工及び治工具の設計・製作    

川崎重工業株式会社  

航空宇宙システムカンパニー    

株式会社鬼頭精器製作所  

     

木下精密工業株式会社  

     

岐阜県・各務原市  

岐阜県内航空関連企業の新規受注開拓をサポート  
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九航協エアロスペース・ネットワーク (QAN)  

     

共栄エンジニアリング株式会社  

     

有限会社クズハラゴム  

     

株式会社クリモト  

     

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 (GNIC)  

グレーター・ナゴヤ地域の対日投資促進、国際経済交流を行う     

株式会社小糸製作所*  

航空機器部品（機内/機外照明機器など）     

光貴スペーステクノロジーズ株式会社  

     

神戸市  

     

株式会社弘和鉄工所  

弊社は、航空宇宙産業、医療、半導体製造装置部品等の精密、複雑形状の金属加工を行っている会社です    

ゴコー電工株式会社  

モータおよびその部分品の設計・製造・試作 材料選定・購入、工程設計、部品設計    

株式会社桜井製作所  

航空機、飛翔体、自動車エンジン・トランスミッション部品の金属加工。専用工作機械の製造販売など。    

株式会社佐藤鉄工所  

     

株式会社三光刃物製作所  

CFRP や GFRP などの複合材向けを強みとした工業用刃物、切削工具の製造、販売     

サンゴバン株式会社  

     

サン樹脂株式会社  

樹脂・プラスチック専門の加工メーカー。切削加工、板加工(曲げ・接着・溶接)の技術で、金型無しで 1 ヶから部品を製作。    

サンヨー株式会社  

私たちは自動車や航空機エンジンの試作部品、小ロット生産を提供します    

静岡県  
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新東 V セラックス株式会社  

セラミックス３D プリンタや独自の成形技術によって、航空宇宙分野に新しい解決策をお届けします    

シンフォニアテクノロジー株式会社  

航空機用及び宇宙用電装品     

株式会社スター精機  

弊社はメーカー様では対応困難なカスタム装置や治具を設計～組立までサポート致します    

住友化学株式会社  

時代のニーズを先取りするスーパーエンプラ製品(液晶ポリマーやポリエーテルサルホン)をご提供します    

住友電気工業株式会社  

切削工具     

株式会社成栄  

大型機械加工・製缶・塗装・組立までの一貫製作     

株式会社第一システムエンジニアリング  

     

大起産業株式会社  

当社の製品は、足元を見れば地中深くまた空を見上げると壮大な宇宙と幅広い分野で活躍しています     

大同特殊鋼株式会社  

エンジンシャフトで世界４大航空エンジンＯＥＭの製造認定を取得、ハイエンド素材で世界の空を支えています    

大同メタル工業株式会社  

総合すべり軸受メーカーとして多様な産業の回転を支えながら、お客様の期待と社会のニーズに応えています    

大和精工株式会社  

自動車エンジン＆トランスミッション用の精密部品の加工と機能ユニットの組立     

高木工業株式会社  

      

株式会社タカギスチール  

航空機や自動車向けをはじめとする特殊鋼/非鉄金属材料の販売及び機械加工(高合金鋼や工具鋼など）      

高砂電気工業株式会社  

医用他分析装置分野に加えて、宇宙実験用流体機器や推薬弁等、航空宇宙アイテムを提供いたします     

多摩冶金株式会社  

当社は Nadcap 認定のもと東京で熱処理加工を行っています。対応熱処理：真空、雰囲気、浸炭、非鉄金属、窒化処理    

株式会社中央エンジニアリング  

航空機及び宇宙機器の設計、試験装置等の設計・製作、開発試験、維持設計、技術者派遣等    

株式会社中央図研  

設計、CAE、生産技術、製造工程プランニング、テクニカルドキュメンテーション、プロダクトサポート、各種システム開発          
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中部航空宇宙産業クラスター（C-ASTEC）  

中部航空宇宙産業技術センター(C-ASTEC)は、中部地域に世界的な航空宇宙産業クラスター形成を実現するため、産学官連携の

もと航空宇宙産業及び技術の振興に関する事業を総合的に推進しています    

塚田理研工業株式会社  

プラスチック・プリント配線板めっきの 2 本の柱を軸に表面処理加工を施すトップメーカー    

株式会社都筑製作所  

自動車用足回り部品、変速機部品及び建機用油圧機器製造を主業とし、民航エンジン部品の機械加工にも参入済    

株式会社ティービーエム  

タービンブレード・航空機エンジン部品の切削及び旋削加工    

株式会社テクニカルサポート  

自動車部品製造工程で使用する組立・検査・搬送等の専用機製作。EV、HEV 用駆動モーター性能試験装置。    

株式会社トードインターナショナル  

高品質な航空機用金属材料・部品・ケミカル類をより早く、より安く、徹底した品質管理のもとお届けします    

有限会社東亜工作所（長崎県航空機産業クラスター協議会）  

    

株式会社動研  

    

東成イービー東北株式会社  

電子ビーム溶接及び各種レーザ受託加工、レーザクリーニング装置「イレーザー」販売    

東明グループ  

航空機構造体組立、塗装、艤装。試験装置・シミュレータの開発。炭素繊維複合材製品の開発製造。    

株式会社東陽  

イタリア，アメリカのマーキングシステムの日本総代理店としてトレーサビリティーソリューションの提供    

東洋工業株式会社  

航空宇宙事業・シャフト軸物切削加工・製網機の総合メーカ・各種専用機の設計から据付・産業用バルブ・樹脂成型用金型    

東洋航空電子株式会社  

    

