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海外展開支援

海外企業の航空機部品製造を勝ち取る
企業集合体で 一貫生産

航空宇宙部品製造企業連合「AMATERAS」
／機械技術グループ
AMATERAS：Advanced Manufacturing Association of Tokyo Enterprises for Resolution of Aviation System

成長が期待される航空宇宙産業。
トップクラスの技術を誇る東京都の 9 社が新規参入を目指し、航空宇宙部品製造
企業連合「AMATERAS（アマテラス）」を立ち上げました。その発足から約 7 年。これまでの実績と今後の課題につい
て、お話を伺いました。
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※出典／文部科学省 次世代航空科学技術タスクフォース「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」平成 26 年 8 月

「ベルリン国際航空宇宙ショー 2014」
や
「シンガポー
ル・エアショー 2016」
など、海外で開催される展示会
にも出展し、海外メーカーへ売り込みを行っています。
都産技研でも、
シンガポール・エアショーに初めて研究
員を派遣し、事業紹介や同一ブースに出展していた中
小企業に対する技術支援を行いました。

ベルリン国際航空宇宙ショー 2014

04

TIRI NEWS_�リント用_cs3.indd 5-6

シンガポール・エアショー 2016

AMATERAS 参加企業一覧
株式会社エイチ・エー・ティー

株式会社大崎金属

株式会社上島熱処理工業所

塩野プレシジョン株式会社

多摩冶金株式会社

電化皮膜工業株式会社

株式会社ナガセ

三益工業株式会社

株式会社吉増製作所

お問い合わせ

機械技術グループ＜本部＞

TEL 03-5530-2570
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