
第42回東京モーターショー2011 出展者リスト
(2011年1１⽉４⽇現在)
乗⽤⾞
アウディ AG [独] トヨタ⾃動⾞(株)
アルピナ [独] トヨタ⾃動⾞(株)（レクサス）
AMG [独] ⽇産⾃動⾞(株)
エルシーアイ(株)（ロータス） [英] ⽇産トレーディング(株)ルノー・ジャポン [仏]
KTM Japan(株) [墺]※⼆輪⾞を含む BMW AG（BMW） [独]
オートモービル シトロエン [仏] BMW AG（MINI） [英]
オートモービル プジョー [仏] フォルクスワーゲン AG [独]
ジャガー・カーズ Ltd. [英] 富⼠重⼯業(株)
スズキ(株)※⼆輪⾞を含む 本⽥技研⼯業(株)
ダイハツ⼯業(株) ポルシェAG [独]
ダイムラーAG（メルセデス・ベンツ） [独] マツダ(株)
ダイムラーAG（マイバッハ） [独] 三菱⾃動⾞⼯業(株)
ダイムラーAG（スマート） [独] ランドローバー [英]

レンジローバー [英]

商⽤⾞
いすゞ⾃動⾞(株) UDトラックス(株)
⽇野⾃動⾞(株) UDトラックス(株)
ヒュンダイモータージャパン(株) [韓]  ボルボトラックス ジャパン事業部 [瑞]
三菱ふそうトラック・バス(株)

⼆輪⾞
アディバ [伊] キムコ [台湾]
川崎重⼯業(株) (株)ホンダモーターサイクルジャパン
 モーターサイクル＆エンジンカンパニー ヤマハ発動機(株)

カロッツェリア
カンパーニャモータース・ジャパン [加] (株)⾼⼭⾃動⾞
興和テムザック(株) (株)D Art
サニーサイドガレージ NATS ⽇本⾃動⾞⼤学校
スマイルパーク(株) ラディカルスポーツカーズ [英]
ソーラーカーチーム プロミネンス レスク(株)

⾞体（屋内）
関東⾃動⾞⼯業(株) ⽇産⾞体(株)
トヨタ⾞体(株)

⾞体（屋外）
< ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞⾞体⼯業会 共同展⽰ >
極東開発⼯業(株) ⽇本トレクス(株)
新明和⼯業(株) ⽇本フルハーフ(株)
須河⾞体(株) (株)パブコ
(株)タダノ 富⼠重⼯業(株)

⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞⾞体⼯業会



部品・機械器具
(株)アール・ダブリュー・シー 住友電気⼯業(株)
(株)アーレスティ 住友電装(株)
アイシン・エーアイ(株) (株)ソニックデザイン
アイシン・エィ・ダブリュ(株) ⼤豊⼯業(株)
アイシン化⼯(株) (株)タチエス
アイシン精機(株) (株)ダイセル
アイシン⾼丘(株) ⼤同メタル⼯業(株)
曙ブレーキ⼯業(株) Qingdao Kinglite Machinery 
朝⽇電装(株)  Electron and Technology Co.,Ltd. [中]
アスモ(株) テイ・エス・テック(株)
(株)アドヴィックス TPR(株)
アンデン(株) (株)データシステム
イサム塗料(株) デルタ⼯業(株)
(株)今仙電機製作所 (株)デンソー
イワタボルト(株) 東海ゴム⼯業(株)
インファステック(株) (株)東海理化
Whetron Electronics Co., Ltd. [台湾] 東京濾器(株)
エーモン⼯業(株) (株)東⽇製作所
HKT(株) (株)豊⽥⾃動織機
(株)エクセディ トヨタ紡織(株)
NOK(株) 豊⽥合成(株)
NTN(株) 永井電⼦機器(株)
Öhlins Racing AB [瑞] ナブテスコオートモーティブ(株)
オムロン オートモーティブエレクトロニクス(株 ⽇信⼯業(株)
(株)カーメイト ⽇鍛バルブ(株)
河⻄⼯業(株) ⽇本グッドイヤー(株)
(株)カナック企画 ⽇本精⼯(株)
京都機械⼯具(株) ⽇本特殊陶業(株)
協和⼯業(株) ⽇本ドナルドソン(株)
(株)クゼ― ⽇本発条(株)
クラリオン(株) ⽇本ピストンリング(株)
(株)ケーヒン ⽇本モレックス(株)
(株)⼩⽷製作所 浜名湖電装(株)
光⽣アルミニューム⼯業(株) ⽇⽴オートモティブシステムズ(株)
Continental AG [独] ⽇⽴化成⼯業(株)
Continental Automotive GmbH [独] ⽇⽴⾦属(株)
Continental Teves AG ＆ Co., oHG [独] ⽇⽴ビークルエナジー(株)
三輪精機(株) Hirschvogel Holding GmbH [独]
Schaeffler KG [独] ビーウィズ(株)
新神⼾電機(株) 富⼠機⼯(株)
GMB(株) 富⼠精⼯(株)
(株)ジェイテクト (株)ブリヂストン
ジヤトコ(株) ボッシュ(株)
Scuderi Group, LLC [⽶] MAHLE GmbH [独]
Stahl Europe bv [蘭] マーレ エンジン コンポーネンツ ジャパン(株)
スタンレー電気(株) (株)マーレ フィルターシステムズ
スナップオン・ツールズ(株) 前⽥⾦属⼯業(株)
住友ゴム⼯業(株) (株)松井製作所
(株)ミクニ リョービ(株)



(株)ミツバ (株)レイズ
三菱電機(株) Robert Bosch GmbH [独]
⽔⼾⼯機(株) (株)ワーテックス
ミドリホクヨー(株) (株)ワイピーシステム
Militec Corp. [⽶] < (社)⽇本⾃動⾞部品⼯業会共同展⽰ >
(株)村上開明堂 (株)アステア
⽮崎総業(株) ⼤野ゴム⼯業(株)
(株)ユーシン 3D Auto Protech(株)
ユアサ⼯機(株) ⼤東プレス⼯業(株)
横浜ゴム(株) 丸⼦警報器(株)
(株)ヨロズ やまと興業(株)
(株)リケン （社）⽇本⾃動⾞部品⼯業会

⾃動⾞関連サービス
北九州市 (社)全国⾃動⾞標板協議会
九都県市⾸脳会議 環境問題対策委員会 (財)道路交通情報通信システムセンター
 ⼤気保全専⾨部会 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
⾼齢者にやさしい⾃動⾞開発推進知事連合 (株)ベーシス
国⼟交通省 (株)リコー
(独)⾃動⾞事故対策機構

SMART MOBILITY CITY 2011
愛知電機(株) 電気⾃動⾞普及協議会
(特⾮) ITS Japan (株)東芝
旭硝⼦(株) 東レ(株)
インターネットITS 協議会 常盤産業(株)
(株)ecomo トヨタ⾃動⾞(株)
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ ⽇産⾃動⾞(株)
(株)エフエム東京 (株)⽇⽴製作所
LP ガス⾃動⾞普及促進協議会 フォルクスワーゲン AG
慶應義塾⼤学 (株)プロスタッフ
経済産業省資源エネルギー庁 本⽥技研⼯業(株)
国⼟交通省道路局 マツダ(株)
(株)SIM-Drive (株)LIXIL
ゼネラルモーターズ・ジャパン(株) ワイヤレス テクノロジー(株)

協賛スポンサー
(株)積⽔ハウス (株)タカラトミー
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント (株)⽇本興亜損害保険

新聞・雑誌コーナー
(株)イデア (株)⽇刊⾃動⾞新聞社
(株)カーアンドレジャーニュース (株)フォーイン
(株)交通タイムス社 (株)ぽると出版
(株)交通毎⽇新聞社 (有)三樹書房
(株)三栄書房 (株)モーターマガジン社
(株)内外出版社 (株)⼋重洲出版
(株)⼆⽞社