徳田工業株式会社  

    

トヨタ紡織株式会社  

航空機用シート     

長江紙器株式会社  

強化段ボールを主とした部品輸出等に必要な梱包資材の設計、製造を少ロット短納期にて対応しています    

長崎菱電テクニカ株式会社（長崎県航空機産業クラスター協議会）  

長崎県より設計・製造エンジニアリングを駆使した治具を提供いたします        
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株式会社永沢工機  

精密板金を通じて、最新鋭の設備と匠な技術で様々な業種のニーズに合わせたものづくりができる会社です    

長野県  

     

名古屋商工会議所  

地域経済振興（航空機産業分野：エアロマート名古屋〈共催〉、航空機エンジン部品加工トライアル等を実施）     

名古屋大学ナショナルコンポジットセンター  

NCC の研究開発状況と CFRP に関する新たなビジネスチャンス獲得を支援する NCC 次世代複合材研究会の紹介    

名古屋品証研株式会社  

➀JISQ9100/Nadcap に係る支援 ②人材育成支援（研修） ③品質改善/SCM 等に係る支援     

ナブテスコ株式会社  

航空機器（フライト・コントロール・アクチュエーション・システム 等）     

新潟エアロスペース株式会社  

     

ニダック精密株式会社  

ロストワックス精密鋳造品の製造メーカー。アルミ合金、ステンレス鋼等の大気溶解可能な材質を製造可能。    

日工産業株式会社  

NC 加工のチューブ形状部品を同一材質の肉厚を調整した素管の液圧成形品で提案します     

日本航空株式会社  

エアライン     

一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）  

航空宇宙機器生産振興と貿易拡大を通じ、航空宇宙工業の健全な発展・クラスター連携強化を図る民間公益団体    

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）  

海外ビジネス情報の提供、中堅・中小企業等の海外展開支援、対日投資の促進     

株式会社ハイタック  

ガンドリルマシンの製造販売。深穴加工の受託加工業務（ガンドリル加工・ホーニング加工・外形加工）。     

原田車両設計株式会社  

     

原田精機株式会社  

輸送用機器関連部品の試作・開発・製作。人工衛星部品製作、自社開発人工衛星及び機器開発。     

光精工株式会社  

自動車部品（E/G、T/M など）の精密部品を鍛造・切削・熱処理・研削・組付一貫生産     

株式会社光製作所  

当社は、航空宇宙、一般産業、自動車の部品製造を通じて社会全体から信頼される企業を目指しています。     

福島県  

福島県内の航空宇宙産業の集積・振興を図るため各種支援事業を実施  
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株式会社フジドリームエアラインズ  

エアライン     

富士高分子工業株式会社  

シリコーンを基軸とした熱対策部品、電気接続部品及び押出し成形品、複合製品の製造、販売     

株式会社フジワラ  

     

プロトマニュファクチュアリング株式会社  

     

株式会社放電精密加工研究所  

エアバス A350 用 Trent XWB や A320neo 用 PW1100G 等の航空機エンジン部品の特殊工程を含めた一貫生産を行っています    

株式会社松尾製作所  

自動車部品    

丸隆工業株式会社  

➀ブレーキ、エンジン部品 製造 ②治具設計・製作 ③CFRP 成形・加工（航空機エンジンメーカーへの販売実績あり）    

丸紅情報システムズ株式会社  

     

三重県  

三重県内の航空宇宙産業の振興を図るため各種事業を実施     

株式会社水野鉄工所  

航空宇宙機器の部品加工。航空機構造部品のサブ組立、修理。各種治具の設計・製作。油圧部品の加工。     

三菱重工業株式会社  

民間機セグメント     

三菱電機株式会社  

先端技術研究所     

三菱長崎機工株式会社（長崎県航空機産業クラスター協議会）  

     

ミナミ化工産業株式会社（長崎県航空機産業クラスター協議会）  

航空宇宙製品用金属部品への金属表面処理     

武蔵精密工業株式会社  

当社はリチウムイオンキャパシタ（LIC）の開発、生産、販売を行っています。LIC は高出力、長寿命、高い安全性などの特徴

をもったエナジーデバイスです。    

室蘭航空宇宙産業ネットワーク（MAS-NET）  

難削材の機械加工や精密製缶加工を得意としており、エンジン部品や装備品、地上支援機材の受注を希望する    

株式会社明光精機  
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名北工業株式会社  

航空機用材料の在庫保管及び販売。浸透探傷検査の請負。     

株式会社モリタアンドカンパニー  

専用機の設計・製造販売：主に熱間コイルばね製造機械や冷間コイルばね製造機械、航空機部品製造機械等     

山形県  

     

山口県航空宇宙クラスター  

機械加工、板金、熱処理を得意とする山口県の企業６社で構成するグループで様々な加工案件に連携対応します    

株式会社吉増製作所  

航空エンジン金属部品加工で半世紀以上の実績。チタン及びニッケル合金材の加工・溶接組立・非破壊検査はお任せ下さい。    

リコーエレメックス株式会社  

     

菱輝金型工業株式会社  

     

菱友技研株式会社  

     

株式会社和田製作所  

     

渡辺精密工業株式会社  

機械加工用治具や測定用治具の設計・製造・販売を行います       
   
-*オンライン参加  
-リスト内バイヤーと出展者混在しています。バイヤーは出展ブースなしで参加します。 
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